
2018年度　2級販売士資格更新講習会　開催日程表
都道府県 開催地 開催日 申込締切日 会場名

北海道 函館 10月11日（木） 9月27日（木） 函館市地域交流まちづくりセンター
北海道 札幌（1回目） 10月12日（金） 9月28日（金） 北海道経済センター
北海道 札幌（2回目） 10月13日（土） 9月28日（金） 北海道経済センター
青森県 青森 10月3日（水） 9月19日（水） 青森県観光物産館アスパム　
岩手県 盛岡 10月30日（火） 10月16日（火） 盛岡商工会議所
宮城県 仙台（1回目） 10月6日（土） 9月21日（金） 仙台商工会議所
宮城県 仙台（2回目） 10月31日（水） 10月17日（水） 仙台商工会議所
秋田県 秋田 10月4日（木） 9月20日（木） 秋田県JAビル　
山形県 山形 10月2日（火） 9月18日（火） 山形商工会議所会館
福島県 福島 11月1日（木） 10月18日（木） 福島テルサ
福島県 郡山 11月2日（金） 10月19日（金） 郡山商工会議所
新潟県 新潟 10月16日（火） 10月2日（火） 万代島ビル　
新潟県 長岡 10月17日（水） 10月3日（水） 長岡商工会議所
富山県 富山 11月7日（水） 10月24日（水） 富山県民会館
石川県 金沢 11月8日（木） 10月25日（木） 金沢商工会議所
長野県 長野 11月6日（火） 10月23日（火） 長野商工会議所
長野県 松本 11月15日（木） 11月1日（木） 松本商工会館
茨城県 水戸 12月4日（火） 11月20日（火） 茨城県産業会館
栃木県 宇都宮 10月19日（金） 10月5日（金） 栃木県産業会館
群馬県 前橋 10月9日（火） 9月25日（火） 前橋テルサ
埼玉県 さいたま 1月29日（火） 1月15日（火） ソニックシティ
埼玉県 所沢 1月22日（火） 1月8日（火） 所沢商工会議所　
千葉県 千葉 12月11日（火） 11月27日（火） 千葉商工会議所
東京都 東京（1回目） 10月19日（金） 10月5日（金） 中央大学駿河台記念館
東京都 東京（2回目） 11月6日（火） 10月23日（火） 東京セミナー学院
東京都 東京（3回目） 2月15日（金） 2月1日（金） 全国町村議員会館
東京都 東京（4回目） 2月16日（土） 2月1日（金） 全国町村議員会館
神奈川県 横浜（1回目） 10月30日（火） 10月16日（火） 横浜商工会議所
神奈川県 横浜（2回目） 11月26日（月） 11月12日（月） 横浜商工会議所
神奈川県 横浜（3回目） 1月30日（水） 1月16日（水） 横浜商工会議所
神奈川県 川崎 12月12日（水） 11月28日（水） 川崎商工会議所　
神奈川県 相模原 11月14日（水） 10月31日（水） 相模原市立産業会館
山梨県 甲府 11月13日（火） 10月30日（火） 甲府商工会議所会館
静岡県 静岡 12月4日（火） 11月20日（火） 静岡商工会議所
静岡県 浜松 12月11日（火） 11月27日（火） 浜松商工会議所
岐阜県 岐阜 12月13日（木） 11月29日（木） 岐阜商工会議所　
愛知県 名古屋（1回目） 12月8日（土） 11月22日（木） 名古屋商工会議所
愛知県 名古屋（2回目） 2月12日（火） 1月29日（火） 名古屋商工会議所
三重 津 12月12日（水） 11月28日（水） 津商工会議所
福井県 福井 11月9日（金） 10月26日（金） 福井商工会議所
滋賀県 草津 1月10日（木） 12月21日（金） 草津商工会議所会館
京都府 京都 12月7日（金） 11月22日（木） 京都商工会議所
大阪府 大阪（1回目） 10月26日（金） 10月12日（金） 関西経理専門学校
大阪府 大阪（2回目） 12月6日（木） 11月22日（木） 関西経理専門学校
大阪府 大阪（3回目） 2月7日（木） 1月24日（木） 関西経理専門学校
大阪府 茨木 1月11日（金） 12月21日（金） 茨木商工会議所
兵庫県 神戸 11月20日（火） 11月6日（火） 神戸商工会議所（神商ホール）
奈良県 奈良 1月9日（水） 12月21日（金） 奈良商工会議所
和歌山県 和歌山 12月14日（金） 11月30日（金） 和歌山商工会議所
鳥取県 鳥取 10月24日（水） 10月10日（水） 鳥取商工会議所
島根県 松江 10月23日（火） 10月9日（火） 松江商工会議所ビル（教育文化センター）
岡山県 岡山 10月25日（木） 10月11日（木） 岡山商工会議所
広島県 広島 1月16日（水） 12月27日（木） RCC文化センター
広島県 福山 11月19日（月） 11月5日（月） 福山商工会議所ビル
山口県 山口 1月18日（金） 12月27日（木） 山口商工会議所
徳島県 徳島 11月27日（火） 11月13日（火） 徳島商工会議所
香川県 高松 11月28日（水） 11月14日（水） 高松商工会議所会館
愛媛県 松山 11月29日（木） 11月15日（木） 松山商工会議所
高知県 高知 11月26日（月） 11月12日（月） 高知商工会館
福岡県 福岡（1回目） 1月19日（土） 12月27日（木） 福岡商工会議所
福岡県 福岡（2回目） 1月22日（火） 1月8日（火） 福岡商工会議所
福岡県 北九州 1月21日（月） 1月7日（月） 北九州商工会議所
佐賀県 佐賀 1月23日（水） 1月9日（水） 佐賀商工ビル
長崎県 長崎 1月24日（木） 1月10日（木） 長崎商工会議所
熊本県 熊本 1月30日（水） 1月16日（水） 熊本商工会議所
大分県 大分 1月25日（金） 1月11日（金） 大分商工会議所
宮崎県 宮崎 1月28日（月） 1月15日（火） 高千穂ホール
鹿児島県 鹿児島 1月29日（火） 1月15日（火） サンプラザ天文館
沖縄県 那覇 2月5日（火） 1月22日（火） 那覇商工会議所
※開催時間は、全会場13:30~16:30を予定しています。	
※各会場ともに定員に限りがあるため、先着順に受け付けを行い、満席になり次第締め切りとさせていただきます。	


