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既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習

【更新講習について】

既存住宅状況調査技術者講習は、「講義」及び講義後の「修了考査」
によりおこないます。

「修了考査」は、「講義」の受講終了後に既存住宅状況調査技術者
講習として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定する
目的で行われます。
「修了考査」の回答結果が合格基準を満たす場合に合格となり
修了証明書、及び登録証が発行されます。

ウェブ更新講習は、「講義」、「修了考査」ともにパソコンの
画面上で行います。構成は以下の通りです。

※上記構成の１．から８．までを順に受講していただきます。
飛ばして受講することはできません。

備 考

１.受講にあたってのお願いと留意事項 約3分

２.コンプラ編 第１章

３.コンプラ編 第２章

４.技術編 第３章-1

５.技術編 第３章-2

６.修了考査を受ける前の留意事項    

７.本人による受講の確認と誓約 ・申込者本人による受講であることを誓約いただきます。

修了考査 ８.修了考査 20分

・1回限りの回答しかできません。

・修了考査中の中断も原則できません。

・開始ボタンをクリックしてから、20分以内に回答を

 完了してください。

・20分を経過すると回答できなくなるので注意して

 ください。

 ※残り時間は、回答中の画面右上に表示されます。

ウェブ更新講習 構成内容

講義

約50分

・受講期間中に一度視聴すれば、繰返し視聴が可能です。

約75分
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既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習

【送付物について】

〇下記書面等が到着していることをご確認ください。

①講習テキスト

②本紙（ウェブ更新講習 受講マニュアル）

③受講票
（名称：既存住宅状況調査技術者(ウェブ更新講習)受講票）

④講習テキスト追補版

※上記①、③、④の参考画像

（①講習テキスト） （③受講票）

カナ氏名

氏 名

受講番号(ログインID)

※上記の入力は、すべて半角英数 

パスワード
※上記の入力は、すべて半角英数 

受講期間

 調査 太郎

 ws00000000

 〇〇〇〇〇〇〇〇

 2021年〇月〇日(〇)～〇月〇日(〇)

 チョウサ タロウ

既存住宅状況調査技術者（ウェブ新規講習） 受講票

主 催：一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会

〒105-0004 東京都港区西新橋2-8-4寺尾ビル2F ☎03-3580-0236

（土日祝を除く9:00～17:30）

運営委託先：株式会社日建学院 既存住宅状況調査技術者講習事務局

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-38-2COSMY-I 5F  

【必ずお読みください】

・ウェブ講習を受講する場合は、別添「ウェブ新規講習 受講マニュアル」

に従って受講して下さい。

・下記受講用のURLは、申込時にご登録いただいたメールにも送付されます。

URL：https://kashihoken-jokyochosa-kosyu.learning-ware.jp/

・上記の受講期間中に受講して下さい。

期限を過ぎると受講できません。

・講義は繰返し視聴可能ですが、修了考査は1回（40分）のみしか

回答できません。

（④講習テキスト追補版）
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【ご受講にあたっての注意事項】
〇オンラインによるウェブ講習を受講するためには、

インターネット環境に接続できるパソコンまたはタブレットが
必要となります。

※1 ブラウザの JavaScript、Cookie、SSL の設定が有効である必要があります。
※2 セキュリティソフトウェアまたは、アンチウイルスソフトウェアの

セキュリティ機能によって当サービスの機能が正しく利用出来ない
場合があります。

注意１）上記動作環境以外での受講は、一部機能が利用できないなどの
支障をきたす可能性があるのでご注意ください。

注意２）受講時に他のブラウザやファイルを開いたままにしていると動画の
視聴などに支障をきたす場合があるのでご注意ください。

【動作環境について】
〇Windows 8.1,10以上： GoogleChrome（最新版）, Microsoft Edge（最新版）

FireFox（最新版）
〇Mac OS X以降：Safari（最新版）
〇iOS10.0以降またはiPadOS14.0以降：Safari(最新版)
〇Android5.0以降：Google Chrome(最新版)
〇その他環境

回線速度‥ 下り：512kbps以上、上り：256kbps以上
CPU ‥ Celeron1GHz以上、または Core Duo 1.66GHz以上

または上記に相当以上のCPU
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既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習

※講習動画の講義中に流れる重要な部分をマーキングする
ためのマーカーなどの筆記用具や付箋等をご準備ください。

【受講の流れ １】

〇お手元に「既存住宅状況調査技術者 講習テキスト」と「講習
テキスト追補版」をご準備ください。

（講習テキスト）

（マーカーなどの筆記用具や付箋等）

（講習テキスト追補版）



既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習

〇クリック後に、ログインIDとパスワードを入力する画面が
表示されますので講習テキストと共に同梱された「既存
住宅状況調査技術者（ウェブ更新講習）受講票」に記載
されている受講番号(ログインID)、及びパスワードを
すべて半角英数小文字で入力して、下の[ログイン]ボタンを
クリックしてください。

【受講の流れ ２】

①．半角英数
小文字で
入力して
ください。

②．[ログイン]
ボタンを
クリック
してくだ
さい。

（既存住宅状況調査技術者
（ウェブ更新講習）受講票）

〇お手元に「既存住宅状況調査技術者（ウェブ更新講習）
受講票」をご準備ください。

〇登録メールアドレスに到着しているウェブ講習受講の案内
メールに記載の「 受講用URL 」をクリックしてください。
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既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習
【受講の流れ ３】

〇講習会受講用の画面が表示されるので、「●●●●年度 既存住宅
状況調査技術者更新ウェブ講習（●月度）」の文章をクリック
してください。

0%

[●●●●年度 既存住宅状況
調査技術者更新ウェブ講習]
の文章をクリックして
ください。

(●月度)



既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習
【受講の流れ ４】

〇受講用の画面が表示されます。マウスで下にスクロール
をすると、「１．受講にあたっての留意事項」が表示されます
ので、文章をクリックして講義動画の視聴を始めてください。

最初に
[１．受講にあたって
の留意事項]の
文章をクリック
して動画の視聴を
始めてください。

注意：
下部が表示されて
いない場合は、
マウスで下に
スクロールして
ください。

2021

202〇/〇/〇 〇〇：〇〇～

202〇/〇/〇 〇〇：〇〇～

2021

(〇月度)
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既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習
【受講の流れ ５】

〇「１．受講にあたっての留意事項」の画面が表示されるので、
▷ボタンをクリックして講義動画を受講してください。

〇講義動画の受講を完了したら、下部の［×］終了のボタンを
クリックしてください。

①． ▷のボタンを
クリックして
動画を視聴して
ください。

※動かない場合は、
左下の ▷マークを
クリックしてくだ
さい。

②．視聴が完了した
ら［×］終了ボタン
をクリックしてくだ
さい。

③． ［更新する］
のボタンを
クリックして
ください。

〇トップ画面に自動で戻ります。
上部の「更新する」のボタンをクリックしてください。
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【受講の流れ ６】

〇続いて、「２．コンプラ編 第1章」の文章をクリックして
講義動画を受講してください。
講義動画の受講を完了したら、下部［×］終了のボタンを
クリックします。
同様に３．コンプラ編 第2章、４．技術編 第3章ー１
５．技術編 第3章ー２までを受講してください。

上から順に受講して
ください。

２．コンプラ編 第1章
３．コンプラ編 第2章
４．技術編 第3章ー１
５．技術編 第3章ー２

①．矢印のボタンをクリック
して講義動画を視聴して
ください。

②．視聴が完了したら［×］
終了ボタンをクリックして
ください。

③．表題画面に戻ると上部の
［更新する］のボタンを
クリックしてください。

10

注意：１回目の視聴ではス
キップ視聴をすることは
できません。



11

既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習

【受講の流れ ７】 （任意）
〇講義視聴が終了後、講義内容について質問がある場合は

「お知らせ」の「講義が終了後、講義内容について
ご質問がある場合はこちらをクリックしてください。」
をクリックしてください。

②．こちらの
文章を
クリックして
ください。

※修了考査の問題に関わる質問は原則お答えできません。

③．質問内容を
こちらに記載
してください。

④．［回答する］の
ボタンを
クリックして
ください。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

①．こちらの
[お知らせ] 

ボタンを
クリックして
ください。



既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習
【受講の流れ ８】

〇５．技術編 第3章ー２までを受講完了した後に、
［６．修了考査を受ける前の留意事項【必ずお読みくだ
さい】］の文章をクリックして、内容を確認してください。

①．６．修了考査
を受ける前の留意事項【必
ずお読みください】の文章
をクリックして
ください。

①．修了考査の前にご確認い
ただく内容が表示されます。

②．内容の確認しましたら
［×］終了ボタンをクリック
してください。
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・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

③．表題画面に戻ると上部に
「進捗が変わりました。更新
して下さい。」と追加表示さ
れるので［更新する］のボタ
ンをクリックしてください。
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既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習
【受講の流れ ９】

［7．本人による受講の確認と誓約］の文章をクリックして、
内容を確認の上回答を選択してください。
表示が「テスト」とあるものは「誓約」と読替えていただけ
ますようお願いいたします。

８

②．［テスト開始］
のボタンをクリッ
クしてください。

④．［提出する］のボタンを
クリックしてください。

③．［同意する］か[同
意しない]のいずれかを
選択した後に［確認す
る］のボタンをクリッ
クしてください。
※同意しないを選択し
た場合は修了考査を受
講できません。

注意：テスト開始のボタンは、誓約
の開始に読み替えてください。

⑤．［閉じる］のボタンを
クリックしてください。

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

⑤．トップ画面上部の［更新する］
のボタンをクリックしてください。

①．7.本人による受講
の確認と誓約の文章
をクリックしてくだ
さい。



既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習

【受講の流れ １０】
〇［８．修了考査］の文章をクリックして、修了考査を開始

してください。
考査問題は15問です。考査時間は20分です。
回答は〇または×のいずれかを選択してください

[修了考査]の
文章を
クリック
してください。

※ポイント：
修了考査は、講習会場と同様に1回限りです。
「テスト開始」のボタンをクリックから20分以内に回答を
してください。
途中で中断することはできません。
20分を経過すると回答できなくなりますので注意してください。

※もし通信回線やPCの不具合が発生して修了考査を受けられない場合は
巻末の住宅瑕疵担保責任保険協会までご連絡ください。

※修了考査が合格基準に
達しない場合は、不合格と
なります。その場合は再度
受講料をお支払いの上、
新規または更新のお申込
して受講いただく必要が
あります。

14
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既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習
【受講の流れ １１】

〇修了考査について

考査問題は全部で15問です。
問題文章が正しい場合は〇を、間違っている場合は×を選択してく
ださい。
考査時は、講習テキストを参照しながら回答してください。

①．［テスト開始］
のボタンを
クリックして
ください。

残り時間は
ここに表示
されます。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

②．〇または×を選
択し［次の問題へ］
のボタンをクリック
してください。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

③．回答した内容が
下部に表示されます。
修正する場合は
［回答画面に戻る］
のボタンで戻れます。

回答を確認後に
［提出する］の

ボタンをクリック
してください。

※ただし修正含めて
提出するまでの
時間は20分と
なります。

15問回答後の画面



16

既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習
【受講の流れ １２】

〇受講の終了について

トップ画面で、下記イラストの赤丸で囲われた「これで既存住宅・・・
・・・受講お疲れ様でした。」の文章が表示されたら、講習はすべて
終了したことになります。

※修了考査の回答が合格基準に達しない場合は、不合格となります。
その場合に、再度受講をご希望の場合は改めて新規講習をお申込
いただく必要があります。

・・・・・・・・・～・・・・・・・・・・・

※他の月への講習の振り替えやご返金はできません。



既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習

【受講の流れ １３】（任意）
〇講義が終了後、CPD登録をご希望の場合は「お知らせ」の

「CPD登録をご希望の方へ」をクリックしてください。

②．こちらの
文章を
クリックして
ください。

①．こちらの
[お知らせ] 

ボタンを
クリックして
ください。

③．加入者ＩＤ番号
（CPDID）、ご氏名
（カタカナ入力）

を記載してください。

④．回答のボタンを
クリックして
ください。

12345611211
チョウサ タロウ

※CPD登録は、建築士会CPD制度をご活用の方が対象となります。
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既存住宅状況調査技術者 ウェブ更新講習

【住所や所属先等が変更になった場合について】

・ウェブ講習を申込した際に申請したメールアドレスや勤務先
住所、電話番号等が変更になった場合。

メールアドレス:genkyokensa@kashihoken.or.jp

【ウェブ講習に関わるお問合せについて】

・受講用のメールが届いていない。
・受講画面がでてこない など
受講に関するお問合せは下記の住宅瑕疵担保責任保険協会まで
ご連絡ください。

TEL 03-3580-0331（代表）

一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会

「登録情報変更届 兼 修了証明書等再発行願」に
変更部分を記載して下記アドレスにデータを送信して下さい。

（土日祝日を除く、午前9時～午後5時30分まで）


