
2017（平成 29）年度 認定ファシリティマネジャー（CFMJ）資格試験　「試験会場案内図」

■試験会場

札幌 札幌商工会議所・北海道経済センター

仙台 国際マルチビジネス専門学校

東京 立教大学 池袋キャンパス 8・15号館

名古屋 名古屋商工会議所

大阪 マイドームおおさか

金沢 石川県教育会館

広島 広島 YMCA３号館

高松 高松商工会議所

福岡 福岡商工会議所

※ 申し込みの際に希望した試験会場で受験していただきます。
　試験会場の変更は、転勤などのやむを得ない場合を除いて、
　原則として認められません。

※試験室に時計がない場合があります。
　腕時計（計算・通信機能のないもの）をご持参下さい。

※試験会場を変更する場合があります。
　あらかじめご了承ください。

【札　幌】札幌商工会議所・北海道経済センター
札幌市中央区北 1条西 2丁目
8階　Bホール会議室
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�� ��ビル

�札 幌�札幌��会議��北�������ー

札幌市中央区北１条西２丁目 

８階 Ｂホール会議室 

�� ������ 池袋�����

東京都豊島区西池袋 3-34-1

8 号館 11 号館

作成依頼

�仙 台����ル���������

仙台市青葉区中央四丁目８－３２ 

３階 ３０２教室 

����� 名古屋商工会議所

名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル

３階 第５会議室

201���� 28��� 認��������������������試験 �試験場����

※申し込みの際に希望した試験場で受験していただきます。 

試験場の変更は、転勤などのやむを得ない場合を除いて、 

原則として認められません。 

※試験室に時計がない場合があります。 

腕時計（計算機能のないもの）をご持参下さい。 

※諸般の事情により、試験場が変更になる場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

【仙　台】国際マルチビジネス専門学校
仙台市青葉区中央四丁目 8-32
3 階　301教室

�試験場

�� ��商工会議所����������

�� �際�ル�ビ�������

東京 ���� 池袋����� ��11 号館

名古屋 �����会議�

�� ��工���������号館

�� �����会館

�島 ��������ー

�� ����会議�

�� ��ビル

�札 幌�札幌��会議��北�������ー

札幌市中央区北１条西２丁目 

８階 Ｂホール会議室 

�� ������ 池袋�����

東京都豊島区西池袋 3-34-1

8 号館 11 号館

作成依頼

�仙 台����ル���������

仙台市青葉区中央四丁目８－３２ 

３階 ３０２教室 

����� 名古屋商工会議所

名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル

３階 第５会議室

201���� 28��� 認��������������������試験 �試験場����
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※試験室に時計がない場合があります。 

腕時計（計算機能のないもの）をご持参下さい。 

※諸般の事情により、試験場が変更になる場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

【名古屋】名古屋商工会議所
名古屋市中区栄 2-10-19　名古屋商工会議所ビル
3階　第 5会議室

【金　沢】石川県教育会館
石川県金沢市香林坊 1-2-40
2 階　第 1会議室
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本館１１階 １１号会議室 
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石川県金沢市香林坊１－２－４０ 
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ＦＭ資格制度協議会事務局 試験担当 鈴木

公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会(JFMA) 

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2－13－6 浜町ビル 6 階

電話番号：03-6912-1177 E-mail：touroku＠jfma.or.jp 

FAX 番号：03-6912-1178 URL：http://www.jfma.or.jp/

【広　島】広島 YMCA
広島市中区八丁堀 7-11
３号館　４階　4-B 号室

【高　松】高松商工会議所
  高松市番町 2-2-2

4 階　402号室

【ご質問・お問合せ先】
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）
FM資格制度協議会事務局  試験担当　鈴木
〒 103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-13-6　浜町ビル 6階
電話番号：03-6912-1177  E-mail：touroku ＠ jfma.or.jp
FAX番号：03-6912-1178  URL：http://www.jfma.or.jp/

【東　京】立教大学 池袋キャンパス
東京都豊島区西池袋 3-34-1
8 号館　15号館（試験室は当日掲示します）

【大　阪】マイドームおおさか
大阪市中央区本町橋 2-5
8 階　第 1～第 6会議室

【福　岡】福岡商工会議所
福岡市博多区博多駅前 2-9-28
4 階　403～ 405号室
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