
Ｎｏ 月日 曜 都道府県 都市 開始時間 建物名　　　　部屋名
住 所

交 通 機 関
電 話 番 号 進学フェア Ｎｏ 月日 曜 開始時間 都道府県 都市 建物名　　　　部屋名

住 所
交 通 機 関

電 話 番 号 進学フェア

1 5月13日 土 大阪 大阪
大阪DICビル ３Ｆ
TKP大阪本町カンファレンスセンター
ホール３B

大阪市中央区久太郎町3-5-19
【アクセス】大阪市営御堂筋線 本町
駅 12番出口 徒歩1分 (地下鉄)

06-4400-5261 18 5月28日 日 千葉 千葉
カンデオホテルズ千葉内
TKPガーデンシティ千葉
４Ｆ　ロンド

千葉市中央区問屋町1-45
【アクセス】JR京葉線 千葉みなと駅 幸町・
千葉港・問屋町方面出口 徒歩11分

043-302-1721 同会場　10:00より開催

2 5月13日 土 青森 青森
青森県労働福祉会館
４階　中会議室

青森県青森市本町3-3-11
【アクセス】ＪＲ青森駅から徒歩１５分

017-775-3751 19 6月3日 土 長崎 長崎
勤労福祉会館
４Ｆ　第３中会議室

長崎市桜町9-6
【アクセス】長崎駅下車徒歩15分

095-821-1456

3 5月13日 土 新潟 新潟
新潟ユニゾンプラザ
４階　小研修室１

新潟市中央区上所２－２－２
【アクセス】ＪＲ新潟駅万代口バスターミナ
ル１２番乗り場から路線バスに乗車し、「ユ
ニゾンプラザ前」下車、徒歩約１分

025-281-5511 20 6月3日 土 岡山 岡山
岡山コンベンションセンター
４Ｆ　４０６会議室

岡山市北区駅元町14-1
【アクセス】JR岡山駅中央改札口から徒歩
約3分

086-214-1000 同会場　15:00より開催

4 5月14日 日 大阪 大阪
大阪DICビル ３Ｆ
TKP大阪本町カンファレンスセンター
ホール３B

大阪市中央区久太郎町3-5-19
【アクセス】大阪市営御堂筋線 本町
駅 12番出口 徒歩1分 (地下鉄)

06-4400-5261 21 6月3日 土 兵庫 神戸
TKP三宮ビジネスセンター
カンファレンスルーム３Ａ

神戸市中央区琴ノ緒町5-4-8
【アクセス】JR神戸線 三ノ宮駅 徒歩
2分

06-4400-5255 同会場　15:00より開催

5 5月14日 日 宮城 仙台
シエロ仙台ビル２Ｆ
ＴＫＰ仙台西口ビジネスセンター
カンファレンスルーム２Ａ

仙台市青葉区本町１－５－３１
シエロ仙台ビル２Ｆ
【アクセス】仙台駅西口から徒歩５分
※１階のファミリーマートが目印です

022-397-8521 22 6月4日 日 福岡 福岡
日本生命博多駅前ビル8F
TKP博多駅前シティセンター
ホールＣ

福岡市博多区博多駅前3-2-1
【アクセス】JR鹿児島本線 博多駅 博
多口 徒歩2分

092-433-2833 同会場　10:00より開催

6 5月14日 日 群馬 高崎
ビエント高崎
４Ｆ　４０３研修室

高崎市問屋町２－７
【アクセス】高崎問屋町駅から徒歩７
分

027-361-8243 23 6月4日 日 広島 広島
ベルヴュオフィス広島
TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前
カンファレンスルーム８Ｂ

広島市南区大須賀町13-9
【アクセス】ＪＲ山陽本線 広島駅 南
口 徒歩2分

082-909-2609
同会場　ホール8A
10:00より開催

7 5月20日 土 秋田 秋田
秋田県ＪＡビル
８Ｆ　小会議室

秋田市八橋南２－１０－１６
【アクセス】ＪＲ秋田駅西口１番線乗り場
中央交通線（県庁・八橋・車庫行き）山王
交番前バス停下車徒歩２分

018-864-2055 24 6月4日 日 京都 京都
メルパルク京都
４Ｆ　研修室３

京都市下京区東洞院通七条下ル東
塩小路町676番13
【アクセス】ＪＲ京都駅（烏丸中央口）東へ
徒歩２分

075-352-7444

8 5月20日 土 神奈川 横浜
SYビル　６Ｆ
TKP横浜ビジネスセンター
ホール６Ａ

横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8
【アクセス】東急東横線 横浜駅 西口
徒歩5分

045-450-6317 同会場　15:00より開催 25 6月10日 土 高知 高知
高知市文化プラザかるぽーと
中央公民館　９Ｆ　特別学習室

高知市九反田2-1
【アクセス】とさでん交通 はりまや橋
下車　徒歩5分

088-883-5061 同会場　15:00より開催

9 5月20日 土 石川 金沢
アパ金沢ビル　９Ｆ
TKP金沢ビジネスセンター
カンファレンスルーム９Ａ

金沢市上堤町1-33
【アクセスJR北陸本線 金沢駅 兼六
園口〈東口〉 徒歩15分

052-990-2651 同会場　15:00より開催 26 6月11日 日 香川 高松
高松シンボルタワー１７階
オフィスサポートセンター
Ｒｏｏｍ５

高松市サンポート2-1
【アクセス】ＪＲ高松駅から徒歩１分

087-825-5522 同会場　10:00より開催

10 5月21日 日 埼玉 さいたま
富士ソフトビル　５Ｆ
TKP大宮ビジネスセンター
ホール２

さいたま市大宮区仲町2-26
【アクセス】JR京浜東北線 大宮駅 東
口(中央口) 徒歩4分

048-606-2607 同会場　ホール1
10:00より開催

27 6月11日 日 島根 松江
くにびきメッセ
（島根県立産業交流会館）
４Ｆ　４０１会議室

松江市学園南１－２－１
【アクセス】ＪＲ松江駅から徒歩約１０
分

0852-24-1111 同会場　10:00より開催

11 5月21日 日 静岡 静岡
静岡商工会議所静岡事務所会館
４Ｆ　４０３号室

静岡市葵区黒金町２０－８
【アクセス】ＪＲ静岡駅から徒歩３分

054-253-5111 同会場　10:00より開催 28 6月11日 日 沖縄 那覇
 T＆C泊ビル　４Ｆ
キープフロント　会議室Ａ

那覇市泊2丁目1-18
【アクセス】沖縄都市モノレール「ゆい
レール」：美栄橋駅下車　徒歩8分

098-943-1500 同会場　10:00より開催

12 5月21日 日 福井 福井
フェニックス・プラザホール
３Ｆ　３０１号室

福井市田原1-13-6
【アクセス】えちぜん鉄道三国・芦原
線田原町駅下車

0776-20-5060 29 6月17日 土 宮崎 宮崎
ＫＩＴＥＮビル　８Ｆ
コンベンションホール
中会議室

宮崎市錦町１－１０　ＫＩＴＥＮビル８階
【アクセス】日豊本線宮崎駅西口から
徒歩０分

0985-78-5810

13 5月27日 土 北海道 旭川
旭川市国際会議場２階
（旭川市大雪クリスタルホール内）
レセプション室

旭川市神楽３条７丁目
【アクセス】ＪＲ旭川駅（最寄りバス停１条７
丁目）からバス旭川医大行き「神楽４条７
丁目」下車

0166-69-2000 同会場　15:00より開催 30 6月17日 土 栃木 宇都宮
アパホテル宇都宮駅前
TKPガーデンシティ宇都宮
９Ｆ　マーズ

宇都宮市東宿郷2-4-4
【アクセス】ＪＲ東北新幹線 宇都宮駅
東口 徒歩3分

03-4577-9259 同会場　15:00より開催

14 5月27日 土 岐阜 岐阜
グランパレホテル駅前会議室
４Ｆ　水仙

岐阜市金町8-20
【アクセス】JR岐阜駅北口から北へ徒
歩約2分

058-265-4111 31 6月18日 日 大分 大分 全労済ソレイユ　３Ｆ　水仙
大分市中央町4-2-5
【アクセス】JR大分駅より徒歩１０分

097-533-1121

15 5月27日 土 山梨 山梨
山梨県ＪＡ会館
６Ｆ　中会議室

甲府市飯田1丁目1-20
【アクセス】中央線甲府駅より徒歩15
分

055-223-3591 同会場　15:00より開催 32 6月18日 日 茨城 水戸
グリーンヒル西野ビル
シェアオフィスSSS
３Ｆ　セミナールーム

水戸市笠原町１１８９－２
【アクセス】ＪＲ水戸駅南口から茨城県県庁
新庁舎へ直行バスで約15分。茨城県庁か
ら徒歩約10分

029-241-5294 同会場　10:00より開催

16 5月28日 日 北海道 札幌
札幌小暮ビル
TKP札幌カンファレンスセンター
カンファレンスルーム７Ａ

札幌市中央区北３条西3-1-6
【アクセス】札幌市営南北線 さっぽろ
駅 9番出口 徒歩4分

011-600-2613

同会場
カンファレンスルーム
6B
10:00より開催

33 7月9日 日 東京 八王子
創価大学中央教育棟
Ｂ１階　ＡＢ１０３教室

八王子市丹木町１－２３６
【アクセス】ＪＲ八王子駅からバス約２
０分

042-691-2203

17 5月28日 日 愛知 名古屋
名古屋ダイヤビル３号館
TKPガーデンシティPREMIUM
名駅桜通口　ホール４Ａ

名古屋市中村区名駅3-13-5
【アクセス】JR東海道本線 名古屋駅
桜通口 徒歩6分

052-990-2726 同会場　10:00より開催 34 7月16日 日 東京 新宿区
ＴＫＰ市ヶ谷ビル
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
カンファレンスルーム３Ｂ

新宿区市谷八幡町８番地
【アクセス】JR総武線 市ケ谷駅 徒歩
2分

03-4577-9251

※大阪会場は５月１３日（土）・５月１４日（日）の２日間開催致しますので、ご都合の良い日程をお選びください。
※７月６日（日）の八王子・創価大学会場は12：00から受付を開始致します。
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