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全国へ広がるネットワーク

指 定 機 関 事 務 局

★本部事務局　　　　〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20　溶接会館

 　　　　　　　　　　Tel.03-5823-6322～6326　Fax.03-5823-5244,5211

【溶接技術検定委員会　事務局】

 ■北海道地区　　　　〒003-0808 北海道札幌市白石区菊水8条3丁目11-15 
 　　　　　　　　　　Tel.011-822-6678　Fax.011-374-5561

 ■東 北 地 区　　　　〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通4-5-5 
 　　　　　　　　　　Tel.022-378-8290　Fax.022-378-8289

 ■東 部 地 区　　　　〒210-0864 神奈川県川崎市川崎区池上町1-15
 　　　　　　　　　　Tel.044-299-3541　Fax.044-299-3543

 ■北 陸 地 区　　　　〒920-3116 石川県金沢市南森本町ホ33-1
 　　　　　　　　　　Tel.076-257-4841　Fax.076-257-4842

 ■中 部 地 区　　　　〒457-0823 愛知県名古屋市南区元塩町6-25-5
 　　　　　　　　　　Tel.052-613-2081　Fax.052-613-2057

 ■関 西 地 区　　　　〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4-500  大阪駅前第４ビル501
 　　　　　　　　　　Tel.06-6341-1805　Fax.06-6341-1806

 ■中 国 地 区　　　　〒731-3166 広島県広島市安佐南区大塚東3-8-11
 　　　　　　　　　　Tel.082-848-0511　Fax.082-848-0559

 ■四 国 地 区　　　　〒792-0896 愛媛県新居浜市阿島1-5-56
 　　　　　　　　　　Tel.0897-47-5627　Fax.0897-47-5359

 ■九 州 地 区　　　　〒804-0054 福岡県北九州市戸畑区牧山新町2-15
 　　　　　　　　　　Tel.093-881-5610　Fax.093-871-8535

北海道

札幌溶接協会　Tel.011-832-8280  Fax.011-842-1969
　　　　〒003-0806  札幌市白石区菊水6条3丁目1-32 北海道溶接技術センター内

函館溶接協会　Tel.0138-45-0717  Fax.0138-41-5151
　　　　〒040-0076  函館市浅野町4-8 函館工業会館内

室蘭溶接協会　Tel.0143-27-1500　Fax.0143-27-4533

　　　　〒051-0036  室蘭市祝津町1丁目128番地 函館どつく㈱室蘭製作所 管理課内

帯広溶接協会　Tel.0155-67-7381  Fax.0155-25-2940
　　　　〒080-0013  帯広市西3条南9丁目23番地 帯広商工会議所内

旭川溶接協会　Tel.0166-36-4153  Fax.0166-85-7722
　　　　〒078-8273  旭川市工業団地3条2丁目1-18  旭川工業技術センター内

北見溶接協会　Tel.0157-66-2141  Fax.0157-66-2144
　　　　〒090-0836  北見市東三輪5-1-4 北見市工業技術センター内

釧路溶接協会　Tel.0154-22-7136  Fax.0154-22-9680
　　　　〒085-0003  釧路市川北町9-19 　㈱釧路製作所  本社工場内

苫小牧溶接協会　Tel.0144-57-7587  Fax.0144-57-7587
　　　　〒053-0052  苫小牧市新開町3-9-4　渡部工業㈱内

東　北

青森県溶接協会　Tel.017-736-9055  Fax.017-736-9056
　　　　〒030-0921  青森市原別5-11-55
岩手県溶接協会　Tel.019-652-3921  Fax.019-624-5787
　　　　〒020-0022  盛岡市大通3-2-8  岩手県金属工業会館4F
宮城県溶接協会　Tel.022-263-3468  Fax.022-281-8674
　　　　〒980-0811  仙台市青葉区一番町1-14-23  美和ビル3F
秋田県溶接協会　Tel.018-862-5410  Fax.018-865-1437
　　　　〒010-0941  秋田市川尻町字大川反170-44
山形県溶接協会　Tel.023-644-0857  Fax.023-645-7891
　　　　〒990-0828  山形市双葉町2-11-14 
福島県溶接協会　Tel.024-523-1622  Fax.024-521-0634
　　　　〒960-8042  福島市荒町4-33  宍戸ビル2F

東　部

茨城県溶接協会　Tel.029-247-8711  Fax.029-248-6540
　　　　〒310-0844  水戸市住吉町97-2　MSKビル2F 
栃木県溶接協会　Tel.028-656-9210  Fax.028-656-9270
　　　　〒321-0923  宇都宮市下栗町699-7 
群馬県溶接協会　Tel.027-230-1020  Fax.027-230-1021
　　　　〒371-0017  前橋市日吉町1-8-1  前橋商工会議所内

埼玉県溶接協会　Tel.048-251-2230  Fax.048-251-2250
　　　　〒333-0844  川口市上青木1-8-25
千葉県溶接協会　Tel.043-246-5712  Fax.043-246-5713
　　　　〒260-0024  千葉市中央区中央港1-13-1　千葉県ガス石油会館

東京都溶接協会　Tel.03-3685-5448  Fax.03-3682-4902
　　　　〒136-0072  江東区大島3-1-11  産学協同センター2F
首都圏溶接協会東京　Tel.03-3733-4971  Fax.03-3735-8026
　　　　〒144-0052  大田区蒲田5-32-6  サワダビル202

神奈川県溶接協会　Tel.044-233-8367  Fax.044-246-5265
　　　　〒210-0001  川崎市川崎区本町2-11-19 (一財)日本溶接技術センター内

新潟県溶接協会　Tel.025-272-7311  Fax.025-272-7314
　　　　〒950-0041  新潟市東区臨港町3-4609-11
山梨県鉄構溶接協会　Tel.055-241-2674  Fax.055-241-2731
　　　　〒400-0055  甲府市大津町317-2  山梨県鉄構会館内

長野県溶接協会　Tel.026-228-3195  Fax.026-228-7511
　　　　〒380-0928  長野市若里1-18-1  長野県工業技術総合センター内

北　陸

富山県溶接協会　Tel.0766-25-7912  Fax.0766-25-8871
　　　　〒933-0981  高岡市二上町150  富山県産業技術研究開発センター内

石川県溶接協会　Tel.0761-46-5020  Fax.0761-46-5021
　　　　〒923-0804  小松市光町25 小松鉄工機器協同組合研修センター３階

福井県溶接協会　Tel.0776-53-5261  Fax.0776-53-5530
　　　　〒910-0831  福井市若栄町508 福井県鉄工会館

中　部

岐阜県溶接協会　Tel.0583-83-9382  Fax.0583-83-9363
　　　　〒504-0814  各務原市蘇原興亜町1-17-1  川協研修センター内

静岡県溶接工業協同組合　Tel.054-347-3070  Fax.054-347-3118
　　　　〒424-0847  静岡市清水区大坪1-5-17
愛知県溶接協会　Tel.052-651-6084  Fax.052-651-6081
　　　　〒456-0058  名古屋市熱田区六番3-4-41  名古屋市工業研究所内

三重県溶接協会　Tel.059-235-3185  Fax.059-253-3186
　　　　〒514-0302  津市雲出伊倉津町1187  JFE長浜ビル

関　西

滋賀県溶接協会　Tel.077-534-1140  Fax.077-534-1173
　　　　〒520-0865  大津市南郷5-2-14  滋賀県事業内職業訓練センター内

京都府溶接協会　Tel.075-322-8401  Fax.075-322-8402
　　　　〒615-0022  京都市右京区西院平町25 ライフプラザ西大路四条１F

大阪府溶接技術協会　Tel.06-6649-1405  Fax.06-6649-4907 
　　　　〒556-0016  大阪市浪速区元町2-8-9  難波ビル

兵庫県溶接協会　Tel.078-341-2195  Fax.078-341-4555
　　　　〒650-0025  神戸市中央区相生町4-5-5  奥谷ビル

奈良県溶接協会　Tel.0742-33-6222  Fax.0742-36-6152
　　　　〒630-8031  奈良市柏木町129-1  奈良県産業振興総合センター内

和歌山県溶接協会　Tel.073-477-4964  Fax.073-477-4965
　　　　〒649-6264  和歌山市新庄99

中　国

鳥取県溶接協会　Tel.0859-32-7112  Fax.0859-23-3950
　　　　〒683-0845  米子市旗ケ崎2201  山陰酸素工業㈱内

島根県溶接協会　Tel.0852-24-2157  Fax.0852-24-2161
　　　　〒690-0017  松江市西津田1-9-50  島根県鐵工会館内

岡山県溶接協会　Tel.086-250-6530  Fax.086-250-6531
　　　　〒700-0011  岡山市北区学南町一丁目4番3号

広島県溶接協会　Tel.0823-21-3331  Fax.0823-21-2717
　　　　〒737-0811  呉市西中央3-9-6  上本ビル2F
山口県溶接協会　Tel.0833-43-3450  Fax.0833-44-9510
　　　　〒744-0002  下松市大字東豊井1547-2  国居ビル2F

四　国

徳島県溶接協会　Tel.088-669-4637  Fax.088-661-6558
　　　　〒770-8021  徳島市雑賀町西開11-2  徳島県立工業技術センター内

香川県溶接協会　Tel.087-813-2888  Fax.087-813-2888
　　　　〒761-0101  高松市春日町296番地3  ㈱カワニシ本社工場内

愛媛県溶接協会　Tel.0897-66-8235  Fax.0897-66-8236
　　　　〒792-0003  新居浜市新田町3-2-27　新居浜ビル1Ｆ

高知県溶接協会　Tel.088-855-3512  Fax.088-855-3512
　　　　〒781-0814  高知市稲荷町10-9  高知溶材㈱内

九　州

福岡県溶接協会　Tel.093-602-7751  Fax.093-602-7828
　　　　〒807-0831  北九州市八幡西区則松3-6-1  福岡県工業技術センター内

佐賀県溶接協会　Tel.0952-31-3554  Fax.0952-20-3553
　　　　〒849-0932  佐賀市鍋島町八戸溝161-10
長崎県溶接協会　Tel.0957-52-1146  Fax.0957-52-1147
　　　　〒856-0026  大村市池田２丁目1303-8  長崎県工業技術センター内

熊本県溶接協会　Tel.096-369-5519  Fax.096-369-5724
　　　　〒862-0901  熊本市東区東町3-11-38  熊本県産業技術センター内

大分県溶接協会　Tel.097-596-7010  Fax.097-596-7010
　　　　〒870-1117  大分市高江西 1-4361-10  大分県産業科学技術センター内

宮崎県溶接協会　Tel.0985-74-0990  Fax.0985-74-0029
　　　　〒880-0303  宮崎市佐土原町東上那珂16500-2  宮崎県工業技術センター内

鹿児島県溶接協会　Tel.099-251-5518  Fax.099-253-8080
　　　　〒890-0073  鹿児島市宇宿2-9-3 
沖縄県溶接協会　Tel.098-934-9565  Fax.098-934-9545
　　　　〒904-2234  うるま市字州崎12-2  沖縄県工業技術センター内




