
№ 試験地 会場名 会場住所 会場電話番号 交通機関（詳細等）
会場アクセス

（クリックしますと
サイトに飛びます）

1 札幌市
ホテル札幌ガーデンパレス
4階「平安」

〒060-0001
札幌市中央区北1条西6

011-261-5311 JR函館本線「札幌駅」（南口）より徒歩10分
https://www.hotelgp-
sapporo.com/access/

2 青森市
ウェディングプラザアラスカ
地下「サファイア」

〒030-0801
青森市新町1-11-22

017-723-2233 青い森鉄道線・JR奥羽本線「青森駅」（東口）より徒歩5分
http://alaskajapan.com
/info/map.php

3 仙台市
TKPガーデンシティ仙台
ホール30A

〒980-6130
仙台市青葉区中央1-3-1

022-208-7515 JR東北本線「仙台駅」（西口）より徒歩2分
https://www.kashikaigi
shitsu.net/facilitys/gc
-sendai/access/

4 秋田市
秋田県社会福祉会館
本館A棟
9階「第4会議室」

〒010-0922
秋田市旭北栄町1-5

018-864-2700

JR奥羽本線「秋田駅」（西口）より
秋田中央交通バス乗り場
「県庁市役所」行き乗車8分、
「山王十字路」停留場下車より徒歩5分

http://www.akitakensh
akyo.or.jp/p_topic.php?
p=8&id=72

5 郡山市
ビッグパレットふくしま
3階研修室

〒960-0115
郡山市南2-52

024-947-8010

JR東北本線「郡山駅」（西口）1番より
福島交通バス乗り場乗車15分
※（（栄町）紫宮団地以外はすべて「ビッグパレット」を経由）、
「ビッグパレット」停留所下車より徒歩1分

https://www.big-
palette.jp/access/acc
ess.html

6 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2-10-18

03-3542-0121

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（11番出口）より徒歩1分
・東京メトロ銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」（A13出口）
より徒歩5分
・JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」（京橋口）より徒歩10分

https://www.tokyo-
kosha.or.jp/kosha/offi
ce/chusho.html

全国中小企業団体中央会
7階研修室

https://www.chuokai.o
r.jp/chuo/chuo-05.htm

全国味噌会館
（全国味噌工業組合連合会）
1階会議室

https://zenmi.jp/acce
ssmap.html

8 長野市
ホテル信濃路
3階「飯綱」

〒380-0936
長野市中御所岡田町131-4

026-226-5212 JR信越本線・篠ノ井線「長野駅」（善光寺口）より徒歩8分
http://www.hotel-
shinanoji.com/access/

9 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8-13
内野ビル

054-251-7719 JR東海道線「静岡駅」（北口）より徒歩3分
https://kaigishitsu-
shizuoka.com/access/
index.html

10 名古屋市
愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）
1203会議室

〒450-0002
名古屋市中村区名駅4-4-38

052-485-6811
JR東海道線・名鉄・近鉄・地下鉄「名古屋駅」
（ユニモール地下街5番出口）より徒歩2分

https://www.winc-
aichi.jp/access/

11 大阪市
エルおおさか
本館6階
大会議室・606号室

〒540-0031
大阪市中央区北浜東3-14

06-6947-4321

・Osaka Metro谷町線・京阪電鉄「天満橋駅」（2番出口）より
徒歩5分
・Osaka Metro堺筋線・京阪電鉄「北浜駅」（3番出口）より
徒歩10分

http://www.l-
osaka.or.jp/access/

12 松江市
サンラポーむらくも
ちどりの間

〒690-0887
松江市殿町369

0850-21-2670
JR山陰本線「松江駅」（北口）より
松江市営バス乗り場「北循環線外回り」行き乗車10分、
「県民会館前」停留所下車徒歩2分

https://www.sunrappor
t-
murakumo.com/access
.html

13 岡山市
岡山県中小企業団体中央会
大会議室

〒700-0817
岡山市北区弓之町4-19-202

086-224-2245
・JR山陽本線「岡山駅」（後楽園口（東口））より徒歩20分
・宇野バス岡山駅前バス乗り場「東岡山（岡山駅経由）」行き乗車5
分、「県民局入口」停留所下車より徒歩1分

https://www.okachu.or
.jp/

14 広島市
TKPガーデンシティPREMIUM
広島駅北口
3階「ホール3E」

〒732-0057
広島市東区二葉の里3-5-7
GRANODE広島3階

082-909-2620 JR山陽本線「広島駅」（北口）より徒歩3分

https://www.kashikaigi
shitsu.net/facilitys/gc
p-hiroshimaeki-
kitaguchi/access/

15 山口市
防長苑
孔雀の間

〒753-0056
山口市熊野町4-29

083-922-3555

・JR山口線「湯田温泉駅」より徒歩20分
・JR山陽本線「新山口駅」（北口（在来線口））より
防長交通バス乗り場「県庁前」行き乗車20分、
「湯田温泉」バス停留所下車より徒歩6分

https://www.bochoen.j
p/06access/

16 高松市
ホテルパールガーデン
「玉藻」

〒760-0066
高松市福岡町2-2-1

087-821-8500

JR予讃線・高徳線「高松駅」より
ことでんバス乗り場「高松駅バスターミナル②」より
「県立中央病院・朝日町」行き乗車6分、
「県立武道館」停留所下車より徒歩5分

https://hotel-
pearlgarden.jp/guide/a
ccess/

17 福岡市
福岡県中小企業振興センター
301会議室

〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町9-15

092-622 -0011
・JR鹿児島本線・福北ゆたか線「吉塚駅」（東口）より徒歩1分
・福岡市営地下鉄「馬出九大病院前」より徒歩14分

http://www.joho-
fukuoka.or.jp/hall/
map/index.html

18 大分市
大分県中小企業会館
6階「中会議室」

〒870-0026
大分市金池町3-1-64

097-536-3299 JR日豊本線「大分駅」（北口）より徒歩10分
http://kaikan.oita-
shokokai.or.jp/kaikan_
map.html

19 鹿児島市
鹿児島県中小企業団体中央会
会議室

〒892－0821
鹿児島市名山町9-1
県産業会館5階

099-222-9258
・JR鹿児島本線・日豊本線「鹿児島駅」より徒歩15分
・鹿児島市営バス乗り場「鹿児島駅前」より
「谷山・郡元」行き乗車5分、　「朝日通」停留場下車より徒歩3分

https://www.satsuma.
or.jp/about#accessma
p

20 那覇市
沖縄県立博物館・美術館
（美術館講座室）

〒900-0006
那覇市おもろまち3-1-1

098-941-8200

・沖縄都市モノレールゆいレール線「おもろまち駅」より徒歩10分
・琉球バス交通乗り場「おもろまち駅前99番」より
「宜野湾出張所」行き乗車35分、「おもろまち3丁目」停留場下車より
徒歩5分

https://okimu.jp/guide
/access/
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