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⾚字：新規掲載 2022年1⽉5⽇ 現在

No. ⽀店
⼟建
分類

作業所名 CCUS現場ID

1 都市開発⽀店 ⼟⽊ 上⽥⼩牧橋耐震補強RN 68915292717172
2 都市開発⽀店 ⼟⽊ 学⼤２０２１年度定期検査RN 61790291605272
3 都市開発⽀店 ⼟⽊ 学⼤2203MM21構造物検査他業務RN 37184869772472
4 都市開発⽀店 ⼟⽊ 学⼤２０２１年度個別検査RN 64501120009172
5 都市開発⽀店 ⼟⽊ 学芸⼤学⾼架橋柱補修RN 42845209367672
6 都市開発⽀店 ⼟⽊ 学芸⼤学2021年度横浜市跨線橋点検RN 28820224585472
7 都市開発⽀店 ⼟⽊ 奥沢駅改良⼯事その３ 70006157757072
8 都市開発⽀店 ⼟⽊ ST線⽇吉Ⅰ期その２JV 04666972379072
9 都市開発⽀店 ⼟⽊ ST線綱島軌道ＪＶ 83645491380972

10 都市開発⽀店 ⼟⽊ ⽇吉反町駅排⽔樋補修RN 14684794790772
11 都市開発⽀店 ⼟⽊ ⾃由が丘⽯川台法⾯防護⼯事その２ 02693015901472
12 都市開発⽀店 ⼟⽊ ⾃由が丘等々⼒陸橋補修RN 57184076928072
13 都市開発⽀店 ⼟⽊ ⾃由が丘⽥園調布橋維持RN 20067808412572
14 都市開発⽀店 ⼟⽊ ⼤井⾃由が丘諏訪⼭架道橋補修RN 01308111246472
15 都市開発⽀店 ⼟⽊ ⾕本京王下北沢ホームドア設置 68380973184072
16 都市開発⽀店 ⼟⽊ ⾕本⻑津⽥第⼀⾼架橋耐震RN 54228766407972
17 都市開発⽀店 ⼟⽊ ⾕本⻑原駅部躯体補修RN 35296613014072
18 都市開発⽀店 ⼟⽊ 池尻⼤橋⼀体部補強その１RN 24919271544872
19 都市開発⽀店 ⼟⽊ 池尻⼤橋新⽟隧道浮き部撤去その２RN 37939061435172
20 都市開発⽀店 ⼟⽊ 銀座線渋⾕東⼝明治通⼯区JV 37036976894872
21 都市開発⽀店 ⼟⽊ 銀座線渋⾕駅⻄⼝⼯区JV 69166691672472
22 都市開発⽀店 ⼟⽊ 東急東横店解体 62401827021672
23 都市開発⽀店 ⼟⽊ 渋⾕駅⻄⼝広場暫定整備 46522902317572
24 都市開発⽀店 ⼟⽊ 渋⾕東⼝基盤その５JV 16769008045272
25 都市開発⽀店 ⼟⽊ 京王芦花公園連⽴その１JV 19639128752472
26 都市開発⽀店 ⼟⽊ 京王⾼幡三沢架道橋架替そのⅢ-2 78427068888772
27 都市開発⽀店 ⼟⽊ 京急⼤師連続⽴体第１期第４⼯区 44839707835672
28 都市開発⽀店 ⼟⽊ 京急⽇ノ出町駅ホームドア 80674483816072
29 都市開発⽀店 ⼟⽊ 京急品川連⽴第５⼯区 75497379115972
30 都市開発⽀店 ⼟⽊ 新京成初富⼟⽊その１３JV 60667290447472
31 都市開発⽀店 ⼟⽊ 相鉄海⽼名駅改良⼟⽊JV 28531661550572
32 都市開発⽀店 ⼟⽊ 天王町⽴体その１０JV 94486474710472
33 都市開発⽀店 ⼟⽊ 東武スカイツリー駅その１JV 59378692841372
34 都市開発⽀店 ⼟⽊ 東武⽵ノ塚R１０４⾼架橋他JV 13810830959772
35 都市開発⽀店 ⼟⽊ 東武⻲⼾線8号踏切道防護ＪＶ 82686031087022
36 都市開発⽀店 ⼟⽊ ⼤場第四⼟地造成⼯事 79012983935772

東急建設㈱ CCUSカードリーダー設置作業所⼀覧
記載の作業所はCCUSのカードリーダーを設置していますので、⼊場の際はカードタッチを忘れずに！
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37 都市開発⽀店 建築 (仮称)蒲⽥4丁⽬京急ビル新築⼯事JV 42981880764272
38 都市開発⽀店 建築 新綱島駅前再開発施設新築⼯事 57332064373172
39 都市開発⽀店 建築 (仮称)⻘葉台プロジェクト新築⼯事 92469137414372
40 都市開発⽀店 建築 東急百貨店東横店⻄館解体計画 79205475454472
41 都市開発⽀店 建築 (仮称)京王電鉄ﾊﾞｽ中野⾞庫B敷地開発計画JV 90849037409272
42 都市開発⽀店 建築 東急⻁ノ⾨ビル増築計画 54187425481872
43 都市開発⽀店 建築 (仮称)荏⽥北三丁⽬マンション計画 68367456062472
44 都市開発⽀店 建築 (仮称)東京都市⼤学新B棟増築⼯事 59823650724072
45 都市開発⽀店 建築 (仮称)港区芝公園2丁⽬建替計画 53777563841572
46 都市開発⽀店 建築 (仮称)ラビスタ熱海新築⼯事 92934794902472
47 都市開発⽀店 建築 (仮称)南町⽥駅前マンション計画 08697159117372
48 都市開発⽀店 建築 RN亜細亜⼤学3・7号館改修⼯事 66004495863372
49 都市開発⽀店 建築 (仮称)平塚市明⽯町計画 01933178819072
50 都市開発⽀店 建築 RN渋⾕ヒカリエDeNA原状回復⼯事(20〜26階) 79871214189172
51 都市開発⽀店 建築 亜細亜⼤学⽇の出ｷｬﾝﾊﾟｽ第2期建築⼯事 17632477496572
52 都市開発⽀店 建築 京三製作所 倉庫AB棟建設⼯事 14384816507972
53 都市開発⽀店 建築 RN ⽩⼭御殿社宅リノベーション⼯事 58955367978472
54 都市開発⽀店 建築 寿精版印刷東京⼯場新棟新築⼯事 49925264806072
55 都市開発⽀店 建築 奥沢駅改良⼯事建築その1 14017471659272
56 都市開発⽀店 建築 相鉄海⽼名駅改良建築JV 54205837665472
57 都市開発⽀店 建築 銀座線渋⾕駅上屋設置⼯事JV 36902355155272
58 都市開発⽀店 建築 RN2112東急沿線⼩⼯事 76441460995372
59 都市開発⽀店 建築 RN2203北⼭⽥⼩⼯事 77687638454472
60 都市開発⽀店 建築 ⽥園都市線駒沢⼤学駅解体⼯事 03605994906072
61 都市開発⽀店 建築 ⾼根公団第2ビル解体⼯事 43851991867872
62 都市開発⽀店 建築 RN2203⾺⾞道駅改修⼩⼯事 53746948815272
63 ⾸都圏建築⽀店 建築 三井不・⽇本橋横⼭町4丁⽬計画 45880658498072
64 ⾸都圏建築⽀店 建築 NF ⽇本橋茅場町PJ新築⼯事 76676734449872
65 ⾸都圏建築⽀店 建築 MJR⾃由が丘3丁⽬計画 80159018421572
66 ⾸都圏建築⽀店 建築 MJR千代⽥区三番町MS計画 01199392556372
67 ⾸都圏建築⽀店 建築 菊⽉ビル新築⼯事 27216141244272
68 ⾸都圏建築⽀店 建築 NF 上尾Ⅱ物流計画新築⼯事 68492882678372
69 ⾸都圏建築⽀店 建築 MFR東中野5計画既存建物解体⼯事 69944951476272
70 ⾸都圏建築⽀店 建築 TLC 千代⽥区富⼠⾒解体⼯事 54024681568972
71 ⾸都圏建築⽀店 建築 三井不・柏の葉ホテル計画 28273106815272
72 ⾸都圏建築⽀店 建築 ⽇本テレビ 千代⽥区三番町計画 58948410341072
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73 ⾸都圏建築⽀店 建築 NF MEFULL川崎新築⼯事 12367021607672
74 ⾸都圏建築⽀店 建築 コート⼤⼭建替え計画新築⼯事 23744210672572
75 ⾸都圏建築⽀店 建築 MJR･東急 品川区東中延1丁⽬計画 12669385135972
76 ⾸都圏建築⽀店 建築 MFR ⽂京区湯島2丁⽬計画 84447844357372
77 ⾸都圏建築⽀店 建築 JR･NF 板橋駅階段等新築⼯事Ⅰ期 01678367109672
78 ⾸都圏建築⽀店 建築 MFR原町既存建物等除却⼯事 05225452445772
79 ⾸都圏建築⽀店 建築 MJR港区⿇布永坂町解体⼯事 75559816247472
80 ⾸都圏建築⽀店 建築 2203第⼀建築部第⼆RN⼩⼯事(三軒茶屋) 71921514231872
81 ⾸都圏建築⽀店 建築 晴海五丁⽬3街区(AB棟) 32957317620672
82 ⾸都圏建築⽀店 建築 晴海五丁⽬3街区(C棟) 07496138469872
83 ⾸都圏建築⽀店 建築 晴海五丁⽬3街区(DP棟) 54361971070072
84 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ ⼩松川ポンプ所建設その13 19927288442772
85 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ みやぎ送泥管その2 59736803677772
86 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 新東名湯触トンネル 78931526708572
87 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ ⽯巻市渡波排⽔ポンプ場復興建設⼯事JV 07935149959072
88 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 会津南部富川⽤⽔路(その5)改修⼯事 93767974084872
89 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 習志野鷺沼放流幹線建設⼯事JV 00558149828072
90 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 中川⽔再⽣センター耐震補強その2RN 46069474162372
91 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 三郷流⼭橋下部新設JV 56043458245372
92 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ R2国道246号渋⾕駅周辺地下道⼯事 85520061057072
93 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 池尻地区共同溝補強⼯事 16645064682672
94 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 中川護岸耐震その205JV 42238218871772
95 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 中川護岸耐震その51JV 04287829568372
96 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 印⻄市⿅⿊南2丁⽬付近管路その2 46209165202572
97 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 新松⼾⾺橋根⽊内線道路築造 57739625062372
98 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ R3⻤怒川右岸⽥川⽔⾨新設 21643510381472
99 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ R3国道16号⼋王⼦BP新浅川橋耐震補強 56343287403872

100 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ R3圏央道中川橋下部その2 28101677977671
101 東⽇本⼟⽊⽀店 ⼟⽊ 平久川護岸耐震補強その3［1/11〜］ 41175511999472
102 東⽇本建築⽀店 建築 駒澤⼤学図書館建設⼯事 25206051976172
103 東⽇本建築⽀店 建築 DPL千葉四街道Ⅰ新築⼯事 24194456938872
104 東⽇本建築⽀店 建築 ESR東扇島DSC新築⼯事 10865935705972
105 東⽇本建築⽀店 建築 ⼋王⼦法務庁舎改修その他⼯事 60598123980972
106 東⽇本建築⽀店 建築 東京⾳⼤池袋ｷｬﾝﾊﾟｽ学⽣寮建設 63444976203672
107 東⽇本建築⽀店 建築 (仮称)東神⽥JPビル新築⼯事 11598179887472
108 東⽇本建築⽀店 建築 神奈川⼤学横浜ｷｬﾝﾊﾟｽ15号館改修 16277869324072
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109 東⽇本建築⽀店 建築 浦和実業中・⾼校舎整備計画Ⅰ期 57760199098272
110 東⽇本建築⽀店 建築 ESR川崎浮島DSC新築⼯事 68250781254472
111 東⽇本建築⽀店 建築 宇都宮光機3棟屋根改修⼯事 44822935845372
112 東⽇本建築⽀店 建築 富⼠物流筑波物流ｾﾝﾀｰ建設⼯事 54194203873172
113 東⽇本建築⽀店 建築 ファナックHQ11リニューアル⼯事 99631339398772
114 東⽇本建築⽀店 建築 (仮称)銀座5丁⽬プロジェクト 72899659049172
115 東⽇本建築⽀店 建築 2106東関東RN⼩⼯事 55289340730072
116 東⽇本建築⽀店 建築 あしたば中野学園職員住宅新築 04690832255772
117 東⽇本建築⽀店 建築 GLP ALFALINK相模原ⅡPJ 90321558758972
118 東⽇本建築⽀店 建築 ⼤⽥区⽴⾚松⼩学校⼀期⼯事JV 84701849498872
119 東⽇本建築⽀店 建築 ⾦町伊藤ビル新築⼯事 14248340514072
120 東⽇本建築⽀店 建築 AYビルディング建替PJ 65908576509272
121 東⽇本建築⽀店 建築 (仮称)⼤崎集合住宅計画 36050860414872
122 東⽇本建築⽀店 建築 創価学会千葉研修道場解体⼯事 22881956041472
123 東⽇本建築⽀店 建築 ファナックHQ28棟ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ増築 49174665014372
124 東⽇本建築⽀店 建築 ﾌｧﾅｯｸHQ24棟3階改修⼯事 18683470013672
125 東⽇本建築⽀店 建築 品川区第四⽇野⼩学校改築他JV 20791491258572
126 東⽇本建築⽀店 建築 船橋市⻄浦下⽔処理場建設JV 83339617222172
127 東⽇本建築⽀店 建築 美和電気⼯業東北⽀社新築⼯事 92778394657972
128 東⽇本建築⽀店 建築 ﾌｧﾅｯｸMB4棟ﾌﾟﾚｽ機械基礎⼯事 09526492552572
129 東⽇本建築⽀店 建築 東京⻭科⼤市川⻭科診療棟増築 60874598141972
130 札幌⽀店 ⼟⽊ 北海道新幹線朝⾥トンネルJV 44397040773472
131 札幌⽀店 ⼟⽊ 北海道新幹線野⽥追トンネル南JV 14498576291972
132 札幌⽀店 建築 南7⻄1ホテル新築⼯事 59293582989072
133 札幌⽀店 建築 ニセコ特別⾼圧変電所建設⼯事 18252675814072
134 札幌⽀店 建築 じょうてつN6W4テナントビル新築 40857152865572
135 札幌⽀店 建築 ノースカントリーGCクラブハウス増築改修 18141392379072
136 名古屋⽀店 ⼟⽊ 東海環状七崎⾼架橋他1橋(下部⼯)⼯事 20637691071872
137 名古屋⽀店 ⼟⽊ 東⼭配⽔場送⽔幹線整備⼯事JV 21289133167272
138 名古屋⽀店 建築 ⼩牧南⼩学校改築⼯事JV 30604425637772
139 名古屋⽀店 建築 帝京⼤可児国際学⽣寮新築⼯事 26161358401672
140 名古屋⽀店 建築 遠州鉄道⼋幡駅整備⼯事 12211036524072
141 関⻄⽀店 ⼟⽊ 北陸新幹線、福井橋りょう他JV 04053677327472
142 関⻄⽀店 ⼟⽊ 有⽥上第⼀第⼆トンネル⼯事 69473469847972
143 関⻄⽀店 ⼟⽊ ⻑殿⾕排⽔トンネル⼯事 86013538342872
144 関⻄⽀店 ⼟⽊ R1江坂停留場耐震補強およびその他⼯事 53882691627672
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145 関⻄⽀店 ⼟⽊ 江坂駅駅施設改造⼯事 29247245102572
146 関⻄⽀店 建築 (仮称)KRD丸屋町ホテル開発PJ新築⼯事 75501840572772
147 関⻄⽀店 建築 松岡機械⼯作所新社屋新築⼯事 18630694931472
148 関⻄⽀店 建築 御池レディースクリニック新棟計画 19988191677972
149 関⻄⽀店 建築 和歌⼭県警察機動隊建築⼯事 82306138614172
150 関⻄⽀店 建築 ⼤⽇本印刷奈良⼯場特⾼架台新設⼯事 52719232531272
151 関⻄⽀店 建築 みくまり病院リハビリ棟増築⼯事 72464702235472
152 関⻄⽀店 建築 (仮称)茶屋町計画新築⼯事 49608763127272
153 九州⽀店 ⼟⽊ RN沖縄海兵隊発電機交換付帯設置⼯事 41115321582772
154 九州⽀店 ⼟⽊ 国道322号嘉⿇ﾊﾞｲﾊﾟｽﾄﾝﾈﾙ⼯事JV 35864768425572
155 九州⽀店 ⼟⽊ 久留⽶⼤学⾬⽔貯留施設築造JV 90029539098372
156 九州⽀店 ⼟⽊ 九州新幹線44k1・66k1間線路諸設備他 04454207578572
157 九州⽀店 建築 熊本刑務所庁舎収容棟等新営⼯事 10832684367672
158 九州⽀店 建築 ⼩郡中央保育園分園舎改築⼯事 46496816121872
159 九州⽀店 建築 ⽇本銀⾏⼤分⽀店空調設備等改修 50737081631072
160 九州⽀店 建築 プリマハム⿅児島新⼯場建築⼯事 82489987894772
161 九州⽀店 建築 ｼｷﾞﾗﾐﾗｰｼﾞｭﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ&ﾎﾃﾙｽﾞ新築 79915253549472
162 九州⽀店 建築 アステム新⼤分営業部棟建替⼯事 22857287298472
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技能者一人ひとりの

「技能」と「経験」を
しっかりと「認め」「育てる」仕組みです

建設業の魅力向上にむけて

建設業の今とこれからをみんなで支える
20-0601

概要編

建設キャリアアップシステム

❶
point

❷
point

❸
point

技能者の
処遇改善

明確な
キャリアパス

施工能力の
見える化

● カードをタッチしたりモバイル
を使って、就業履歴を蓄積。

● 技能者の賃金アップや建退共
で退職金を積み立てて、処遇の
改善を実現します。

● 技能者の「技能」と「経験」を４種
類のレベル分けで評価。

● 業界共通の仕組みで、レベル
アップが見通せて、若い人たち
に選ばれる業界となります。

● 優秀な技能者を育てる事業者
として施工能力のアピール。

● 仕事の増大につながります。

● 「人材を大事にする企業」であ
ることをPR。

● 担い手の確保ができます。

技能者を評価する枠組み
事業者の施工能力の見える化を
進める枠組み
●所属する技能者の人数・評価。
●施工実績、建機の保有状況。 
●コンプライアンス、社会保険加入状況などで評価。

●評価基準に合わせて4種類に色分けされた
　（白　  青　  銀　  金）カードを交付して評価。

●●プロジェクト

●●
●●
●

ピッ!

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●
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就業履歴の蓄積にはシステムへの登録が必要です

建設キャリアアップシステムは、2023年度を目標として、
あらゆる工事で完全実施！

カードのレベルアップ
で処遇改善

若い人たちは
明確な目標で

モチベーションアップ

仕事の記録を貯めて
実力を証明

将来的には
カード1枚で資格証の

持参が不要

CCUSと建退共連携のしくみ電子申請により、
掛金の納付がより確実に

実施されます。

元請、下請事業者の
事務作業が大幅に
軽減します。

電子建退共CCUS

作成ツール

就業履歴 退職金

就業履歴

ダウンロード

現場でカードを「ピッ！」

就労状況

アップロード

技能者
ピッ!

事業者のメリット技能者のメリット
技能者を育てると

施工能力評価がアップし、
仕事が増大

現場の事務作業が
省力化できる

担い手となる
若い人にアピール

できる

公共工事の入札で
評価アップ

CCUSの利用料金には、「技能者登録料」、「事業者登録料」、運用時に
事業者にお支払いいただく「管理者ID利用料」、「現場利用料」があります。

「ピッ！」とカードをタッチすると、
建退共で退職金の掛金310円が
積み立てられます。

●代行申請により、技能者本人から同意を得た事業者が、技能者の登録申請を行えます。
　また同様に、同意を得た事業者が他事業者の代行申請も可能です。
●新規登録には、早くて安心な窓口（認定登録機関）がおすすめです。

技能者

システムへの登録 現場の登録と就業履歴の蓄積

●元請・下請が協力して施工体制や作業員名簿を登録します。
　（作業員名簿の登録は、技能者のレベル評価に必須です）
●元請が現場を登録しカードリーダーを設置します。

事業者

●登録はインターネットや
窓口で申請が可能です。

●現場に設置されたカードリー
ダーなどでカードを読み取り、
就業履歴を蓄積します。

●情報を閲覧画面で
チェックしたり、帳票
の出力ができます。

技能者にカードが
交付されます

登録の代行申請をおすすめします！

技能者情報のイメージ

ID
氏名
生年月日

保有資格
登録基幹技能者
技能講習
特別教育
社会保険加入状況

型枠
玉掛け
ロープ高所作業

2016.06.20
2008.05.21
2005.11.09

退職金共済
健保
年金
雇用

◯
◯
◯

建退共協会健保
厚生年金

◯

123456789012
建設 太郎
S55  1980/07/28

キャリアアップ
システム
事業者情報

技能者情報
就業履歴情報

IDとパスワードで
ログインピッ!



～技能者登録のご案内～～技能者登録のご案内～

技能者の皆さん
　持っていますか？
技能者の皆さん
　持っていますか？

▲実際の運用シーン

① インターネット
② 認定登録機関での申請
　　※お近くの認定登録機関は、
　　　 CCUSホームページでご確認ください。

③ 事業者による代行申請
　　※代行申請については、所属会社に
　　　お問い合わせください。

申請方法は３通り！

申請から利用まで

カンタン手続き！
3ステップ

申請から利用まで

カンタン手続き！
3ステップ

カード

建設キャリ
アアップシ

ステム

STEP

１

現場ごとに置かれた
カードリーダーなどで、
就業履歴を蓄積！

STEP

3

カードが
手元に届く！

STEP

2

▶カードは10年間有効
▶立場や作業内容が蓄積される
▶経験と技能の向上がカードの色に反映

申請はコチラから！
パソコンなら「CCUS 技能者申請」で検索。

スマホ・タブレットからは
QRコードを読込みます。

CCUS  技能者申請
https://www.ccus.jp/p/application_ginousya

Answer.2

Q&A Q&A 

Q2.Q2. システムに登録されるとどんな意味があるの？

みなさんの技能や経験を正しく
評価して処遇を改善し、現場の品
質向上と作業の効率化も目指し
ています。国が主導し建設業界が
一丸となって推進する取組です。

● CCUSの運営主体

東京都港区虎ノ門4丁目2番12号
虎ノ門4丁目MTビル2号館

Web：https://www.ccus.jp/

（建設キャリアアップシステム事業本部）

東京都中央区八丁堀2丁目5番1号
東京建設会館8階

リーフレット発行元

Web：https://www.nikkenren.com/

CCUSカード

2021年10月改訂

技能者申請・カード発行等に関するお問合わせは、上記建設業振
興基金ホームページのお問合せフォームからお願いいたします。
（トップ ＞ CCUS ＞ 説明会・サポート ＞ お問合せフォーム）

急いで
登録しよう！

＊2021年10月時点

70

万人
突破！

＊

Answer.1

Q1.Q1. CCUS登録に締切り・期限はあるの？

登録に期限はありませんが、早く
登録したほうがメリットを受けら
れる時期が早まります。また、
2023年度にはCCUSの完全実
施が予定されています。

Answer.3

Q3.Q3. CCUSカードはどうやって使うの？

現場に設置してあるカードリーダーにタッチするこ
と等により、就業履歴が残せます。現場にカード
リーダーがない、カードを忘れた場合でも、元請に
申請をして承認をもらえば、履歴は蓄積されます。



CCUSカード1枚で
資格を証明！

将来は、ＣＣＵＳ
カードさえあれば、
各証明の携帯が
不要になります。
かさばって、
現場に持っていくのが
大変な資格証･受講証。

毎日320円退職金が
貯まる！

賃金が 
上がる！

仕事の
チャンスが広がる！

CCUSカードを１日１回
現場でタッチすれば、
建退共＊の退職金320円が
貯まります。
国や地方公共団体の工事なら全ての現場が対象。民間工事でも
日建連会員企業の現場なら原則として対象になります。
例えば、掛金1日320円で、1か月21日就労した場合、
10年（120月）で約90万円の退職金が給付されます。 
＊1 ： 別途建退共への加入及び電子申請利用申込み、雇用企業からの請求が必要です。
＊2 ： 順次進められるので、開始時期は会員企業、現場により異なります。

カードの色（技能や経
験）に応じて上昇して
いく賃金の目安づく
りが行われています。
日建連会員企業の現場では、この目安
を尊重して下請企業への支払いが行わ
れるので、賃金上昇のみちが開けます。
この技能や経験を蓄積するのが、ＣＣＵＳ
カードです。

国は、2023年度を目標として、
民間工事を含め全ての工事で、
ＣＣＵＳを完全実施することに
しています。
国のモデル工事や地方公共団体などの取組がすでに
始まっています。そして、ＣＣＵＳカードを持つ技能者を
多く雇う会社が有利になり、カードを持つ技能者の働く
チャンスが増えます。CCUSカードを持つことが業界
のスタンダードになります。

CCUSカードを
今すぐ手に入れよう！
CCUSカードを
今すぐ手に入れよう！

こんなに

お得っ！
こんなに

お得っ！

賃金

技能
・
経験

＊対象となるのは、レベル判定によりカードの色が変わる職種（現在35職種・今後拡大予定）です。
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