平成２９年度検定試験会場等一覧
№

1

2

3

4

5

試験地

札幌市

会場名
ホテル札幌ガーデンパレス
４階「真珠の間」

住所
060-0001
札幌市中央区北１条西６丁目

青森市

030-0801
青森市新町１丁目１１－２２

仙台市

宮城県商工振興センター
２階「会議室」

980-0011
仙台市青葉区上杉１丁目１４－２

秋田県社会福祉会館本館Ａ棟
９階「第１会議室」

010-0922
秋田市旭北栄町１－５

郡山市

ビッグパレットふくしま
３階 小会議室２

大宮ソニックシティ
6 さいたま市
６階「６０４会議室」

交通機関

アクセスＵＲＬ
http://www.hotelgp

011-261-5311

ＪＲ「札幌駅」（南口）より徒歩１０ sapporo.com/acces
分
s/index.html

ウェディングプラザアラスカ
「トパーズ」

秋田市

電話番号

963-0115
郡山市南２丁目５２
330-8669
さいたま市大宮区桜木町１－７－
５

017-723-2233

青い森鉄道線「青森駅」より徒歩
５分
http://alaskajapan.
ＪＲ奥羽本線「青森駅」より徒歩５ com/info/map.php
分

022-222-5560

仙台市営地下鉄南北線「北四番 miyagi.or.jp/soshiki
丁駅」（南２口）より徒歩５分

http://www.chuokai
/map.html

018-864-2700

ＪＲ奥羽本線「秋田駅」（西口）より
秋田中央交通バス（県庁・市役所 http://www.akitake
行き）乗車８分「山王十字路」下 nshakyo.or.jp/
車徒歩５分

024-947-8010

郡山駅西口・１番乗り場より福島
交通バス（栄町）柴宮団地行き以 http://bigpalette.jp/07acces
外に乗車、乗車１５分「ビッグパ s/index-g.html
レット」下車徒歩０分

048-647-4111

ＪＲ・東武野田線 大宮駅西口か https://www.sonicら歩行者デッキにて直結 徒歩３ city.or.jp/?page_id=
178
分

03-3542-0121

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目
駅」（１１番口）より徒歩１分
東京メトロ銀座線「銀座駅」（A１３
出口）より徒歩５分
JR「有楽町駅」（京橋口）より徒歩
10分

http://www.toky
okosha.or.jp/kosh
a/office/chusho
.html

7 東京（１）

東京都中小企業会館
９階講堂、８階Ａ・Ｂ会議室

104-0061
中央区銀座２丁目１０番１８号
東京都中小企業会館

8 東京（２）

全国中小企業団体中央会
７階研修室

104-0033
中央区新川１－２６－１９
全中・全味ビル

03-3523-4907

http://www.chu
東京メトロ日比谷線・東西線「茅
okai.or.jp/chuo/
場町駅」（３番出口）より徒歩８分
chuo-05.htm

9

ホテル信濃路

380-0936
長野市中御所岡田町１３１－４

026-226-5212

ＪＲ「長野駅」（善光寺口）より徒歩 http://www.hotelshinanoji.com/acce
８分
ss/

054-251-7719

http://kaigishits
uＪＲ東海道線「静岡駅」（北口）より
shizuoka.com/a
徒歩２分
ccess/index.htm
l

052-571-6131

http://www.winc
ＪＲ・名鉄・近鉄・地下鉄「名古屋
駅」より徒歩５分
aichi.jp/access/

06-6947-4321

地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本
町駅」（１２番口）より徒歩７分
http://www.mydom
地下鉄、中央線・谷町線「谷町四 e.jp/access/
丁目駅」（４番口）より徒歩８分

0852-21-2670

ＪＲ山陰本線「松江駅」（北口）乗
り場１番より松江市営バス（北循 http://www.kour
環線外回り「大学・川津行き」）乗 ituyasuragi.jp/m
車１０分「島根県民会館前」下車 atsue/access/
徒歩３分

086-224-2245

http://www.oka
ＪＲ「岡山駅」（後楽園口）より徒歩
chu.or.jp/?page_i
１４分
d=164

082-262-0250

http://maps.goo
gle.co.jp/maps?q
ＪＲ「広島駅」（南口）より徒歩５分
=34.395019,132.
472841

10

長野市

静岡市

静岡駅前会議室「ＬＩＮＫ」
Ｂ館３階 Ｂ３０１号室

420-0852
静岡市葵区紺屋町８－１２
内野ビル

愛知県産業労働センター ウインクあ 450-0002
11 名古屋市 いち
名古屋市中村区名駅４丁目４－３
１２階「１２０２会議室」
８

12

大阪市

マイドームおおさか
８階「第１・２会議室」「弟３会議室」

540-0029
大阪市中央区本町橋２番５号

13

松江市

サンラポーむらくも
「千鳥の間」

14

岡山市

700-0817
岡山県中小企業団体中央会「会議室」 岡山市北区弓之町４番１９－２０２
号

広島市

三井生命広島駅前ビル
３階会議室

15

690-0887
松江市殿町３６９番地

732-0828
広島市南区京橋町１－２３

№

試験地

会場名

16

山口市

新山口ターミナルホテル

17

高松市

ホテルパールガーデン
「玉藻」

住所

２階

電話番号

交通機関

アクセスＵＲＬ

754-0002
山口市小郡下郷１２９２番地

083-972-0002

ＪＲ山口線「新山口駅」（北口）より http://www.ishidaya.com/map_syosai.
徒歩３分
html

760-0066
高松市福岡町２丁目２－１

087-821-8500

JR「高松駅」より、ことでんバス
（朝日町線）「県立武道館」下車
徒歩５分

http://hotelpearlgarden.jp/g
uide_access.html

http://www.joho
ＪＲ鹿児島本線「吉塚駅」（東口）
fukuoka.or.jp/ne
より徒歩１分
w/center/conte
nts/map.html
http://www.kour
ituＪＲ「長崎駅」より徒歩８分
nagasaki.jp/saint
私鉄「桜町電停」より徒歩５分
hill/access/inde
x.html

18

福岡市

福岡県中小企業振興センター
「５０１会議室」

812-0046
福岡市博多区吉塚本町９番１５号

092-622-0011

19

長崎市

ホテルセントヒル長崎
１階「出島」

850-0052
長崎市筑後町４－１０

095-822-2251

20

大分市

ホルトホール大分
「セミナールームＬ」

870-0839
大分市金池南１丁目５番１号

097-576-7555

http://www.horu
ＪＲ日豊本線「大分駅」（南口）より
tohall徒歩２分
oita.jp/access/

099-222-9258

ＪＲ鹿児島本線・日豊本線「鹿児 http://sangyoukaik
an.ec島駅」より徒歩１５分
net.jp/contact.html
市電「朝日通り」より徒歩３分

098-887-1111

沖縄都市モノレール線「安里駅」
より徒歩１５分
那覇バス４６番（糸満西原線）/２
５番（普天間空港線）/９７番（琉
大首里線）/１番（首里識名線）/９
番（小禄石嶺線）/１７番（石嶺開
南線）乗車「沖縄都ホテル前」下
車徒歩１分
沖縄バス７・８番（首里城下町線）
乗車「沖縄都ホテル前」下車徒歩
１分

鹿児島県産業会館５階
892-0821
21 鹿児島市 鹿児島県中小企業団体中央会「会議
鹿児島市名山町９番１号
室」

22

那覇市

沖縄都ホテル

902-0062
那覇市松川４０

http://www.miyako
hotels.ne.jp/okinaw
a/access/index.ht
ml/

