
平成２１年１０月１５日 
各 位 
 

国土交通省総合政策局建設市場整備課 
 
 

「電子商取引体験講習会」開催の件 
 
 

貴社におかれましては、日頃より建設業行政推進へのご協力を賜り、お礼を申し上

げます。 
さて、当建設市場整備課では、建設業界の業務改善による経営体質の強化に向け、

経営の改善や法令遵守等を目指し、今般、各地において、建設業界の電子商取引標

準を用いた「電子商取引体験講習会」を開催して、建設業界での電子商取引の導入・

活用を促進し、各企業における業務効率化等による経営力の改善・強化を支援するこ

とと致しました。 
つきましては、貴社におかれましても、本開催の主旨をご理解いただき、この「電子

商取引体験講習会」に是非とも参加をされて、貴社の今後の業務改善による経営体

質の強化への取り組みの一助として有効に活用をいただきますよう、講習会開催の案

内と共に、ご参加のお願いを申し上げます。 
なお、ご参加の申込手続につきましては、別添の開催案内を利用され、どうぞ早め

にお手続きをいただきますようお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◯問い合わせ先 
・電子商取引体験講習会に関すること 

国土交通省総合政策局建設市場整備課 建設振興第二係 
電話：０３－５２５３－８１１１（内線２４－８１６）  

・参加申込手続きに関すること 
（財）建設業振興基金 建設産業情報化推進センター 
電話：０３－５４７３－４５７３  

※申込参加は先着順とし、定員になり次第締め切ります。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催日 開催地 会場 定員 申込期限 

平成 21 年 11 月 20 日(金) 

平成 21 年 11 月 27 日(金) 

東京 
FJB エージェント（株） 東京本社 
東京都千代田区神田練塀町 3 番地 大東ビ

ル３階 

各回 
30 名 

11 月 09 日(月) 

11 月 13 日(金) 

平成 21 年 12 月 04 日(金) 仙台 
NAViS （株）仙台ソフトウェアセンター 
宮城県仙台市宮城野区榴岡 5-12-55 

30 名 11 月 20 日（金） 

平成 21 年 12 月 08 日(火) 

平成 21 年 12 月 09 日(水) 

 
名古屋 

富士通マイゼミナール 名古屋会場 
愛知県名古屋市中区錦 1-10-1 マルカン酢

伏見ビル 7 階 

各回 
20 名 

1１月 24 日（火） 

 

平成 22 年 01 月 15 日(金) 

 
福岡 

富士通ラーニングメディア 九州ラーニングセ

ンター 
福岡県福岡市博多区東比恵 3-1-2  東比恵

ビジネスセンタービル 8 階 

 
30 名 

 
12 月 18 日（金） 

 

平成 22 年 01 月 22 日(金) 

 
札幌 

富士通マイゼミナール 札幌会場 
北海道札幌市中央区北一条西 2-1 札幌時

計台ビル７階 

 
30 名 

 
01 月 08 日（金） 

平成 22 年 01 月 28 日(木) 

平成 22 年 01 月 29 日(金) 

大阪 
FJB エージェント（株） 大阪支店 
大阪府大阪市北区梅田3-3-10梅田ダイビル 

各回 
30 名 

01 月 15 日（金） 

平成 22 年 02 月 05 日(金) 広島 
JAL シティ広島 
広島県広島市中区上幟町 7-14 

30 名 01 月 22 日（金） 

平成 22 年 02 月 10 日(水) 新潟 
コンファレンスセンター 新潟 
新潟県新潟市中央区笹口 1-1 

30 名 01 月 27 日（水） 

平成 22 年 02 月 19 日(金) 高松 
全日空クレメント高松 
香川県高松市浜ノ町 1-1 

30 名 02 月 05 日（金） 

※各会場とも、申込参加は先着順とし、定員になり次第締め切ります。 

 
 
 
 
 

国土交通省主催 

》建設業 電子商取引体験講習会の開催《 
参加無料

●申込方法： ＦＡＸによる申込・・・・・・・・・・・裏面の申込書を記入の上送付下さい 

 

●申込先・問合せ先（推進事務局）：財団法人建設業振興基金 建設産業情報化推進センター  

ＴＥＬ：０３－５４７３－４５７３    ＦＡＸ：０３－５４７３－４５８０ 

URL：http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ci-net/index.html 

担当部局：国土交通省総合政策局建設市場整備課 

 

電子商取引の本格的な導入を検討する前に、その流れや仕組み、システムの操作イメージ等を

体験してみたいという企業が多いことと思われます。 

 今回、そのようなニーズに対応し、建設業界の電子商取引の解説(導入セミナー)をするとともに、

建設業界標準（CI-NET）を用いた電子商取引を手軽に体験いただくため、発注者、受注者で企業

グループを組んでいただき、講師の指導・サポートのもとで、実際のシステムを利用しながら、それ

ぞれの立場で、電子商取引を自由に体験していただく機会（体験講習会）を提供いたします。どう

ぞ参加されて、貴社の業務改善や経営力向上のためにご活用下さい。 

V4.１ 



時 間 内  容 

１０：００ 開 会 

１０：０５ 主催者挨拶（国土交通省総合政策局建設市場整備課） 

１０：１０ 今回のセミナー・講習会の運営について 

■午前の部 [導入セミナー] 

１０：２０ ・電子商取引の基礎について説明 

１１：００ ・電子商取引の現状と動向について説明 

１１：３０ ・電子商取引導入メリットや課題、導入方法等について説明 

１２：００ 昼休み 

■午後の部 [体験講習] 

１３：００ ・電子証明書を用いた体験講習の概要説明 

１３：３０ ・電子商取引操作体験（参加者各自がパソコンを使い電子商取引を実体験） 

１５：００ 休 憩 

１５：１５ ・まとめ 

１６：００ 閉 会 

※内容は変更になることがあります。あらかじめご了承下さい。 

 
－－－－－－－－－－－－－－(FAX の際は、切り取らずに送信してください)－－－－－－－－－－－－－－－ 

【建設業 電子商取引体験講習会参加申込書】 

 

会場・日程 

（○で囲んでください） 

・東京(20 日 or 27 日) ・仙台 ・名古屋(8 日 or 9 日) ・福岡 ・札幌  

・大阪(28 日 or 29 日) ・広島 ・新潟 ・高松  

申込会社名
フ リ ガ ナ

 

 

業   種 

（○で囲んでください） 

総合工事業者 専門工事業者 資機材販売業者 コンサルタント システム開発・販売

その他(                              ) 

会社住所 〒 

所属・役職  

氏名
フリガナ

 

 E-mail 

ＴＥＬ  FAX 

企業グループとし共同

参加し、体験で取引相

手となる企業の情報 

（体験講習会での取引相手として

共同して参加する企業数） 

・自社ほか         社を予定

・共同参加予定の企業名： 

 

推進事務局：(財)建設業振興基金 建設産業情報化推進センター 

》 FAX：０３－５４７３－４５８０ 

【建設業 電子商取引体験講習会 プログラム】 



 
申込先：(財)建設業振興基金 建設産業情報化推進センター 

》 FAX：０３－５４７３－４５８０ 
【建設業電子商取引体験講習会 参加申込書】 （個別版）

建設産業情報化推進センターTEL:03-5473-4573 
参加会場及び 

希望日の選択 

（○で囲んでください） 

 

・東京(11/20 or 11/27) ・仙台(12/4) ・名古屋(12/8 or 12/9) ・福岡(1/15)  

・札幌(1/22) ・大阪(1/28 or 1/ 29) ・広島(2/5) ・新潟(2/10) ・高松(2/19)  

申込会社名
フ リ ガ ナ  

業   種 

（○で囲んでください） 

総合工事業者 専門工事業者 資機材販売業者 コンサルタント システム開発・販売

その他(                              ) 

会社住所 〒 

所属・役職  

氏名
フリガナ  E-mail 

ＴＥＬ  FAX 

 
 当日の取引相手として連携・共同して、講習会に参加される相手企業名等 

１．企業名： 業種： ＴＥＬ： 
参加者氏名： CI-NET 利用： □有  □無 ＦＡＸ： 
住 所：〒 E-mail  
 

 
２．企業名： 業種： ＴＥＬ： 
参加者氏名： CI-NET 利用： □有  □無 ＦＡＸ： 
住 所：〒 E-mail  
 

 
３．企業名： 業種： ＴＥＬ： 
参加者氏名： CI-NET 利用： □有  □無 ＦＡＸ： 
住 所：〒 E-mail  
 

 
４．企業名： 業種： ＴＥＬ： 
参加者氏名： CI-NET 利用： □有  □無 ＦＡＸ： 
住 所：〒 E-mail  
 

 ※上記の「CI-NET 利用」については、共同参加する企業が、CI-NET を既に導入し利用しているのか否かについて表示下さい。 

 ※協力参加の企業等の記入欄が不足の場合は、適宜記入用紙を添付提出下さい。 
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