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都道府県 住　　所

1 北海道 日建学院 札幌校 北海道札幌市中央区北二条東4-1-2サッポロファクトリー三条館4階
2 北海道 日建学院 苫小牧校 北海道苫小牧市表町2-1-14王子不動産第3ビル4階
3 北海道 日建学院 旭川校 北海道旭川市一条10-103-85ＡＪビル5階
4 青森県 日建学院 青森校 青森県青森市安方1-3-3カイマビル2階
5 青森県 日建学院 八戸校 青森県八戸市一番町3-3-3オフィス一番町ビル
6 青森県 日建学院 弘前校 青森県弘前市大字高崎2-13-6弘南建設ビル3階
7 岩手県 日建学院 盛岡校 岩手県盛岡市下太田下川原12-1
8 岩手県 日建学院 水沢校 岩手県奥州市水沢区佐倉河字横枕3-1
9 宮城県 日建学院 仙台校 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1SS30ビル7階
10 秋田県 日建学院 秋田校 秋田県秋田市中通6-7-9秋田県畜産会館2階
11 山形県 日建学院 山形校 山形県山形市大字青柳字柳田55-3シャープ事務機ビル1階
12 山形県 日建学院 酒田校 山形県酒田市中町1-13-15本立ビル5階
13 福島県 日建学院 郡山校 福島県郡山市松木町2-88イオンタウン郡山E棟2階
14 茨城県 日建学院 水戸校 茨城県水戸市笠原町978-27IPICビル3階
15 茨城県 日建学院 つくば校 茨城県つくば市流星台33-1
16 栃木県 日建学院 宇都宮校 栃木県宇都宮市東宿郷3-6-8
17 栃木県 日建学院 小山校 栃木県小山市東城南2-2-22
18 群馬県 日建学院 群馬校 群馬県高崎市下和田町5-3-8メディアメガ高崎1F
19 群馬県 日建学院 太田校 群馬県太田市飯田町1053グランディ太田ビル6階
20 埼玉県 日建学院 熊谷校 埼玉県熊谷市本町2-34-2ＬＢ熊谷ビル２階Ａ号室
21 埼玉県 日建学院 大宮校 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-23イーストゲート大宮ビルＡ館3階
22 埼玉県 日建学院 川口校 埼玉県川口市本町4-4-12イーストゲートタワー川口2階
23 埼玉県 日建学院 南越谷校 埼玉県越谷市南越谷1-15-1南越谷ラクーン5階
24 埼玉県 日建学院 川越校 埼玉県川越市脇田本町15-13東上パールビルヂング６階
25 埼玉県 日建学院 所沢校 埼玉県所沢市くすのき台3-1-1角三上ビル3階
26 埼玉県 日建学院 朝霞台校 埼玉県朝霞市浜崎1-2-8アゴラ20ビル5階
27 千葉県 日建学院 新松戸校 千葉県松戸市新松戸1-374-1政和ビル3階
28 千葉県 日建学院 柏校 千葉県柏市柏2-6-17染谷エステートビル2階
29 千葉県 日建学院 千葉校 千葉県千葉市中央区登戸1-2-10
30 千葉県 日建学院 木更津校 千葉県木更津市太田1-11-21エスケービル2階
31 千葉県 日建学院 成田校 千葉県成田市並木町221-16
32 千葉県 日建学院 船橋校 千葉県船橋市本町1-26-2船橋SFビル1階
33 千葉県 日建学院 浦安校 千葉県市川市新井3-4-3南行徳Ｋ2ビル4階
34 東京都 日建学院 池袋校 東京都豊島区池袋2-38-1日建学院ビル2階
35 東京都 日建学院 新宿校 東京都新宿区西新宿7-2-4新宿喜楓ビル2階
36 東京都 日建学院 吉祥寺校 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10いちご吉祥寺ビル4階
37 東京都 日建学院 上野校 東京都文京区湯島3-39-10上野THビル2階
38 東京都 日建学院 北千住校 東京都足立区千住旭町11-2学園通り田仁ハイツ2F
39 東京都 日建学院 新橋校 東京都港区新橋1-13-12堤ビルディング9階
40 東京都 日建学院 立川校 東京都立川市錦町1-1-23東京都酒造会館ビル3階
41 東京都 日建学院 八王子校 東京都八王子市子安町4-15-14パティオ2階
42 東京都 日建学院 町田校 東京都町田市原町田4-2-10宝永堂ファイブビル7階
43 神奈川県 日建学院 厚木校 神奈川県厚木市中町3-6-13神奈中厚木第一ビル3階
44 神奈川県 日建学院 横浜校 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-6横浜プラザビル4階
45 神奈川県 日建学院 藤沢校 神奈川県藤沢市藤沢496藤沢森井ビル5階
46 神奈川県 日建学院 武蔵小杉校 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403小杉ビルディング新館3階
47 新潟県 日建学院 新潟校 新潟県新潟市中央区笹口1-21-1新潟日建工科専門学校6階
48 新潟県 日建学院 長岡校 新潟県長岡市千秋2-2788-1千秋が原ビル2階
49 新潟県 日建学院 上越校 新潟県上越市木田2-1-1上越セントラルビル7階
50 富山県 日建学院 富山校 富山県富山市奥田新町8-1ボルファートとやま5階
51 石川県 日建学院 金沢校 石川県金沢市西泉4-11ラパーク金沢2階
52 福井県 日建学院 福井校 福井県福井市中央3-1-5三谷中央ビル4階
53 山梨県 日建学院 山梨校 山梨県笛吹市石和町広瀬782
54 長野県 日建学院 長野校 長野県長野市吉田5-26-6日建ビル1階
55 長野県 日建学院 松本校 長野県松本市大字笹賀５６５２－２４サンカレッジまつもと1階
56 岐阜県 日建学院 岐阜校 岐阜県岐阜市薮田南1-7-16岐阜県ビル2階
57 静岡県 日建学院 沼津校 静岡県沼津市大手町1-1-3ショウレンビル7階
58 静岡県 日建学院 富士校 静岡県富士市富士町12-20
59 静岡県 日建学院 静岡校 静岡県静岡市駿河区森下町4-30メンテックビル6階
60 静岡県 日建学院 浜松校 静岡県浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松1階
61 愛知県 日建学院 名古屋校 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-19桑山ビル6階
62 愛知県 日建学院 北愛知校 愛知県小牧市下小針天神3-4-5
63 愛知県 日建学院 岡崎校 愛知県岡崎市上里2-4-10
64 愛知県 日建学院 豊橋校 愛知県豊橋市広小路1-1三井タチバナビル2階Ａ
65 三重県 日建学院 四日市校 三重県四日市市日永三丁目2-30
66 三重県 日建学院 津校 三重県津市南丸之内8-61
67 滋賀県 日建学院 滋賀校 滋賀県草津市野村1-19-5ＡＳ野村ビルⅡ2階
68 京都府 日建学院 京都校 京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99四条ＳＥＴビル7階
69 京都府 日建学院 福知山校 京都府福知山市字荒河小字声田和12-35GOTOBASEBLDG2階
70 大阪府 日建学院 堺校 大阪府堺市堺区南花田口町二丁３－２０三共堺東ビル９階
71 大阪府 日建学院 岸和田校 大阪府岸和田市土生町3-15-22サバービア岸和田3階
72 大阪府 日建学院 梅田校 大阪府大阪市北区鶴野町1-9梅田ゲートタワー3階
73 大阪府 日建学院 枚方校 大阪府枚方市岡東町5-32日本生命枚方ビル2階
74 大阪府 日建学院 なんば校 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2難波日興ビル4階
75 兵庫県 日建学院 神戸校 兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-10oneknottradesBLD6階
76 兵庫県 日建学院 姫路校 兵庫県姫路市豊沢町140新姫路ビル8階
77 奈良県 日建学院 橿原校 奈良県橿原市久米町663トミー橿原ビル2階
78 奈良県 日建学院 奈良校 奈良県奈良市芝辻町2-10-16ことやビル2階
79 和歌山県 日建学院 和歌山校 和歌山県和歌山市黒田39黒田ビル3階
80 和歌山県 日建学院 田辺校 和歌山県田辺市上の山1-9-10南和総業ビル2階
81 鳥取県 日建学院 鳥取校 鳥取県鳥取市扇町116田中ビル2号館6階
82 鳥取県 日建学院 米子校 鳥取県米子市角盤町2-55コモド・ワンビル1階
83 島根県 日建学院 松江校 島根県松江市朝日町498松江センタービル4階
84 岡山県 日建学院 岡山校 岡山県岡山市北区大供3-1-18KSB会館5階
85 岡山県 日建学院 倉敷校 岡山県倉敷市老松町2-7-2太陽生命倉敷ビル5階
86 広島県 日建学院 福山校 広島県福山市延広町8-21フコク生命ビル8階
87 広島県 日建学院 広島校 広島県広島市中区幟町14-11ウイング八丁堀ビル8階
88 山口県 日建学院 岩国校 山口県岩国市麻里布町1-3-3岡村ﾋﾞﾙ3階
89 山口県 日建学院 山口校 山口県山口市小郡給領町2-19
90 山口県 日建学院 徳山校 山口県周南市代々木通り2-3代々木公園前ビル2階
91 徳島県 日建学院 徳島校 徳島県徳島市南末広町1-16
92 香川県 日建学院 高松校 香川県高松市木太町8区1357-1
93 愛媛県 日建学院 松山校 愛媛県松山市宮西1-4-43大智ﾋﾞﾙ2階
94 愛媛県 日建学院 西条校 愛媛県西条市大町771-1エクストールイン西条駅前2階
95 高知県 日建学院 高知校 高知県高知市駅前町1-8第７駅前観光ビル7階
96 福岡県 日建学院 北九州校 福岡県北九州市小倉北区紺屋町9-1明治安田生命小倉ビル3階
97 福岡県 日建学院 天神校 福岡県福岡市中央区天神2-13-7福岡平和ビル5階
98 福岡県 日建学院 久留米校 福岡県久留米市東和町6-9フジホーム久留米ビル3階
99 佐賀県 日建学院 佐賀校 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝120－1
100 長崎県 日建学院 長崎校 長崎県長崎市賑町7番12号 第6森谷ビル1階
101 長崎県 日建学院 佐世保校 長崎県佐世保市田の浦町424-19
102 熊本県 日建学院 熊本校 熊本県熊本市東区上南部2-2-2ゆめタウン・サンピアン2階
103 大分県 日建学院 大分校 大分県大分市大字古国府1174-1
104 大分県 日建学院 中津校 大分県中津市豊田町3-9-7いずみやビル2F
105 宮崎県 日建学院 宮崎校 宮崎県宮崎市大字本郷北方2440-24
106 宮崎県 日建学院 延岡校 宮崎県延岡市卸本町1-25
107 宮崎県 日建学院 都城校 宮崎県都城市南横市町3511-1
108 鹿児島県 日建学院 鹿児島校 鹿児島県鹿児島市大黒町1-3ブラザー鹿児島ビル7F
109 沖縄県 日建学院 沖縄校 沖縄県那覇市安謝2-3-7トワ・ブランビル1階
110 沖縄県 日建学院 コザ校 沖縄県沖縄市松本3-1-20

インテリアコーディネーター受験案内　設置場所一覧

①在庫切れの場合がございますので、あらかじめご了承ください。なお、設置場所にて入手できない場合には、資格試験運営事務局※までご連絡ください。
②受験案内は受験申込書ではありません。受験申込は、インターネット等から行って頂きますようお願い申し上げます。
③設置場所により営業時間が異なりますので、インターネット等でご自身でお調べください。

※資格試験運営事務局　（7/1より開設　平日10時～17時）　　メール　：　ic-shiken@jimu-kyoku.jp　または　電話　：　03-6380-8929
設置場所

会員（講習機関）
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会員（講習機関）

1 北海道 総合資格学院 札幌校 北海道札幌市中央区南一条西6-11札幌北辰ビル4F
2 青森県 総合資格学院 八戸校 青森県八戸市十三日町1ヴィアノヴァビル　8F
3 岩手県 総合資格学院 盛岡校 岩手県盛岡市中央通3-3-2第一菱和ビル2F
4 岩手県 総合資格学院 水沢校 岩手県奥州市水沢中町44イーストジャパンビル　5F
5 宮城県 総合資格学院 仙台校 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-17仙台ビルディング駅前館3F
6 秋田県 総合資格学院 秋田校 秋田県秋田市中通1-4-32秋田センタービル1F
7 山形県 総合資格学院 山形校 山形県山形市あさひ町26-31
8 福島県 総合資格学院 郡山校 福島県郡山市虎丸町24-8富士火災郡山ビル1F
9 福島県 総合資格学院 福島校 福島県福島市置賜町1-29佐平ビル　9F
10 福島県 総合資格学院 いわき校 福島県いわき市平菱川町4-3読売いわきビル1F
11 茨城県 総合資格学院 水戸校 茨城県水戸市白梅1-1-17水戸ＮＫ第一ビル5F
12 茨城県 総合資格学院 つくば校 茨城県つくば市天久保4-5-12
13 栃木県 総合資格学院 両毛校 栃木県足利市芳町28バリドンビル
14 栃木県 総合資格学院 宇都宮校 栃木県宇都宮市池上町4-2アソルティ宇都宮8F
15 栃木県 総合資格学院 小山校 栃木県小山市城山町2-10-14日光堂ビル3F
16 群馬県 総合資格学院 前橋校 群馬県前橋市朝倉町4-17-2
17 埼玉県 総合資格学院 さいたま校 埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 アクロスビル5F
18 埼玉県 総合資格学院 熊谷校 埼玉県熊谷市筑波1-26-1サンハイツ大和第2　1階　
19 埼玉県 総合資格学院 越谷校 埼玉県越谷市南越谷1-16-13日本生命越谷ビル4F
20 埼玉県 総合資格学院 川口校 埼玉県川口市本町4-1-8川口センタービル　6階
21 埼玉県 総合資格学院 川越校 埼玉県川越市脇田本町10-16ＢＯビル1F
22 千葉県 総合資格学院 千葉校 千葉県千葉市中央区新町18-10千葉第一生命ビルディング6F
23 千葉県 総合資格学院 成田校 千葉県成田市花崎町969住友生命成田ビル3F
24 千葉県 総合資格学院 船橋校 千葉県船橋市本町5-4-2　森ビル6F
25 千葉県 総合資格学院 柏校 千葉県柏市中央町1-1柏セントラルプラザ業務棟5F  
26 東京都 総合資格学院 新宿校 東京都新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ビル3F
27 東京都 総合資格学院 吉祥寺校 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11ＫＳビル2F
28 東京都 総合資格学院 立川校 東京都立川市曙町2-10-1ふどうやビル3F
29 東京都 総合資格学院 池袋校 東京都豊島区東池袋1-9-1セイコー･サンシャインビル4F
30 東京都 総合資格学院 御茶ノ水校 東京都千代田区神田駿河台4-1-1　ウエルトンビル　6F
31 東京都 総合資格学院 上野校 東京都台東区上野5-23-14　グリーンオーク御徒町ビル2階
32 東京都 総合資格学院 北千住校 東京都足立区千住3-98千住ミルディスⅡ番館4F
33 東京都 総合資格学院 五反田校 東京都品川区東五反田1-11-15電波ビル7階
34 東京都 総合資格学院 町田校 東京都町田市原町田6-28-19　　フジビル98　3F
35 神奈川県 総合資格学院 横浜校　 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1相鉄岩崎学園ビル3F　
36 神奈川県 総合資格学院 川崎校 神奈川県川崎市高津区久本3-2-3ヴェルビュ溝の口2F
37 神奈川県 総合資格学院 厚木校 神奈川県厚木市中町2-7-11オーイズミダイニングビル2F
38 神奈川県 総合資格学院 藤沢校 神奈川県藤沢市藤沢484-1藤沢アンバービル2F
39 新潟県 総合資格学院 新潟校 新潟県新潟市中央区女池6-5-27
40 新潟県 総合資格学院 長岡校 新潟県長岡市城内町2-6-1高野不動産駅前ビル6F
41 富山県 総合資格学院 富山校 富山県富山市桜木町1-29アイザック城址公園前ビル3F
42 石川県 総合資格学院 金沢校 石川県金沢市鞍月5-181ＡＵＢＥビル2F
43 石川県 総合資格学院 金沢工大前 石川県金沢市久安2-460SANTOﾋﾞﾙ  2F
44 福井県 総合資格学院 福井校 福井県福井市手寄1-4-1ＡＯＳＳＡ2F
45 山梨県 総合資格学院 甲府校 山梨県甲府市丸の内2-2-3第11浅川ビル4F
46 長野県 総合資格学院 長野校 長野県長野市南千歳町878-5グランヴィル南千歳二番館7F
47 長野県 総合資格学院 松本校 長野県松本市島立943ハーモネートビル　6階
48 岐阜県 総合資格学院 岐阜校 岐阜県岐阜市藪田南1-11-7　第２岐阜県ビル3F
49 静岡県 総合資格学院 沼津校 静岡県沼津市高島町6-3 アゼル沼津ビル1F
50 静岡県 総合資格学院 静岡校 静岡県静岡市葵区伝馬町9-1河村ビル5F
51 静岡県 総合資格学院 浜松校 静岡県浜松市中区中央3-9-3ＵＮビル2F
52 愛知県 総合資格学院 名古屋校 愛知県名古屋市中区錦1-2-22　　中部資格ビル1F
53 愛知県 総合資格学院 小牧校 愛知県小牧市堀の内3-14堀の内ビル3F
54 愛知県 総合資格学院 岡崎校 愛知県岡崎市明大寺町字耳取69
55 愛知県 総合資格学院 豊橋校 愛知県豊橋市神明町74豊橋フロントビル3F
56 三重県 総合資格学院 津校 三重県津市栄町2-323津TMTビル4F
57 三重県 総合資格学院 四日市校 三重県四日市市安島1-2-24Ｔ・Ｋビル4F
58 滋賀県 総合資格学院 草津校 滋賀県草津市大路1-15-5ネオフィス草津2F
59 京都府 総合資格学院 京都校 京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18ヒラオカビル6F
60 京都府 総合資格学院 福知山校 京都府福知山市厚東町208ＦＭ－Ｅビル1階
61 大阪府 総合資格学院 梅田校 大阪府大阪市北区堂山町3-3　日本生命梅田ビル8F
62 大阪府 総合資格学院 京橋校 大阪府大阪市都島区東野田町4-6-23ニッセイ京橋ビル1F
63 大阪府 総合資格学院 なんば校 大阪府大阪市中央区難波4-7-14難波フロントビル3F
64 大阪府 総合資格学院 天王寺校 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-18銀泉天王寺ビル　8F
65 大阪府 総合資格学院 堺校 大阪府堺市堺区中瓦町1-4-21第一住建堺東ビル2F
66 兵庫県 総合資格学院 神戸校 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2マークラー神戸ビル3F
67 兵庫県 総合資格学院 西宮北口校 兵庫県西宮市南昭和町1-37松本第１ビル　2F
68 兵庫県 総合資格学院 姫路校 兵庫県姫路市白銀町50日本生命姫路ビル1F
69 奈良県 総合資格学院 奈良校 奈良県奈良市西大寺栄町3-27泉谷ビル4F
70 和歌山県 総合資格学院 和歌山校 和歌山県和歌山市太田1-14-7オオトヨビル６Ｆ
71 鳥取県 総合資格学院 鳥取校 鳥取県鳥取市富安2-159久本ビル2F
72 島根県 総合資格学院 松江校 島根県松江市朝日町477-17松江ＳＵＮビル8F
73 岡山県 総合資格学院 岡山校 岡山県岡山市北区柳町2-6-25朝日生命岡山柳町ビル1F
74 岡山県 総合資格学院 倉敷校 岡山県倉敷市老松町2-12-15ホテル1･2･3  1F 
75 広島県 総合資格学院 広島校 広島県広島市中区中町7-35和光中町ビル4F
76 広島県 総合資格学院 福山校 広島県福山市三之丸町11-11三の丸ビル　1F
77 山口県 総合資格学院 山口校 山口県山口市小郡みらい町1-1-20小郡インタービル2F
78 山口県 総合資格学院 周南校 山口県周南市御幸通り1-11新興ビル1F
79 山口県 総合資格学院 下関校 山口県下関市細江町2-2-1原弘産細江ビル　1階
80 徳島県 総合資格学院 徳島校 徳島県徳島市藍場町1-5徳島第一生命ビル5F
81 香川県 総合資格学院 高松校 香川県高松市松福町2-15-24香川県土木建設会館2F
82 愛媛県 総合資格学院 松山校 愛媛県松山市三番町7-13-13ミツネビルディング7F
83 高知県 総合資格学院 高知校 高知県高知市はりまや町1-5-33土電ﾋﾞﾙ2F
84 福岡県 総合資格学院 天神校 福岡県福岡市中央区天神2-8-34住友生命福岡ビル7F
85 福岡県 総合資格学院 久留米校 福岡県久留米市東町40-12久留米ＱＲビル1F
86 福岡県 総合資格学院 北九州校 福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1ＪＴＢ小倉ビル3F
87 佐賀県 総合資格学院 佐賀校 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37佐賀駅前センタービル2F
88 長崎県 総合資格学院 長崎校 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル4F
89 熊本県 総合資格学院 熊本校 熊本県熊本市中央区水道町7-1シティ16ビル4F
90 大分県 総合資格学院 大分校 大分県大分市中央町1-4-2ＴＩＣ大分ビル5F
91 宮崎県 総合資格学院 宮崎校 宮崎県宮崎市錦本町1-3エストレジャービル　4階
92 鹿児島県 総合資格学院 鹿児島校 鹿児島県鹿児島市山之口町1-30 Ｉｄｅｈａｒａ－ＢＬＤ4F
93 沖縄県 総合資格学院 沖縄校 沖縄県那覇市久茂地1-3-1久茂地セントラルビル6F

非会員（ショールーム･書店・事務所等）
1 東京都 紀伊国屋書店 新宿本店 東京都新宿区新宿3-17-7

インテリアコーディネーター受験案内　設置場所一覧

設置場所

①在庫切れの場合がございますので、あらかじめご了承ください。なお、設置場所にて入手できない場合には、資格試験運営事務局※までご連絡ください。
②受験案内は受験申込書ではありません。受験申込は、インターネット等から行って頂きますようお願い申し上げます。
③設置場所により営業時間が異なりますので、インターネット等でご自身でお調べください。

※資格試験運営事務局　（7/1より開設　平日10時～17時）　　メール　：　ic-shiken@jimu-kyoku.jp　または　電話　：　03-6380-8929


