
2019年度　株式会社名大ＳＫＹ　新年度教材展示会　参加一覧

エリア 地区 日程 時間 担当 主催 会場 住所

1 札幌 1/22(火) 9：30～14：00 有馬 進学舎 アスティ４５　１６階 札幌市中央区北４条西５丁目

2 函館 1/24(木) 10：30～14：00 有馬 進学舎 函館北洋ビル　８階 函館市若松町15-7

3 仙台 1/25(金) 10：00～14：00 有馬 進学舎 TKP仙台カンファレンスセンター　ホール2B 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3　ソララガーデン2Ｆ

4 仙台 2/1(金) 10：00～15：00 有馬 教育企画 ＡＥＲ（アエル）　６Ｆ 宮城県仙台市青葉区中央１−３−１

5 仙台 2/3(日) 未定 有馬 全国学習塾協会　宮城　（学書ブース） ＡＥＲ（アエル）　６Ｆ 宮城県仙台市青葉区中央１−３−１

6 東京 1/9(水) 10：30～14：30 有馬 全国学習塾協会　東京　（学書ブース） 東京国際フォーラム　ホールＥ（2） 東京都千代田区丸の内３丁目５番１号

7 東京 1/16(水) 10：00～14：00 有馬 中央教育研究所 ステーションコンファレンス池袋１２Ｆ　Room1 東京都豊島区西池袋1-11-1　メトロポリタンプラザビル１２Ｆ

8 神奈川 1/17(木) 10：00～14：00 有馬 中央教育研究所 パシフィコ　横浜会議センター４Ｆ　414+415 横浜市西区みなとみらい1-1-1

9 千葉 1/18(金) 10：00～14：00 有馬 中央教育研究所 習志野文化ホール　モリシアホール　多目的ホール 千葉県習志野市谷津1-16-1

10 千葉 1/21(月) 10：30～14：00 有馬 千葉学習塾協同組合　（学書ブース） 幕張メッセ　国際会議室 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目1

11 越谷 1/10(木) 12：00～15：00 有馬 埼玉東部教材研究会　（学書ブース） 越谷市中央市民会館4F 埼玉県越谷市越ケ谷4-1-1

12 名古屋 1/22(火) 10：00～15：30 酒井・米澤・石田 学書 ウインクあいち　８Ｆ展示場 名古屋市中村区名駅4丁目4-38

13 名古屋 1/23(水) 10：30～14：30 酒井・米澤 愛知県私塾協同組合 愛知県産業労働センター　ウィンクあいち　8Ｆ 名古屋市中村区名駅4丁目4-38

14 岡崎 1/18(金) 10：30～15：30 石上 中村出版 竜美丘会館　301 愛知県岡崎市東明大寺町５−１

15 岐阜 1/22(火) 10：30～15：00 前田 岐阜県学習塾協会 岐阜産業会館　1F中展示場 岐阜市六条南2-11-1

16 鈴鹿 1/22(火) 10：00～14：00 加藤 三重教材 ホテルグリーンパーク鈴鹿 鈴鹿市白子町4-15-20

17 津 1/24(木) 10：30～14：00 平野 全国学習塾協会　三重　（学書ブース） 三重県総合文化センター　第1ギャラリー 津市一身田上津部田1234

18 北陸 金沢 2月下旬 10：00～15：00 有馬 石川図書 野々市市交遊舎 石川県野々市市二日市１丁目２

19 大阪 1/22(火) 10：00～14：00 平野 中央教育研究所 新大阪ブリックビル３Ｆ　会議室C+D 大阪市淀川区宮原1-6-1

20 大阪 1/25(金) 10：00～15：00 酒井・平野 関西私塾教育連盟 TWIN21MIDタワー（ツインタワー）20階 大阪市中央区城見２丁目1-61

21 堺 1/21(月) 10：00～14：00 平野 中央教育研究所 堺市産業振興センター　コンベンションホール 堺市北区長曽根町183-5

22 京都 1/16(水) 8：00～16：30 平野 パピルス書房 新都ホテル 京都府京都市南区西九条院町１７

23 京都 1/24(木) 10：30～14：30 酒井 朝日教育社 TKP京都四条烏丸カンファレンスセンター　2A 京都市下京区仏光寺通室町東入釘隠町247番　コーエーレオ2F

24 滋賀 1/17(木) 9：00～15：30 平野 パピルス書房 フェリエ南草津 滋賀県草津市野路1-15-5

25 神戸 1/22(火) 10：30～15：00 小田原 朝日教育社 神戸国際会館　９Ｆ 神戸市中央区御幸通8-1-6

26 神戸 1/22(火) 11：00～15：00 石上 学文社 神戸市産業振興センター　901号室　9Ｆ 神戸市中央区東川崎町1-8-4

27 神戸 1/29(火) 10：00～14：00 小田原 中央教育研究所 神戸市産業振興センター　１０Ｆ　レセプションルーム 神戸市中央区東川崎町１丁目８−４

28 姫路 1/17(木) 11：00～15：00 石上 学文社 姫路市勤労市民会館　大会議室4F 姫路市中地354

29 姫路 1/28(月) 10：00～14：00 有馬 中央教育研究所 姫路商工会議所　６Ｆ　605会議室 兵庫県姫路市下寺町43

30 山口 2/6(水) 11：00～15：00 有馬 学文社 山口県教育会館ホール5F/第1研修室 山口市大手町2-18

31 広島 1/16(水) 10：30～15：00 小田原 中央教育研究所 広島県立総合体育館　B1F中会議室 広島市中区基町4番1号

32 福山 1/17(木) 10：30～15：00 小田原 中央教育研究所 福山まなびの館ローズコム４Ｆ　大会議室 広島県福山市霞町1-10-1

33 福山 1/31(木) 11：00～15：00 小田原 学文社 まなびの館ローズコム　大会議室4F 福山市霞町1-10-1

34 岡山 1/29(火) 11：00～15：00 有馬 学文社 コンベックス岡山　バンケットホール２Ｆ 岡山市大内田675

35 徳島 1/23(水) 11：00～15：00 平野 学文社 アスティ徳島　第三会議室１Ｆ 徳島市山城町東浜傍示1

36 徳島 1/30(水) 10：00～15：00 小田原 リブレ 徳島県教育会館 徳島県徳島市北田宮１丁目８−６８

37 鳥取 1/30(水) 10：30～15：00 有馬 中央教育研究所 鳥取県立生涯学習センター　５Ｆ　講義室 鳥取県鳥取市扇町21

38 米子 2/7(木) 11：00～15：00 有馬 学文社 米子コンベンションセンター1F/情報プラザ 米子市末広町294

39 福岡 1/15(火) 10：30～15：00 有馬 中央教育研究所 リファレンス博多駅東ビル４Ｆ　会議室Ｒ 福岡市博多区博多駅東1-16-14

40 福岡 1/17(木) 11：00～15：00 矢田 ブックスなかがわ 福岡センタービル 福岡市博多区博多駅前2-2-1

41 北九州 1/18(金) 11：00～15：00 矢田 ブックスなかがわ 毎日西部会館 北九州市小倉北区紺屋町13-1

今年も全国各地にお邪魔いたします。先生方とお会いできることを楽しみにしています。
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