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※講義後に施⼯デモンストレーションを⾏います。

床材・防水
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改修工事における膨れ・剥がれなどの事故の原因の多くは下地トラブルによるものです。床材は下地の状態により仕
上がりが大きく左右されます。特に改修工事は、新築と違い、下地がきれいな状態であるとは限りません。
より確実な工事をする為には、事前の調査診断が欠かせません。我々三星床工事業協会では、厚
資格である「床診断⼠」の育成を⾏っております。⼀定の実務経験と、学科・技術の試験をクリアした資格保持者によ
る事前診断を⾏うことで、より確実な改修工事をお⼿伝い致します。

当日は
のご説明を⾏います。また、実技のコーナーでは、床診断⼠による床診断の様⼦を実際にご覧いただき、適切な下地
選定の重要性についてご覧いただきたく思います。

講義① こんなときどうする？

講義② 防水なんでも相談

講義後に施⼯デモンストレーションを⾏います。

講義① 適切な床診断による安⼼の改修⼯事

：25 〜 14
防⽔改修工事は、今やかぶせ工法がスタンダードとなり、既存防⽔層の劣化状況に応じた適切な下地処理は品質

確保のた
な劣化現象に出会うこともあります。防⽔層は、防⽔材料だけではなく、多種多様な副資材などによって構成されてい
るため、特殊な仕様が採⽤されている場合は相応の下地処理が必要となります。

また近年、
例をご紹介しながら、
地をはじめ、
いたします。

皆様が、日頃の設計・監理業務に携われる中でお感じになっている、防⽔工事の疑問などにお答えする「防⽔なん
でも相談
様とつくっていきたいと考えております。

この機会に、「聞きそびれた！」、「聞きたかった！」、「聞いておけばよかった！」をスッキリ解消されてはいかがでしょう
か。皆様とつくる新しい講義内容となります。ぜひご参加ください。
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改修工事における膨れ・剥がれなどの事故の原因の多くは下地トラブルによるものです。床材は下地の状態により仕
上がりが大きく左右されます。特に改修工事は、新築と違い、下地がきれいな状態であるとは限りません。
より確実な工事をする為には、事前の調査診断が欠かせません。我々三星床工事業協会では、厚
資格である「床診断⼠」の育成を⾏っております。⼀定の実務経験と、学科・技術の試験をクリアした資格保持者によ
る事前診断を⾏うことで、より確実な改修工事をお⼿伝い致します。

は、実際に現場で起こりやすいトラブル事例の写真を交えながら、床診断の際に使⽤する、実際の機器と数値
のご説明を⾏います。また、実技のコーナーでは、床診断⼠による床診断の様⼦を実際にご覧いただき、適切な下地
選定の重要性についてご覧いただきたく思います。

こんなときどうする？

防水なんでも相談

施⼯デモンストレーションを⾏います。

適切な床診断による安⼼の改修⼯事
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防⽔改修工事は、今やかぶせ工法がスタンダードとなり、既存防⽔層の劣化状況に応じた適切な下地処理は品質

確保のために必要不可欠です。聞きなれた防⽔材料で工事が⾏われていても、調査の際に今まで⾒たことのないよう
な劣化現象に出会うこともあります。防⽔層は、防⽔材料だけではなく、多種多様な副資材などによって構成されてい
るため、特殊な仕様が採⽤されている場合は相応の下地処理が必要となります。

近年、⾦属屋根の上に防⽔層を形成する技術が確⽴し、⽀持を集めております。
例をご紹介しながら、現場調査・納まり検討・防⽔仕様の選定のポイントなどについてご説明いたします。
地をはじめ、特殊な下地でも⻑期
いたします。 

皆様が、日頃の設計・監理業務に携われる中でお感じになっている、防⽔工事の疑問などにお答えする「防⽔なん
でも相談所」を企画いたし
様とつくっていきたいと考えております。

この機会に、「聞きそびれた！」、「聞きたかった！」、「聞いておけばよかった！」をスッキリ解消されてはいかがでしょう
か。皆様とつくる新しい講義内容となります。ぜひご参加ください。
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改修工事における膨れ・剥がれなどの事故の原因の多くは下地トラブルによるものです。床材は下地の状態により仕
上がりが大きく左右されます。特に改修工事は、新築と違い、下地がきれいな状態であるとは限りません。
より確実な工事をする為には、事前の調査診断が欠かせません。我々三星床工事業協会では、厚
資格である「床診断⼠」の育成を⾏っております。⼀定の実務経験と、学科・技術の試験をクリアした資格保持者によ
る事前診断を⾏うことで、より確実な改修工事をお⼿伝い致します。

実際に現場で起こりやすいトラブル事例の写真を交えながら、床診断の際に使⽤する、実際の機器と数値
のご説明を⾏います。また、実技のコーナーでは、床診断⼠による床診断の様⼦を実際にご覧いただき、適切な下地
選定の重要性についてご覧いただきたく思います。

こんなときどうする？ 

防水なんでも相談所

施⼯デモンストレーションを⾏います。

適切な床診断による安⼼の改修⼯事

防⽔改修工事は、今やかぶせ工法がスタンダードとなり、既存防⽔層の劣化状況に応じた適切な下地処理は品質
めに必要不可欠です。聞きなれた防⽔材料で工事が⾏われていても、調査の際に今まで⾒たことのないよう

な劣化現象に出会うこともあります。防⽔層は、防⽔材料だけではなく、多種多様な副資材などによって構成されてい
るため、特殊な仕様が採⽤されている場合は相応の下地処理が必要となります。

⾦属屋根の上に防⽔層を形成する技術が確⽴し、⽀持を集めております。
現場調査・納まり検討・防⽔仕様の選定のポイントなどについてご説明いたします。

特殊な下地でも⻑期的な防⽔性能の維持保全を可能にする防⽔システムを、

皆様が、日頃の設計・監理業務に携われる中でお感じになっている、防⽔工事の疑問などにお答えする「防⽔なん
」を企画いたしました。別添の事前アンケートにご相談内容を自由にご記入いただき、有意義な時間を皆

様とつくっていきたいと考えております。
この機会に、「聞きそびれた！」、「聞きたかった！」、「聞いておけばよかった！」をスッキリ解消されてはいかがでしょう

か。皆様とつくる新しい講義内容となります。ぜひご参加ください。

※講義後に施⼯デモンストレーションを⾏います。
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改修工事における膨れ・剥がれなどの事故の原因の多くは下地トラブルによるものです。床材は下地の状態により仕
上がりが大きく左右されます。特に改修工事は、新築と違い、下地がきれいな状態であるとは限りません。
より確実な工事をする為には、事前の調査診断が欠かせません。我々三星床工事業協会では、厚
資格である「床診断⼠」の育成を⾏っております。⼀定の実務経験と、学科・技術の試験をクリアした資格保持者によ
る事前診断を⾏うことで、より確実な改修工事をお⼿伝い致します。

実際に現場で起こりやすいトラブル事例の写真を交えながら、床診断の際に使⽤する、実際の機器と数値
のご説明を⾏います。また、実技のコーナーでは、床診断⼠による床診断の様⼦を実際にご覧いただき、適切な下地
選定の重要性についてご覧いただきたく思います。
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施⼯デモンストレーションを⾏います。

適切な床診断による安⼼の改修⼯事

防⽔改修工事は、今やかぶせ工法がスタンダードとなり、既存防⽔層の劣化状況に応じた適切な下地処理は品質
めに必要不可欠です。聞きなれた防⽔材料で工事が⾏われていても、調査の際に今まで⾒たことのないよう

な劣化現象に出会うこともあります。防⽔層は、防⽔材料だけではなく、多種多様な副資材などによって構成されてい
るため、特殊な仕様が採⽤されている場合は相応の下地処理が必要となります。

⾦属屋根の上に防⽔層を形成する技術が確⽴し、⽀持を集めております。
現場調査・納まり検討・防⽔仕様の選定のポイントなどについてご説明いたします。

的な防⽔性能の維持保全を可能にする防⽔システムを、

皆様が、日頃の設計・監理業務に携われる中でお感じになっている、防⽔工事の疑問などにお答えする「防⽔なん
ました。別添の事前アンケートにご相談内容を自由にご記入いただき、有意義な時間を皆

様とつくっていきたいと考えております。 
この機会に、「聞きそびれた！」、「聞きたかった！」、「聞いておけばよかった！」をスッキリ解消されてはいかがでしょう

か。皆様とつくる新しい講義内容となります。ぜひご参加ください。

※講義後に施⼯デモンストレーションを⾏います。
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改修工事における膨れ・剥がれなどの事故の原因の多くは下地トラブルによるものです。床材は下地の状態により仕
上がりが大きく左右されます。特に改修工事は、新築と違い、下地がきれいな状態であるとは限りません。
より確実な工事をする為には、事前の調査診断が欠かせません。我々三星床工事業協会では、厚
資格である「床診断⼠」の育成を⾏っております。⼀定の実務経験と、学科・技術の試験をクリアした資格保持者によ
る事前診断を⾏うことで、より確実な改修工事をお⼿伝い致します。

実際に現場で起こりやすいトラブル事例の写真を交えながら、床診断の際に使⽤する、実際の機器と数値
のご説明を⾏います。また、実技のコーナーでは、床診断⼠による床診断の様⼦を実際にご覧いただき、適切な下地
選定の重要性についてご覧いただきたく思います。 
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防⽔改修工事は、今やかぶせ工法がスタンダードとなり、既存防⽔層の劣化状況に応じた適切な下地処理は品質
めに必要不可欠です。聞きなれた防⽔材料で工事が⾏われていても、調査の際に今まで⾒たことのないよう

な劣化現象に出会うこともあります。防⽔層は、防⽔材料だけではなく、多種多様な副資材などによって構成されてい
るため、特殊な仕様が採⽤されている場合は相応の下地処理が必要となります。

⾦属屋根の上に防⽔層を形成する技術が確⽴し、⽀持を集めております。
現場調査・納まり検討・防⽔仕様の選定のポイントなどについてご説明いたします。

的な防⽔性能の維持保全を可能にする防⽔システムを、

皆様が、日頃の設計・監理業務に携われる中でお感じになっている、防⽔工事の疑問などにお答えする「防⽔なん
ました。別添の事前アンケートにご相談内容を自由にご記入いただき、有意義な時間を皆

この機会に、「聞きそびれた！」、「聞きたかった！」、「聞いておけばよかった！」をスッキリ解消されてはいかがでしょう
か。皆様とつくる新しい講義内容となります。ぜひご参加ください。

※講義後に施⼯デモンストレーションを⾏います。 
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改修工事における膨れ・剥がれなどの事故の原因の多くは下地トラブルによるものです。床材は下地の状態により仕
上がりが大きく左右されます。特に改修工事は、新築と違い、下地がきれいな状態であるとは限りません。
より確実な工事をする為には、事前の調査診断が欠かせません。我々三星床工事業協会では、厚
資格である「床診断⼠」の育成を⾏っております。⼀定の実務経験と、学科・技術の試験をクリアした資格保持者によ
る事前診断を⾏うことで、より確実な改修工事をお⼿伝い致します。 

実際に現場で起こりやすいトラブル事例の写真を交えながら、床診断の際に使⽤する、実際の機器と数値
のご説明を⾏います。また、実技のコーナーでは、床診断⼠による床診断の様⼦を実際にご覧いただき、適切な下地

下地・⾦属屋根改修ソリューション

ごともこれでスッキリ！〜

適切な床診断による安⼼の改修⼯事 〜専門の器具を⽤いた調査⼿法について〜

防⽔改修工事は、今やかぶせ工法がスタンダードとなり、既存防⽔層の劣化状況に応じた適切な下地処理は品質
めに必要不可欠です。聞きなれた防⽔材料で工事が⾏われていても、調査の際に今まで⾒たことのないよう

な劣化現象に出会うこともあります。防⽔層は、防⽔材料だけではなく、多種多様な副資材などによって構成されてい
るため、特殊な仕様が採⽤されている場合は相応の下地処理が必要となります。

⾦属屋根の上に防⽔層を形成する技術が確⽴し、⽀持を集めております。
現場調査・納まり検討・防⽔仕様の選定のポイントなどについてご説明いたします。

的な防⽔性能の維持保全を可能にする防⽔システムを、

皆様が、日頃の設計・監理業務に携われる中でお感じになっている、防⽔工事の疑問などにお答えする「防⽔なん
ました。別添の事前アンケートにご相談内容を自由にご記入いただき、有意義な時間を皆

この機会に、「聞きそびれた！」、「聞きたかった！」、「聞いておけばよかった！」をスッキリ解消されてはいかがでしょう
か。皆様とつくる新しい講義内容となります。ぜひご参加ください。（※ご相談者様は匿名とさせていただきます）
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改修工事における膨れ・剥がれなどの事故の原因の多くは下地トラブルによるものです。床材は下地の状態により仕
上がりが大きく左右されます。特に改修工事は、新築と違い、下地がきれいな状態であるとは限りません。
より確実な工事をする為には、事前の調査診断が欠かせません。我々三星床工事業協会では、厚
資格である「床診断⼠」の育成を⾏っております。⼀定の実務経験と、学科・技術の試験をクリアした資格保持者によ

実際に現場で起こりやすいトラブル事例の写真を交えながら、床診断の際に使⽤する、実際の機器と数値
のご説明を⾏います。また、実技のコーナーでは、床診断⼠による床診断の様⼦を実際にご覧いただき、適切な下地
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ごともこれでスッキリ！〜 

〜専門の器具を⽤いた調査⼿法について〜

防⽔改修工事は、今やかぶせ工法がスタンダードとなり、既存防⽔層の劣化状況に応じた適切な下地処理は品質
めに必要不可欠です。聞きなれた防⽔材料で工事が⾏われていても、調査の際に今まで⾒たことのないよう

な劣化現象に出会うこともあります。防⽔層は、防⽔材料だけではなく、多種多様な副資材などによって構成されてい
るため、特殊な仕様が採⽤されている場合は相応の下地処理が必要となります。 

⾦属屋根の上に防⽔層を形成する技術が確⽴し、⽀持を集めております。
現場調査・納まり検討・防⽔仕様の選定のポイントなどについてご説明いたします。

的な防⽔性能の維持保全を可能にする防⽔システムを、

皆様が、日頃の設計・監理業務に携われる中でお感じになっている、防⽔工事の疑問などにお答えする「防⽔なん
ました。別添の事前アンケートにご相談内容を自由にご記入いただき、有意義な時間を皆

この機会に、「聞きそびれた！」、「聞きたかった！」、「聞いておけばよかった！」をスッキリ解消されてはいかがでしょう
（※ご相談者様は匿名とさせていただきます）
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改修工事における膨れ・剥がれなどの事故の原因の多くは下地トラブルによるものです。床材は下地の状態により仕
上がりが大きく左右されます。特に改修工事は、新築と違い、下地がきれいな状態であるとは限りません。
より確実な工事をする為には、事前の調査診断が欠かせません。我々三星床工事業協会では、厚生労働大臣認定
資格である「床診断⼠」の育成を⾏っております。⼀定の実務経験と、学科・技術の試験をクリアした資格保持者によ

実際に現場で起こりやすいトラブル事例の写真を交えながら、床診断の際に使⽤する、実際の機器と数値
のご説明を⾏います。また、実技のコーナーでは、床診断⼠による床診断の様⼦を実際にご覧いただき、適切な下地

・⾦属屋根改修ソリューション〜

〜専門の器具を⽤いた調査⼿法について〜

防⽔改修工事は、今やかぶせ工法がスタンダードとなり、既存防⽔層の劣化状況に応じた適切な下地処理は品質
めに必要不可欠です。聞きなれた防⽔材料で工事が⾏われていても、調査の際に今まで⾒たことのないよう

な劣化現象に出会うこともあります。防⽔層は、防⽔材料だけではなく、多種多様な副資材などによって構成されてい

⾦属屋根の上に防⽔層を形成する技術が確⽴し、⽀持を集めております。そこで、実際の改修現場実
現場調査・納まり検討・防⽔仕様の選定のポイントなどについてご説明いたします。

的な防⽔性能の維持保全を可能にする防⽔システムを、現場事例

皆様が、日頃の設計・監理業務に携われる中でお感じになっている、防⽔工事の疑問などにお答えする「防⽔なん
ました。別添の事前アンケートにご相談内容を自由にご記入いただき、有意義な時間を皆

この機会に、「聞きそびれた！」、「聞きたかった！」、「聞いておけばよかった！」をスッキリ解消されてはいかがでしょう
（※ご相談者様は匿名とさせていただきます）
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床材・防水技術セミナー

※ご提供頂いた情報は、本セミナー開催⼜は法令上許された目的にのみ使⽤し、それ以外の目的には⼀切使⽤いたしません。
  
お申込み頂き、誠にありがとうございます。後日、

誠にお⼿数ではございますが、下記に必要事項をご記入の上

※本セミナーはＣＰＤ認定プログラム申請済みのセミナーです。
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本セミナーはＣＰＤ認定プログラム申請済みのセミナーです。
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誠にお⼿数ではございますが、下記に必要事項をご記入の上

参加費や入場料は無料です。

本セミナーはＣＰＤ認定プログラム申請済みのセミナーです。
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※ご提供頂いた情報は、本セミナー開催⼜は法令上許された目的にのみ使⽤し、それ以外の目的には⼀切使⽤いたしません。

お申込み頂き、誠にありがとうございます。後日、

  
日（⾦） 

誠にお⼿数ではございますが、下記に必要事項をご記入の上

参加費や入場料は無料です。定員になり次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。

本セミナーはＣＰＤ認定プログラム申請済みのセミナーです。

会 場 

2017in

※ご提供頂いた情報は、本セミナー開催⼜は法令上許された目的にのみ使⽤し、それ以外の目的には⼀切使⽤いたしません。

お申込み頂き、誠にありがとうございます。後日、整理券をお送りいたしますので当日ご持参ください。

誠にお⼿数ではございますが、下記に必要事項をご記入の上 FAX

FAX
TEL

なり次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。
 

本セミナーはＣＰＤ認定プログラム申請済みのセミナーです。 
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2017in 札幌 「秋」

※ご提供頂いた情報は、本セミナー開催⼜は法令上許された目的にのみ使⽤し、それ以外の目的には⼀切使⽤いたしません。

整理券をお送りいたしますので当日ご持参ください。

：011
：011

FAX にて送信いただきますようお願い申し上げます。

FAX 
TEL 

なり次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。

 案 内
会場：
 
住所：
 
電話：

そのほか、ご不明な点などのお問い合わせは、
事務局までご連絡ください。
（井上）
（星野）

「秋」 お申込み⽤紙

※ご提供頂いた情報は、本セミナー開催⼜は法令上許された目的にのみ使⽤し、それ以外の目的には⼀切使⽤いたしません。

整理券をお送りいたしますので当日ご持参ください。

011-222
011-221

にて送信いただきますようお願い申し上げます。

なり次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。

内 
会場： 
 
住所： 
 
電話： 

北海道⽴職業能⼒開発⽀援センター
訓練棟
札幌市白石区東札幌
 
011-

そのほか、ご不明な点などのお問い合わせは、
事務局までご連絡ください。
（井上）080
（星野）080

お申込み⽤紙

※ご提供頂いた情報は、本セミナー開催⼜は法令上許された目的にのみ使⽤し、それ以外の目的には⼀切使⽤いたしません。

整理券をお送りいたしますので当日ご持参ください。

222-3627
221-4014

にて送信いただきますようお願い申し上げます。

なり次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。

北海道⽴職業能⼒開発⽀援センター
訓練棟 2F 第 3
札幌市白石区東札幌

-825-2358

そのほか、ご不明な点などのお問い合わせは、
事務局までご連絡ください。

080-2074-6668
080-1213-7033

お申込み⽤紙

※ご提供頂いた情報は、本セミナー開催⼜は法令上許された目的にのみ使⽤し、それ以外の目的には⼀切使⽤いたしません。

整理券をお送りいたしますので当日ご持参ください。

3627 
4014 

にて送信いただきますようお願い申し上げます。

なり次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。 

北海道⽴職業能⼒開発⽀援センター
3 研修室 

札幌市白石区東札幌 5 条 1

2358 

そのほか、ご不明な点などのお問い合わせは、
事務局までご連絡ください。 

6668 
033 

お申込み⽤紙 

※ご提供頂いた情報は、本セミナー開催⼜は法令上許された目的にのみ使⽤し、それ以外の目的には⼀切使⽤いたしません。 

整理券をお送りいたしますので当日ご持参ください。 

にて送信いただきますようお願い申し上げます。 

北海道⽴職業能⼒開発⽀援センター 

1 丁目 

そのほか、ご不明な点などのお問い合わせは、 
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防水なんでも相談所 ご相談内容書込みシート 

ご相談者様 氏名                       （※お名前は公表いたしません） 

 ●ご相談内容に関するイメージ図 

 ※ご相談が多数ある場合は、時間の都合上セミナー内でお答えできないことがあります。ご了承ください。 
   後日、改めてお時間をいただき、ご相談内容についてご説明させていただきます。 


