
会場名 住　所 連絡先 案内URL

札幌ー札幌会場0010 北海道 札幌市 中央区 北二条東4丁目1-2 サッポロファクトリー三条館4F　日建学院札幌校 011-251-6010 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=1

旭川ー旭川会場0030 北海道　旭川市一条通10丁目103-85 AJビル5F　日建学院旭川校 0166-22-0201 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=6

青森ー青森会場0060 青森県 青森市 安方1-3-3 カイマビル2F 日建学院青森校 017-774-5001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=10

青森ー八戸会場0061 青森県　八戸市一番町3-3-3 オフィス一番町ビル　日建学院八戸校 0178-70-7500 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=11

青森ー弘前会場0062 青森県　弘前市高崎2-13－6 弘南建設本社ビル3F　日建学院弘前校 0172-29-2561 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=12

岩手ー盛岡会場0070 岩手県 盛岡市 下太田 下川原12-1　日建学院盛岡校 019-659-3900 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=13

岩手ー水沢会場0071 岩手県奥州市水沢佐倉河横枕3-1　日建学院水沢校 0197-22-4551 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?id=14

仙台ーSS30ビル0080-1 宮城県仙台市青葉区中央４丁目６番１号 022-213-2270 http://www.ss30.jp/access.html

秋田ー秋田会場0090 秋田県 秋田市 中通6-7-9 秋田県畜産会館2F　日建学院秋田校 018-801-7070 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=15

山形ー山形会場0100 山形県 山形市 青柳柳田55-3 シャープ事務機ビル1F　日建学院山形校 023-622-5100 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=20

山形ー酒田会場0101 山形県酒田市あきほ町654-8　日建学院酒田校 0234-26-3351 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=21

福島ー郡山会場0110 福島県 郡山市 松木町2-88 イオンタウン郡山E棟2F　日建学院郡山校 024-941-1111 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=22

茨城ー水戸会場0140 茨城県 水戸市 笠原町978-27 IPICビル 3F　日建学院水戸校 029-305-5433 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=25

茨城ーつくば会場0150 茨城県つくば市流星台33-1　日建学院つくば校 029-863-5015 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=26

栃木ー宇都宮会場0160 栃木県 宇都宮市 東宿郷3-6-8　日建学院宇都宮校 028-637-5001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=35

栃木ー小山会場0161 栃木県小山市東城南2-2-22　日建学院小山校 0285-31-4331 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=36

群馬ー群馬会場0170 群馬県 高崎市 下和田町5-3-8 メディアメガ高崎1F　日建学院群馬校 027-330-2611 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=38

群馬ー太田会場0171 群馬県太田市飯田町1053 グランディ太田ビル6F　日建学院太田校 0276-58-2570 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=39

埼玉ー大宮会場0180 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-23 イーストゲート大宮ビルA館3F　日建学院大宮校 048-648-5555 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=42

埼玉ー南越谷会場0201 埼玉県 越谷市 南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5F　日建学院南越谷校 048-986-2700 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=47

埼玉ー川越会場0190 埼玉県 川越市 脇田本町15-13 東上パールビルヂング6F　日建学院川越校 049-243-3611 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=44

埼玉ー朝霞台会場0191 埼玉県朝霞市浜崎1-2-8 アゴラ20ビル5F　日建学院朝霞台校 048-470-5501 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=46

埼玉ー所沢会場0192 埼玉県 所沢市 くすのき台3-1-1 角三上ビル3F　日建学院所沢校 04-2991-3759 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=45

埼玉ー熊谷会場0210 埼玉県熊谷市本町2-34-2 LB熊谷ビル2階A号室　日建学院熊谷校 048-525-1806 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=40&ID=40

千葉ーTKPガーデンシティ千葉0220-1 千葉県千葉市中央区問屋町1-45 千葉ポートスクエア内 043-302-1721 https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-chiba/access/

千葉ー成田会場0230 千葉県成田市並木町221-16　日建学院成田校 0476-22-8011 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=33

千葉ー柏会場0252 千葉県柏市柏2-6-17 染谷エステートビル2F　日建学院柏校 04-7165-1929 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=28

千葉ー新松戸会場0250 千葉県 松戸市 新松戸1-374-1 政和ビル3F　日建学院新松戸校 047-348-6111 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=27

千葉ー船橋会場0221 千葉県 船橋市 本町1-26-2 船橋SFビル1F　日建学院船橋校 047-422-7501 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=31

東京ー市ヶ谷会場0290-1 東京都千代田区五番町１－１０ 市ヶ谷大郷ビル 03-3511-3109 https://www.tc-forum.co.jp/ap-ichigaya/access/pdf/pdf_accessMap.pdf

東京ー八重洲会場0290-2 東京都中央区京橋1-10-7　KPP八重洲ビル11-13 03-6228-8109 https://www.tc-forum.co.jp/ap-yaesu/access/pdf/pdf_accessMap.pdf

東京ー立川会場0340 東京都 立川市 錦町1-1-23 東京都酒造会館ビル3F　日建学院立川校 042-527-3291 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=54

山梨ー山梨会場0390 山梨県笛吹市石和町広瀬782　日建学院山梨校 055-263-5100 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=61

東京ー町田校0350 東京都 町田市 原町田4-2-10 宝永堂ファイブビル7F　日建学院町田校 042-728-6411 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=55

神奈川ー厚木会場0380 神奈川県 厚木市 中町3-6-13 神奈中厚木第一ビル3F　日建学院厚木校 046-224-5001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=59

神奈川ー横浜会場0360 神奈川県 横浜市 神奈川区 金港町2-6 横浜プラザビル4F　日建学院横浜校 045-440-1250 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=57

神奈川ー武蔵小杉会場0371 神奈川県 川崎市 中原区 小杉町1-403 小杉ビルディング新館3階　日建学院武蔵小杉校 044-733-2323 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=56

神奈川ー藤沢会場0381 神奈川県 藤沢市 藤沢496 藤沢森井ビル5F　日建学院藤沢校 0466-29-6470 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=60

神奈川ー大原　横浜校0007-1 神奈川県横浜市神奈川区反町1-8-14　資格の大原横浜校 045-324-3811 https://www.o-hara.jp/school/yokohama/yok_access
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長野ー長野会場0400 長野県 長野市 吉田5-26-6 日建ビル1F　日建学院長野校 026-244-4333 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=65

長野ー松本会場0410 長野県 松本市 笹賀5652-24 サンカレッジまつもと1F　日建学院松本校 0263-41-0044 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=66

新潟ー新潟会場0440 新潟県 新潟市 中央区 笹口1-21-1 新潟日建工科専門学校6F　日建学院新潟校 025-245-5001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=62

新潟ー長岡会場0450 新潟県 長岡市 千秋2-2788-1 千秋が原ビル2F　日建学院長岡校 0258-25-8001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=63

富山ー冨山会場0460 富山県 富山市 奥田新町8-1 ボルファートとやま5F　日建学院富山校 076-433-2002 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=67

石川ー金沢会場0470 石川県 金沢市 西泉4－11 ラパーク金沢2F　日建学院金沢校 076-280-6001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=69

福井ー福井会場0480 福井県 福井市 中央3-1-5 三谷中央ビル4F　日建学院福井校 0776-21-5001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=70

岐阜ー岐阜会場0500 岐阜県岐阜市香蘭2-23 オーキッドパーク西棟3階　日建学院岐阜校 058-216-5300 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=79

静岡ー静岡会場0510 静岡県 静岡市 駿河区 森下町4-30 メンテックビル6F　日建学院静岡校 054-654-5091 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=73

静岡ー浜松会場0520 静岡県 浜松市 中区 大工町125 シャンソンビル浜松1階　日建学院浜松校 053-546-1077 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=74

静岡ー沼津会場0530 静岡県 沼津市 大手町1-1-3 沼津産業ビル7F　日建学院沼津校 055-954-3100 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=71

静岡ー富士会場0531 静岡県富士市富士町12-20　日建学院富士校 0545-66-0951 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=72

愛知ー名古屋サンスカイルーム0540-1 名古屋市中区錦1丁目18番22号　名古屋ATビル2階 052-201-3344 https://www.sunskyroom.jp/nagoya/

愛知ー北愛知会場0550 愛知県小牧市下小針天神3-4-5　　日建学院北愛知校 0568-75-2789 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=78

愛知ー岡崎会場0560 愛知県 岡崎市 上里2-4-10　日建学院岡崎校 0564-28-3811 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=76

愛知ー豊橋会場0561 愛知県 豊橋市 広小路1-1 三井タチバナビル 2階 Ａ　日建学院豊橋校 0532-57-5113 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=77

三重ー四日市会場0571 三重県 四日市市日永3-2-30　日建学院四日市校 059-349-0005 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=81

三重ー津会場0570 三重県 津市 南丸之内8-61　日建学院津校 059-291-6030 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=835

京都ー京都会場0600 京都府 京都市 下京区 四条通柳馬場西入立売中之町99 四条SETビル7F　日建学院京都校 075-221-5911 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=94

京都ー福知山会場0601 京都府 福知山市 荒河 声田和12-35 GOTOBASEBLDG2F　日建学院福知山校 0773-23-9121 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=95

滋賀ー滋賀会場0610 滋賀県 草津市 野村1-19-5 AS野村ビルII 2階　日建学院滋賀校 077-561-4351 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=82

大阪ーCIVI北梅田研修センター0660-1 大阪府大阪市北区芝田2-7-18　LUCID SQUARE UMEDA 5F 06-6160-5888 https://www.civi-c.co.jp/access.html#kita

大阪ー堺会場0650 大阪府 堺市 堺区 南花田口町2-3-20 三共堺東ビル9階　日建学院堺校 072-228-6728 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=92

大阪ー岸和田会場0651 大阪府 岸和田市 土生町3-15-22 サバービア岸和田3F　日建学院岸和田校 072-436-1510 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=93

和歌山ー和歌山会場0710 和歌山県 和歌山市 黒田39 黒田ビル3F　日建学院和歌山校 073-473-5551 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=85

和歌山ー田辺会場0711 和歌山県 田辺市 上の山1-9-10 南和総業ビル2F　日建学院田辺校 0739-22-6665 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=86

奈良ー橿原会場0670 奈良県 橿原市 久米町663 トミー橿原ビル2F　日建学院橿原校 0744-28-5600 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=83

奈良ー奈良会場0671 奈良県 奈良市 芝辻町2-10-16 ことやビル2F　日建学院奈良校 0742-34-8771 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=84

兵庫ー神戸会場0680 兵庫県 神戸市 中央区 磯辺通2-2-10 ワンノットトレーズビル6階　日建学院神戸校 078-230-8331 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=96

兵庫ー姫路会場0700 兵庫県姫路市本町68-290 イーグレひめじ2階　日建学院姫路校 079-281-5001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=99
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岡山ー岡山会場0740 岡山県 岡山市 北区 大供3-1-18 KSB会館5F　日建学院岡山校 086-223-8860 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=100

岡山ー倉敷会場0741 岡山県 倉敷市 老松町2-7-2 太陽生命倉敷ビル5F　日建学院倉敷校 086-435-0150 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=101

広島ー福山会場0750 広島県福山市延広町8-21 フコク生命ビル8F　日建学院福山校 084-926-0570 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=106

広島ー広島会場0760 広島県 広島市 中区 幟町14-11 ウイング八丁堀ビル8F　日建学院広島校 082-223-2751 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=105

山口ー岩国会場0761 山口県 岩国市 麻里布町1-3-3 岡村ビル3F　日建学院岩国校 0827-22-3740 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=107

島根ー松江会場0780 島根県 松江市 朝日町498 松江センタービル4F　日建学院松江校 0852-27-3618 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=102

鳥取ー鳥取会場0782 鳥取県 鳥取市 扇町116 田中ビル2号館6F　日建学院鳥取校 0857-27-1987 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=103

鳥取ー米子会場0781 鳥取県米子市角盤町2-55 コモド・ワンビル1F　日建学院米子校 0859-33-7519 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=104

愛媛ー松山会場0810 愛媛県 松山市 宮西1-4-43 大智ビル2F　日建学院松山校 089-924-6777 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=114

愛媛ー西条会場0811 愛媛県西条市大町771-1 エクストールイン西条駅前2F　日建学院西条校 0897-55-6770 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=115

香川ー高松会場0820 香川県 高松市 木太町8区1357-1　日建学院高松校 087-869-4661 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=110

高知ー高知会場0830 高知県 高知市 駅前町1-8 第7駅前観光ビル7階　日建学院高知校 088-821-6165 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=113

徳島ー徳島会場0840 徳島県 徳島市 南末広町1-16　日建学院徳島校 088-622-5110 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=112

山口ー山口会場0770 山口県 山口市 小郡給領町2-19　日建学院山口校 083-972-5001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=108

山口ー徳山会場0771 山口県 周南市 代々木通り2-3 代々木公園前ビル2F　日建学院徳山校 0834-31-4339 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=109

福岡ー北九州会場0900 福岡県 北九州市 小倉北区 紺屋町9-1 明治安田生命小倉ビル3F　日建学院北九州校 093-512-7100 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=116

福岡ーTKPガーデンシティ天神0870-1 福岡県福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル 8F 092-720-8003 https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-tenjin/access/

長崎ー長崎会場0880 長崎県 長崎市 賑町7番12号 第6森谷ビル1F　日建学院長崎校 095-820-5100 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=122

長崎ー佐世保会場0881 長崎県佐世保市田の浦町424-19　日建学院佐世保校 0956-87-0627 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=123

熊本ー熊本会場0890 熊本県 熊本市 東区 上南部2-2-2 ゆめタウンサンピアン2F　日建学院熊本校 096-241-8880 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=124

大分ー大分会場0910 大分県大分市古国府6-3-27　日建学院大分校 097-546-0521 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=126

大分ー中津会場0911 大分県中津市豊田町3-9-7 いずみやビル2F 0979-25-0002 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=378

宮崎ー宮崎会場0920 宮崎県 宮崎市 本郷北方2440-24　日建学院宮崎校 0985-50-0034 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=127

宮崎ー延岡会場0921 宮崎県延岡市平原町4-1509-4　日建学院延岡校 0982-34-7183 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=128

宮崎ー都城会場0922 宮崎県都城市南横市町3511-1　日建学院都城校 0986-88-4001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=187

鹿児島ー鹿児島会場0930 鹿児島県 鹿児島市 大黒町1-3 ブラザー鹿児島ビル7F　日建学院鹿児島校 099-808-2500 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=129

佐賀ー佐賀会場0940 佐賀県 佐賀市 鍋島町 八戸溝120－1　日建学院佐賀校 0952-31-5001 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=120

沖縄ー沖縄会場0950 沖縄県 那覇市 安謝2-3-7 トワ・ブランビル1F　日建学院沖縄校 098-861-6006 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=131

沖縄ーうるま会場0951 沖縄県うるま市字江洲507 うるまシティプラザ1階　日建学院うるま校 098-916-7430 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=132

沖縄ー名護会場0952 沖縄県名護市為又1219-164 北部建設会館2F　日建学院名護校 0980-50-9115 https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/detail?ID=198
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