
 
主 催：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

 後 援：東京都都市整備局（予定） 
  

この講習会は、東京都の建築設備定期検査における現場での検査の方法、建築設備定期検査報告書の作成時におけ

る記入方法等、建築設備定期検査業務に関する知識の向上を目的に、開催しております。（本講習は建築設備検査員の

資格を取得するものではありません。） 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事前に収録した講義の配信映像を自宅等で視聴する「WEB

講習」と、講義の映像を会場で視聴する「会場講習」の２つの開催方式をご案内いたします。 

定期検査業務に従事しておられる検査員の方々はもとより、新たに建築設備検査員資格者証を取得された方や、検

査の補助をされる方におかれましても、この機会に是非受講されますよう、ご案内申し上げます。 
 
第 1 受講対象者 
 
  建築設備定期検査業務に従事されている方（検査補助者も含む） 
  （※建築士及び建築設備検査員の資格をお持ちでない方も、お申込みいただけます。） 
 
第2 開催方式・受講方法・日程・受講場所・定員 
 

本講習は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、原則として「WEB 講習」による受講をお願いさせてい
ただきます。ただし、WEB による受講環境を確保することが難しい方は、「会場講習」の選択が可能です。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により、会場講習を中止とする場合がございます。 
 

開催方式 受 講 方 法 日 程 受 講 場 所 定員 

WEB 講習 

自宅等で講義の配信映像（事前に収録し

たもの）を視聴する。 

配信期間中は、何度でも視聴は可能で

す。 

配信期間 

6 月２５日（金） 

～7 月 9 日（金） 

自宅等 

（WEB） 
― 

会場講習 

会場で講義の映像（事前に収録したもの）

を視聴する。 

時間割に沿って、視聴は１回となります。 

6 月 22 日（火） 

13：30～16：30 

連合会館 2 階大会議室 

（千代田区神田駿河台 3-2-11） 
90 名 

 
申込期間：令和3 年5 月 1３日（木）１０：００～6 月 15 日(火)１７：００まで  

※会場講習は、定員になり次第締め切ります。 
 
第3 講習科目、講師、講習時間（予定） 
 

 講習科目 講師 講習時間 

１ Ⅰ.検査の法的位置付け（東京都建築基準法施行細則） （一財）日本建築設備・昇降機センター職員 ３０分 

２ 

Ⅱ.検査の方法（換気設備） 建築設備検査員 ２５分 

Ⅲ.検査の方法（排煙設備） 建築設備検査員 ２５分 

Ⅳ.検査の方法（非常用の照明装置） 建築設備検査員 ２５分 

Ⅴ.検査の方法（給水設備及び排水設備） 建築設備検査員 ２５分 

３ Ⅵ.報告書の記入方法等 （報告書作成の注意事項等） （一財）日本建築設備・昇降機センター職員 ３０分 

東京都「建築設備定期検査のための実務講習会」２０２１ 
開催のご案内（ＷＥＢ講習・会場講習） 



 

 

第4 申込み区分・受講料（テキスト代を含む） ※受講料はお申込みの際にお支払い頂きます。 
  
◎ WEB 講習と会場講習の受講料は同額です。 
 

申込み区分 受講料 

１ 当財団「建築設備検査員等名簿」登載者〔令和 2 年度・令和 3 年度〕 8,200 円（税込） 

２ 上記１ 以外の方 10,200 円（税込） 
 

＊既納の受講料は返金いたしません。また、お申込み後、当財団の名簿登載者と判明した場合においても、受講料の差額は 
返金いたしません。ご確認の上、お申込みください。 

＊参加登録のシステム利用料として、上記受講料とは別に２２０円（税込）をご負担頂きます。 
 

第5 WEB 講習の受講に必要な環境（※申込み前に必ずご確認ください。） 

◎ 視聴環境：詳しくは、ミテシル利用者マニュアル

（https://support.mite.stream.co.jp/hc/ja/articles/360002404394）をご確認ください。 

 パソコン スマートフォン 

OS Windows8.1 または 10 iOS 10.0 以降、Android 5.0 以降 

ブラウザ 
Microsoft Edge、Internet Explorer、Firefox、

Google Chrome、いずれも最新バージョン 
Safari、Chrome 

 

第6 本講習「受講者名簿」のホームページへの掲載について 

◎ 建築物の所有者等が検査について相談や依頼等をする際に活用できることを目的とし、当講習会を受講された 

方のうち、お申込み時に「ホームページに掲載すること」を希望された方については、当財団ホームページの「受 

講者名簿」へ氏名・勤務先［名称・住所・電話番号］・資格番号（検査員資格者証の交付番号）または建築士番号 （一 

級・二級）を全て掲載します。（掲載項目は、下記の掲載例参照。自宅ではなく、勤務先を優先して掲載。） 

 

◎ 掲載へのお申込みは自由です。但し、建築設備検査員又は一級・二級建築士以外の方は申込みできません。 

 

◎ 掲載場所は、当財団のホームページです。誰でも閲覧可能となりますのでご注意下さい。 なお、掲載による不都 

合や相談・依頼等によって生じたトラブルに関して、当財団では一切責任を負いません。 
 
 
 

◇ 受講者名簿 －掲載例－ ◇ 

資格番号 建築士 氏名 勤務先名称 住   所 TEL 

D00****78  設備  守 ○○設備検査㈱ ○○区○○町○－○－○ 03-****-**** 

D90****21 二級 安全 太一 ㈱○○設計事務所 ○○区○○町○－○－○ 03-****-**** 

 一級 建築  匠 ㈱○○デザイン研究所 ○○区○○町○－○－○ 03-****-**** 

  



 

第7 申込み手続き・・・インターネット受付となります。（※詳細はホームページを参照してください。） 

当財団ホームページ（http://www.beec.or.jp/course/generally_course/jitsumu.html） 

又は、下記ＱＲコードからお申込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口でのお申込みはお受けしていません。  
 

  

 

 

  １．申込締切日：令和3 年6 月 15 日（火）17:00 まで（※会場講習は定員になり次第締め切ります。） 

申込サイト(イベントペイ)において、申込み手続を行ってください。お申込みは、個人単位でのお申込みとなりま
す。※同一メールアドレスで複数登録はできません。（勤務先等のアドレスを使用する場合はご注意ください。） 
 

２．お支払い方法 

申込者情報入力後、お支払い方法を選択し受講料をお支払いください。 

クレジットカード決済 VISA、Master Card、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club 

コンビニ決済 LAWSON、Family Mart、Seicomart、MINI STOP 

ペイジー決済 全国の金融機関のインターネットバンキングや ATM で使用出来ます。 

受付後、申込受付メールが自動送信されます。自動送信されるメールアドレスは、info@eventpay.jp です。 

迷惑メール対策等をされている場合、受信が可能な設定に変更してください。 

コンビニ決済、ペイジー決済の方は、所定の期日までに必ずご入金ください。支払い期限を過ぎると申込は 

自動的にキャンセルされます。 

３．テキスト発送 

（WEB 講 習 ） 6 月中旬頃に、お申込み時に入力された住所へテキストを郵送いたします。 

（ 会 場 講 習 ） 6 月上旬から中旬にかけて、受講票と受講案内を郵送いたします。テキストは講習会当日にお渡し

いたします。 
 
４．WEB 講習を選択された方の講義動画の視聴について 

6 月中旬頃に、お申込み時に登録されたメールアドレスに視聴用 URL（ID、パスワード）を送信いたします。 

届きましたら、開催期間（配信期間）中に講義動画を全て視聴してください。配信開始日後までに、視聴用 URL 等

のメールが届かない場合は、お問い合わせください。 

送信アドレスは、mite-info@stream.co.jp です。迷惑メール対策等をされている場合、受信が可能な設定に 

変更してください。 
 
（注１）開催期間（配信期間）の延長はございませんので、期間内でのご受講をお願いいたします。 

（注２）講義の音声・映像の著作権は､当財団に帰属します｡これにより､録画､複製等の行為は一切禁止いたします｡ 

（注３）勤務先等で複数名が同時に視聴することを予定する場合は、事前に事務局までご相談ください。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

【個人情報保護方針について】 

ご登録いただいた個人情報は、本講習に伴う業務（講習の受講に伴う連絡等）に使用いたします。 

なお、個人情報は、個人情報保護法に基づき適切に管理いたします。 
 

【問い合わせ先】 

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター（講習事業部） 

〒105-0003 東京都港区西新橋１－１５－５ 内幸町ケイズビル ４Ｆ 

（電話）03-3591-2423 （ＦＡＸ）03-3591-2431 

（ホームページ）httpｓ://www.beec.or.jp  （e-mail)jitsumu@beec.or.jp 

mailto:info@eventpay.jp
mailto:mite-info@stream.co.jp
mailto:http%EF%BD%93://www.beec.or.jp
mailto:jitsumu@beec.or.jp


 

【注意事項】 

◎インターネット受付について 

・イベントペイを導入し受付を行っています。受付詳細画面の注意事項をご一読の上、お申込みください。 

・個人単位でのお申込みとなります。 

・当財団「建築設備検査員等名簿」登載者の方は、申込フォームの「名簿登載年度」より、該当する登載年度を 

選択してください。また、「登載番号」に建築設備検査員の資格者番号（D から始まる 9 桁の番号）を入力 

してください。 

・お支払いは、クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー決済のいずれかになります。所定の期日まで 

に必ず決済をお願いします。ご入金確認後、WEB 講習選択の方へは、テキストを郵送し、配信開始前まで 

に、視聴用 URL を送信します。会場講習選択の方へは、受講票及び受講案内を郵送し、講習会当日にテキ 

ストをお渡しいたします。 

・決済手数料（システム利用料）220 円（税込）を受講料とは別途ご負担頂きます。 

 

 
申込・視聴手順(WEB 講習) 

申込 
申込サイト（イベントペ

イ）に受講者情報の入力を

して下さい。 

受講料の

支払い 

申込サイト（イベントペイ）

に受講者情報入力後、受講料

決済を行って下さい。 

テキスト

の送付 

6 月中旬頃に申込み時に入力

された住所へ届きます。 

視聴用ＩＤ 

・パスワー

ドの送付 

6 月中旬頃に申込み時に登

録されたメールアドレスに

視聴用ＵＲＬとＩＤ・パス

ワードが届きます。 

申込・視聴手順（会場講習） 

配信期間内（6/25～7/9）

に、講習を視聴していただ

きます。 

ログイン 

視聴 

メールアドレスに届いた視

聴用URL にアクセスし、ID

とパスワードを入力して下

さい。 

申込 
申込サイト（イベントペ

イ）に受講者情報の入力を

して下さい。 

受講料の 

支払い 

申込サイト（イベントペイ）

に受講者情報入力後、受講料

決済を行って下さい。 

受講票の 

送付 

6 月上旬から中旬にかけ

て、申込み時に入力された

住所へ届きます。 

講習当日 

受付にて 

テキスト 

お渡し 

令和3 年6 月 22 日（火）

の受付の際に、テキストをお

渡しいたします。 

視聴 
会場にて、講習を視聴して

いただきます。 

 

配信開始日後までに、視聴用 URL 等のメールが 

届かない場合は、お問い合わせください。 


