
２０１９年度　アルミニウム溶接技能者評価試験（JIS検定・講習会） 2019.2.6

１．定期試験日程（☆印は臨時会場です）

地名 試験会場

4月13日（土） 東京 東京都立城東職業能力開発センター　

4月13日（土） 東京 東京都立城南職業能力開発センター　大田校　

4月13日（土） 北海道 ポリテクセンター北海道

4月20日（土） 福岡 ポリテクセンター福岡

5月11日（土） 鳥取 ☆ポリテクセンター米子

5月11日（土） 千葉 ポリテクセンター千葉

5月25日（土） 愛知 ポリテクセンター中部

5月25日（土） 東京 東京都立城東職業能力開発センター　

5月31日（金） 大阪 パナソニック(株)FAテクニカルセンター（大阪）

6月8日（土） 東京 東京都立城南職業能力開発センター　大田校　

6月8日（土） 広島 ポリテクセンター広島

6月21日（金） 神奈川 (一財）日本溶接技術センター

6月22日（土） 東京 東京都立城東職業能力開発センター　

7月12日（金） 静岡 日本軽金属(株) グループ技術センター

7月19日（金） 熊本 ポリテクセンター熊本

7月20日（土） 兵庫 ポリテクセンター兵庫　

7月27日（土） 福島 ポリテクセンター福島

8月31日（土） 東京 東京都立城東職業能力開発センター　

9月6日（金） 兵庫 (株)ダイヘン 六甲事業所

9月14日（土） 東京 東京都立城南職業能力開発センター　大田校　

9月14日（土） 東京 東京都立城東職業能力開発センター　

9月28日（土） 富山 ポリテクセンター富山

10月5日（土） 宮城 ポリテクセンター宮城（名取実習場）

10月12日（土） 香川 ポリテクセンター香川

10月12日（土） 東京 東京都立城南職業能力開発センター　大田校　

10月12日（土） 東京 東京都立城東職業能力開発センター　

10月18日（金） 神奈川 (一財）日本溶接技術センター

10月19日（土） 福岡 ポリテクセンター福岡

11月1日（金） 青森 ☆青森県産業技術センター　八戸工業研究所(10月検定扱い）

11月2日（土） 愛知 ポリテクセンター中部

11月9日（土） 北海道 ポリテクセンター北海道

11月22日（金） 山形 山形県立庄内職業能力開発センター

11月23日（土） 東京 東京都立城東職業能力開発センター　

11月29日（金） 大阪 パナソニック(株)FAテクニカルセンター（大阪）

11月29日（金） 長野 上田地域高等職業訓練ｾﾝﾀｰ

12月7日（土） 広島 ポリテクセンター広島

12月13日（金） 群馬 群馬県立前橋産業技術専門校

12月14日（土） 島根 ポリテクセンター島根　

12月14日（土） 東京 東京都立城南職業能力開発センター　大田校　

12月14日（土） 東京 東京都立城東職業能力開発センター　

1月11日（土） 兵庫 ポリテクセンター兵庫　

1月18日（土） 福島 ポリテクセンター福島

1月24日（金） 静岡 日本軽金属(株) グループ技術センター

2月7日（金） 愛媛 ☆　ポリテクセンター愛媛　

2月7日（金） 熊本 ポリテクセンター熊本

2月15日（土） 関東 東京都立城南職業能力開発センター　大田校　

2月21日（金） 兵庫 (株)ダイヘン 六甲事業所

2月22日（土） 東京 東京都立城東職業能力開発センター　

川崎会場利用が制限されるため、受験者の皆様は都立城東（綾瀬駅）又は都立城南大田校（京急空港線　大鳥居駅）に分かれて
いただきますようお願いいたします。川崎会場と同様に、両会場ともティグ溶接機10機、ミグ溶接機5機を設置しています。

日程

2019年

2020年



試験会場 所在地 交通

（株）ダイヘン六甲事業所
〒658-0033
兵庫県神戸市東灘区向洋町西4-1

六甲ライナー「アイランド北口駅」下車徒歩12分

日本軽金属（株）グループ技術センター
〒421-3203
静岡県静岡市清水区蒲原1-34-1

JR東海新蒲原駅下車徒歩15分

(一財)日本溶接技術センター
〒210-0001
神奈川県川崎市川崎区本町2-11-19

JR川崎駅又は京浜急行     京急川崎駅下車徒歩10分

山形県立庄内職業能力開発センター
〒998-0102
山形県酒田市京田3-57-4

JR酒田駅 鶴岡南センター行バス 大平工業前下車徒歩5分

群馬県立前橋産業技術専門校
〒371-0006
群馬県前橋市石関町124-1

上毛電鉄赤坂駅又は上泉駅から徒歩15分
JR前橋大島駅から永井バス石関町学園中央線・石関町南下車徒歩3分

パナソニック（株）
FAテクニカルセンター（大阪）

〒561-0854
大阪府豊中市稲津町3-1-1

阪急庄内駅東出口徒歩10分

ポリテクセンター香川
（香川職業能力開発促進センター）

〒761-8063
香川県高松市花ノ宮町2丁目4-3

高松駅から琴電で栗林公園下車徒歩5分

ポリテクセンター熊本
（熊本職業能力開発促進センター）

〒861-1102
熊本県合志市須屋2505-3

JR熊本駅前から菊池方面行バスで40分
 西合志町黒石下車

ポリテクセンター島根
（島根職業能力開発促進センター）

〒690-0001
島根県松江市東朝日町267

JR松江駅より1.5kmバス
津田小学校入口又は東朝日町下車

ポリテクセンター千葉
（千葉職業能力開発促進センター）

〒263-0004
千葉県千葉市稲毛区六方町274

JR稲毛駅、②番バス乗り場から20分、
ヴィルフォーレ稲毛下車、10分

ポリテクセンター中部
（中部職業能力開発促進センター）

〒485-0825
愛知県小牧市下末1636-2

JR春日井駅から名鉄バス桃花台東行(約25分)
高根バス停下車徒歩10分
名鉄小牧駅からピーチバス桃花台循環コース、
桃花台センターコース、城山コース上末バス停下車徒歩15分

ポリテクセンター富山
（富山職業能力開発促進センター）

〒933-0982
富山県高岡市八ヶ55

JR高岡駅よりバス④番のりば「高岡短大前」下車向い

ポリテクセンター広島
（広島職業能力開発促進センター）

〒730-0825
広島県広島市中区光南5-2-65

JR広島駅よりバス24系統
吉島営業所行   広島バス本社前下車

ポリテクセンター福島
（福島職業能力開発促進センター）

〒960-8054
福島県福島市三河北町7-14

JR福島駅下車、徒歩10分

ポリテクセンター北海道
（北海道職業能力開発促進センター）

〒063-0804
北海道札幌市西区二十四軒4条1-7-1

JR琴似駅下車徒歩5分
地下鉄琴似駅下車徒歩8分

ポリテクセンター福岡
（福岡職業能力開発促進センター）

〒806-0049
福岡県北九州市八幡西区穴生3-5-1

JR黒崎駅下車 黒崎駅前より筑豊電鉄、穴生電停下車、北へ約500m
又は西鉄バス黒崎バスセンターより、穴生橋下車南へ300m、
JR陣原駅下車南へ1000m

ポリテクセンター兵庫
（兵庫職業能力開発促進センター）

〒661-0045
兵庫県尼崎市武庫豊町3-1-50

阪急電鉄「武庫之荘」駅から尼崎市営バス「武庫営業所」行き
（45・46番のりば）乗車約10分「武庫豊町」下車すぐ

ポリテクセンター宮城
（宮城職業能力開発促進センター）

〒981-1226
宮城県名取市植松字錦田124-1

JR東北線館腰駅より国道4号線を南に300メートル
JR東北線館腰駅下車   徒歩5分

東京都立城東職業能力開発センター
〒120-0005
東京都足立区綾瀬5-6-1

東京メトロ千代田線   綾瀬駅   徒歩8分
つくばエクスプレス  青井駅  徒歩12分

東京都立城南職業能力開発センター　大田校　
〒144-0044
東京都大田区本羽田3-4-30

京急空港線　大鳥居駅　徒歩5分

上田地域高等職業訓練ｾﾝﾀｰ
〒386-0027
長野県上田市常磐城1-3-20

上田駅より車で5分

☆ポリテクセンター愛媛
（愛媛職業能力開発促進センター）

〒791-8044
愛媛県松山市西垣生町2184

伊予鉄松山市駅より車で20分　

☆青森県産業技術センター
八戸地域研究所

〒039-2245
青森県八戸市北インター工業団地1-4-43 東北新幹線　八戸駅より車で15分

☆ポリテクセンター米子
（米子職業能力開発促進センター）

〒689-3537
鳥取県米子市古豊千520

伯耆大山駅駅下車　徒歩約20分
米子駅から水浜線遠藤行き「ポリテクセンター前」下車
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