
令和4年度　進学相談会一覧 2022/5/19現在

No.
都道
府県

開催
都市

会場 日付 曜日 業者 形式
開始
時間

終了
時間

1 東京 新宿 新宿NSビル 2022/4/14 木 大学新聞社 対面参加 13:00 17:30

2 埼玉 さいたま さいたまスーパーアリーナ 2022/4/25 月 大学新聞社 対面参加 10:00 16:00

3 神奈川 横浜 パシフィコ横浜 2022/4/27 水 大学新聞社 対面参加 13:15 18:00

4 新潟 新潟 朱鷺メッセ 2022/5/22 日 ライオン企画 対面参加 11:00 16:00

5 静岡 静岡 ツインメッセ静岡 2022/5/22 日 ライオン企画 対面参加 11:00 16:00

6 茨城 水戸 リリーアリーナMITO 2022/5/26 木 栄美通信 対面参加 10:40 18:00

7 東京 水道橋 東京ドームシティ 2022/5/27 金 さんぽう 対面参加 13:00 18:00

8 東京 渋谷 渋谷ヒカリエ ヒカリエホール（9F） 2022/5/28 土 東京12大学 対面参加 10:30 17:00

9 群馬 高崎 ビエント高崎 2022/5/29 日 ライオン企画 対面参加 11:30 17:00

10 埼玉 春日部 ふれあいキューブ 2022/6/1 水 日本ドリコム 対面参加 13:00 18:30

11 神奈川 横浜 横浜新都市ホール（横浜そごう） 2022/6/4 土 日本ドリコム 対面参加 13:00 17:00

12 栃木 宇都宮 日環アリーナ栃木 2022/6/7 火 栄美通信 対面参加 14:00 18:30

13 愛知 名古屋 ナディアパーク デザインセンタービル 2022/6/11 土 東京12大学 対面参加 10:00 17:00

14 千葉 幕張 東京ベイ幕張ホール 2022/6/12 日 千葉学習塾協同組合 対面参加 11:00 16:00

15 広島 広島 広島国際会議場 2022/6/12 日 東京12大学 対面参加 10:00 17:00

16 長野 長野 ビッグハット 2022/6/15 水 栄美通信 対面参加 14:30 18:30

17 長野 松本 やまびこドーム 2022/6/16 木 栄美通信 対面参加 13:55 18:30

18 埼玉 川越 ウェスタ川越 2022/6/17 金 さんぽう 対面参加 14:00 17:30

19 大阪 梅田 梅田センタービル 2022/6/18 土 東京12大学 対面参加 10:00 17:00

20 福岡 福岡 エルガーラホール 2022/6/19 日 東京12大学 対面参加 10:00 17:00

21 山梨 甲府 アイメッセ山梨 2022/6/19 日 ライオン企画 対面参加 12:00 17:00

22 東京 池袋 池袋サンシャインシティ 2022/6/19 日 ライオン企画 対面参加 11:00 16:00

23 東京 文京 文京シビックセンター スカイホール（26F） 2022/6/22 水 攻文社 対面参加 10:30 15:00

24 北海道 札幌 ベルヴュオフィス札幌 2022/6/25 土 東京12大学 対面参加 10:00 17:00

25 宮城 仙台 仙台国際センター 2022/6/26 日 東京12大学 対面参加 12:00 17:30

26 東京 池袋 サンシャインシティ文化会館 （２F 展示ホールD） 2022/7/9 土 日本ドリコム 対面参加 11:00 16:00

27 新潟 新潟 代々木ゼミナール新潟校 2022/7/10 日 アルディート 対面参加 11:00 16:00

28 Web Web 夢ナビライブ2022Web 7月上旬 - フロムページ 対面参加 未定 未定

29 沖縄 宜野湾 沖縄コンベンションセンター（展示棟） 2022/7/13 水 シンプル 対面参加 14:00 19:00

30 沖縄 宜野湾 沖縄コンベンションセンター（展示棟） 2022/7/14 木 シンプル 対面参加 15:00 19:00

31 神奈川 横浜 パシフィコ横浜 2022/7/14 木 マイナビ 対面参加 9:30 16:30

32 神奈川 横浜 横浜新都市ホール（横浜そごう） 2022/9/3 土 日本ドリコム 対面参加 13:00 17:00

33 北海道 札幌 つどーむ  2022/9/13 火 マイナビ 対面参加 未定 未定

34 北海道 札幌 つどーむ  2022/9/14 水 マイナビ 対面参加 未定 未定

35 熊本 熊本 熊本城ホール 2022/9/15 木 栄美通信 対面参加 15:30 18:30

36 鹿児島 鹿児島 鹿児島県医師会館 2022/9/16 金 栄美通信 対面参加 14:30 18:30

37 福岡 福岡 ソラリア西鉄ホテル 2022/9/22 水 栄美通信 対面参加 15:00 18:30

38 神奈川 横浜 パシフィコ横浜 2022/10/2 日 神奈川新聞社 対面参加 10:00 16:30

39 東京 池袋 池袋サンシャインシティ 2022/10/16 日 ライオン企画 対面参加 13:00 16:30

40 Web Web 夢ナビライブ2022Web 10月中旬 - フロムページ 対面参加 未定 未定

41 神奈川 鎌倉 鎌倉プリンスホテル 11月中旬～下旬 - 大学新聞社 対面参加 未定 未定

42 神奈川 横浜 横浜新都市ホール（横浜そごう） 3月中旬 - 廣告社 対面参加 未定 未定

43 東京 有楽町 東京国際フォーラム 3月下旬 - 廣告社 対面参加 未定 未定

44 埼玉 大宮 大宮ソニックシティ 3月下旬 - 廣告社 対面参加 未定 未定

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によって、変更が生じる可能性があります。予めご了承ください。


