【2021 年度スクーリング会場】（予定）
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宿ビル
フォーラム８

神奈川

川 金沢市文化ホール
野 長野バスターミナル会館
アクトシティ浜松コングレン
岡
スセンター
TKPガーデンシティPREMIUM
名駅西口

静

ダイテックサカエ貸会議室
名古屋

明治安田生命名古屋ビルホール
日本福祉大学
（名古屋キャンパス）
名古屋国際会議場
ウィンクあいち
天満研修センター

梅田センタービル
松下ＩＭＰビル 2 階ホール

大

阪

TKP ガーデンシティ大阪梅田
新大阪丸ビル別館
新大阪ブリックビル貸会議室
サンライズビル大阪
なんばスカイオ
コンベンションホール

兵
岡

庫

神戸ファッションマート
岡山コンベンションセンター
（ママカリフォーラム）
山
岡山第一セントラルビル
岡山国際交流センター

・JRバス、中央バス「北1条西7丁目」から徒歩4分
・札幌市営地下鉄南北線・東豊線「さっぽろ」駅10番出口か
ら徒歩9分

〒930-0856
〒930-0855

〒453-0014

愛知県名古屋市中村区則武1-6-3
ベルヴュオフィス名古屋
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目22‐20
ダイテックサカエ
〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町1-1

・JR「名古屋」駅太閤通口から徒歩5分
・名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅8番出口から徒歩5分

愛知県名古屋市中区千代田5-22-35

〒700-0024

岡山県岡山市北区駅元町14-1

・JR「岡山」駅中央改札口から徒歩3分

〒700-0901
〒700-0026

岡山県岡山市北区本町6-36
岡山県岡山市北区奉還町2-2-1

・JR「岡山」駅東口から徒歩3分
・JR「岡山」駅西口から徒歩5分
・JR「広島」駅から路線バス南口バス乗り場A-3ホームよ
り、広島バス24号線「吉島営業所」または「吉島病院」行き
乗車、
「平和記念公園」下車すぐ
・JR「高松」駅改札口から徒歩15分
・JR「高松」駅からバス「県庁前」または「県庁北通り」下車徒歩5分
・ことでん「瓦町」電停から徒歩10分
・JR鹿児島本線「吉塚」駅東口から徒歩1分
・福岡市営地下鉄箱崎線「馬出九大病院前」駅3番出口から徒歩10分
・福岡市営地下鉄空港線「天神」駅西3a出口から徒歩1分
・西鉄天神大牟田線「西鉄福岡（天神）」駅から徒歩2分
・モノレール「旭橋」駅改札口から徒歩5分

〒730-0811

広島県広島市中区中島町1-5
（平和記念公園内）

香

川

香川県社会福祉総合センター

〒760-0017

香川県高松市番町1-10-35

福岡県中小企業振興センター

〒812-0046

福岡県福岡市博多区吉塚本町9-15

福

岡
沖縄県市町村自治会館

・JR「浜松」駅北口から徒歩5分

・名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅5番出口から徒歩1分
・名古屋市営地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅2番出口から徒歩2分
・JR中央線「鶴舞」駅公園口から徒歩2分
・名古屋市営地下鉄名城線「西高蔵」駅2番出口から徒歩5分
〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1
・名古屋市営地下鉄名港線「日比野」駅1番出口から徒歩5分
・JR「名古屋」駅桜通口からミッドランドスクエア方面徒歩5分
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38
・ユニモール地下街 5 番出口から徒歩 2 分
・JR環状線「天満」駅改札口から徒歩2分
〒530-0034 大阪府大阪市北区錦町2-21
・大阪市営地下鉄堺筋線「扇町」駅1番出口から徒歩7分
・大阪市営地下鉄谷町線「天神橋六丁目」駅12番出口から徒歩10分
・阪急電車「梅田」駅より徒歩5分
〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
・大阪市営地下鉄御堂筋線「梅田」駅・谷町線「東梅田」駅より徒歩7分
・JR「大阪」駅より徒歩10分
・地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅4番出口から徒歩1分
〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1-3-7
・JR環状線、JR東西線・京阪本線「京橋」駅から徒歩5分
・JR「大阪」駅6-2番出口直結
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-4-21
・阪急線、阪神線「梅田」駅6-2番出口直結
TKPゲートタワービル
・地下鉄四ツ橋「西梅田」駅駅6-2番出口直結
〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-22 ・JR「新大阪」駅東口から徒歩2分
丸ビル別館
・大阪市営地下鉄御堂筋線「新大阪」駅5・6番改札出口から徒歩8分
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1
・JR「新大阪」駅北口から徒歩3分
新大阪ブリックビル3階
・大阪市営地下鉄御堂筋線「新大阪」駅から徒歩3分
・地下鉄御堂筋線、中央線、四ツ橋線「本町」駅3番出口から徒歩4分
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2丁目6-8
・地下鉄堺筋線、中央線「堺筋本町」駅17番出口から徒歩4分
・地下鉄御堂筋線「なんば」駅から徒歩2分
〒542-0076 大阪府大阪市中央区灘波5丁目1-16 ・JR「灘波」駅から徒歩10分
・南海線「南海なんば」駅から徒歩1分
〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9
・六甲ライナー「アイランドセンター」駅から徒歩1分
〒460-0012

広島国際会議場

縄

・JR「大宮」駅西口から徒歩7分

静岡県浜松市中区板屋町111-1

〒233-0002

島

沖

・JR「札幌」駅南口出口から徒歩5分

東京都江東区有明3-11-1

広

天神ビル

・JR「札幌」駅南口出口から徒歩5分

〒430-7790

〒150-0043

〒220-0005

石
長

北海道札幌市中央区北2条西7
道民活動センタービル

〒920-0864
〒380-8568

〒151-0053

TKP ガーデンシティ横浜
PREMIUM 横浜西口
タワー 111
富山中小企業研修センター

駅

・ゆりかもめ「ビッグサイト」駅改札口から徒歩3分
・東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」駅国際展示
場方面出口から徒歩7分
・JR、小田急線「新宿」駅南口から徒歩13分
東京都渋谷区代々木3-25-3
・都営地下鉄新宿線、京王新線「新宿」駅O－１出口から徒歩6分
・京王バス、都バス「西参道」から徒歩3分
・JR「渋谷」駅ハチ公口から徒歩5分
東京都渋谷区道玄坂2-10-7
・東京メトロ「渋谷」駅1,2番出口から徒歩3分
新大宗（しんたいそう）ビル
・京王井の頭線「渋谷」駅西口から徒歩3分
東京都墨田区横網（よこあみ）1-6-1
・都営地下鉄大江戸線「両国」駅A1出口から徒歩1分
国際ファッションセンタービル（第一ホテル両国） ・JR中央線・総武線「両国」駅東口から徒歩6分
神奈川県横浜市西区高島2-18-1
・JR「横浜」駅東口から徒歩5分
横浜新都市ビル（そごう横浜店）9階 ・地下鉄ブルーライン「横浜」駅東口から地下街ポルタ経由で徒歩5分
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ・京浜急行「上大岡」駅6番出口から徒歩3分
ゆめおおおかオフィスタワー内
・横浜市営地下鉄「上大岡」駅6番出口から徒歩3分
・みなとみらい線「みなとみらい」駅ランドマークタワー・
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-25F
クイーンズスクエア方面改札口から徒歩5分
横浜ランドマークタワー
・JR、市営地下鉄線「桜木町」駅から動く歩道で徒歩5分
神奈川県横浜市西区南幸2-19-9
・JR「横浜」駅西口から徒歩7分
TKP横浜ビル（旧横浜MKビル）
・地下鉄ブルーライン「横浜」駅9番出口から徒歩4分
富山県富山市牛島新町5番5号
・JR「富山」駅北口から徒歩4分
・JR「富山駅」下車徒歩10分
富山県富山市赤江町1番7号
・ライトレール「インテック本社前」下車徒歩3分
石川県金沢市高岡町15-1
・JR「金沢」駅東口バスターミナル3・8～11番のりば「南町・尾山神社」から徒歩3分
長野県長野市中御所岡田178-2
・JR「長野」駅善光寺口から徒歩8分

〒135-0063

〒220-8125

山

寄

・名鉄知多新線「知多奥田」駅から徒歩5分

北海道札幌市中央区北4条西4丁目
読売北海道ビル
〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5丁目
アスティ45 12Ｆ・16Ｆ
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目333-13
OLSビル

TKP ガーデンシティ横浜
PREMIUM ランドマークタワー

富

最

愛知県知多郡美浜町奥田

〒060-0004

国際ファッションセンター
〒130-0015
（KFC HALL 3 階・KFC ROOMS 10 階）
〒220-0011
新都市ホール
ウィリング横浜

（2020．11 現在）
所

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神2-12-1
天神ビル11階
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37

