
宅建試験合格のために 令和5年版(221015)

◆ 以下【開催日程】及び【受講申込締切日(下記記載)】を確認し、お申込み手続を進めてください。
支店所在地

17・18 18・19 5･6 19･20 20・21 26･27 27・28
月･火 火･水 月･火 月･火 火･水 月･火 火･水

北海道 札幌校 ○ 011-219-3511 060-0061 札幌市中央区南一条西6-11 札幌北辰ﾋﾞﾙ 4F
岩手県 盛岡校 ○ 019-604-7651 020-0021 盛岡市中央通3-3-2 第一菱和ﾋﾞﾙ 2F
宮城県 仙台校 ○ ○ 022-217-8421 980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-17 仙台ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ駅前館 3F
秋田県 秋田校 ○ 018-874-9081 010-0001 秋田市中通1-4-32 秋田ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 1F
山形県 山形校 ○ 023-615-2911 990-0024 山形市あさひ町26-31
福島県 郡山校 ○ 024-921-0041 963-8014 郡山市虎丸町24-8 富士火災郡山ﾋﾞﾙ 1F

いわき校 0246-35-5511 970-8026 いわき市平菱川町4-3 読売いわきﾋﾞﾙ 1F
栃木県 宇都宮校 ○ 028-614-4881 320-0801 宇都宮市池上町4-2 ｱｿﾙﾃｨ宇都宮 8F
群馬県 前橋校 ○ 027-290-2311 371-0811 前橋市朝倉町4-17-2
埼玉県 川越校 ○ 049-291-5211 350-1123 川越市脇田本町10-16 BOﾋﾞﾙ 1F

さいたま校 ○ 048-642-9811 330-0844 さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSSﾋﾞﾙ 4F
越谷校 ○ 048-990-6971 343-0845 越谷市南越谷1-16-13 日本生命越谷ﾋﾞﾙ 4F

千葉県 千葉校 ○ 043-302-1711 260-0028 千葉市中央区新町18-10 千葉第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 6F
船橋校 ○ 047-425-8941 273-0005 船橋市本町5-4-2 森ﾋﾞﾙ 6F
柏校 ○ 04-7168-9111 277-0021 柏市中央町1-1 柏ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ業務棟 5F

東京都 北千住校 ○ ○ 03-5284-3911 120-0034 足立区千住3-98 千住ﾐﾙﾃﾞｨｽⅡ番館 4F
上野校 ○ 03-3832-7201 110-0005 台東区上野5-23-14 A-RISE御徒町 2F
五反田校 ○ ○ 03-6408-9711 141-0022 品川区東五反田1-11-15 電波ﾋﾞﾙ7F
池袋校 ○ 03-3982-8211 170-0013 豊島区東池袋1-9-1 ｾｲｺｰｻﾝｼｬｲﾝXIﾋﾞﾙ 3F・4F
新宿校 ○ ○ ○ 03-3340-5671 163-0557 新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ﾋﾞﾙ 3F
新宿本社 03-3340-3081 163-0533 新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ﾋﾞﾙ 23・24F
吉祥寺校 ○ ○ 0422-23-6011 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSﾋﾞﾙ 2F
立川校 ○ 042-524-7841 190-0012 立川市曙町2-10-1 ふどうやﾋﾞﾙ 3F
町田校 ○ 042-724-3061 194-0013 町田市原町田6-28-19 ﾌｼﾞﾋﾞﾙ98 3F

神奈川県 横浜校 ○ ○ 045-316-6811 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ﾋﾞﾙ 3F
川崎校 ○ 044-850-3411 213-0011 川崎市高津区久本3-2-3 ｳﾞｪﾙﾋﾞｭ溝の口 2F
藤沢校 ○ 0466-55-2611 251-0052 藤沢市藤沢484-1 藤沢ｱﾝﾊﾞｰﾋﾞﾙ 2F
厚木校 ○ 046-297-0511 243-0018 厚木市中町2-7-11 ｵｰｲｽﾞﾐﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾋﾞﾙ 2F

新潟県 新潟校 ○ 025-385-6418 950-0941 新潟県新潟市中央区女池6-5-27
富山県 富山校 ○ 076-439-1011 930-0082 富山市桜木町1-29 ｱｲｻﾞｯｸ城址公園前ﾋﾞﾙ 3F
石川県 金沢校 ○ 076-237-6811 920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBEﾋﾞﾙ 2F
福井県 福井校 ○ 0776-20-2111 910-0858 福井市手寄1-4-1 AOSSA 2F
山梨県 甲府校 ○ 055-230-1411 400-0031 甲府市丸の内2-2-3 第11浅川ﾋﾞﾙ 4F
長野県 長野校 ○ 026-268-0811 380-0822 長野市南千歳町878-5 ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾙ南千歳二番館 7F

松本校 ○ 0263-40-2611 390-0852 松本市島立943 ﾊｰﾓﾈｰﾄﾋﾞﾙ 6F
岐阜県 岐阜校 ○ 058-277-3701 500-8384 岐阜市藪田南1-11-7 第二岐阜県ﾋﾞﾙ 3F
静岡県 静岡校 054-275-3311 420-0858 静岡市葵区伝馬町9-1 河村ﾋﾞﾙ 5F

浜松校 ○ 053-456-2211 430-0929 浜松市中区中央3-9-3 UNﾋﾞﾙ 2F
愛知県 岡崎校 ○ 0564-57-8161 444-0864 岡崎市明大寺町字耳取69 東岡崎駅南駐車場ﾋﾞﾙ

名古屋校 ○ ○ 052-202-1751 460-0003 名古屋市中区錦1-2-22 中部資格ﾋﾞﾙ

三重県 四日市校 ○ 059-359-0711 510-0075 四日市市安島1-2-24 T･Kﾋﾞﾙ 4F
津校 ○ 059-213-3211 514-0004 津市栄町2-323 津TMTﾋﾞﾙ 4F

滋賀県 草津校 ○ 077-566-6911 525-0032 草津市大路1-15-5 ﾈｵﾌｨｽ草津 1F
京都府 京都校 ○ 075-253-0481 600-8493 京都市下京区郭巨山町18 ﾋﾗｵｶﾋﾞﾙ 6F

福知山校 ○ 0773-25-0511 620-0059 福知山市厚東町208 FM-Eﾋﾞﾙ 1F
大阪府 京橋校 ○ 06-6882-8211 534-0024 大阪市都島区東野田町4-6-23 ﾆｯｾｲ京橋ﾋﾞﾙ 1F

梅田校 ○ ○ 06-4709-8111 530-0027 大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ﾋﾞﾙ 8F (受付)
なんば校 ○ 06-6648-5511 542-0076 大阪市中央区難波4-7-14 難波ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ 3F
堺校 072-222-9311 590-0077 堺市堺区中瓦町1-4-21 和建堺東ﾋﾞﾙ 2F

兵庫県 西宮北口校 ○ 0798-68-6511 662-0834 西宮市南昭和町1-37 松本第1ﾋﾞﾙ 2F
神戸校 ○ 078-241-1711 651-0096 神戸市中央区雲井通4-2-2 ﾏｰｸﾗｰ神戸ﾋﾞﾙ 3F
姫路校 ○ 079-224-1411 670-0902 姫路市白銀町50 日本生命姫路ﾋﾞﾙ 1F

奈良県 奈良校 ○ 0742-30-1511 631-0822 奈良市西大寺栄町3-27 泉谷ﾋﾞﾙ 4F
和歌山県 和歌山校 ○ 073-471-2711 640-8341 和歌山市黒田1-1-19 阪和第一ﾋﾞﾙ 2F
島根県 松江校 ○ 0852-59-5411 690-0003 松江市朝日町480-8 松江SKYﾋﾞﾙ 1F
岡山県 岡山校 ○ 086-235-5901 700-0904 岡山市北区柳町2-6-25 朝日生命岡山柳町ﾋﾞﾙ 1F
広島県 広島校 ○ 082-542-3811 730-0037 広島市中区中町7-35 和光中町ﾋﾞﾙ 4F

福山校 ○ 084-991-3811 720-0066 福山市三之丸町11-11 三の丸ﾋﾞﾙ 1F
山口県 山口校 ○ 083-974-4011 754-0032 山口市小郡みらい町1-1-20 小郡ｲﾝﾀｰﾋﾞﾙ 2F
徳島県 徳島校 ○ 088-657-7361 770-0835 徳島市藍場町1-5 徳島第一ﾋﾞﾙ 5F
香川県 高松校 ○ 087-811-2011 760-0067 高松市松福町2-15-24 香川県土木建設会館 2F
愛媛県 松山校 ○ 089-947-2611 790-0003 松山市三番町7-13-13 ﾐﾂﾈﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 7F
福岡県 小倉校 ○ 093-522-7511 802-0005 北九州市小倉北区堺町1-1-1 JTB小倉ﾋﾞﾙ 3F

天神校 ○ 092-716-2081 810-0001 福岡市中央区天神4-4-11 天神ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞ福岡 5F

久留米校 ○ 0942-36-7141 830-0032 久留米市東町40-12 久留米QRﾋﾞﾙ 1F
佐賀県 佐賀校 ○ 0952-27-9861 840-0801 佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 2F
長崎県 長崎校 ○ 095-816-3611 850-0861 長崎市江戸町6-5 江戸町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 4F
熊本県 熊本校 ○ 096-212-6811 860-0805 熊本市中央区桜町2-17 第2甲斐田ﾋﾞﾙ 6F
大分県 大分校 ○ 097-540-6281 870-0035 大分市中央町1-4-2 TIC大分ﾋﾞﾙ 5F
鹿児島県 鹿児島校 ○ 099-239-5711 892-0844 鹿児島市山之口町1-30 Idehara-BLD 4F
沖縄県 沖縄校 ○ 098-866-8311 900-0015 那覇市久茂地1-3-1 久茂地ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ 6F

【受講申込締切日】

申込締切り日は、スクーリング初日の2か月と2日前です。

例：スクーリング初日が7/25の場合は、5/23が締切日

［宅建登録講習機関 登録番号 第009号 株式会社 総合資格］

宅建登録講習 開催日程表

【受講申込上の注意】
 ◆ 開催日程は、追加・変更となる場合があります。最新情報は法定講習サイトよりご確認ください。

 ◆ 受講申込書類一式は、申込締切日までにアップロード又は郵送(締切日消印有効)にてご提出下さい。

 ◆ 宅建登録講習は、通信講習(約2ヶ月)、スクーリング(2日間)と修了試験で構成されています。

 ※ 当社宅建登録講習をお申込み頂く場合は、必ず事前に[講習案内]の内容をご確認、ご承諾ください。

R5 4月期

都道府県 支店名
住　所郵便番号

TEL
6月期


