
別紙１

日程・会場・定員 等
※平成30年10月2日(火)～11月2日(金)の間、全国 19 都市28 回開催

(注)開催地別に掲載しております。開催日順ではございませんのでご注意ください

地方 市区町村 日程 開催時間 会場 定員

札幌市 10月11日 (木) 13:30～15:30 北海道自治労会館 250

札幌市 10月30日 (火) 13:30～15:30 北海道自治労会館 250

仙台市 10月12日 (金) 13:30～15:30 ハーネル仙台 250

仙台市 10月31日 (水) 13:30～15:30 ハーネル仙台 250

秋田市 10月11日 (木) 13:30～15:30 秋田県ＪＡビル 100

さいたま市 10月19日 (金) 13:30～15:30 ＪＡ共済埼玉ビル 100

中央区 10月2日 (火) 13:30～15:30 ベルサール汐留 600

中央区 10月18日 (木) 13:30～15:30 ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター 300

新宿区 11月2日 (金) 13:30～15:30 ベルサール新宿セントラルパーク 700

横浜市 10月12日 (金) 13:30～15:30 ラジオ日本クリエイト 150

新潟市 10月17日 (水) 13:30～15:30 朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター） 200

新潟市 10月31日 (水) 13:30～15:30 朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター） 200

金沢市 10月22日 (月) 13:30～15:30 金沢勤労者プラザ 120

長野市 10月15日 (月) 13:30～15:30 長野バスターミナル会館 80

名古屋市 10月3日 (水) 13:30～15:30 ウィルあいち（愛知県女性総合センター） 480

名古屋市 10月29日 (月) 13:30～15:30 名古屋サンスカイルーム 300

大阪市 10月5日 (金) 13:30～15:30 大阪国際交流センター 340

大阪市 10月25日 (木) 13:30～15:30 大阪国際交流センター 340

松江市 10月26日 (金) 13:30～15:30 松江テルサ 80

広島市 10月10日 (水) 13:30～15:30 広島国際会議場 200

広島市 10月24日 (水) 13:30～15:30 広島国際会議場 200

高松市 10月16日 (火) 13:30～15:30 高松商工会議所 100

高知市 10月19日 (金) 13:30～15:30 高知共済会館 （COMMUNITY SQUARE） 50

福岡市 10月4日 (木) 13:30～15:30 福岡県自治会館 300

福岡市 10月22日 (月) 13:30～15:30 福岡商工会議所 300

熊本市 10月5日 (金) 13:30～15:30 ユースピア熊本（熊本県青年会館） 50

宮崎市 10月24日 (水) 13:30～15:30 KITENビルコンベンションホール 50

沖縄 那覇市 10月22日 (月) 13:30～15:30 沖縄県市町村自治会館 190

※定員に達した場合、他の日時を追加することがあります。詳しくはホームペ―ジをご覧ください。

【申込方法】 ①電話による申し込み：0120-771-266

②FAXによる申し込み：0120-252-936

③インターネットでの申し込み：https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/30shoene-followup
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別紙２

日程・会場・定員 等
※平成30年10月2日(火)～11月6日(火)の間、全国 10 都市17回開催

(注)開催地別に掲載しております。開催日順ではございませんのでご注意ください

地方 市区町村 日程 開催時間 会場 定員

北海道 札幌市 10月30日 (火) 10:00～12:00 北海道自治労会館 250

東北 仙台市 10月12日 (金) 10:00～12:00 ハーネル仙台 250

中央区 10月2日 (火) 10:00～12:00 ベルサール汐留 600

中央区 10月9日 (火) 10:00～12:00 ＡＰ東京八重洲通り 200

新宿区 11月2日 (金) 10:00～12:00 ベルサール新宿セントラルパーク 700

中央区 11月6日 (火) 10:00～12:00 ＡＰ東京八重洲通り 200

北陸 新潟市 10月31日 (水) 10:00～12:00 朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター） 200

名古屋市 10月3日 (水) 10:00～12:00 ウィルあいち（愛知県女性総合センター） 480

名古屋市 10月16日 (火) 10:00～12:00 名古屋サンスカイルーム 300

大阪市 10月5日 (金) 10:00～12:00 大阪国際交流センター 340

大阪市 10月18日 (木) 10:00～12:00 天満研修センター 200

大阪市 10月25日 (木) 10:00～12:00 大阪国際交流センター 340

大阪市 11月1日 (木) 10:00～12:00 天満研修センター 200

中国 広島市 10月24日 (水) 10:00～12:00 広島国際会議場 200

四国 高松市 10月16日 (火) 10:00～12:00 高松商工会議所 100

九州 福岡市 10月22日 (月) 10:00～12:00 福岡商工会議所 300

沖縄 那覇市 10月22日 (月) 10:00～12:00 沖縄県市町村自治会館 190

※定員に達した場合、他の日時を追加することがあります。詳しくはホームペ―ジをご覧ください。

【申込方法】 ①電話による申し込み：0120-221-510

②FAXによる申し込み：0120-370-577

③インターネットでの申し込み：https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/30shoene-qa

建築物省エネ法説明会　～適判における疑問点と対処法の紹介～
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別紙 3 
 

FAX 0120-252-936 
 

 

 
下記に記載の上、FAX で開催日 3日前までにお申し込みください。 

 

申込日 平成  年  月  日 

【希望会場情報】 

都道府県名：  開催都市名：  

開催日：  月  日 開催時間：  :  ～  :  

【参加者情報】 

事業所名： 

T E L：（    ）      －     

F A X：（    ）      －      

参 

加 

者 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

※取得した個人情報は、本説明会の事務に必要な範囲以外使用しません。 

※受講希望の開催日前日までに FAX にて受講確認票をお送りいたします。 

 

建築物省エネ法説明会  

～適判・届出のフォローアップ～ 



  別紙 4 
 

FAX 0120-370-577 
 

 

 
下記に記載の上、FAX で開催日 3日前までにお申し込みください。 

 

申込日 平成  年  月  日 

【希望会場情報】 

都道府県名：  開催都市名：  

開催日：  月  日 開催時間：   :  ～  :  

【参加者情報】 

事業所名： 

T E L：（    ）      －     

F A X：（    ）      －      

参 

加 

者 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

※取得した個人情報は、本説明会の事務に必要な範囲以外使用しません。 

※受講希望の開催日前日までに FAX にて受講確認票をお送りいたします。 

 

建築物省エネ法説明会  

～適判における疑問点と対処法の紹介～ 


