
2020年 第18回フォトマスター検定 一般会場 実施施設 
 

※最終版 試験会場の変更はできません。 

 

試験会場：札幌01 札幌市会場 北海道建設会館 

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

所在地 ：〒060-0004 北海道札幌市中央区北４条西３丁目１番地 

 

試験会場：青森01 青森市会場 リンクステーションホール青森（青森市文化会館） 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/aomori2020.pdf 

所在地 ：〒030-0812 青森県青森市堤町 1 丁目 4 番 1 号 

 

試験会場：岩手01 盛岡市会場 アイーナいわて県民情報交流センター 

会場 URL：http://www.aiina.jp/access/access.html 

所在地 ：〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 

 

試験会場：宮城01 仙台市会場 ショーケー本館ビル 

会場 URL：http://www.shokei.info/shokei/honkanbill.htm 

所在地 ：〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋 2-11-1 

 

試験会場：秋田01 秋田市会場 秋田県ＪＡビル 

会場 URL：http://www.akita-jab.co.jp/access/ 

所在地 ：〒010-0976 秋田県秋田市八橋南 2-10-16 

 

試験会場：山形01 山形市会場 山形テルサ 

会場 URL：https://www.yamagataterrsa.or.jp/access/ 

所在地 ：〒990-0828 山形県山形市双葉町 1-2-3 

 

試験会場：福島01 福島市会場 キョウワグループ・テルサホール（福島テルサ） 

会場 URL：http://www.f-shinkoukousha.or.jp/terrsa/access.html 

所在地 ：〒960-8101 福島県福島市上町 4 番 25 号 

 

試験会場：茨城01 水戸市会場 (株)伊勢甚本社 中央ビル 

会場 URL：http://eworks-group.com/company/#a-001 

所在地 ：〒310-0026 茨城県水戸市泉町 2 丁目 3 番 2 号 

 

試験会場：栃木01 宇都宮市会場 コンセーレ（栃木県青年会館） 

会場 URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~tskf1972/concere/access.html 

所在地 ：〒320-0066 栃木県宇都宮市駒生 1-1-6 

 

試験会場：群馬01 ※本年は群馬県の会場の設置はありません。  

 

試験会場：埼玉01 さいたま市会場 埼玉教育会館 

会場 URL：http://kykkkn.starfree.jp/img/file.JPG 

所在地 ：〒336-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－２４ 

 

試験会場：千葉01 千葉市会場 千葉県経営者会館 

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

所在地 ：〒260-0026 千葉市中央区千葉港 4-3 
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試験会場：東京01 東京２３区内会場１ 東京セミナー学院（旧桐杏学院） 

会場 URL：https://www.ances.jp/map.html 

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

 

試験会場：東京02 東京２３区内会場２ 東京栄養食糧専門学校 

会場 URL：https://www.dietitian.ac.jp/schoolguide/access/ 

所在地 ：〒154-8544 東京都世田谷区池尻 2-23-11 

 

試験会場：神奈01 横浜市会場 学校法人岩谷学園 本部 5 号館 

会場 URL：https://www.iwatani.ac.jp/access/ 

所在地 ：〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 1-38-19 

 

試験会場：新潟01 新潟市会場 にいがた弁天 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/niigata2020.pdf 

所在地 ：〒950-0901 新潟県新潟市中央区弁天 3-2-20 弁天 501 ビル 4 階 

 

試験会場：富山01 富山市会場 富山県中小企業研修センター 

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

所在地 ：〒930-0855 富山県富山市赤江町 1-7 

 

試験会場：石川01 金沢市会場 石川県地場産業振興センター 

会場 URL：https://www.isico.or.jp/site/jibasan/jibasan-access.html 

所在地 ：〒920-8203 石川県金沢市鞍月 2-1 

 

試験会場：福井01 福井市会場 福井県繊協ビル 

会場 URL：http://www.senkyobldg.or.jp/access.html 

所在地 ：〒910-0005 福井県福井市大手 3 丁目 7-1 

 

試験会場：山梨01 甲府市会場 かいてらす（山梨県地場産業センター） 

会場 URL：http://www.kaiterasu.jp/access/ 

所在地 ：〒400-0807 山梨県甲府市東光寺 3-13-25 

 

試験会場：長野01 長野市会場 JA 長野県ビル 

会場 URL：https://www.naganoken-jabill.co.jp/access/ 

所在地 ：〒380-0826 長野県長野市南長野北石堂町 1177-3 

 

試験会場：岐阜01 岐阜市会場 岐阜市勤労会館 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/gifu2020.pdf 

所在地 ：〒500-8148 岐阜県岐阜市曙町 4 丁目 19 番地 1 

 

試験会場：静岡01 静岡市会場 レイアップ御幸町ビル 

会場 URL：https://rental.csa-re.co.jp/b001.html#nav5 

所在地 ：〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町 3-21 

 

試験会場：愛知01 名古屋市会場 名古屋企業福祉会館 

会場 URL：http://fukushi-kaikan.com/map.html 

所在地 ：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 2-19-36 

 

試験会場：三重01 津市会場 津市労働会館 サンワーク津 

会場 URL：https://www.joyfull-chusei.jp/sunwork.php 

所在地 ：〒514-0002 三重県津市島崎町 143－6  
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試験会場：滋賀01 大津市会場 ふれあいプラザ 

会場 URL：http://www.fukusi-otsu.or.jp/publics/index/46/ 

所在地 ：〒520-8530 滋賀県大津市浜大津 4-1-1 明日都浜大津４・５階 

 

試験会場：京都0１ 京都市会場１ 京都教育文化センター 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/kyoto2020-2.pdf 

所在地 ：〒606-8397 京都府京都市左京区聖護院川原町 4-13 

 

試験会場：京都0２ 京都市会場２ (株)冨士ビルディング 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/kyoto2020.pdf 

所在地 ：〒615-0021 京都府京都市右京区西院三蔵町 15 

 

試験会場：大阪01 大阪市会場 大阪科学技術センター 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/oosaka2020.pdf 

所在地 ：〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1-8-4 

 

試験会場：兵庫01 神戸市会場 兵庫県中央労働センター 

会場 URL：http://hyogo-churou.com/publics/index/24/ 

所在地 ：〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通 6 丁目 3 番 28 号 

 

試験会場：奈良01 奈良市会場 奈良県文化会館 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/nara2020.pdf 

所在地 ：〒630-8213 奈良県奈良市登大路町 6－2 

 

試験会場：和歌01 和歌山市会場 和歌山ＪＡビル 

会場 URL：http://www.wakayamaken-jabill.jp/accessmap.html 

所在地 ：〒640-8331 和歌山県和歌山市美園町 5-1-1 

 

試験会場：鳥取01 ※本年は鳥取県の会場の設置はありません。  

 

試験会場：島根01 松江市会場 松江テルサ 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/matsue2020.pdf 

所在地 ：〒690-0003 島根県松江市朝日町 478-18 

 

試験会場：岡山01 岡山市会場 丸田産業㈱第 1 セントラルビル 

会場 URL：http://www.maruta-g.jp/company/index.html 

所在地 ：〒700-0901 岡山県岡山市北区本町 6 番 36 号 

 

試験会場：広島01 広島市会場 広島オフィスセンター １号館 

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

所在地 ：〒732-0805 広島県広島市南区東荒神町 3-35 

 

試験会場：山口01 山口市会場 山口県教育会館 

会場 URL：http://www.ykyoikuk.or.jp/new_site/map.html 

所在地 ：〒753-0072 山口県山口市大手町 2－18 

 

試験会場：徳島01 徳島市会場 ヒューマンわーくぴあ徳島 

会場 URL：http://workpia-tokushima.jp/chizu.html 

所在地 ：〒770-0942 徳島県徳島市昭和町 3-35-1 

 

試験会場：香川01 高松市会場 レグザムホール（香川県県民ホール） 

会場 URL：http://kenminhall.com/access/ 

所在地 ：〒760-0030 香川県高松市玉藻町 9-10  
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試験会場：愛媛01 松山市会場 正岡子規記念博物館 

会場 URL：http://www.sikihaku.lesp.co.jp/site_info/access.php 

所在地 ：〒790-0857 愛媛県松山市道後公園 1-30 

 

試験会場：高知01 高知市会場 高知県立県民文化ホール 

会場 URL：http://kkb-hall.jp/information/access.html 

所在地 ：〒780-0870 高知県高知市本町 4 丁目 3 ｰ 30 

 

試験会場：福岡01 福岡市会場 九州電気専門学校 

会場 URL：http://www.kec.ac.jp/location/ 

所在地 ：〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉４丁目４−５ 

 

試験会場：佐賀01 佐賀市会場 佐賀県勤労者総合福祉センター（メートプラザ佐賀） 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/saga2020.pdf 

所在地 ：〒849-0913 佐賀県佐賀市兵庫北三丁目 8 番 40 号 

 

試験会場：長崎01 長崎市会場 長崎県婦人会館 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/nagasaki2020.pdf 

所在地 ：〒850-0015 長崎県長崎市桜馬場 1-12-18 

 

試験会場：熊本01 熊本市会場 熊本市国際交流会館 

会場 URL：http://www.kumamoto-if.or.jp/kcic/kiji003277/index.html 

所在地 ：〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町４番１８号 

 

試験会場：大分01 大分市会場 大分中小企業会館 

会場 URL：http://kaikan.oita-shokokai.or.jp/kaikan_map.html 

所在地 ：〒870-0026 大分県大分市金池町３丁目１－６４ 

 

試験会場：宮崎01 宮崎市会場 高千穂ホール 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/miyazaki2020.pdf 

所在地 ：〒880-0806 宮崎県宮崎市広島 2-5-16 興亜宮崎ビル８Ｆ 

 

試験会場：鹿児01 鹿児島市会場 鹿児島県婦人会館 

会場 URL：http://kag-fujin.jp/access.html 

所在地 ：〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田 2 丁目 27-12 

 

試験会場：沖縄01 那覇市会場 沖縄県青年会館 

会場 URL：https://www.pm-kentei.com/pdf/okinawa2020.pdf 

所在地 ：〒900-0033 沖縄県那覇市久米 2-15-23 
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