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2021 年度自主保全士検定試験 会場一覧（2021 年 10 月 24 日実施） 

 

※東京会場（東京セミナー学院）でご受験される皆様へ※ 

JR 山手線内回りは１０月２３日（土）初電から１０月２４日（日）終電まで、 

池袋～渋谷～大崎間のすべての列車を運休します。 

さらに外回り列車は本数を減らして運転となります。 

試験当日は混雑が予想されるため、下記リンクページと、他の交通アクセスをご確認の上、 

集合時間の 5 分前までに着席できるようご来場ください。 

 

※山手線内回り線路切換工事（ホーム拡幅）に伴う列車の運休について※ 

URL:https://www.jreast.co.jp/press/2021/tokyo/20210719_to01.pdf 

 

※福島、群馬、富山、愛知、滋賀、神戸、広島は複数の会場での実施となりますので受験票の会場名を確認の

上誤りのないようご来場をお願いいたします。 

※会場が変更になった場合、こちらの一覧を更新します。 

※会場への連絡はしないでください。 

※試験日当日、公共交通機関の乱れ等での大幅な遅延の際には、下記のお問合せ先までご連絡を 

  お願いいたします。 

 

【お問合せ先】 

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 

自主保全士検定試験 受験サポートセンター 

Tel： 03-5209-0553 

お問い合わせフォーム：https://hw.cbt-s.info/inquiry/user/inquiry/2 

(平日 10:00～17:00 試験日当日は 9:00～17:00) 

 

札幌会場  北海道建設会館 

URL: http://www.h-kensetsukaikan.co.jp/publics/index/4/ 

会場住所:〒060-0004 北海道札幌市中央区北４条西３丁目１番地 

 

千歳会場 千歳商工会議所 

URL: http://www.chitose-cci.com/html/access.html 

会場住所:〒066-8558 北海道千歳市東雲町３丁目２−６ 

 

仙台会場 フォレスト仙台 

URL: https://www.forestsendai.jp/aboutus/map 

会場住所:〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木 1-2-45 
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山形会場 T.I.S.カンファレンスセンター 

URL: https://tiscc.jp/ 

※上記ページより「アクセス」をクリックして、ご確認ください。 

会場住所:〒990-2161 山形県山形市大字漆山字大段 1865 番地 5 

 

 

福島会場① いわき新舞子ハイツ 

URL: http://sinmaiko-heights.com/index.html#index_access 

会場住所:〒970-0221 福島県いわき市平下高久南谷地 16-4 

福島会場② 福島県農業総合センター 

URL: https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/37200a/access.html 

会場住所:〒963-0531 福島県郡山市日和田町高倉字下中道 116 番地 

※福島会場は 2 会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

水戸会場 中央ビル貸会議室 

URL: http://www.isejin.co.jp/fudousan/company/ 

※アクセスマップの「中央ビル」をご確認ください。「第 2 中央ビル」では実施を行いません。 

会場住所:〒310-0026 茨城県水戸市泉町 2 丁目 3 番 2 号 

 

群馬会場① 群馬建設会館 

URL: https://www.gun-ken.or.jp/gkhall.html 

会場住所：〒371-0846 群馬県前橋市元総社町２丁目５−３ 

群馬会場② 前橋商工会議所 

URL: http://www.maebashi-cci.or.jp/access.html 

会場住所：〒371-0017 群馬県前橋市日吉町 1-8-1 

群馬会場③ 桐生地域地場産業振興センター 

URL: http://www.kiryujibasan.or.jp/html/access.html 

会場住所：〒376-0024 群馬県桐生市織姫町２番５号 

群馬会場④ 桐生商工会議所 

URL: https://www.kiryucci.or.jp/html/00_profile.html#access 

会場住所：〒376-0023 群馬県桐生市錦町 3-1-25 

※群馬会場は 4 会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 
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さいたま会場 JA 共済埼玉ビル 

URL: http://www.ja-kyosai-saitamabuil.co.jp/access.html 

会場住所：〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地 

 

千葉会場 千葉県経営者会館 

URL: http://www.chibakeikyo.jp/access.html 

会場住所：〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港 4-3 

 

東京会場 東京セミナー学院 

URL: https://www.ances.jp/map.html 

会場住所：〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-4-6 東京三協信用金庫ビル 

 

横浜会場 関内新井ホール 

URL: http://www.seitaroarai.co.jp/hall/access.html 

会場住所：〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 1-8 関内新井ビル 11F 

 

新潟会場 NOC プラザ 協同組合新潟卸センター 

URL: http://www.noc-plaza.com/nocplaza/access 

会場住所：〒950-8756 新潟県新潟市東区卸新町 2 丁目 853 番地 3 

 

富山会場① 富山県中小企業研修センター 

URL: https://www.shokoren-toyama.or.jp/~hall/access.html 

会場住所：〒930-0855 富山県富山市赤江町 1-7 

富山会場② ボルファートとやま  

URL: http://www.wohlfahrt-toyama.co.jp/company#map 

会場住所：〒930-0857 富山県富山市奥田新町 8-1 

※富山会場は 2 会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

金沢会場 金沢勤労者プラザ 

URL: https://www.kinpura.com/about/access.html 

会場住所：〒920-0022 石川県金沢市北安江 3-2-20 
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甲府会場 かいてらす（山梨県地場産業センター） 

URL: https://kaiterasu.jp/access/ 

会場住所：〒400-0807 山梨県甲府市東光寺 3-13-25 

 

松本会場 専門学校 未来ビジネスカレッジ 

URL: https://www.mirai.ac.jp/mit/access/ 

会場住所：〒390-0841 長野県松本市渚 2-8-5 

 

岐阜会場 岐阜県水産会館   

URL: http://gifugyoren.jp/publics/index/7/ 

会場住所：〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南 1 丁目 11 番 12 号 

 

静岡会場 静岡県産業経済会館  

URL: http://www.sankei-kaikan.jp/ 

※アクセスをご確認ください。 

会場住所：〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町 44-1(静岡県産業経済会館） 

 

浜松会場 浜松卸商センター（アルラ） 

URL: http://www.arura.jp/access.php 

会場住所：〒432-8055 静岡県浜松市南区卸本町３７番地 

 

愛知会場① 名古屋大原学園 名古屋校 

URL: https://www.ohara.ac.jp/info/map.html#nagoya 
※上記ページには複数の施設名の記載がありますので、「名古屋キャンパス 4 号館」をご確認ください。 

会場住所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 3 番 15 号 

愛知会場② 愛知大学 車道キャンパス 

URL: https://www.aichi-u.ac.jp/guide/access#b-407290 

※上記ページには複数のキャンパス名の記載がありますので、「車道キャンパス」をご確認ください。 

会場住所：〒461-8641 愛知県名古屋市東区筒井 2 丁目 10-31 

愛知会場③ 愛知県産業労働センター ウインクあいち 

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

会場住所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38 
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愛知会場④ 桜華会館 

URL: http://www.ouka.sakura.tv/_userdata/access.pdf 

会場住所：〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目７番２号 

愛知会場➄ 貸会議室名古屋 オルバースビル 

URL: https://kaigi.in/ 

※下部の MAP より「オルバースビル」をご確認ください。 

https://kaigi.in/list/olverse.html 

※上記ページ下部の「オルバースビル詳細」の「>>google マップ」にて詳細の確認も可能です。 

会場住所：〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1 丁目 19-27 オルバースビルディング 

愛知会場⑥ ダイテックサカエ貸会議室 

URL: https://www.nagoya-kaigi.com/contact/map.htm 

会場住所：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目 22 番 20 号 ダイテックサカエ 

愛知会場⑦ 名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール） 

URL: https://www.nipc.or.jp/fukiage/sponsor/access.html 

会場住所：〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上二丁目 6 番 3 号 

※名古屋会場は 7 会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

津会場 第一ビル貸会議室 

URL: http://www.1-building.co.jp/ 

※上記ページ下部のマップをご確認ください。 

会場住所：〒514-0009 三重県津市羽所町 345 番地 

 

滋賀会場① 彦根勤労福祉会館 

URL: http://tachibana.html.xdomain.jp/access/index.htm 

会場住所：〒522-0074 滋賀県彦根市大東町 4-28 

滋賀会場② 近江勧学館 

URL: http://tendizaidan.jp/publics/index/7/ 

会場住所：〒520-0015 滋賀県大津市神宮町 1 番 1 号 

※滋賀会場は 2 会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

京都会場 ハートピア京都 

URL: https://heartpia-kyoto.jp/access/access.html 

会場住所：〒604-0874 京都府京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375 番地 
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大阪会場 難波御堂筋ホール 

URL: https://nanbamidousujihall.com/access/ 

会場住所：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波 4-2-1 難波御堂筋ビルディング 

神戸会場① 三宮コンベンションセンター 

URL: https://oneknot-scc.jp/ 

※上記ページ下部の「アクセス」をご確認ください。 

会場住所：〒651-0084 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 5F 

神戸会場② 貸会議室 レンタルスペースジェム 

URL: http://gem-space.jp/access/ 

※上記ページ下部の「アクセス」をご確認ください。 

会場住所：〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通 2-3-2 ジェムビル 

※神戸会場は 2 会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

鳥取会場 白兎会館 

URL: https://www.hakutokaikan.com/access.html 

会場住所：〒680-0833 鳥取県鳥取市末広温泉町 556 

 

岡山会場 福武ジョリービル 

URL: http://ww9.tiki.ne.jp/~f-jolly/kougyouhp-map.htm 

会場住所：〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下 1 丁目 10-30 

 

広島会場① 広島県健康福祉センター 

URL: https://hiroshimahm.sakura.ne.jp/main/access/ 

会場住所：〒734-0007 広島県広島市南区皆実町 1 丁目 6-29 

広島会場② 広島 YMCA 国際文化センター 

URL: https://www.hymca.jp/hall/access/ 

会場住所：〒730-8523 広島県広島市中区八丁堀 7-11 広島 YMCA 国際文化センター 本館 

※会場は複数の号館に分かれておりますので、本館までご来場ください。 

広島会場③ RCC 文化センター 貸し会議室 

URL: https://www.rccbc.co.jp/access.html 

会場住所：〒730-0015 広島県広島市中区橋本町 5-11 
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広島会場④ ワークピア広島 

URL: https://www.workpier.jp/access/ 

会場住所：〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 1-17 

 

広島会場➄ 広島オフィスセンター 

URL: https://intelligent-hotel.co.jp/oc/t_fronts/access 

会場住所：〒732-0805 広島県広島市南区東荒神町 3-35 

※広島会場は 5 会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

山口会場 山口県社会福祉会館（ゆ～あいプラザ） 

URL: https://jigyodan-yg.jp/yu-aiplaza/publics/index/4/ 

会場住所：〒753-8555 山口県山口市大手町 9-6 ゆ～あいプラザ山口県社会福祉会館 

 

福岡会場 九州電気専門学校 

URL: https://kec.ac.jp/access/ 

会場住所：〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉４丁目４−５ 

 

北九州会場 パークサイドビル  

URL: https://www.parksidebld.com/ 

※上記ページの「所在地」よりご確認ください。  

会場住所：〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町 1-6-13 

    

熊本会場 ユースピア熊本 

URL: http://www.ks-kaikan.com/index_pc.cgi 

※上記ページの「アクセス」よりご確認ください。 

会場住所：〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺 3-17-15 

 

宮崎会場 宮崎県婦人会館  

URL: http://www.mfkaikan.jp/access/ 

会場住所：〒880-0803 宮崎県宮崎市旭 1-3-10 

 

徳島会場 徳島県ＪＡ会館 

URL: http://www.tok-jakaikan.jp/access.html 

会場住所：〒770-0011 徳島県徳島市北佐古一番町 5 番 12 号 


