
～令和5年4月25日更新～

平成２７年４月以降開催分

●導入研修●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社三和 令和5年 4月20日（木） 正会員候補：1社 1名 山口 宇部

【支部】　株式会社三和 令和5年 4月20日（木） 正会員候補：1社 1名 山口 宇部

【支部】　株式会社喜田建材 令和5年 4月13日（木） 正会員候補：1社 1名 香川

【支部】　株式会社コバヤシ 令和5年 4月7日（金） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和5年 3月28日（火） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和5年 3月14日（火） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和5年 3月13日（月） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社三和 令和5年 3月13日（月） 正会員候補：1社 1名 山口 徳山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和5年 3月1日（水） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和5年 2月20日（月） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社コバヤシ 令和5年 2月1日（水） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和5年 1月26日（水） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社喜田建材 令和5年 1月20日（金） 正会員候補：1社 1名 香川

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和5年 1月10日（火） 正会員候補：1社 1名 鳥取

【支部】　株式会社直方建材 令和5年 1月5日（木） 正会員候補：1社 1名 香川

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和4年 12月25日（日） 正会員候補：1社 1名 鳥取

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和4年 12月23日（金） 正会員候補：1社 1名 富山

【本部】　事務局 令和4年 12月2日（木） 正会員候補：1社 1名 神奈川

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 11月17日（木） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　株式会社ニヘイ 令和4年 11月29日（火） 正会員候補：1社 1名 北海道

【支部】　株式会社ニヘイ 令和4年 11月29日（火） 正会員候補：1社 1名 北海道

【支部】　株式会社三和 令和4年 11月17日（木） 正会員候補：1社 2名 山口

【支部】　株式会社三和 令和4年 11月11日（金） 正会員候補：1社 1名 山口

【支部】　株式会社七保 令和4年 11月9日（水） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　伊藤建材株式会社 令和4年 11月7日（月） 正会員候補：1社 1名 神奈川

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和4年 11月1日（火） 正会員候補：1社 1名 富山
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 10月29日（土） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　株式会社七保 令和4年 10月12日（水） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社七保 令和4年 10月7日（金） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社ジツダヤ 令和4年 9月28日（木） 正会員候補：1社 1名 愛知

【本部】　事務局 令和4年 9月28日（木） 正会員候補：1社 1名 群馬

【支部】　柏屋商事株式会社 令和4年 8月19日（金） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 8月17日（水） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　株式会社三和 令和4年 8月9日（火） 正会員候補：1社 2名 福岡

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和4年 8月1日（月） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 7月26日（火） 正会員候補：1社 2名 東京

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 7月7日（木） 正会員候補：1社 2名 東京

【支部】　矢橋林業株式会社 令和4年 7月1日（金） 正会員候補：1社 1名 岐阜

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 6月15日（水） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和4年 5月18日（水） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社ニヘイ 令和4年 5月17日（火） 正会員候補：1社 1名 北海道

【支部】　株式会社三和 令和4年 4月20日（木） 正会員候補：1社 1名 福岡

【支部】　事務局 令和4年 4月4日（木） 正会員候補：1社 1名 兵庫

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和4年 3月31日（木） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 3月11日（金） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和4年 3月10日（木） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和4年 3月2日（水） 正会員候補：2社 2名 富山

【支部】　株式会社七保 令和4年 2月20日（日） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 2月20日（日） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和4年 2月3日（木） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和4年 1月26日（水） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社三和 令和3年 12月28日（火） 正会員候補：1社 1名 山口

【支部】　株式会社三和 令和3年 12月4日（土） 正会員候補：1社 1名 山口
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 11月17日（水） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社三和 令和3年 11月16日（火） 正会員候補：1社 1名 山口

【支部】　株式会社七保 令和3年 10月25日（月） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社三和 令和3年 9月30日（木） 正会員候補：2社 2名 山口 宇部

【支部】　株式会社三和 令和3年 9月29日（水） 正会員候補：1社 1名 山口

【支部】　株式会社三和 令和3年 9月29日（水） 正会員候補：2社 2名 山口 小郡

【支部】　株式会社三和 令和3年 9月28日（火） 正会員候補：2社 2名 山口 下関

【支部】　株式会社七保 令和3年 9月29日（木） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社三和 令和3年 9月28日（火） 正会員候補：2社 2名 山口 防府

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和3年 9月10日（金） 正会員候補：1社 1名 鳥取

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 令和3年 9月6日（月） 正会員候補：1社 1名 香川

【支部】　株式会社七保 令和3年 9月3日（木） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 8月31日（火） 正会員候補：3社 3名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 8月20日（金） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社三和 令和3年 8月12日（木） 正会員候補：2社 2名 福岡

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 8月5日（木） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社富建 令和3年 7月28日（水） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　矢橋林業株式会社 令和3年 7月16日（金） 正会員候補：1社 1名 岐阜

【支部】　株式会社三和 令和3年 7月9日（金） 正会員候補：2社 3名 福岡

【支部】　矢橋林業株式会社 令和3年 7月7日（水） 正会員候補：1社 1名 岐阜

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 7月6日（火） 正会員候補：1社 1名 富山

【本部】　事務局 令和3年 7月5日（月） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　株式会社富建 令和3年 7月4日（日） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 7月2日（金） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社七保 令和3年 7月1日（水） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社三和 令和3年 6月24日（木） 正会員候補：1社 1名 福岡

【支部】　株式会社三和 令和3年 6月22日（火） 正会員候補：1社 1名 山口
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 6月22日（火） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 6月17日（木） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社七保 令和3年 6月16日（水） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社富建 令和3年 6月14日（月） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 6月10日（月） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 6月2日（水） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 5月25日（火） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社富建 令和3年 4月28日（水） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社ニヘイ 令和3年 4月23日（金） 正会員候補：1社 1名 北海道 ZOOM形式

【本部】　事務局 令和3年 4月1日（木） 正会員候補：1社 1名 茨城

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 ３月２３日（金） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　伊藤建材株式会社 令和3年 2月18日（木） 正会員候補：1社 1名 神奈川

【支部】　株式会社富建 令和3年 2月17日（水） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和3年 1月12日（火） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 12月24日（木） 正会員候補：1社 1名 佐賀

【支部】　株式会社富建 令和2年 12月10日（木） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月25日（水） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月16日（月） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　矢橋林業株式会社 令和2年 11月13日（金） 正会員候補：1社 1名 岐阜

【本部】　事務局 令和2年 11月13日（金） 正会員候補：1社 1名 埼玉 ＺＯＯＭ開催

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月12日（木） 正会員候補：2社 2名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月6日（金） 正会員候補：3社 3名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月5日（木） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 10月9日（金） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 7月14日（火） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 6月19日（金） 正会員候補：1社 1名 長崎

【本部】　事務局 令和2年 6月2日（火） 正会員候補：1社 1名 静岡 ＺＯＯＭ開催
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　柏屋商事株式会社 令和2年 5月18日（月） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　株式会社富建 令和2年 5月13日（水） 正会員候補：1社 1名 佐賀

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和2年 4月20日（月） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社角繁 令和2年 4月9日（木） 正会員候補：1社 1名 秋田

【支部】　株式会社七保 令和2年 3月9日（月） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　柏屋商事株式会社 令和2年 3月4日（水） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和2年 2月10日（月） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社三和 令和2年 1月28日（火） 正会員候補：2社 2名 山口

【支部】　岡崎製材株式会社 令和元年 12月12日（木） 正会員候補：5社 5名 愛知

【支部】　株式会社北洲 令和元年 12月10日（火） 正会員候補：1社 1名 岩手

【支部】　柏屋商事株式会社 令和元年 12月6日（金） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　株式会社コバヤシ 令和元年 11月29日（金） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成元年 11月25日（月） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社三和 平成元年 11月25日（月） 正会員候補：3社 3名 山口

【支部】　株式会社三和 平成元年 11月22日（金） 正会員候補：3社 3名 山口

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 11月21日（木） 正会員候補：15社 16名 福岡 新宮店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 11月20日（水） 正会員候補：10社 10名 福岡 直方店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 11月19日（火） 正会員候補：17社 17名 佐賀 佐賀店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 11月13日（水） 正会員候補：10社 10名 福岡 広川店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 11月12日（火） 正会員候補：11社 11名 福岡 甘木店

【支部】　株式会社北洲 令和元年 11月12日（火） 正会員候補：1社 1名 岩手

【支部】　株式会社北洲 令和元年 11月9日（土） 正会員候補：1社 1名 宮城

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 11月8日（金） 正会員候補：8社 9名 熊本 熊本店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 11月6日（水） 正会員候補：18社 19名 愛媛 南予店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 11月5日（火） 正会員候補：11社 12名 香川 香川店

【支部】　アロック・サンワ株式会社 令和元年 10月30日（水） 正会員候補：2社 2名 福井

【支部】　株式会社北洲 令和元年 10月30日（水） 正会員候補：1社 1名 岩手
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 10月25日（金） 正会員候補：6社 6名 鹿児島 鹿児島店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 10月24日（木） 正会員候補：20社 20名 宮崎 宮崎店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 10月23日（水） 正会員候補：6社 6名 鹿児島 卸本店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 10月18日（金） 正会員候補：5社 5名 山口 山口店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 10月17日（木） 正会員候補：19社 21名 山口 長府店

【支部】　株式会社直方建材 令和元年 10月16日（水） 正会員候補：6社 6名 広島 広島店

【支部】　株式会社富建 平成元年 10月8日（火） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社コバヤシ 平成元年 10月3日（木） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　株式会社コバヤシ 平成元年 9月27日（金） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　株式会社三和 平成元年 9月26日（木） 正会員候補：2社 2名 山口

【支部】　株式会社コバヤシ 平成元年 9月25日（水） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成元年 9月24日（火） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社滋賀原木 平成元年 9月17日（火） 正会員候補：2社 2名 滋賀

【支部】　株式会社ミヨシ産業 平成元年 9月12日（木） 正会員候補：1社 1名 鳥取

【支部】　株式会社滋賀原木 平成元年 9月10日（火） 正会員候補：1社 1名 滋賀

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成元年 9月10日（火） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成元年 9月9日（月） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成元年 8月30日（金） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社コバヤシ 平成元年 8月30日（金） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　株式会社コバヤシ 平成元年 8月28日（水） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成元年 8月28日（水） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社富建 平成元年 8月21日（水） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社コバヤシ 平成元年 8月1日（木） 正会員候補：1社 1名 東京

【支部】　株式会社茨城木材相互市場 令和元年 7月30日（火） 正会員候補：1社 1名 茨城

【支部】　株式会社中澤 令和元年 7月26日（金） 正会員候補：6社 8名 鹿児島

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和元年 7月24日（水） 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　株式会社フジコー 令和元年 7月8日（金） 正会員候補：1社 1名 栃木
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【支部】　株式会社北洲 令和元年 7月5日（金） 正会員候補：1社 1名 岩手

【支部】　柏屋商事株式会社 令和元年 7月4日（木） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　株式会社フソウリブテック 令和元年 7月2日（火） 正会員候補：1社 1名 香川

【支部】　株式会社茨城木材相互市場 令和元年 6月28日（金） 正会員候補：1社 1名 茨城

【支部】　柏屋商事株式会社 令和元年 6月25日（火） 正会員候補：4社 4名 埼玉

【支部】　株式会社ニヘイ 令和元年 6月21日（金） 正会員候補：1社 1名 北海道

【支部】　株式会スペースパーツ山形 令和元年 6月20日（木） 正会員候補：1社 3名 宮城

【支部】　株式会社大八 令和元年 6月14日（金） 正会員候補：1社 1名 埼玉

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和元年 5月29日（水） 正会員候補：6社 9名 鳥取

【支部】　株式会社三和 令和元年 5月23日（木） 正会員候補：1社 1名 福岡

【支部】　株式会社大八 令和元年 5月17日（金） 正会員候補：2社 2名 宮城

【支部】　株式会社サンコー 令和元年 5月14日（火） 正会員候補：1社 1名 三重

【支部】　株式会社中澤 令和元年 4月25日（木） 正会員候補：1社 1名 鹿児島

【支部】　株式会社サンコー 平成31年 4月22日（月） 正会員候補：1社 1名 愛知

【支部】　株式会社中澤 令和元年 4月20日（土） 正会員候補：1社 1名 鹿児島

【支部】　株式会社七保 平成31年 4月18日（木） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社ニヘイ 平成31年 4月15日（月） 正会員候補：1社 1名 北海道

【支部】　有限会社末次材木店 平成31年 4月15日（月） 正会員候補：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社ニヘイ 平成31年 4月10日（水） 正会員候補：1社 1名 北海道

【支部】　株式会社角繁 平成31年 4月5日（金） 正会員候補：1社 1名 秋田

【支部】　株式会社大八 平成31年 3月19日（火） 正会員候補：4社 4名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 3月15日（金） 正会員候補：1社 1名 神奈川

【支部】　株式会社角繁 平成31年 3月14日（木） 正会員候補：18社 18名 秋田

【支部】　株式会社サンコー 平成31年 3月13日（火） 正会員候補：2社 2名 愛知

【支部】　株式会社北洲 平成31年 3月12日（月） 正会員候補：1社 1名 岩手

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 3月6日(水） 正会員候補：1社 1名 神奈川

【支部】　株式会社サンコー 平成31年 2月14日（火） 正会員候補：１社 １名 愛知
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【支部】　株式会社ニヘイ 平成31年 2月8日（金） 正会員候補：1社 1名 北海道

【支部】　有限会社末次材木店 平成31年 2月8日（金） 正会員候補：16社 18名 長崎

【支部】　三祐木材株式会社 平成31年 1月17日（木） 正会員候補：7社 7名 兵庫

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成30年 12月20日（水） 正会員候補：１社 １名 静岡

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 12月18日（火） 正会員候補：１社 １名 愛知

【支部】　三祐木材株式会社 平成30年 12月12日（水） 正会員候補：4社 4名 兵庫

【支部】　株式会社富建 平成30年 12月11日（火）
正会員：2社
正会員候補：10社

2名
１1名

長崎

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 12月10日（月） 正会員候補：１社 １名 岐阜

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 12月6日（木） 正会員候補：１社 １名 愛知

【支部】　株式会社コバヤシ 平成30年 12月4日(火） 正会員候補：6社 6名 東京

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成30年 11月27日（火） 正会員候補：１社 １名 愛知

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 11月22日（木） 正会員候補：１社 １名 愛知

【支部】　平安建材株式会社 平成30年 10月31日（水） 正会員候補：１社 １名 京都

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成30年 10月3日（火）
正会員：1社
正会員候補：2社

3名
2名

長野

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 7月14日（土） 正会員候補：１社 １名 愛知

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 6月27日（水） 正会員候補：1社 １名 愛知

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 6月18日（月） 正会員候補：1社 1名 愛知

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 6月15日（金） 正会員候補：１社 １名 愛知

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 6月15日（金） 正会員候補：１社 １名 三重

【支部】　株式会社コバヤシ 平成30年 3月19日(月） 正会員候補：13社 14名 東京

【支部】　岡崎製材株式会社 平成29年 12月29日(金） 正会員：1社 1名 愛知

【支部】　岡崎製材株式会社 平成29年 12月28日(木） 正会員：3社 3名 愛知

【支部】　岡崎製材株式会社 平成29年 12月27日(水） 正会員：1社 1名 愛知

【支部】　竹野木材株式会社 平成29年 12月20日(水） 正会員：1社 1名 広島

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成29年 8月26日(土） 正会員：7社 7名 愛知

【支部】　株式会社滋賀原木 平成29年 8月2日(水） 正会員候補：1社 1名 滋賀

【支部】　株式会社滋賀原木 平成29年 6月27日(金） 正会員候補：1社 1名 滋賀
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【支部】　株式会社三和 平成29年 6月2日(金） 正会員候補：1社 1名 山口

【支部】　株式会社三和 平成29年 6月1日(木） 正会員候補：1社 3名 福岡

【支部】　扶桑建材工業株式会社 平成29年 5月25日(木） 正会員候補：1社 1名 香川

【支部】　扶桑建材工業株式会社 平成29年 5月22日(月） 正会員候補：1社 1名 香川

【支部】　株式会社三和 平成29年 5月19日(金） 正会員候補：1社 1名 山口

【支部】　株式会社三和 平成29年 5月16日(火） 正会員候補：1社 2名 山口

【支部】　株式会社三和 平成29年 5月15日(月） 正会員候補：7社 6名 山口

【支部】　株式会社富建 平成29年 3月30日(木） 正会員：2社 2名 長崎

【支部】　株式会社サンコー 平成29年 3月14日(火） 正会員候補：1社 1名 愛知

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成29年 3月14日(火） 正会員：7社 7名 愛知

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成29年 3月10日(金） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　株式会社七保 平成29年 3月7日（火） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成29年 3月3日(金） 正会員：2社 2名 岡山

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成29年 3月1日(水） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成29年 2月23日(木） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成29年 確認中 正会員候補：1社 1名 富山

【支部】　柏屋商事株式会社 平成29年 2月20日(月） 正会員：3社 4名 埼玉

【支部】　株式会社七保 平成29年 2月14日（火） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社滋賀原木 平成29年 2月8日（水） 正会員候補：1社 1名 滋賀

【支部】　伊藤建材株式会社 平成29年 2月7日(火） 正会員候補：2社 2名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 平成29年 2月7日(火） 正会員候補：12社 15名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 平成29年 2月1日(水） 正会員候補：1社 1名 神奈川

【支部】　株式会社三和 平成29年 1月31日（火） 正会員候補：2社 2名 福岡

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成29年 1月30日(月） 正会員候補：1社 1名 岡山

【支部】　扶桑建材工業株式会社 平成29年 1月21日(土） 正会員候補：1社 1名 香川

【支部】　株式会社七保 平成29年 1月6日（金） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 12月15日(火） 正会員候補：1社 1名 岡山
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【支部】　株式会社七保 平成28年 12月13日（火） 正会員候補：1社 1名 山梨

【支部】　扶桑建材工業株式会社 平成28年 12月13日（火） 正会員候補：5社 5名 香川

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 12月13日(火） 正会員：2社 2名 埼玉

【支部】　株式会社ミヨシ産業 平成28年 11月30日(水） 正会員：1社 1名 鳥取

【支部】　株式会社三和 平成28年 11月28日(月） 正会員候補：4社 5名 山口 徳山

【支部】　株式会社三和 平成28年 11月28日(月） 正会員：1社 1名 福岡

【支部】　株式会社三和 平成28年 11月22日(火） 正会員候補：3社 3名 山口 小郡

【支部】　株式会社三和 平成28年 11月21日(月）
正会員：1社
正会員候補：2社

1名
2名

山口 下関

【支部】　株式会社三和 平成28年 11月21日(月）
正会員：1社
正会員候補：1社

1名
2名

山口 宇部

【支部】　株式会社デンヒチ 平成28年 11月17日（木） 正会員：1社 2名 福岡

【支部】　株式会社三和 平成28年 11月2日(火） 正会員候補：1社 3名 福岡

【支部】　株式会社七保 平成28年 11月1日(月） 正会員：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社七保 平成28年 10月28日(金） 正会員：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社三和 平成28年 9月26日(月） 正会員：1社 1名 山口

【支部】　株式会社三和 平成28年 9月21日(水）
正会員：1社
正会員候補：5社

1名
5名

山口 徳山

【支部】　株式会社三和 平成28年 9月21日(水）
正会員：1社
正会員候補：2社

1名
2名

山口 下関

【支部】　株式会社七保 平成28年 9月16日(金） 正会員：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社ミヨシ産業 平成28年 9月8日(木） 正会員：1社 1名 鳥取

【支部】　株式会社ミヨシ産業 平成28年 9月6日(火） 正会員：1社 1名 鳥取

【支部】　伊藤建材株式会社 平成28年 9月5日(月）
正会員：2社
正会員候補：1社

2名
1名

神奈川

【支部】　マルコマ株式会社 平成28年 8月25日(木）
正会員：1社
正会員候補：6社

3名
6名

大阪

【支部】　株式会社三和 平成28年 8月25日(木） 正会員：5社 5名 福岡

【支部】　株式会社三和 平成28年 8月18日(木）
正会員：14社
正会員候補：4社

15名
4名

山口

【支部】　株式会社サンコー 平成28年 7月26日(火） 正会員：9社 9名 愛知

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 7月20日(水） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　竹野木材株式会社 平成28年 6月15日(水）
正会員：1社
正会員候補：15社

1名
15名

広島

【支部】　株式会社金沢商行 平成28年 4月26日（火） 正会員：1社 1名 石川
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【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 1月25日～4月7日
正会員：１社

正会員候補：65社

1名

81名
愛知・静岡・神奈川　各地

【支部】　株式会社ナカムラ 平成28年 3月4日（金） 正会員候補：32社 36名 静岡

【支部】　株式会社滋賀原木 平成28年 2月16日(火）
正会員：1社
正会員候補：24社

1名
26名

滋賀

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成28年 2月23日（水）
正会員：1社
正会員候補：10社
関連企業：8社

2名
19名
8名

岡山

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 2月18日(月） 正会員候補：1社 1名 岡山

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 2月4日(木）
正会員：11社
正会員候補：15社

13名
18名

岡山

【本部】　本部事務局 平成27年 12月16日(水）　
正会員：5社
正会員候補：7社

13名
7名

福岡

【本部】　本部事務局 平成27年 12月8日(火）
正会員：14社
正会員候補：16社

18名
19名

山口

【本部】　本部事務局 平成27年 12月4日(金）
正会員：19社
正会員候補：13社

36名
13名

山梨

【本部】　本部事務局 平成27年 12月3日(木）
正会員：13社
正会員候補：3社

23名
5名

愛知

【本部】　本部事務局　 平成27年 12月1日(火）　
正会員：9社
正会員候補：8社

12名
12名

東京

【本部】　本部事務局　講師養成講習 平成27年 11月16日(月）
地域支部：16社（正会員6社含む）
賛助会員：1社

21名
1名

東京 「導入研修」 (兼リーダー講習会）②

【本部】　本部事務局　講師養成講習 平成27年 9月9日(水）
地域支部：51社（正会員24社含む）
賛助会員：10社

70名
10名

東京 「導入研修」 (兼リーダー講習会）①
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平成２７年４月以降開催分

●継続研修●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【本部】　事務局 令和4年 3月29日（火） 正会員：1社 1名 神奈川

【本部】　事務局 令和4年 3月10日（木） 正会員：1社 1名 神奈川

【本部】　事務局 令和4年 3月9日（水） 正会員：2社 2名 宮城

【本部】　事務局 令和4年 3月3日（木） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和4年 2月18日（金） 正会員：1社 1名
鳥取/岡山
（ＺＯＯＭ開催）

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和3年 11月1日～11月30日 正会員：15社 15名
継続研修
YouTube視聴

正会員各自視聴受講

【支部】　株式会社滋賀原木 令和3年 11月1日～11月30日 正会員：1社 1名
継続研修
YouTube視聴

正会員各自視聴受講

【支部】　株式会社七保 令和3年 11月1日～11月30日 正会員：3社 3名
継続研修
YouTube視聴

正会員各自視聴受講

【支部】　株式会社コバヤシ 令和3年 11月1日～11月30日 正会員：7社 7名
継続研修
YouTube視聴

正会員各自視聴受講

【支部】　柏屋商事株式会社 令和3年 10月1日～11月30日 正会員：3社 3名
継続研修
YouTube視聴

正会員各自視聴受講

【支部】　株式会社サンコー 令和3年 10月1日～10月31日 正会員：3社 3名
継続研修
YouTube視聴

正会員各自視聴受講

【支部】　伊藤建材株式会社 令和3年 10月27日（水） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 令和3年 10月25日（月） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 令和3年 10月22日（金） 正会員：2社 2名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 令和3年 10月15日（金） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 令和3年 10月13日（水） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 令和3年 10月12日（火） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 令和3年 10月8日（金） 正会員：1社 1名 神奈川

【本部】　事務局 令和3年 10月25日（月）
地域支部　4社
正会員　13社
賛助会員　3社

4名
13名
3名

東京
（ＺＯＯＭ）
参加エリア：
【北海道・東北】

2021年度　第１回地域支部＆正会員

合同研修会のご案内　内　継続研修

【本部】　事務局 令和3年 10月18日（月）
地域支部　6社
正会員　7社
賛助会員　4社

13名
9名
7名

東京
（ＺＯＯＭ）
参加エリア
【近畿】

2021年度　第１回地域支部＆正会員

合同研修会のご案内　内　継続研修

【本部】　事務局 令和3年 10月15日（金）
地域支部　5社
正会員　23社
賛助会員　3社

11名
24名
3名

東京
（ＺＯＯＭ）
参加エリア：
【九州・沖縄】

2021年度　第１回地域支部＆正会員

合同研修会のご案内　内　継続研修

【本部】　事務局 令和3年 10月13日（水）
地域支部　5社
正会員　60社
賛助会員　3社

8名
65名
5名

東京
（ＺＯＯＭ）
参加エリア：
【中四国】

2021年度　第１回地域支部＆正会員

合同研修会のご案内　内　継続研修

【本部】　事務局 令和3年 10月11日（月）
地域支部　6社
正会員　17社
賛助会員　3社

18名
18名
7名

東京
（ＺＯＯＭ）
参加エリア：
【東海】

2021年度　第１回地域支部＆正会員

合同研修会のご案内　内　継続研修

【本部】　事務局 令和3年 10月8日（金）
地域支部　2社
正会員　20社
賛助会員　5社

2名
20名
5名

東京
（ＺＯＯＭ）
参加エリア：
【北陸】

2021年度　第１回地域支部＆正会員

合同研修会のご案内　内　継続研修

【本部】　事務局 令和3年 10月7日（木）
地域支部　3社
正会員　37社
賛助会員　6社

6名
40名
6名

東京
（ＺＯＯＭ）
参加エリア：
【関東甲信越②】

2021年度　第１回地域支部＆正会員

合同研修会のご案内　内　継続研修

【本部】　事務局 令和3年 10月4日（月）
地域支部　4社
正会員　41社
賛助会員　4社

12名
44名
4名

東京
（ＺＯＯＭ）
参加エリア：
【関東甲信越①】

2021年度　第１回地域支部＆正会員

合同研修会のご案内　内　継続研修
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　三祐木材株式会社 令和3年 8月25日（水） 正会員：1社 1名 兵庫

【支部】　三祐木材株式会社 令和3年 8月24日（火） 正会員：2社 2名 兵庫

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月26日（木） 正会員：1社 1名 長崎

【支部】　三祐木材株式会社 令和2年 9月8日（火） 正会員：1社 1名 兵庫

【支部】　三祐木材株式会社 令和2年 8月26日（水） 正会員：1社 1名 兵庫

【支部】　三祐木材株式会社 令和2年 7月8日（水） 正会員：1社 1名 兵庫

【支部】　株式会社滋賀原木 令和2年 6月15日（月） 正会員：3社 3名 滋賀

【支部】　株式会社滋賀原木 令和2年 6月12日（金） 正会員：1社 1名 滋賀

【支部】　株式会社滋賀原木 令和2年 6月11日（木） 正会員：1社 1名 滋賀

【支部】　株式会社滋賀原木 令和2年 6月3日（水） 正会員：1社 1名 滋賀

【支部】　竹野木材株式会社 令和2年 3月17日（火） 正会員：2社 2名 広島

【支部】　株式会社七保 令和2年 1月24日（金） 正会員：2社 2名 山梨

【支部】　株式会社デンヒチ 令和2年 1月7日（火 ） 正会員：1社 1名 福岡

【支部】　株式会社スペースパーツ山形 令和元年 12月19日（木 ） 正会員：1社 1名 山形

【支部】　株式会社新洋 令和元年 12月18日（水 ） 正会員：1社 1名 沖縄

【支部】　岡崎製材株式会社 令和元年 12月16日（月 ） 正会員：4社 4名 愛知

【支部】　株式会社滋賀原木 令和元年 12月16日（月 ） 正会員：1社 1名 滋賀

【支部】　岡崎製材株式会社 令和元年 12月12日（月 ） 正会員：1社 1名 愛知

【支部】　株式会社七保 令和元年 12月2日（月 ） 正会員：1社 1名 山梨

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 令和元年 11月7日（木 ） 正会員：1社 1名 長野

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 令和元年 11月6日（水） 正会員：1社 1名 長野

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 令和元年 10月31日（金 ） 正会員：1社 1名 長野

【支部】　株式会社フソウリブテック 令和元年 10月29日（金 ） 正会員：2社 2名 香川

【支部】　株式会社七保 令和元年 10月25日（金 ） 正会員：2社 2名 山梨

【支部】　株式会社七保 令和元年 10月23日（金 ） 正会員：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社七保 令和元年 10月21日（月 ） 正会員：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社フソウリブテック 令和元年 10月18日（金 ） 正会員：1社 1名 香川
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社富建 令和元年 10月17日（木） 正会員：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社滋賀原木 令和元年 10月16日（水 ） 正会員：2社 2名 滋賀

【支部】　株式会社滋賀原木 令和元年 10月12日（土 ） 正会員：1社 1名 滋賀

【支部】　株式会社滋賀原木 令和元年 10月10日（木） 正会員：1社 1名 滋賀

【支部】　株式会社富建 令和元年 10月8日（火） 正会員：3社 3名 長崎

【支部】　今村産業株式会社 令和元年 10月7日（月） 正会員：1社 1名 兵庫

【支部】　株式会社滋賀原木 令和元年 10月7日（月） 正会員：1社 1名 滋賀

【支部】　株式会社七保 令和元年 9月19日（木） 正会員：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社七保 令和元年 9月11日（水） 正会員：1社 1名 山梨

【支部】　株式会社七保 令和元年 9月8日（日） 正会員：3社 3名 山梨

【支部】　株式会社桝徳 令和元年 9月4日（水） 正会員：1社 1名 埼玉

【支部】　平方木材株式会社 令和元年 8月30日（金） 正会員：1社 1名 群馬

【支部】　ヤマイチ株式会社 令和元年 8月8日（木） 正会員：1社 1名 富山

【支部】　アロック・サンワ株式会社 令和元年 8月4日（日） 正会員：1社 1名 福井

【支部】　ナカザワ建販株式会社 令和元年 8月2日（金） 正会員：1社 1名 大阪

【支部】　柏屋商事株式会社 令和元年 7月3日（水） 正会員：1社 1名 埼玉

【支部】　柏屋商事株式会社 令和元年 6月25日（火） 正会員：5社 5名 埼玉

【支部】　矢橋林業株式会社 令和元年 5月29日（水） 正会員：2社 2名 岐阜

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和元年 5月29日（水） 正会員：1社 1名 鳥取

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和元年 5月18日（土） 正会員：2社 2名 鳥取

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 令和元年 5月15日（水） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　株式会社三和 令和元年 5月14日（火） 正会員：1社 1名 山口

【支部】　有限会社末次材木店 令和元年 5月11日（土） 正会員：4社 4名 長崎

【支部】　株式会社マルティックス山陽 令和元年 5月10日（金） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　矢橋林業株式会社 平成31年 4月26日（金） 正会員：1社 1名 岐阜

【支部】　株式会社中澤 平成31年 4月26日（金） 正会員：1社 1名 鹿児島

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成31年 4月26日（金） 正会員：1社 1名 岡山
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成31年 4月23日（火） 正会員：2社 2名 岡山

【支部】　株式会社コバヤシ 平成31年 4月23日（火） 正会員：9社 9名 東京

【支部】　有限会社末次材木店 令和元年 4月15日（月） 正会員：1社 1名 長崎

【支部】　株式会社サンコー 平成31年 4月15日（月） 正会員：6社 6名 愛知

【支部】　株式会社三和 平成31年 4月12日（金） 正会員：1社 2名 山口

【支部】　株式会社サンコー 平成31年 4月8日（月） 正会員：13社 13名 愛知

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 4月5日（金） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 4月1日（月） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　株式会社ニヘイ 平成31年 4月1日（月） 正会員：1社 1名 北海道

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成31年 3月29日（金） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成31年 3月26日（火） 正会員：7社 7名 岡山

【支部】　株式会社三和 平成31年 3月20日（水） 正会員：1社 1名 山口

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成31年 3月19日（火） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　株式会社三和 平成31年 3月19日（火） 正会員：2社 2名 山口

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成31年 3月18日（月） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　株式会社三和 平成31年 3月18日（月） 正会員：1社 1名 山口

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 3月13日(水） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 3月6日(水） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 3月4日(月） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　株式会社大八 平成31年 3月2日(水） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 2月27日(水） 正会員：1社 1名 神奈川

【支部】　株式会社三和 平成31年 2月22日(金） 正会員：7社 7名 山口

【支部】　平安建材株式会社 平成31年 2月19日(火） 正会員：2社 2名 京都

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 2月19日(火） 正会員：8社 12名 神奈川

【支部】　株式会社三和 平成31年 2月19日(火） 正会員：9社 10名 山口

【支部】　株式会社三和 平成31年 2月19日(火） 正会員：4社 4名 山口

【支部】　株式会社三和 平成31年 2月18日(月） 正会員：3社 5名 福岡
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社三和 平成31年 2月15日(金） 正会員：3社 3名 山口

【支部】　株式会社丸産業 平成31年 2月12日(火） 正会員：1社 1名 奈良

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成31年 2月8日(金） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成31年 2月7日(木） 正会員：1社 1名 岡山

【支部】　株式会社三和 平成30年 12月20日（木） 正会員：7社 9名 福岡

【支部】　株式会社三和 平成30年 12月14日(金） 正会員：13社 13名 山口
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平成２７年４月以降開催分

●ＯＢアプローチ実践マニュアル研修●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数　（全体） 参加人数　（全体） 開催場所 備考

【支部】　扶桑建材工業株式会社 平成30年 3月15日（木） 15社 18名 香川

【支部】　株式会社タッセイ 平成30年 1月29日（月） 46社 72名 福井

【支部】　有限会社末次材木店 平成29年 12月8日（金） 15社 22名 長崎

【支部】　株式会社中澤 平成29年 12月7日（木） 13社 35名 鹿児島

【支部】　株式会社サンコー 平成29年 11月22日（水） 11社 11名 愛知

【支部】　株式会社コバヤシ 平成29年 11月17日（金） 14社 15名 東京

【支部】　山二建設資材株式会社 平成29年 11月16日（木） 29社 36名 秋田

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成29年 10月16日（月） 30社 35名 富山

【支部】　矢橋林業株式会社 平成29年 10月6日（金） 23社 34名 岐阜

【支部】　株式会社三和 平成29年 9月22日（金） 9社 10名 福岡

【支部】　株式会社三和 平成29年 9月21日（木） 18社 21名 山口

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成29年 8月29日（火） 28社 30名 富山

【支部】　柏屋商事株式会社 平成29年 8月8日（火） 18社 33名 埼玉

【支部】　株式会社富建 平成29年 8月4日（金） 26社 58名 長崎

【支部】　岡山3支部合同
　　　　　株式会社マルティックス山陽
　　　　　株式会社ウッディワールドのざき
　　　　　越智産業株式会社

平成29年 8月3日（木）
7社
9社
11社

9名
15名
17名

岡山

【支部】　株式会社滋賀原木 平成29年 8月2日（水） 24社 27名 滋賀

【支部】　マルコマ株式会社 平成29年 7月18日（火） 15社 22名 大阪

【支部】　株式会社七保 平成29年 2017/6/6（火） 27社 32名 山梨
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平成２７年４月以降開催分

●ＯＢアプローチ実践マニュアル研修 ３回コース●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数　（全体） 参加人数　（全体） 開催場所 備考

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 7月30日（月） 5 13 愛知 3回コース１回目

平成30年 11月6日（火） 8 20 愛知 3回コース２回目

平成31年 3月4日（月） 11 18 愛知 3回コース３回目

【支部】　アロック・サンワ株式会社 平成30年 3月29日（木） 20 27 福井 3回コース１回目

平成30年 5月17日（木） 6 7 福井 3回コース２回目

平成30年 7月12日(木） 5 5 福井 3回コース３回目
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平成２７年４月以降開催分

●ＯＢアプローチ実践マニュアル研修　第二弾●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数　（全体） 参加人数　（全体） 開催場所 備考

【支部】　株式会社富建 令和元年 10月8日（火） 4社 4名 長崎 第2弾

【支部】　株式会社コバヤシ 令和元年 7月23日（火） 19社 25名 東京 第2弾

【支部】　株式会社三和 平成31年 4月18日（木） 17社 27名 福岡 第2弾
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平成２７年４月以降開催分

●国策研修　（事務局発信）●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数　（全体） 参加人数　（全体） 開催場所 備考

【支部】株式会社富建 令和3年 3月10日（水） 6社 6名
長崎
（WEB参加）

国策研修

【支部】株式会社富建 令和3年 1月28日（木） 3社 19名
長崎
（WEB参加）

住活協リフォームWebセミナー
グリーン住宅ポイント制度

【支部】株式会社富建 令和3年 1月21日（木） 3社 18名
長崎
（WEB参加）

住活協リフォームWebセミナー
グリーン住宅ポイント制度
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平成２７年４月以降開催分

●「リフォーム異業者にとって大切な”６つの取組み”　【サポートツール】●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数　（全体） 参加人数　（全体） 開催場所 備考

【支部】　株式会社富建 令和3年 3月9日(火） 1社 1名 長崎 取組①、②

【支部】　株式会社富建 令和3年 3月9日(火） 1社 1名 長崎 取組①、②

【支部】　株式会社富建 令和3年 2月19日(金） 1社 5名 長崎 取組①、②

【支部】　株式会社富建 令和3年 2月19日(金） 1社 4名 長崎 取組①、②

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和3年 2月4（木） 1社 2名 鳥取 取組①～⑥

【支部】　株式会社富建 令和3年 2月3日(水） 1社 2名 長崎 取組①、②

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和3年 2月1日(月） 1社 1名 鳥取 取組①～⑥

【支部】　株式会社富建 令和3年 1月27日(水） 1社 5名 長崎 取組①

【支部】　株式会社富建 令和4年 1月26日(火） 1社 2名 長崎 取組①

【支部】　株式会社富建 令和5年 1月15日(金） 1社 1名 長崎 取組①
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平成２７年４月以降開催分

●ＯＢアプローチ実践マニュアル研修　【サポートツール】●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数　（全体） 参加人数　（全体） 開催場所 備考

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和３年 2月4日(木） 1社 2名 鳥取 1冊目から5冊目まで

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和３年 2月1日(月） 1社 1名 鳥取 1冊目から5冊目まで

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和３年 1月25日(月） 5社 5名 鳥取 1冊目から5冊目まで

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月26日(木） 1社 1名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月25日(水） 2社 2名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月16日（木） 1社 1名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月12日（木） 2社 2名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月6日(金） 3社 3名 長崎

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月5日（木） 1社 1名 長崎

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和2年 10月22日（木） 1社 10名 鳥取
１冊目（１．事前準備、２．訪問準備編）
２冊目（３．初回訪問編）

開催回数

令和2年 7回

累計 7回
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平成２７年４月以降開催分

●部位別現調ツール研修　【サポートツール】●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数　（全体） 参加人数　（全体） 開催場所 備考

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和３年 2月4日(木） 1社 2名 鳥取
アイテム・部位：
ユニットバス・キッチン・トイレ・
洗面脱衣所・床張り替え

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和３年 2月1日(月） 1社 1名 鳥取
アイテム・部位：
ユニットバス・キッチン・トイレ・
洗面脱衣所・床張り替え

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和３年 1月25日(月） 5社 5名 鳥取

アイテム・部位：
ユニットバス・キッチン・トイレ・
洗面脱衣所・給湯器・床張り替え・
台風被害

【支部】　株式会社富建設 令和2年 11月26日(木） 1社 2名 長崎
アイテム・部位：
ユニットバス、キッチン、
洗面脱衣所、トイレ

【支部】　株式会社富建設 令和2年 11月25日(水） 1社 2名 長崎
アイテム・部位：
ユニットバス、キッチン、
洗面脱衣所、トイレ

【支部】　株式会社七保 令和2年 11月6日(金） 30社 30名 山梨
アイテム・部位：
ユニットバス、洗面脱衣所、トイレ
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平成２７年４月以降開催分

●地域支部主催講習　耐震・耐熱・構造・設計関連●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社富建 令和2年 9月24日（木）
工務店4社 5名

社員7名
長崎

Web参加断
熱エネルギー研修
断熱診断実測

【支部】　株式会社角繁 令和元年 10月下旬 15社 20名 秋田
長期優良住宅
「構造見学会・施工見学会」

【支部】　株式会社角繁 令和元年 7月30日（火） 21社 25名 秋田
長期優良住宅
「設計施工勉強会」

【支部】　平安建材株式会社 令和元年 6月21日（金） 60名 京都
Ｊ建築システム　㈱手塚社長セミナー
デザインと性能（耐震+耐熱）を両立・・・には？

【支部】　株式会社角繁 令和元年 6月11日（火） 20社 25名 秋田 ホウ酸防腐防蟻処理勉強会

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成30年 12月18日（火） 55名 長野
長期優良住宅の本質を理解して
後悔しない家づくりを

【支部】　株式会社角繁 平成30年 12月6日（木） 予定 40名 秋田
勉強会
「職人不足を解消する耐Ｑパネル基礎工法」

【支部】　株式会社ニヘイ 平成30年 11月22日（木） 3社 4名 北海道 設計サポート部会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成30年 3月15日（木） 24社 39名 北海道
リフォーム・リノベーションで外せない
耐震の話

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 12月14日（木） 5社 5名 北海道 設計サポート部会

【支部】　株式会社山清片山 平成29年 10月5日（木） 17社 17名 静岡
耐震補強工事
耐震フレームについて
（協力YKK AP)

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成29年 7月28日（金）
住まいの会会員
一般工務店
28社

48名 岡山
構造塾 第1回
構造講座「四号建築物の仕様規定」

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 11月9日（水） 3社 3名 岡山
第16回工務店カレッジ
耐震集中講座応用編

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 10月20日（木） 3社 4名 岡山
第16回工務店カレッジ
耐震集中講座基礎編

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成28年 10月3日（月） 137名 長野
「構造塾」緊急セミナー
「熊本地震現地調査報告から見た、
　木造住宅の現状と今後の対策」

【支部】　株式会社新洋 平成28年 9月17日（土）
設計事務所
建築業者

26 沖縄 設計セミナー

【支部】　株式会社新洋 平成28年 9月16日（金）
設計事務所
建築業者

50 沖縄 設計セミナー

【支部】　株式会社角繁 平成28年 9月13日（木） 22社 27名 秋田
熊本地震から学ぶ
最新の耐震補強技術と知識

【支部】　越智産業株式会社 平成28年 9月9日（金） 30社 岡山
第1回実践研修会
①「耐震研修」
②「営業コミュニケーション」

【支部】　平安建材株式会社 平成28年 6月16日（木） 16名 京都  [研修会]耐震の考え方と補強について

【支部】　平安建材株式会社 平成27年 4月27日（月） 76名 京都  [研修会]リフォームに於ける耐震事業の重要性
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平成２７年４月以降開催分

●地域支部主催講習　エネパス・省エネ・ＺＥＨ (ゼロエネ) ・エネルギー関連●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社三和 令和5年 3月30日（木）
工務店
8社

8名 山口
防府営業所
住宅省エネ2023キャンペーン
概要から申請まで

【支部】　平安建材株式会社 令和5年 3月9日（木） 地域の会　正会員・賛助会員　他 15名 京都 省エネ関連及びインボイス

【支部】　株式会社富建 令和3年 2月9日（火）
工務店
1社

1名 長崎
1社だけのセミナー
ZEH・グリーン化事業・外皮計算・
一次エネルギー計算

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 10月29日（木） 既存客2社 5名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　省エネ体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 10月28日（水）
電気店3社
電気店　賛助会員1社

4名
4名

京都
京ぐらし
醍醐寺の家　省エネ体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 10月22日（木）
電気店4社
ハウスメーカー1社

7名
2名

京都
京ぐらし
醍醐寺の家　省エネ体感見学会

【支部】　株式会社富建 令和2年 10月21日（水）
工務店4社 5名

社員7名
長崎

断熱エネルギー研修
改正法の公布と施行対応

【支部】　株式会社富建 令和2年 9月18日（金）
工務店5社 5名

社員8名
長崎

Web参加
エネルギーシステム研修
HEMS・エコキュート及び関連設備について

【支部】　株式会社富建 令和2年 7月16日（木）
工務店4社 4名

社員8名
長崎

Web参加
断熱エネルギー研修
熱伝導率・熱抵抗値・熱貫流地率の計算実演

【支部】　株式会社角繁 令和元年 未定 25社（予定） 30名（予定） 秋田 創エネ改修説明会

【支部】　株式会社角繁 令和元年 11月7日（木） 3社 3名 秋田 ゼロエネ住宅「完成見学会」

【支部】　株式会社角繁 令和元年 10月下旬 10社（予定） 15名（予定） 秋田 ゼロエネ住宅「構造見学会・施工見学会」

【支部】　株式会社角繁 令和元年 8月27日（火） 20社 23名 秋田 省エネ系住宅設計施工勉強会

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成30年 10月25日（木）
仕入れ先・自社等
20社

37名 愛知 知って得する「省エネセミナー」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成30年 9月7日（金） 工務店 40名 埼玉
売れる！
太陽光・蓄電池セミナー

【支部】　株式会社角繁 平成30年 6月14日（木） 32社 39名 秋田
省エネ基準適合義務化による
2020年問題への対処法

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成30年 8月7日（火） 工務店 30名 愛知 省エネセミナー

【支部】　株式会社角繁 平成30年 6月14日（木） 32社 39名 秋田
省エネ基準適合義務化による
2020年問題への対処法

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成29年 12月18日（月） 工務店（正会員含む） 50名 岡山
第一回これから求められる家づくりセミナー
「もとめる断熱性能とめざす省エネレベル」

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成29年 11月21日（火） 工務店 30名 静岡 省エネ住宅関連基本セミナー

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成29年 11月17日（金） 工務店 20名 愛知 省エネ住宅関連基本セミナー

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成29年 11月16日（木） 工務店 20名 静岡 省エネ住宅関連基本セミナー

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成29年 11月14日（火） 工務店 30名 静岡 省エネ住宅関連基本セミナー

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成29年 11月10日（金） 工務店 30名 神奈川 省エネ住宅関連基本セミナー

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成29年 10月24日（火） 工務店 40名 愛知 省エネ住宅関連基本セミナー

【支部】　越智産業株式会社 平成29年 9月8日（金） 確認中 確認中 岡山
将来の仕事を作っておく
省エネ住宅のススメ
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成29年 7月26日（水） 1社 1名 岡山
工務店カレッジ
～ZEH・BELS 施工ポイント解説講座～

【支部】　伊藤建材株式会社 平成29年 7月7日（木） 14社 14名 神奈川
ユーザーにZEH、長期優良住宅を
説得させるポイント

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 5月18日（木） 6社 10名 北海道
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス研修会
　事業及び申請手続き解説および
　「ZEH完成物件の見学」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成29年 4月5日（水） 28社 28名 埼玉
省エネ住宅の盲点と
そのトラブルについて学ぶ

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成29年 3月7日（火） 6社 10名 岡山
工務店カレッジ
～ZEH・BELS集中講座　現場見学編～

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成29年 3月3日（木） 3社 3名 岡山
工務店カレッジ
～ZEH・BELS集中講座～

【支部】　株式会社桝徳 平成29年 3月2日（木） 10社 11名 埼玉
第18回スキルアップセミナー
省エネ住宅について

【支部】　株式会社中澤 平成28年 12月6日（火） 13社 22名 鹿児島
住宅省エネルギー技術講習会
（経営者向け）

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 12月5日（月） 10社 25名 埼玉

「省エネ研究部会」
～省エネ住宅の設計・営業のノウハウを学ぶ！～
第4回目
①エネルギーパスを活用した営業提案術
②断熱と省エネを分けて考える 
　 求める断熱レベルと目指す省エネレベル

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成28年 11月29日（火） 40名 長野　（長野）
「省エネ住宅講習会及びZEH住宅の
 作り方と売り方」

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成28年 11月22日（火） 15名 長野　（松本）
「省エネ住宅講習会及びZEH住宅の
 作り方と売り方」

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成28年 11月16日（水） 21名 新潟
「省エネ住宅講習会及びZEH住宅の
 作り方と売り方」

【支部】　株式会社七保 平成28年 11月9日（水） 14社 埼玉 「省エネ住宅講習会」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 11月4日（金） 9社 25名 埼玉

「省エネ研究部会」
～省エネ住宅の設計・営業のノウハウを学ぶ！～
第3回目
①省エネ住宅営業マーケティング
②インスペクションの可能性と空き家問題解決

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成28年 10月21日（金） 11社 29名 岡山
「こんなに怖い、断念気密施工のドラブル」
～住宅性能向上への取り組み～

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 10月7日（金） 12社 28名 埼玉

「省エネ研究部会」
～省エネ住宅の設計・営業のノウハウを学ぶ！～
第2回目
①省エネ住宅の設計基礎講座
②これからの省エネ住宅マーケティングとは

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 9月2日（金） 2社 3名 岡山
工務店カレッジ
～ZEH応用編～

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 9月1日（木） 12社 28名 埼玉

「省エネ研究部会」
～省エネ住宅の設計・営業のノウハウを学ぶ！～
第1回目
①レクチャーZEH&BELS制度の解説他
②エネルギーパスと省エネ住宅のこれから

【支部】　平安建材株式会社 平成28年 8月19日（金） 56名 京都
[研修会]
省エネ住宅の盲点

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 7月28日（木） 5社 7名 岡山
工務店カレッジ
～ZEH現場見学会～

【支部】　株式会社桝徳 平成28年 7月22日（水） 10社 13名 埼玉 「ドイツから学ぶ高断熱住宅」

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 7月21日（火） 20名 愛知 「ゼロエネ住宅」基本研修

【支部】　株式会社コバヤシ 平成28年 7月20日（水） 5社 6名 東京
「ゼロエネルギー住宅研究部会」
（ゼロエネ住宅受注編）

【支部】　株式会社角繁 平成28年 7月1日（金） 29社 41名 秋田 ＺＥＨ（ゼロエネルギーハウス）講習会

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 6月23日（木） 45名 愛知 「ゼロエネ住宅」基本研修

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 6月23日（木） 25名 静岡 「ゼロエネ住宅」基本研修
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社桝徳 平成28年 6月16日（木） 8社 10名 埼玉
「外皮計算と一次エネルギー消費量計算
をやってみよう」

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 6月6日（火） 15名 静岡 「ゼロエネ住宅」基本研修

【支部】　株式会社三和 平成28年 6月1日（水）～2日（木）・7/7(木） 6社 8名 山口 「エネルギーパス講習」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 5月27日（金） 35名 埼玉
「建築物省エネルギ―性能表示制度
　ＢＥＬSを使った営業戦略」

【支部】　株式会社三和 平成28年 5月11日（水） 9社 9名 福岡 「ＺＥＨビルダー登録制度　BELSについて」

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成28年 4月26日（火） 27社 39名 愛知
長期優良住宅化リフォーム
「ＺＥＨビルダー登録制度お取組みセミ
ナー」

【支部】　株式会社三和 平成28年 4月26日（火） 8社 8名 福岡 「電力小売り自由化について」

【支部】　株式会社中澤 平成28年
4月21日（木）・5月26日
（木）・
6月16日（木）・7月14日（木）

20社 60名 鹿児島
ゼロエネ住宅研究会第1回～第4回
「ＺＥＨビルダー」関連講習会

【支部】　株式会社コバヤシ 平成28年 4月19日（日） 7社 10名 東京
「ゼロエネルギー住宅研修会（第3回）」
（コストシュミレーション他　
　ＺＥＨビルダー登録希望者）

【支部】　株式会社コバヤシ 平成28年 3月3日（火） 9社 12名 東京
「ゼロエネルギー住宅研修会（第2回）」
（実践研修）

【支部】　伊藤建材株式会社 平成28年 2月26日（金） 37社 40名 神奈川 「省エネ講習会」

【支部】　伊藤建材株式会社 平成28年 2月25日（木） 13社 13名 神奈川 「省エネ講習会」

【支部】　株式会社コバヤシ 平成28年 2月2日（月） 12社 18名 東京
「ゼロエネルギー住宅研修会（第１回）」
（導入研修）

【支部】　伊藤建材株式会社 平成27年 11月29日（日） 10社 11名 神奈川 「省エネ講習会」

【支部】　伊藤建材株式会社 平成27年 11月28日（土） 9社 9名 神奈川 「省エネ講習会」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年 11月12日（木） 26名 埼玉
「省エネ分科会
エネパス解説・省エネまとめ」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年 10月8日（木） 20名 埼玉
「省エネ分科会
外皮計算練習　入力サンプル図で計算」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年 9月10日（木） 21名 埼玉
「省エネ分科会
外皮の日射熱取得・外皮の熱損失」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年 8月4日（火） 20名 埼玉
「省エネ部会　第１回住宅性能評価に
 関する基本説明・外皮性能・
 一次エネルギー」

【支部】　平安建材株式会社 平成27年 6月29日（月） 10名 京都
[研修会]
断熱のすすめ

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年 4月20日（月）
武蔵住宅研究会：
50名

埼玉
「何故省エネ住宅に取り組まなければなら
ないのか？」
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平成２７年４月以降開催分

●地域支部主催講習　建材・資材・設備関連●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】伊藤建材株式会社 令和5年 1月24日（火）
工務店4社

4名 神奈川
未来の断熱材
木繊維談根材
”シュタイコ”説明会

【支部】　株式会社富建 令和2年 10月７日（水）
工務店2社 4名

社員7名
長崎

サッシ研修
ショールーム活用法

【支部】　株式会社富建 令和2年 10月6日（火）
工務店4社 4名

社員7名
長崎

木材研修　
　　
　　
　　

【支部】　株式会社富建 令和2年 9月23日（水） 工務店5社
5名
社員8名

長崎
Web参加
新建材研修
ZEH・省令準耐火・長期優良住宅等の仕様

【支部】　株式会社富建 令和2年 9月17日（木）
工務店2社 2名

社員4名
長崎

（リアル開催）
住宅設備機器研修
トイレ基礎知識の座学と施工

【支部】　株式会社富建 令和2年 9月10日（木）
工務店2社 4名

社員6名
長崎

Web参加
サッシ研修
Web見積りから商品知識・単品見積り習得

【支部】　株式会社富建 令和2年 7月22日（水）
工務店3社 3名

社員6名
長崎

Web参加
外装・ルーフ研修
外装の基礎・納まり・外装プレカットの実演

【支部】　株式会社富建 令和2年 7月21日（火）
工務店2社 4名

社員5名
長崎

Web参加
新建材研修
階段の種類・収まり

【支部】　株式会社富建 令和2年 7月15日（水）
工務店4社 5名

社員8名
長崎

Web参加
住宅設備研修
キッチン基礎工事と組立

【支部】　株式会社富建 令和2年 7月9日（木）
工務店4社 5名

社員6名
長崎

Web参加
サッシ研修
複層ガラス他ガラス全般の知識

【支部】　株式会社富建 令和2年 7月7日（火）
工務店2社 4名

社員8名
長崎

Web参加
木材研修
中国木材伊万里工場動画

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 6月20日（月）
30名

神奈川 リフォーム商品研修会

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 6月13日（月）
16名

静岡 各社リフォーム商材説明会

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 5月30日（月）
11名

静岡 外装材勉強会

一般社団法人住活協リフォーム 28/36



平成２７年４月以降開催分

●地域支部主催講習　顧客管理・集客・営業関連●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社三和 令和5年 4月21日（金） 工務店 確認中 福岡
福岡営業所
SNS発信トレンドと追客戦略セミナー
～古賀市～

【支部】　柏屋商事株式会社 令和4年 10月4日（火） 19社 34名 埼玉

インスタグラムの使い方、データの見方、
活用事例　（武蔵住宅研究会内　勉強会）
講師：株式会社レブリックデッサン
代表取締役　北川　聖　氏

【支部】　株式会社スガノ 平成31年 8月28日（火）
工務店
28社

48名 広島
営業セミナー＆情報共有会
（延長保険等）

【支部】　株式会社スガノ 平成31年 5月24日（木）
工務店
37社

55名 広島
営業セミナー＆情報共有会
（補助事業等）

【支部】　株式会社ミヨシ産業 平成31年 4月6日（土） 14社 17名 鳥取 リフォーム成功セミナー

【支部】　扶桑建材工業株式会社 平成31年 3月4日（月） 12社 30名 香川 リフォーム成功セミナー

【支部】　株式会社三和 平成30年 7月19日（木） 18社
（うち住活協リフォーム正会員7社8名）

25名 山口 顧客創造「プレゼン」セミナー

【支部】　株式会社三和 平成30年 6月28日（木）
24社
（うち住活協リフォーム正会員：10社14
名）

35名 山口 顧客創造「集客・追客」セミナー

【支部】　株式会社サンコー 平成30年 5月11日（金）
住活協リフォーム正会員・
正会員候補

97社/150名（仮） 愛知

【3つのご提案】
リフォーム受注拡大セミナー
（ＯＢアプローチ実践マニュアル研修３回コース
　プレセミナー）

【支部】　株式会社三和 平成30年 4月26日（木）
18社
（うち住活協リフォーム正会員：10社15
名）

29名 福岡 顧客創造「集客力ＵＰ」セミナー

【支部】　ヤマイチ株式会社 平成28年 7月28日（木） 50名 富山 「ストック顧客管理手法の提案」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 2月8日（月）
武蔵住宅研究会：
59名

「見る人にしか見えない
商売繁盛の仕組み作り」
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平成２７年４月以降開催分

●地域支部主催講習　リフォーム工事瑕疵保険関連●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和3年 2月4日（木） 1社 9名 鳥取 リフォーム瑕疵保険勉強会

【支部】　伊藤建材株式会社 平成30年 7月12日（木） 5社 6名 神奈川
関東優良住宅研究会
検査員の更新研究会

【支部】　平安建材株式会社 平成29年 2月2日（木） 30名 京都
①不必要な地盤改良工事をなくす
   地盤解析事業説明
②住宅あんしん保証　不同沈下特約　説明

【支部】　越智産業株式会社 平成28年 11月22日（火） 30社 岡山
第2回実践研修会
①「瑕疵保険と雨濡れ対策」
②「営業コミュニケーション」

【支部】　株式会社新洋 平成28年 7月22日（金） 1社 2名 沖縄 「リフォーム工事瑕疵保険の担当者向け講習会」

【支部】　株式会社新洋 平成28年 7月21日（木） 1社 2名 沖縄 「リフォーム工事瑕疵保険の担当者向け講習会」
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平成２７年４月以降開催分

●地域支部主催講習　木建作業主任者技能講習●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社新洋 平成28年 3月26日（土）・3月27日（日） 4社 27名 沖縄 「木建作業主任者技能講習会」
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●地域支部主催講習　補助事業・国策・制度 関連（アスベスト・保守点検セミナー等）●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社三和 令和5年 2月21日（火） 準備中 準備中 山口 3省連携補助金セミナー

【支部】　平安建材株式会社 令和5年 1月28日（金）
街の電気店
8社

9名 京都
事業者向け省エネ関連情報
補助金・各種支援制度等研修

【支部】　株式会社三和 令和5年 1月24日（火）
工務店
11社

16名 山口 3省連携補助金セミナー

【支部】　株式会社ジツダヤ 令和4年 12月15日（木） 6社 7名 愛知 保守点検実践研修会

【支部】　伊藤建材株式会社 令和4年 12月7日（水）
8社
（うち住活協リフォーム正会員1社：開催協
力）

14名 神奈川

「消費税のインボイス制度」
「改正電子帳簿保存法」
「石綿事前調査報告義務化」
説明会

【支部】　株式会社ニヘイ 令和4年 11月29日（水） 16社 19名 北海道

リフォーム事業強化研修会
保守点検セミナー
（一般社団法人住活協リフォームとの共
催）

【支部】　矢橋林業株式会社 令和4年 11月29日（火） 14社 31名 岐阜 保守点検実践研修会

【支部】　伊藤建材株式会社 令和4年 9月15日（木）
正会員　1社
非会員　7社

2名
10名

神奈川
アスベスト実務対策セミナー
【リフォーム工事における石綿（アスベスト）対策】

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 8月4日（木）

工務店
コバヤシ3階大会議室　来場参加　4社
Zoom参加　9社
後日動画視聴（事前申込）　6社

4名
9名
8名

東京 アスベスト実務対策セミナー

【支部】　株式会社ニヘイ 令和4年 7月22日（金）
26社
（うち住活協リフォーム正会員2社）

33名 北海道 「令和4 年度 地域型住宅グリーン化事業について」

【支部】　株式会社ニヘイ 令和4年 4月22日（金）
非会員
1社 2名

北海道 地域型住宅グリーン化事業について

【支部】　株式会社ニヘイ 令和4年 4月12日（火）
非会員
1社 2名

北海道
～もう、はじまっています！
待ったなし！石綿法令対策のポイントについて～

【支部】　柏屋商事株式会社 令和4年 4月5日（火） 20社 36名
埼玉

第3回　会員向け研修会
①石綿法令対策スタートアップセミナー
②法令問題・トラブル事例への対応策
③建材商品の遅延状況と価格改定に関して

【支部】　株式会社ニヘイ 令和4年
3月14日（月）
3月22日（火）
3月30日（木）

札幌勤務従事者
伊達支店勤務従事者
旭川支店勤務従事者

17名
5名
2名

北海道
（WEＢ開催）

～スタートアップ～
石綿法令対策

【支部】　株式会社富建 令和4年 3月1日～31日
住活協リフォーム正会員全社
23社

長崎
（各社個別訪問）

「石綿法令対策のポイントについて」

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 2月10日（木）
工務店・メーカー・商社
67社

115名
東京
（WEＢ併用）

「石綿（アスベスト）に関する大気汚染防止法
・環境確保条例の規制について」

【支部】　株式会社富建 令和2年 9月9日（水）
工務店4社 5名

社員7名
長崎

Web参加
木材研修
グリーンウッド法について

【支部】　株式会社富建 令和2年 7月14日（火） 工務店
26社
（Web参加
10社含む）

長崎 小規模事業者持続化補助金説明会

【支部】　株式会社角繁 令和元年 10月28日（月） 4社 5名 秋田 長期優良住宅構造施工見学会

【支部】　株式会社ニヘイ 令和元年 10月11日（金） 1社 1名 北海道
地域型住宅グリーン化事業
（省エネ改修型）
説明会

【支部】　株式会社ニヘイ 令和元年 10月10日（木） 5社 5名 北海道
地域型住宅グリーン化事業
（省エネ改修型）
説明会

【支部】　平安建材株式会社 令和元年 10月8日（火） 30社 京都 次世代住宅ポイント説明会

【支部】　株式会社ジツダヤ 令和元年 9月6日（金） 8社 10名 愛知 次世代住宅ポイント制度活用セミナー

【支部】　株式会社角繁 令和元年 7月17日（水） 22社 25名 秋田
地域型住宅グリーン化事業
交付申請説明会

【支部】　株式会社三和 令和元年 7月4日（木） 16社 22名 福岡 次世代住宅ポイント制度対策セミナー

【支部】　株式会社ニヘイ 令和元年 6月6日（木） 21社 26名 北海道

・令和元年度の補助事業について
（地域型グリーン化事業・長期優良化リフォーム
推進事業）
（北海道ブランドの優良住宅を考える会　総会内）

【支部】　寺王建材株式会社 令和元年 5月29日（水） 建設会社・工務店 50名 静岡
消費税引き上げに伴う住宅取得支援制度
及び良質な住宅の取得・回収に関する
支援制度と今後の業界予想一般社団法人住活協リフォーム 32/36



【支部】　株式会社ニヘイ 令和元年 5月17日（金） 8社 13名 北海道
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明会
（国立研究開発法人建築研究所共催）

【支部】　株式会社北洲 令和元年 5月16日（木）
工務店
20社（予定）

宮城　（仙台） 次世代住宅ポイント実務対策セミナー

【支部】　株式会社北洲 令和元年 5月15日（水）
工務店
20社（予定）

岩手　（盛岡） 次世代住宅ポイント実務対策セミナー

【支部】　株式会社北洲 令和元年 5月14日（火）
工務店
20社（予定）

岩手　（北上） 次世代住宅ポイント実務対策セミナー

【支部】　株式会社ニヘイ 平成31年 3月19日（月） 5社 5名 北海道
長期優良住宅化リフォーム推進事業
申請手続きの開設

【支部】　株式会社ニヘイ 平成31年 3月15日（金） 12社 22名 北海道
長期優良住宅化リフォーム推進事業
申請手続きの開設

【支部】　株式会社北洲 平成31年 3月5日（火）
工務店
16社

17名 岩手　（盛岡） 消費税増税に伴う住宅取得支援策

【支部】　株式会社北洲 平成31年 2月22日（金）
工務店
22社

28名 岩手　（北上） 消費税増税に伴う住宅取得支援策

【支部】　株式会社スガノ 平成31年 2月8日（金）
工務店
42社

５７名 広島
2019年度　情報共有会
住宅ポイントの概要・補助金活用

【支部】　寺王建材株式会社 平成30年 8月28日（火） 建設会社・工務店 20名 静岡
平成30年度
地域型住宅グリーン化事業
事業概要説明会

【支部】　越智産業株式会社 平成30年 8月7日（火） 20社 23名 岡山
平成30年度
地域型住宅グリーン化事業
と定期点検

【支部】　株式会社ニヘイ 平成30年 8月1日（水） 9社 12名 北海道
平成30年度
地域型住宅グリーン化事業
事業概要説明会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成30年 7月31日（火） 8社 10名 北海道
平成30年度
地域型住宅グリーン化事業
事業概要説明会

【支部】　株式会社富建 平成30年 7月24日（火）
住活協リフォーム正会員
3社

3名 長崎
工務店における働き方改革に必要な
IT技術とは

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成30年 4月24日（火） 営業担当者 20名 静岡
・地域型住宅グリーン化事業説明会
・ＺＥＨ等補助金説明会
(その他　省エネ商材説明等）

【支部】　扶桑建材工業株式会社 平成30年 3月15日（木） 21社 27名 香川 地域型住宅グリーン化事業について

【支部】　株式会社コバヤシ 平成29年 11月27日（月） 9社 10名 東京
長期優良住宅化リフォーム推進事業
補助金活用勉強会ガイダンス

【支部】　寺王建材株式会社 平成29年 9月29日（金） グリーン化事業参加工務店 8名 静岡
平成29年度
地域型住宅グリーン化事業　実務者会議

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 9月22日（金） 5社 5名 北海道　（旭川）
平成29年度
地域型住宅グリーン化事業
交付申請等説明会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 9月21日（木） 9社 9名 北海道　（北見）
平成29年度
地域型住宅グリーン化事業
交付申請等説明会

【支部】　株式会社角繁 平成29年 9月21日（木） 14社 20名 秋田 「長期優良住宅化リフォーム推進事業」研修

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 9月15日（金） 8社 10名 北海道　（札幌）
平成29年度
地域型住宅グリーン化事業
交付申請等説明会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 9月8日（金） 7社 13名 北海道　（札幌）
平成29年度
長期優良住宅化リフォーム推進事業
【高度省エネ型】研修会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 7月13日（木） 8社 9名 北海道　（旭川）
平成29年度
地域型住宅グリーン化事業

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 7月12日（水） 5社 6名 北海道　（北見）
平成29年度
地域型住宅グリーン化事業

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 7月11日（火） 11社 12名 北海道　（札幌）
平成29年度
地域型住宅グリーン化事業

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 7月7日（金） 10社 15名 北海道　（札幌）

地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明会
※共催：国立研究開発法人建築研究所長期優良住宅化
リフォーム推進事業評価室

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 7月5日（水） 8社 11名 北海道　（北見）

地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明会
※共催：国立研究開発法人建築研究所長期優良住宅化
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【支部】　寺王建材株式会社 平成29年 6月29日（木） 建設会社・工務店 30名 静岡
平成29年度
地域型住宅グリーン化事業

【支部】　株式会社ニヘイ 平成29年 6月27日（火） 27社 37名 北海道
①「平成２９年度　補助事業について」
②「リノベーション＆インスペクション
　　今、何が起こっているか」

【支部】　平安建材株式会社 平成29年 6月13日（火） 14社 17名 京都
地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明
会

【支部】　平安建材株式会社 平成29年 4月24日（月） 80名 京都
京ぐらしネットワーク総会及び説明会
「京都市すまい関連制度説明」（京都市より）
「２０１７年度住宅政策関連説明」

【支部】　株式会社三和 平成28年 11月18日（金）～19日（土）　　 13社 20名 山口 住宅ストック循環支援事業セミナー

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成28年 10月27日（月） 22名 長野 住宅ストック循環支援事業説明会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成28年 8月26日（金） 9社 13名 北海道　（札幌）
地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明
会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成28年 8月19日（金） 3社 4名 北海道　（旭川）
地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明
会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成28年 8月18日（木） 6社 6名 北海道　（北見）
地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明
会

【支部】　寺王建材株式会社 平成28年 8月2日（火） 建設会社・工務店 50名 静岡 グリーン化事業と今後の住宅の状況

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成28年 7月12日（火）
住活協会員・
住活協リフォーム会員

76社 愛知
28年度地域型住宅グリーン化事業
採択内容説明会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成28年 5月30日（月） 13社 22名 北海道　（札幌）
地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明
会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成28年 5月27日（金） 11社 13名 北海道　（北見）
地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明
会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成28年 5月26日（木） 7社 11名 北海道　（旭川）
地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業説明
会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成28年 5月19日（木） 32社 36名 北海道　（札幌） 「長期優良住宅（増改築）

【支部】　越智産業株式会社 平成28年 5月19日（木） 30社 岡山

[研修会]
H28年度住宅関係国策研修会
（グリーン化事業・ZEH支援事業・省エネリノベ促進事業・
長期優良住宅化リフォーム推進事業）

【支部】　平安建材株式会社 平成28年 4月19日（火） 80名 京都
[研修会]
2016年度住宅政策関連について

【支部】　平安建材株式会社 平成28年 2月16日（月） 46名 京都
[研修会]
維持管理の考え方と重要性
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平成２７年４月以降開催分

●地域支部主催講習　民法改正 関連●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社三和 令和2年 9月14日（月） 8社 10名 福岡 民法改正セミナー

【支部】　株式会社コバヤシ 令和2年 6月17日（水）
工務店・メーカー・商社
17社

24名 東京
建設業における
民法改正のポイント

【支部】　柏屋商事株式会社 令和元年 11月22日（金） 50名 埼玉
改正民法対応、
住宅会社の為の建築工事請負書
契約約款の解説

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 令和元年 10月28日（木）
工務店
流通店

73名 長野 民法改正対策セミナー

【支部】　平安建材株式会社 令和元年 9月5日（木） 19社 27名 京都 民法改正セミナー
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平成２７年４月以降開催分

●地域支部主催講習　コロナ対策 関連●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　柏屋商事株式会社 令和2年 9月4日（金）
会場
ＺＯＯＭ

19名
23名

埼玉
令和2年度　第1回会員様向け研修会
「コロナ禍での建築工事に関する紛争事例と
トラブルリスクに関して」

【支部】　株式会社三和 令和2年 6月26日（金） 確認中 確認中 福岡

「これからの住宅のトレンドとニーズについて」
副題：withコロナ対策について住宅業界はどう変わるべき
か
㈱attract style　タブチキヨシ氏
（第一部） 10:00～12:00
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