
 

 

 

 

報道関係者各位 

プレスリリース                            

 

 

2022 年 5 月 25 日 

株式会社建築資料研究社／日建学院 

 

 

 
 
 
 

 

 

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表

取締役社長：馬場栄一）は、就職・転職・スキルアップに有利な 21 講座の受講料が 20％OFF になる「ス

キルアップ応援キャンペーン」を 2022 年 8 月 24 日(水)まで実施いたします。 

 

▼期間限定！スキルアップ応援キャンペーン 

https://www.ksknet.co.jp/nikken/pickup/cheer/index.aspx 

※講座によりお申込期限日が異なります。 

※Web からのお申込・各校にてお申込では申込期限日が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期間限定！】就職・転職・スキルアップに有利な 

人気 21 講座の受講料が 20％OFF！ 

＜8 月 24 日(水)まで実施中＞ 

https://www.ksknet.co.jp/nikken/pickup/cheer/index.aspx


【期間限定！スキルアップ応援キャンペーン】 

就職・転職・スキルアップに有利な人気講座の受講料が 20%OFF！ 

◇期間…2022 年 8 月 24 日(水) 23:59 まで 

※講座によりお申込期限日が異なります。 

※Web からのお申込・各校にてお申込では申込期限日が異なります。 

◇詳細・お申込…https://www.ksknet.co.jp/nikken/pickup/cheer/index.aspx 

 

 

【対象講座】 

建築関連 

◇HIPS インテリアコーディネーター 1 次本科 Web コース 

通常価格 250,000 円(税込 275,000 円) ⇒200,000 円(税込 220,000 円) 

 

◇HIPS インテリアコーディネーター 2 次試験対策 Web コース 

通常価格 80,000 円(税込 88,000 円) ⇒64,000 円(税込 70,400 円) 

 

◇JW-CAD 入門 Web コース 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

 

◇JW-CAD 実践 Web コース 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

 

◇Auto-CAD 入門 Web コース 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

 

◇Auto-CAD 実践 Web コース 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

 

◇DRA-CAD 入門 Web コース 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

 

◇建築 CAD 検定 2 級試験対策 Web コース 

通常価格 12,000 円(税込 13,200 円) ⇒9,600 円(税込 10,560 円) 

 

◇建築 CAD 検定 3 級試験対策 Web コース 

通常価格 6,000 円(税込 6,600 円) ⇒4,800 円(税込 5,280 円) 

 

 

税務・ビジネス・福祉 

◇2 級 FP/AFPフルパックコース [2023 年 1 月試験向け] 

通常価格 180,000 円(税込 198,000 円) ⇒144,000 円(税込 158,400 円) 

 

◇3 級 FP 受検対策 Web コース [2022 年 9 月試験向け] 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

 

https://www.ksknet.co.jp/nikken/pickup/cheer/index.aspx


◇3 級 FP 受検対策 Web コース [2023 年 1 月試験向け] 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

◇日商簿記 2 級コース [2022 年 11 月試験向け] 

通常価格 60,000 円(税込 66,000 円) ⇒48,000 円(税込 52,800 円) 

 

◇日商簿記 3 級コース [2022 年 11 月試験向け] 

通常価格 25,000 円(税込 27,500 円) ⇒20,000 円(税込 22,000 円) 

 

◇秘書検定 3 級・2 級・準 1 級 筆記試験対策 Web コース 

通常価格 25,000 円(税込 27,500 円) ⇒20,000 円(税込 22,000 円) 

 

◇2 級建設業経理士 Web コース [2022 年 9 月試験向け] 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

 

◇福祉住環境コーディネーター2 級 Web コース 

通常価格 35,000 円(税込 38,500 円) ⇒28,000 円(税込 30,800 円) 

 

 

就職・スキルアップ 

◇初心者のための Office 入門 Web 

通常価格 20,000 円(税込 22,000 円) ⇒16,000 円(税込 17,600 円) 

 

◇SPI 試験対策講座 

通常価格 10,000 円(税込 11,000 円) ⇒8,000 円(税込 8,800 円) 

 

 

建設 

◇第三種電気主任技術者問題解説 Web コース [上期試験向け] 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

 

◇第三種電気主任技術者問題解説 Web コース [下期試験向け] 

通常価格 30,000 円(税込 33,000 円) ⇒24,000 円(税込 26,400 円) 

 

 

 

▼期間限定！スキルアップ応援キャンペーン 

https://www.ksknet.co.jp/nikken/pickup/cheer/index.aspx 

 

 

▼日建学院 公式サイト 

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx 

 

▼日建学院 Twitter 

https://twitter.com/nikkeng 

 

https://www.ksknet.co.jp/nikken/pickup/cheer/index.aspx
https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx
https://twitter.com/nikkeng


【会社概要】 

商号   ： 株式会社 建築資料研究社 

代表者  ： 代表取締役社長 馬場 栄一 

所在地  ： 〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-50-1 

創立      ： 1969 年（昭和 44 年）8 月 

事業内容    ： 建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、 

建築関連資格取得のための学校運営 等 

URL    ： https://www.ksknet.co.jp/ 

 

 

 
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 建築資料研究社／日建学院 コールセンター 

フリーコール 0120-243-229    

受付時間 10:00～17:00（年末年始 12/28～1/5、土日祝日除く）  

E-mail : nikken@to.ksknet.co.jp URL : https://www.ksknet.co.jp/nikken/ 

 

https://www.ksknet.co.jp/
mailto:nikken@to.ksknet.co.jp
https://www.ksknet.co.jp/nikken/

