試験案内送付先

交通手段
東京

掲示場所

千代田線・丸ノ内線・日比谷線「霞ヶ関駅」A12出口、銀座線「虎ノ門
政府刊行物サービス・センター
駅」7番出口

東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル1F

有楽町線・半蔵門線「永田町駅」5番出口徒歩2分、南北線「永田町駅」9番出口徒
神奈川県東京事務所
歩1分、丸の内線･銀座線「赤坂見附駅」D出口徒歩5分

東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館9F

みなとみらい線「日本大通駅」県庁口すぐ

神奈川県庁 新庁舎2F保安室

横浜市中区日本大通１

みなとみらい線「日本大通駅」県庁口すぐ

神奈川県庁県政情報センター

横浜市中区日本大通１ 新庁舎2F

JR・市営地下鉄「関内駅」徒歩８分、みなとみらい線「日本大通り駅」
ハローワーク横浜
徒歩８分
JR「桜木町駅」又は「関内駅」徒歩7分、市営地下鉄「関内駅」徒歩3
（公社）神奈川県宅地建物取引業協会
分、みなとみらい線「馬車道駅」徒歩3分
横浜市
中区・西
区
（関内・桜
木町周
辺）

住所

JR・市営地下鉄「関内駅」南口徒歩3分

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 横浜中央支部

JR・市営地下鉄「関内駅」徒歩5分、みなとみらい線「馬車道駅」7出
（公社）かながわ住まい・まちづくり協会
口徒歩6分
JR・市営地下鉄「関内駅」徒歩3分、みなとみらい線「馬車道駅」徒歩
神奈川県官報販売所 ㈱横浜日経社
1分

横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル
横浜市中区住吉町6-76-3
横浜市中区翁町1-6-11
横浜市中区太田町2ー22 神奈川県建設会館4F
横浜市中区相生町4-75 ＪＴＢＹＮ横浜ビル１．２Ｆ

JR・市営地下鉄「関内駅」徒歩5分（ｲｾｻﾞｷﾓｰﾙ内）

有隣堂 伊勢佐木町本店

横浜市中区伊勢佐木町1-4-1

JR「桜木町駅」、みなとみらい線「みなとみらい駅」

くまざわ書店 ランドマーク店

横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー内 ランドマー
クプラザ5F

JR・市営地下鉄「桜木町駅」徒歩1分

紀伊國屋書店 横浜みなとみらい店

横浜市中区桜木町1-1-7 Colette・Mareみなとみらい5F

JR・市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩10分、京急線「日ノ出町駅」徒
神奈川県立図書館
歩１３分

横浜市西区紅葉ケ丘9-2

ＪＲ「関内駅」徒歩０分

かながわ信用金庫 横浜営業部

横浜市中区不老町１－３

「横浜駅」西口・きた西口徒歩5分

神奈川県県土整備局建設業課宅建指導担当

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2-4F（かながわ県民センター内）

「横浜駅」西口・きた西口徒歩5分

かながわ県民センター 県民の声相談室

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2-2F（かながわ県民センター内）

「横浜駅」西口 ダイヤモンド地下街南10番出口徒歩1分

ハローワークプラザよこはま

横浜市西区北幸1-11-15 横浜ＳＴビル1F

「横浜駅」西口 ダイヤモンド地下街南10番出口徒歩1分

（公社）全日本不動産協会 神奈川県本部・横浜支部

横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル6F

JR東神奈川駅徒歩4分、京急線「仲木戸駅」徒歩5分、東横線「東白
（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 横浜東部支部
楽駅」徒歩10分

横浜市神奈川区富家町1-13スカイハイツトーカイ1410

「横浜駅」ダイヤモンド地下街内

有隣堂 横浜駅西口店

横浜市西区南幸1-4-B1F

有隣堂 ルミネ横浜店

横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜6F

紀伊國屋書店 横浜店

横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7F

「横浜駅」徒歩10分、京急線「神奈川駅」徒歩5分

ＮＰＯ法人 マンション管理支援協会

横浜市神奈川区栄町11-4 栄町第一ビル4F

東横線「白楽駅」徒歩5分

かながわ信用金庫 六角橋支店

横浜市神奈川区六角橋2-14-21

「横浜駅」西口徒歩13分

かながわ信用金庫 浅間町支店

横浜市西区浅間町1-14

京急線「日ノ出町駅」・JR「根岸駅」よりバス「山元町一丁目」下車徒
かながわ信用金庫 山元町支店
歩0分

横浜市中区山元町2-61

市営地下鉄「三ツ沢下町駅」徒歩3分

かながわ信用金庫 三ツ沢出張所

横浜市神奈川区三ツ沢中町7-1

京急線「戸部駅」徒歩13分、相鉄線「西横浜駅」徒歩15分

かながわ信用金庫 戸部支店

横浜市西区中央2-1-9

横浜市
西区・神 「横浜駅」ルミネ6F
奈川区
（横浜駅 「横浜駅」そごう７F
周辺）

試験案内送付先

交通手段
田園都市線「市ヶ尾駅」徒歩5分
市営地下鉄「センター南駅」徒歩1分

緑県税事務所
（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 横浜北支部

住所
横浜市青葉区市ケ尾町27-5
横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-7 ステーションサイドテラス201

有隣堂 たまプラーザテラス店

横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザテラスゲートプラザ1F、
2F

有隣堂 センター南駅店

横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-1 センター南駅

市営地下鉄「センター北駅」

ACADEMIA 港北店

横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール3F

JR「鴨居駅」徒歩7分

紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店

横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜3F

田園都市線「青葉台駅」

ブックファースト青葉台店

横浜市青葉区青葉台2-1-1 東急スクエアS-1別館3・4F

JR・市営地下鉄「新横浜駅」北口徒歩６分

ハローワーク港北

横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎1F

JR・市営地下鉄「新横浜駅」3B出口より徒歩2分

くまざわ書店 新横浜店

横浜市港北区新横浜3-4 新横浜プリンスペペ4F

JR・市営地下鉄「新横浜駅」

三省堂書店 新横浜店

横浜市港北区新横浜2-100-45 キュービックプラザ新横浜8F

JR・田園都市線「長津田駅」構内

有隣堂 長津田店

横浜市緑区長津田4-1-1 長津田駅構内

田園都市線「たまプラーザ駅」
横浜市
青葉区・ 市営地下鉄「センター南駅」構内
都筑区

JR「十日市場駅」・東横線「青葉台駅」よりバス（65・55系統若葉台中央行き）「霧ヶ
くまざわ書店 長津田店
谷」下車、JR「長津田駅」よりバス（40系統）「公園前」下車

横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1 アピタ長津田1F

東横線「日吉駅」

天一書房 日吉店

横浜市港北区日吉2-1-1 日吉東急Ａｖｅ南館3F

天一書房 綱島店

横浜市港北区綱島西1-6-19

東横線「大倉山駅」

天一書房 大倉山店

横浜市港北区大倉山2-2-8

東横線「綱島駅」・「日吉駅」・JR「鶴見駅」・JR/市営地下鉄「新横浜駅」よりバス「トレッサ横
浜前/明治横浜研究所前/駒岡車庫」下車（東急バス/臨港バス/市営バス）

有隣堂 トレッサ横浜店

横浜市港北区師岡町700 トレッサ横浜北棟2F

JR「鶴見駅」東口、京急線「京急鶴見駅」西口徒歩2分

くまざわ書店 鶴見店

横浜市鶴見区鶴見中央1-1-1 シァル鶴見5F

横浜市
鶴見区・
港北区・ 東横線「綱島駅」
緑区

京急線「京急鶴見駅」・JR「鶴見駅」西口徒歩3分

横浜市
旭区・瀬
谷区・戸
塚区・保
土ヶ谷区
（戸塚駅
近辺・相
鉄沿線）

掲示場所

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 横浜鶴見支部

横浜市鶴見区豊岡町18-9 エミネンス日建ビル405

京急線「鶴見市場駅」徒歩10分、京急線「京急鶴見駅」東口徒歩9分 Book Port 鶴見店

横浜市鶴見区鶴見中央3-6-25

京急線「京急鶴見駅」徒歩15分、JR「鶴見駅」徒歩10分

横浜市鶴見区豊岡町27-13

かながわ信用金庫 鶴見支店

JR・市営地下鉄「戸塚駅」徒歩7分又は江ノ電バス「上倉田交差点」
戸塚県税事務所
下車徒歩1分

横浜市戸塚区上倉田町449

JR・市営地下鉄「戸塚駅」西口

有隣堂 戸塚駅西口トツカーナ店

横浜市戸塚区戸塚町16-1 東急プラザ 戸塚2F

JR・市営地下鉄「戸塚駅」東口

有隣堂 戸塚モディ店

横浜市戸塚区戸塚町10 戸塚モディ4F

JR・市営地下鉄「戸塚駅」西口徒歩15分

ハローワーク戸塚

横浜市戸塚区戸塚町3722

JR「戸塚駅」・「大船駅」よりバス「横浜医療センター前」下車徒歩3分 かながわ信用金庫 原宿支店

横浜市戸塚区原宿3-8-35

相鉄いずみ野線「南万騎が原駅」徒歩3分

横浜市旭区柏町135-3

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 横浜西部支部

相鉄線「三ツ境駅」北口徒歩1分

くまざわ書店 三ツ境店

横浜市瀬谷区三ツ境2-19 三ツ境相鉄ライフ3F

相鉄線「瀬谷駅」北口徒歩0分

天一書房 瀬谷店

横浜市瀬谷区中央3-6

（戸塚駅
近辺・相
鉄沿線）

試験案内送付先

交通手段

掲示場所

住所

JR「東戸塚駅」西口徒歩1分

住吉書房 東戸塚店

横浜市戸塚区川上町91-1 モレラ東戸塚2F

相鉄線「二俣川駅」徒歩2分

かながわ信用金庫 二俣川支店

横浜市旭区二俣川1-1

京急線「能見台駅」徒歩6分

くまざわ書店 能見台店

横浜市金沢区能見台東3-1 イトーヨーカドー能見台店2F

京急線「金沢文庫駅」東口徒歩12分、シーサイドライン「海の公園
駅」南口出口2より徒歩10分

ハローワーク横浜南

横浜市金沢区寺前1-9-6

京急線・市営地下鉄「上大岡駅」徒歩3分

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 横浜南部支部

横浜市港南区上大岡西1-12-2パルポート上大岡3F

京急線・市営地下鉄「上大岡駅」

八重洲ブックセンター 京急上大岡店

横浜市港南区上大岡西1-6-1 京急百貨店６F

京急線・市営地下鉄「上大岡駅」

あおい書店 上大岡店

横浜市港南区上大岡西１－１８－３ ミオカリスト館３階

関東学院大学

横浜市金沢区六浦東1-50-1

かながわ信用金庫 磯子支店

横浜市磯子区森1-10-10

かながわ信用金庫 井土ヶ谷支店

横浜市南区井土ヶ谷下町43-5

市営地下鉄「港南中央駅」徒歩2分

かながわ信用金庫 港南支店

横浜市港南区港南中央通6-4

京急線「金沢文庫駅」徒歩5分

かながわ信用金庫 金沢文庫支店

横浜市金沢区釜利谷東2-4-8

市営地下鉄「蒔田駅」・「吉野町駅」徒歩10分

かながわ信用金庫 中村橋支店

横浜市南区睦町2-182

京急線「杉田駅」徒歩0分、JR「新杉田駅」徒歩5分

かながわ信用金庫 杉田支店

横浜市磯子区杉田1-17-1

シーサイドライン「並木中央駅」徒歩9分（ ビアレヨコハマ本館1階）

かながわ信用金庫 並木支店

横浜市金沢区並木2-13-5

JR「川崎駅」西口徒歩7分、京急線「京急川崎駅」西口徒歩5分

川崎県民センター 県政情報コーナー

川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館2F

JR「川崎駅」・京急線「京急川崎駅」東口 36出口より徒歩8分

ハローワーク川崎

川崎市川崎区南町17-2

横浜市 京浜急行線・シーサイドライン「金沢八景駅」徒歩15分
磯子区・
港南区・ 京急線「屏風浦駅」徒歩12分、JR「磯子駅」徒歩3分
南区・金
沢区 京急線「井土ヶ谷駅」徒歩5分

川崎市 JR「川崎駅」徒歩5分、京急線「京急川崎駅」徒歩2分
幸区・川
崎区 JR「川崎駅」・京急線「京急川崎駅」
（川崎駅
周辺） JR「川崎駅」直結、京急線「京急川崎駅」徒歩7分

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 川崎南支部

川崎市川崎区砂子1-5-1 ケイジェイ砂子ビル5F

有隣堂 アトレ川崎店

川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎6F

丸善ラゾーナ川崎店

川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F

JR「川崎駅」・京急線「京急川崎駅」

あおい書店 川崎駅前店

川崎市川崎区駅前本町8 川崎DICEビル4F

JR「川崎駅」徒歩15分・京急線「京急川崎駅」徒歩15分

神奈川県立川崎図書館

川崎市川崎区富士見2-1-4

JR「武蔵溝ノ口駅」・田園都市線「溝の口駅」徒歩7分

高津県税事務所

川崎市高津区溝口1-6-12

田園都市線「溝の口駅」北口徒歩11分、JR「武蔵溝ノ口駅」北口徒
歩10分

ハローワーク川崎北 溝ノ口庁舎

川崎市高津区久本3-5-7 新溝ノ口ビル4F

JR「武蔵溝の口駅」・田園都市線「溝の口駅」徒歩3分

文教堂 溝ノ口本店

川崎市高津区久本3-1-28

JR・東横線「武蔵小杉駅」徒歩12分

川崎市生涯学習プラザ

川崎市中原区今井南町２８－４１

川崎市
東横線「武蔵小杉駅」南口徒歩6分
中原区・
高津区・
宮前区 JR・東横線「武蔵小杉駅」

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 川崎中支部
有隣堂 武蔵小杉東急スクエア店

川崎市中原区今井南町２９－１１
川崎市中原区小杉町3-472 武蔵小杉東京スクエア３Ｆ

川崎市
中原区・
高津区・
宮前区 交通手段

JR・東横線「武蔵小杉駅」徒歩4分
JR「武蔵中原駅」南口徒歩3分

掲示場所
紀伊國屋書店 武蔵小杉店
（公社）全日本不動産協会 川崎支部

住所
川崎市中原区新丸子東3-1135-1 グランツリー武蔵小杉3F
川崎市中原区下小田中1-2-1 ホワイトハイツ301

田園都市線「鷺沼駅」徒歩1分

くまざわ書店 さぎ沼店

川崎市宮前区鷺沼1-1 フレルさぎ沼4F

東横線「元住吉駅」徒歩1分

住吉書房 元住吉店

川崎市中原区木月1-22-7 平成第一ビル

小田急線「新百合ヶ丘駅」北口徒歩2分

ハローワークプラザ新百合ヶ丘

川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン1F

有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店

川崎市麻生区上麻生1-4-1 小田急新百合ヶ丘エルミロード4F

小田急ブックメイツ 新百合ヶ丘店

川崎市麻生区万福寺1-17-1 アコルデ新百合ヶ丘北館

川崎市 小田急線「新百合ヶ丘駅」南口徒歩1分
麻生区・
多摩区 小田急線「新百合ヶ丘駅」

JR「宿河原駅」徒歩7分
小田急線「相模大野駅」北口徒歩15分
相模原市
南区

試験案内送付先

小田急線「相模大野駅」北口徒歩3分

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 川崎北支部
県央地域県政総合センター 県政情報コーナー
（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部

川崎市多摩区宿河原2-38-1
相模原市南区相模大野6-3-1 高相合同庁舎内
相模原市南区相模大野3-17-18 サンハイツ相模大野第2-401

小田急線「相模大野駅」北口徒歩1分

くまざわ書店 相模大野店

相模原市南区相模大野3-8-1 小田急相模大野SS-A-6F

小田急線「相模大野駅」北口徒歩5分

紀伊國屋書店 相模原伊勢丹店

相模原市南区相模大野4-4-3 伊勢丹相模原店4F

JR・相模原線「橋本駅」北口よりバス30分（橋01系統）「相模中野」下
県央地域県政総合センター パンフレットコーナー
車徒歩5分
JR「相模原駅」よりバス10分（南口2番）「職業安定所前」下車、JR
ハローワーク相模原
「矢部駅」南口徒歩18分
JR「相模原駅」南口徒歩10分又はバス5分
相模原市 JR「相模原駅」バス「市民会館前」下車徒歩5分
中央区・
緑区 JR・相模原線「橋本駅」北口

相模原市緑区中野937-2
相模原市中央区富士見6－10－10 相模原地方合同庁舎1F

（公社）全日本不動産協会 相模原支部

相模原市中央区矢部1-3-15 中央ハイツ103

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 相模北支部

相模原市中央区中央3-10-20

有隣堂 ミウィ橋本店

相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本4F

JR・相模原線「橋本駅」徒歩5分

ACADEMIAくまざわ書店 橋本店

相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本店1Ｆ

JR「淵野辺駅」南口

有隣堂 淵野辺店

相模原市中央区淵野辺4-16-34

JR「淵野辺駅」北口徒歩7分

青山学院大学

相模原市中央区淵野辺5-10-1

小田急線「本厚木駅」北口徒歩15分又はバス5分「合同庁舎前」下車徒歩3分又は
県央地域県政総合センター 県政情報コーナー 県民・安全防災課 厚木市水引2-3-1 厚木合同庁舎本館1F
「厚木警察署前」下車すぐ

小田急線「本厚木駅」北口徒歩8分

厚木土木事務所

厚木市田村町2-28

小田急線「本厚木駅」北口徒歩10分

ハローワーク厚木

厚木市寿町3－7－10

厚木市 小田急線「本厚木駅」北口徒歩5分

小田急線「本厚木駅」バス「税務署入り口」下車徒歩1分

（公社）全日本不動産協会 県央支部

厚木市中町3-1-7 中三ビル506

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 県央支部

厚木市水引1-8-22

小田急線「本厚木駅」北口徒歩1分

有隣堂 厚木店

厚木市中町2-6 三成ほていやビル

小田急線「本厚木駅」北口徒歩1分

くまざわ書店 本厚木店

厚木市中町2-2-1 小田急ミロード②5F

小田急線・相鉄線「大和駅」徒歩15分

ハローワーク大和

大和市深見西3－3－2 1

試験案内送付先

交通手段
小田急線・相鉄線「大和駅」
大和市 小田急線「中央林間駅」

相鉄線「相模大塚駅」徒歩4分

掲示場所

住所

くまざわ書店 大和店

大和市大和東1-1-1 大和プロス3F

文教堂 中央林間店

大和市中央林間４－６－３エトモ中央林間２Ｆ

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 県央東支部

大和市桜森2-4-3 コーポラティブ大和101

小田急線「鶴間駅」東口徒歩10分

くまざわ書店 大和鶴間店

大和市下鶴間1-3-1 イトーヨーカドー大和鶴間店3F

小田急・相鉄線「海老名駅」よりバス15分（綾51系統）「寺尾中央公
園」下車

厚木土木事務所東部センター

綾瀬市寺尾本町1-11-3

小田急・相鉄線「海老名駅」

三省堂書店 海老名店

海老名市中央1-1-1 ViNAWALK1番館4F

有隣堂 ららぽーと海老名店

海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名4F

小田急・相鉄線「海老名駅」よりバス（綾51・綾41）「綾瀬市役所」下車、小田急線
「長後駅」よりバス（長22・長38）「綾瀬市役所」下車

くまざわ書店 綾瀬店

綾瀬市深谷3734-1 綾瀬タウンヒルズショッピングセンター2F

小田急線「長後駅」・「海老名駅」よりバス「綾瀬市役所」下車徒歩1
分

かながわ信用金庫 綾瀬支店

綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業23街区3-3画地

JR・小田急線「藤沢駅」徒歩10分

藤沢土木事務所

藤沢市鵠沼石上2-7-1 藤沢合同庁舎内

JR・小田急線「藤沢駅」北口徒歩7分（公園前）

ハローワーク藤沢

藤沢市朝日町5－12 藤沢労働総合庁舎1F、2F

綾瀬市・
海老名市 小田急・相鉄線「海老名駅」

JR・小田急線「藤沢駅」徒歩8分

（公社）全日本不動産協会 湘南支部

藤沢市朝日町5-7藤沢市建設会館3F

JR・小田急線「藤沢駅」北口徒歩3分

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 湘南支部

藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館ミナパーク4F

JR・小田急線「藤沢駅」南口徒歩1分

有隣堂 藤沢店

藤沢市南藤沢2-1-1 フジサワ名店ビル 2・3・4・5F

JR・小田急線「藤沢駅」北口徒歩1分

ジュンク堂書店 藤沢店

藤沢市藤沢559 ビックカメラ7F、8F

JR・小田急線「藤沢駅」徒歩2分

かながわ信用金庫 藤沢営業部

藤沢市藤沢484-33

JR「藤沢駅」北口よりバス「弥勒寺」下車徒歩3分

かながわ信用金庫 村岡支店

藤沢市弥勒寺2-6-12

JR「辻堂駅」北口直結

有隣堂 テラスモール湘南店

藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール4F

JR「辻堂駅」北口よりバス3分（辻09）「ソニー前」下車、JR・小田急線
くまざわ書店 辻堂湘南モール店
「藤沢駅」北口バス7分（藤01）「ソニー前」下車
藤沢市
かながわ信用金庫 辻堂支店
JR「辻堂駅」徒歩2分

藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールＦＩＬＬ2F
藤沢市辻堂2-6-17

相鉄線・市営地下鉄・小田急線「湘南台駅」西口徒歩25分

くまざわ書店 湘南台店

藤沢市石川6-2-1 イトーヨーカドー湘南台店3F

相鉄線・市営地下鉄・小田急線「湘南台駅」東口すぐ

湘南台文華堂

藤沢市湘南台1-12-2 湘南台ニューライフ1F

江ノ電「江ノ島駅」・湘南モノレール「湘南江の島駅」徒歩3分

かながわ信用金庫 片瀬支店

藤沢市片瀬3-17-29

小田急線「長後駅」徒歩5分

かながわ信用金庫 長後支店

藤沢市長後575

小田急線「藤沢本町駅」徒歩3分

かながわ信用金庫 本町支店

藤沢市藤沢2-1-11

小田急線「鵠沼海岸駅」徒歩1分

かながわ信用金庫 鵠沼支店

藤沢市鵠沼海岸2-3-12

小田急線「善行駅」徒歩1分

かながわ信用金庫 善行支店

藤沢市善行1-25-5

小田急線「六会日大前駅」徒歩1分

かながわ信用金庫 六会支店

藤沢市亀井野1-2-6

試験案内送付先

交通手段

掲示場所

JR「辻堂駅」・小田急線「湘南台駅」よりバス「湘南ライフタウン」下車
かながわ信用金庫 湘南ライフタウン支店
徒歩0分
茅ヶ崎市 JR「茅ヶ崎駅」北口

JR「鎌倉駅」東口徒歩8分

長谷川書店 エスパ茅ヶ崎店
（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 鎌倉支部

住所
藤沢市遠藤869-11
茅ヶ崎市元町１－１
鎌倉市大町2-1-10

鎌倉市

JR「大船駅」東口徒歩4分

くまざわ書店 大船店

鎌倉市大船1-25-30 西友大船店6Ｆ

JR「逗子駅」徒歩3分、京急線「新逗子駅」すぐ

いけだ書店 新逗子店

逗子市逗子5-1-6 京急新逗子駅ビルニート2F

京急線「新逗子駅」・JR「逗子駅」徒歩5分

かながわ信用金庫 逗子支店

逗子市逗子5-3-34

逗子市

京急線「横須賀中央駅」徒歩10分、JR「横須賀駅」よりばす「米ヶ浜」
横須賀三浦地域県政総合センター 県政情報コーナー
下車徒歩5分
JR「衣笠駅」・京急線「北久里浜駅」徒歩20分、京急線「堀ノ内駅」よ
横須賀土木事務所
りバス「公郷1丁目」下車

横須賀市日の出町2-9-19 横須賀合同庁舎内
横須賀市公郷町1-56-5

京急線「横須賀中央駅」東口徒歩7分

（公社）全日本不動産協会 横須賀支部

横須賀市日の出町1-7-14 大房ビル2F

京急線「横須賀中央駅」徒歩10分

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 横須賀三浦支部

横須賀市米が浜通1-4-3 ライオンズマンション横須賀中央第5-201

京急線「横須賀中央駅」徒歩5分

かながわ信用金庫

横須賀市大滝町1-28

京急線「横須賀中央駅」徒歩1分

かながわ信用金庫 中央駅前出張所

横須賀市若松町2-5-9

京急線「横須賀中央駅」よりバス「文化会館前」下車徒歩0分

かながわ信用金庫 上町支店

横須賀市上町2-3-25

京急線「汐入駅」徒歩3分、JR「横須賀駅」徒歩10分

くまざわ書店 横須賀店

横須賀市本町2-1-12 ショッパーズプラザ横須賀3F

JR・京急線「久里浜駅」

くまざわ書店 久里浜店

横須賀市久里浜4-4-10 ウイング久里浜4F

京急線「汐入駅」・JR「衣笠駅」よりバス「旧坂本小学校」下車徒歩1
分

かながわ信用金庫 坂本出張所

横須賀市坂本町4-3

京急線「追浜駅」徒歩1分

かながわ信用金庫 追浜支店

横須賀市追浜本町1-28

京急線「京急田浦駅」徒歩1分

かながわ信用金庫 田浦出張所

横須賀市船越町5-1-8

JR「衣笠駅」徒歩1分

かながわ信用金庫 栄町支店

横須賀市衣笠栄町2-26

京急線「浦賀駅」徒歩5分

かながわ信用金庫 浦賀支店

横須賀市浦賀6-1-28

横須賀市

京急線「北久里浜駅」・「YRP野比駅」よりバス「焼木坂」下車徒歩0分 かながわ信用金庫 粟田支店

横須賀市粟田1-42-10

京急線「久里浜駅」徒歩2分、JR「久里浜駅」徒歩5分

かながわ信用金庫 久里浜支店

横須賀市久里浜4-5-10

京急「北久里浜駅」徒歩0分

かながわ信用金庫 北久里浜支店

横須賀市根岸町2-21-14

京急線「京急大津駅」徒歩0分

かながわ信用金庫 大津支店

横須賀市大津町2-14-21

京急線「横須賀中央駅」・「三崎口駅」・JR「衣笠駅」よりバス「縦貫道
かながわ信用金庫 武山支店
下」下車徒歩0分

横須賀市林1-30-10

京急線「県立大学駅」徒歩12分

ハローワーク横須賀

横須賀市平成町2-14-19

京急線「県立大学駅」徒歩7分

かながわ信用金庫 安浦支店

横須賀市安浦町3-25

京急線「汐入駅」・JR「衣笠駅」よりバス「池上中学前」下車徒歩0分

かながわ信用金庫 池上支店

横須賀市池上4-1-12

試験案内送付先

交通手段

掲示場所

住所

京急線「三崎口駅」よりバス「三崎港」下車徒歩2分

かながわ信用金庫 三崎支店

三浦市三崎4-10-20

京急線「三崎口駅」徒歩1分

かながわ信用金庫 三崎口駅前出張所

三浦市初声町下宮田600-2

京急線「三崎口駅」よりバス「栄町」下車徒歩3分

かながわ信用金庫 岬陽支店

三浦市栄町3-11

京急線「三浦海岸駅」徒歩1分

かながわ信用金庫 三浦海岸支店

三浦市南下浦町上宮田3253

三浦市

ＪＲ「平塚駅」北口徒歩20分又はバス「今フォール平塚前」下車徒歩3
湘南地域県政総合センター 県政情報コーナー
分
ＪＲ「平塚駅」北口徒歩20分又はバス「今フォール平塚前」下車徒歩3
平塚土木事務所
分
ＪＲ「平塚駅」北口徒歩15分又はバス「江陽中学校前」下車徒歩3分・「市役所前」
下車徒歩5分・「コンフォール平塚前」下車徒歩3分

平塚市西八幡1-3-1 平塚合同庁舎内
平塚市浅間町10-22 平塚合同庁舎2F

ＪＲ「平塚駅」西口徒歩14分

（公社）全日本不動産協会 西湘支部

平塚市平塚2-7-10

ＪＲ「平塚駅」西口徒歩7分

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 湘南中支部

平塚市見附町33-20

平塚市 ＪＲ「平塚駅」

秦野市

ハローワーク平塚

平塚市西八幡1-3-1 平塚合同庁舎内

サクラ書店 平塚駅ビル店

平塚市宝町1-1 平塚ステーションビル ラスカ5F

小田急線「東海大学前駅」徒歩15分

東海大学 湘南キャンパス キャリア就職課

平塚市北金目4-1-1

JR「平塚駅」北口徒歩17分

平塚市中央図書館

平塚市浅間町12-41

JR「平塚駅」北口よりバス「駒坂橋入口」下車徒歩3分

平塚市北図書館

平塚市田村3-12-5 神田公民館2F

JR「平塚駅」北口よりバス「山下団地」下車徒歩3分

平塚市西図書館

平塚市山下760-3

JR「平塚駅」南口徒歩15分

平塚市南図書館

平塚市袖ヶ浜20-1 なぎさふれあいセンター３階

小田急線「秦野駅」北口・「渋沢駅」南口より徒歩28分 マクドナルド
TSUTAYA COMBOX 246秦野店 島屋書店
隣

秦野市鈴張町5-30

ＪＲ・小田急線「小田原駅」西口徒歩15分又はバス(東口2番）「小田原合同庁舎前」
県西地域県政総合センター 県政情報コーナー
下車

小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎内

ＪＲ・小田急線「小田原駅」よりバス「城東車庫」下車徒歩2分、ＪＲ「国府津駅」より
バス「ビジネス高校前」下車徒歩5分

県西土木事務所小田原土木センター

小田原市東町5-2-58

ＪＲ・小田急線「小田原駅」東口徒歩10分

ハローワーク小田原

小田原市本町1－2－17

小田原市 ＪＲ・小田急線「小田原駅」東口徒歩5分

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 小田原支部

小田原市栄町1-5-1 サーパスシティ小田原101

ＪＲ東海道本線｢鴨宮駅｣徒歩２０分

伊勢治書店

小田原市中里208

ＪＲ・小田急線「小田原駅」東口

有隣堂 ラスカ小田原店

小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原5F

ＪＲ・小田急線「小田原駅」構内

三省堂書店 小田原店

小田原市城山1-1-1 JR東海小田原駅1F（小田原駅西口）

ＪＲ「松田駅」・小田急線「新松田駅」徒歩15分、又は「新松田駅」より
県西地域県政総合センター 県政情報コーナー
バス5分「合同庁舎」下車
ＪＲ「松田駅」・小田急線「新松田駅」徒歩15分、又は「新松田駅」より
足柄上郡
県西土木事務所
バス5分「合同庁舎」下車
ＪＲ「松田駅」徒歩5分、小田急線「新松田駅」徒歩7分

ハローワーク松田

足柄上郡開成町吉田島2489-2 足柄上合同庁舎内
足柄上郡開成町吉田島2489-2 足柄上合同庁舎内
足柄上郡松田町松田惣領2037

