
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
ア ク セ ス 情 報 電話番号 進学フェア

1 10月12日 土 秋田県 秋田市 13:00
秋田県ＪＡビル

8階　中会議室

〒010-0976

秋田県秋田市八橋南二丁目10番16

号

018-864-2055
同会場

15：00より開催

2 10月12日 土 和歌山県 和歌山市 13:00
シェアオフィス和歌山駅前

303号室

〒640-8342

和歌山県和歌山市友田町5丁目43番

地ヤマウエビル3階・4階

050-3556-8888
同会場

15：00より開催

3 10月13日 日 宮城県 仙台市 13:00
TKP仙台東口ビジネスセンター

カンファレンスルーム2B

〒983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-30

ディーグランツ仙台ビル 2F/3F

（事務所：6F）

022-200-2608

同会場

（カンファレンス2A）

10：00より開催

4 10月13日 日 奈良県 奈良市 13:00
アクティ奈良

スタンダードルーム 6階

〒630-8241

 奈良県奈良市高天町５−４
0742-24-0035

同会場

10：00より開催

5 10月26日 土 長崎県 長崎市 13:00
勤労福祉会館

４Ｆ　第３中会議室

〒850-0031

長崎県長崎市桜町９−６
095-821-1456

同会場

15：00より開催

6 10月26日 土 徳島県 徳島市 13:00
シビックセンター

4階　活動室（3）

〒770-0834

徳島県徳島市元町１丁目２４
088-626-0408

同会場

15：00より開催

7 10月27日 日 福岡県 福岡市 13:00
TKP博多駅前シティセンター

カンファレンス5

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1

日本生命博多駅前ビル8F

092-433-2833

同会場

（カンファレンス6）

10：00より開催

8 10月27日 日 香川県 高松市 13:00
サンポートホール高松

66会議室

〒760-0019

香川県高松市サンポート２−１

高松シンボルタワーホール棟

087-825-5000
同会場

10：00より開催

9 11月2日 土 山梨県 甲府市 13:00
山梨県JA会館

小会議室

〒400-0035

山梨県甲府市飯田1丁目1-20
055-223-3591

同会場

15：00より開催

10 11月3日 日 東京都 八王子市 13:00
創価大学

中央教育棟　Ｂ１階　ＡＢ１０３教室

〒192-8577

八王子市丹木町1-236
042-691-2203 開催なし

11 11月3日 日 沖縄県 那覇市 13:00
沖縄県男女共同参画センター

会議室1・会議室2

〒900-0036

沖縄県那覇市西3-11-1
098-866-9090

同会場

10：00より開催

12 11月9日 土 大阪府 大阪市 13:00
TKPガーデンシティ大阪淀屋橋

バンケット10B

〒541-0042

大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 ト

レードピア淀屋橋 10F/19F（事務

所：10F）

06-4400-5197

同会場

（カンファレンスルーム

10C+10D）

15：00より開催

13 11月9日 土 北海道 札幌市 13:00
TKPガーデンシティ札幌駅前

ホール2B

〒060-0002

北海道札幌市中央区北2条西2丁目

19番（アパホテル〈TKP札幌駅

前〉内） TKP札幌ビル 2階/3階/4

階/5階（事務所：4階）

011-600-2609

同会場

（ホール2C）

15：00より開催
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14 11月10日 日 大阪府 大阪市 13:00
TKPガーデンシティ大阪淀屋橋

バンケット10B

〒541-0042

大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 ト

レードピア淀屋橋 10F/19F（事務

所：10F）

06-4400-5197

同会場

（カンファレンスルーム

10C+10D）

10：00より開催

※15：00からの回もございます。

ご都合に合わせてご参加いただけます。

15 11月10日 日 北海道 札幌市 13:00
TKPガーデンシティ札幌駅前

ホール2B

〒060-0002

北海道札幌市中央区北2条西2丁目

19番（アパホテル〈TKP札幌駅

前〉内） TKP札幌ビル 2階/3階/4

階/5階（事務所：4階）

011-600-2609

同会場

（ホール2C）

10：00より開催

16 11月16日 土 栃木県 宇都宮市 13:00
TKPガーデンシティ宇都宮

マーズ

〒321-0953

栃木県宇都宮市東宿郷2-4-4 アパホ

テル〈宇都宮駅前〉9F・10F（事務

所：10F）

028-632-3551
同会場

15：00より開催

17 11月16日 土 熊本県 熊本市 13:00
TKPガーデンシティ　ネストホテル熊本

あそⅠ

〒860-0804

熊本県熊本市中央区辛島町4-39 ネ

ストホテル熊本 2F

096-312-1533
同会場

15：00より開催

18 11月17日 日 神奈川県 横浜市 13:00

TKPガーデンシティPREMIUMみなとみ

らい

ホールF

〒220-0012

神奈川県横浜市 西区みなとみらい

3-6-3 MMパークビル 5F（事務

所：5F）

045-650-6701

同会場

（ホールB）

10：00より開催

19 11月17日 日 鹿児島県 鹿児島市 13:00
ホテルマイステイズ鹿児島天文館

楠ⅠⅡ

〒892-0844

鹿児島市山之口町2-7
099-224-3211

同会場

10：00より開催

20 11月30日 土 岐阜県 岐阜市 13:00

岐阜県産業交流センター（じゅうろくプ

ラザ）

小会議室2

〒500-8856

岐阜市橋本町1丁目10番地11
058-262-0150

同会場

15：00より開催

21 11月30日 土 島根県 松江市 13:00
くにびきメッセ

４階　４０３会議室

〒690-0826

島根県松江市学園南１丁目２−１
 0852-24-1111

同会場

15：00より開催

22 12月1日 日 愛知県 名古屋市 13:00
TKP名古屋駅前カンファレンスセンター

カンファレンスルーム6A

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5

CK20名駅前ビル 5階/6階/8階（事

務所：5F）

052-990-2656
同会場

10：00より開催

23 12月1日 日 広島県 広島市 13:00
TKPガーデンシティ広島駅前大橋

カンファレンスルーム3B

〒732-0828

広島県広島市南区京橋町1-7 アス

ティ広島京橋ビルディング

3F/4F/5F/6F（事務所：7F）

082-909-2620

同会場

（カンファレンスルーム4B）

10：00より開催

※大阪・北海道会場は１１月９日（土）・１１月１０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。

※１１月３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。

※各会場へのマップは、QRコードを読み取ることで確認ができます。


