受験案内書・願書（書面申請用）を希望される方へ

□

配布方法
○ 「お問い合わせ先 一覧」にある最寄りの試験事務所から発送（郵送）いたします（送料
は申請者負担）。
（従来、直接事務所にお越しいただく申請者もいらっしゃいましたが、申請者及び事務所職
員の新型コロナウイルス感染リスク低減のため、発送による配布にご理解・ご協力くださ
いますようお願いいたします。）

□

配布期間
○ 令和４年９月５日(月)午後５時まで
９月５日(月)は、書面による受験申請の受付終了日（当日消印有効）です。願書を作成す
る時間も必要ですので、余裕をもって入手してください。期間外の申請は、一切、受付でき
ません。

□

発送（郵送）の依頼方法
○ 以下の①と②を同封して、最寄りの試験事務所に発送してください。
配布終了日の７日前までに返信用封筒が届くよう、余裕をもって発送してください。
① 発送先を明記した「返信用封筒」／角２封筒 332 ㎜×240 ㎜
〈返信用封筒に貼付する切手（必要部数別）〉
・１部 ：１４０円
・２部 ：２１０円
・３部 ：２５０円
・４部 ～ ６部 ：３９０円
・７部 ～１３部 ：５８０円
・１４部以上
：最寄りの試験事務所にお問い合わせください。
② 必要事項を記入したメモ（必要事項は次による）
・受験する試験の種類
・受験案内書・願書の必要部数
・連絡先電話番号（掲載電話等、日中、確実に連絡が取れる電話番号）

お問い合わせ先

⼀覧

１．大臣試験（甲種化学、甲種機械及び第一種冷凍機械）
試

験

地

受験の問い合わせ先試験事務所の名称・電話番号・所在地
⾼圧ガス保安協会北海道⽀部 電話：011-272-5220
北 海 道
〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条⻄ ５−２−１２住友⽣命札幌ビル
⾼圧ガス保安協会東北⽀部 電話：022-268-7501
宮 城 県
〒980-0014 宮城県仙台市⻘葉区本町 ２−３−１０仙台本町ビル
⾼圧ガス保安協会試験・教育事業部⾨ 電話：03-3436-6102
東 京 都
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨ ４−３−１３ヒューリック神⾕町ビル
⾼圧ガス保安協会中部⽀部 電話：052-221-8730
愛 知 県
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 ２−１０−１９名古屋商⼯会議所ビル
⾼圧ガス保安協会近畿⽀部 電話：06-6312-4052
⼤ 阪 府
〒530-0054 ⼤阪府⼤阪市北区南森町 １−４−１９サウスホレストビル
⾼圧ガス保安協会中国⽀部 電話：082-243-8016
広 島 県
〒730-0051 広島県広島市中区⼤⼿町 ２−８−４パークサイドビル
⾼圧ガス保安協会四国⽀部 電話：087-851-7161
⾹ 川 県
〒760-0024 ⾹川県⾼松市兵庫町 ８−１
⾼圧ガス保安協会九州⽀部 電話：092-411-8308
福 岡 県
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 ２−９−２８福岡商⼯会議所ビル
（⼀社）沖縄県⾼圧ガス保安協会 電話：098-858-9562
沖 縄 県
〒901-0152 沖縄県那覇市⼩禄 １８３１−１沖縄産業⽀援センター
※沖縄県以外の申請先は高圧ガス保安協会試験・教育事業部門、沖縄県の申請先は沖縄県高圧ガス保安協会です。

２．知事試験（乙種化学、乙種機械、丙種化学（液石）、丙種化学（特別）、第二種冷凍機械、
第三種冷凍機械、第一種販売及び第二種販売）
試験地
北海道（札幌市）
北海道（函館市）
北海道（室蘭市）
北海道（旭川市）
北海道（釧路市）
北海道（札幌市）
北海道（函館市）
北海道（室蘭市）
北海道（旭川市）
北海道（釧路市）

試験種類
⼄種化学
⼄種機械
丙種化学（特別）
第⼆種冷凍機械
第三種冷凍機械
第⼀種販売
丙種化学（液⽯）
第⼆種販売

⻘森県

岩⼿県

宮城県

秋⽥県

⼭形県

福島県

茨城県

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（液⽯）、丙種
化学（特別）、第⼆種冷
凍機械、第三種冷凍機
械、第⼀種販売、第⼆
種販売

受験の問合せ・申請先試験事務所の名称・電話番号・住所
【問合せ先】⾼圧ガス保安協会北海道⽀部 電話：011-272-5220
【申請先】⾼圧ガス保安協会試験・教育事業部⾨ 電話：03-3436-6102
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨４−３−１３
ヒューリック神⾕町ビル

北海道液化⽯油ガス試験事務所 電話：011-812-6411
〒003-0013 北海道札幌市⽩⽯区中央三条３−１−４０
（⼀社）北海道ＬＰガス協会内
⻘森県試験事務所 電話：017-775-2731
〒030-0802 ⻘森県⻘森市本町２−４−１０⽥沼ビル
（⼀社）⻘森県エルピーガス協会内
岩⼿県試験事務所 電話：019-623-6471
〒020-0015 岩⼿県盛岡市本町通１−１７−１３
（⼀社）岩⼿県⾼圧ガス保安協会内
【問合せ先】⾼圧ガス保安協会東北⽀部 電話：022-268-7501
【申請先】⾼圧ガス保安協会試験・教育事業部⾨ 電話：03-3436-6102
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨４−３−１３ヒューリック神⾕町ビル
秋⽥県試験事務所 電話：018-862-4918
〒010-0951 秋⽥県秋⽥市⼭王３−１−７東カン秋⽥ビル
（⼀社）秋⽥県ＬＰガス協会内
⼭形県試験事務所 電話：023-623-8364
〒990-0025 ⼭形県⼭形市あこや町１−２−１２あこや町ビル
（⼀社）⼭形県ＬＰガス協会内
福島県試験事務所 電話：024-593-2161
〒960-1195 福島県福島市上⿃渡字蛭川２２−２
（⼀社）福島県ＬＰガス協会内
茨城県試験事務所 電話：029-225-3261
〒310-0801 茨城県⽔⼾市桜川２−２−３５茨城県産業会館
（⼀社）茨城県⾼圧ガス保安協会内
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試験地

試験種類

栃⽊県

群⾺県

埼⽟県

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（液⽯）、丙種
化学（特別）、第⼆種冷
凍機械、第三種冷凍機
械、第⼀種販売、第⼆
種販売

千葉県
東京都（２３区）
東京都（⼤島町）
東京都（三宅村）
東京都（⼋丈町）
東京都（⼩笠原村）
東京都（２３区）
東京都（⼤島町）
東京都（三宅村）
東京都（⼋丈町）
東京都（⼩笠原村）

神奈川県

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（特別）、第⼆
種冷凍機械、第三種冷
凍機械、第⼀種販売

⾼圧ガス保安協会試験・教育事業部⾨ 電話：03-3436-6102
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨４−３−１３
ヒューリック神⾕町ビル（令和 2 年度より変更されています。）

丙種化学（液⽯）
第⼆種販売

東京都液化⽯油ガス試験事務所 電話：03-5362-3881
〒160-0022 東京都新宿区新宿１−３６−４丁⼦屋ビル
（⼀社）東京都ＬＰガス協会内

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（特別）、第⼆
種冷凍機械、第三種冷
凍機械、第⼀種販売

⾼圧ガス保安協会試験・教育事業部⾨ 電話：03-3436-6102
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨４−３−１３
ヒューリック神⾕町ビル（令和 2 年度より変更されています。）

丙種化学（液⽯）
第⼆種販売

神奈川県液化⽯油ガス試験事務所 電話：045-201-1400
〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通３−３３共済ビル別館
（公社）神奈川県ＬＰガス協会内

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（液⽯）、丙種
化学（特別）、第⼆種冷
凍機械、第三種冷凍機
械、第⼀種販売、第⼆
種販売

新潟県試験事務所 電話：025-244-3784
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東⼤通１−２−２３北陸ビル
新潟県⾼圧ガス保安団体連絡協議会内
富⼭県試験事務所 電話：076-441-6993
〒930-0004 富⼭県富⼭市桜橋通り６−１３フコク⽣命第１ビル
（⼀社）富⼭県エルピーガス協会内
⽯川県試験事務所 電話：076-254-0634
〒920-8203 ⽯川県⾦沢市鞍⽉２−３鉄⼯会館
（⼀社）⽯川県エルピーガス協会内
福井県試験事務所 電話：0776-34-3930
〒918-8037 福井県福井市下江守町第２６号３５番地４
（⼀社）福井県ＬＰガス協会内
⼭梨県試験事務所 電話：055-228-4171
〒400-0035 ⼭梨県甲府市飯⽥１−４−４ヒロセビル
（⼀社）⼭梨県ＬＰガス協会内
⻑野県試験事務所 電話：026-229-8734
〒380-0935 ⻑野県⻑野市中御所１−１６−１３天⾺ビル
（⼀社）⻑野県ＬＰガス協会内
岐⾩県試験事務所 電話：058-274-7131
〒500-8384 岐⾩県岐⾩市薮⽥南５−１１−１１
岐⾩県エルピージー会館（⼀社）岐⾩県ＬＰガス協会内

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（特別）、第⼆
種冷凍機械、第三種冷
凍機械、第⼀種販売

静岡県⼀般ガス・冷凍試験事務所 電話：054-254-7891
〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町２−３−１ふしみやビル
（⼀社）静岡県⾼圧ガス保安協会内

丙種化学（液⽯）
第⼆種販売

静岡県液化⽯油ガス試験事務所 電話：054-255-2451
〒420-0064 静岡県静岡市葵区本通６−１−１０
静岡県プロパン会館（⼀社）静岡県ＬＰガス協会内

新潟県（新潟市）
新潟県（三条市）
新潟県（上越市）
富⼭県

⽯川県

福井県

⼭梨県

受験の問合せ・申請先試験事務所の名称・電話番号・住所
栃⽊県試験事務所 電話：028-689-5200
〒321-0941 栃⽊県宇都宮市東今泉２−１−２１栃⽊県ガス会館
（⼀社）栃⽊県ＬＰガス協会内
群⾺県試験事務所 電話：027-255-4639
〒371-0854 群⾺県前橋市⼤渡町１−１０−７群⾺県公社総合ビル
群⾺県⾼圧ガス保安協会連合会内
埼⽟県試験事務所 電話：048-833-6107
〒330-0063 埼⽟県さいたま市浦和区⾼砂３−４−９
太陽⽣命ビル６Ｆ埼⽟県⾼圧ガス団体連合会内
千葉県試験事務所 電話：043-246-1725
〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港１−１３−１
千葉県ガス⽯油会館（⼀社）千葉県ＬＰガス協会内

⻑野県

岐⾩県

静岡県
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試験地

試験種類

受験の問合せ・申請先試験事務所の名称・電話番号・住所

愛知県

⾼圧ガス保安協会試験・教育事業部⾨ 電話：03-3436-6102
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨４−３−１３
ヒューリック神⾕町ビル（令和２年度より変更されています。）

三重県

三重県試験事務所 電話：059-346-1009
〒510-0855 三重県四⽇市市馳出町３−２９親和ビル
三重県⾼圧ガス安全協会内

滋賀県

滋賀県試験事務所 電話：077-526-4718
〒520-0044 滋賀県⼤津市京町４−５−２３フォレスト京町ビル
滋賀県⾼圧ガス保安協会内

京都府

京都府試験事務所 電話：075-314-6540
〒601-8306 京都府京都市南区吉祥院宮ノ⻄町９−１
ＫＯＮＡビル京都府⾼圧ガス試験運営協議会内

⼤阪府

⾼圧ガス保安協会試験・教育事業部⾨ 電話：03-3436-6102
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨４−３−１３
ヒューリック神⾕町ビル（令和２年度より変更されています。）

兵庫県

奈良県

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（液⽯）、丙種
化学（特別）、第⼆種冷
凍機械、第三種冷凍機
械、第⼀種販売、第⼆
種販売

⾼圧ガス保安協会試験・教育事業部⾨ 電話：03-3436-6102
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨４−３−１３
ヒューリック神⾕町ビル（令和２年度より変更されています。）
奈良県試験事務所 電話：0742-33-7192
〒630-8132 奈良県奈良市⼤森⻄町１３−１２
奈良県⾼圧ガス保安協議会内
和歌⼭県試験事務所 電話：073-432-1896
〒640-8269 和歌⼭県和歌⼭市⼩松原通１−１−７サンケイビル５F
和歌⼭県⾼圧ガス地域防災協議会内

和歌⼭県

⿃取県試験事務所 電話：0857-22-3319
〒680-0911 ⿃取県⿃取市千代⽔１−１３３
（⼀社）⿃取県ＬＰガス協会内

⿃取県

島根県試験事務所 電話：0852-21-9716
〒690-0887 島根県松江市殿町１１１松江センチュリービル８F
（⼀社）島根県ＬＰガス協会内

島根県（松江市）
島根県（江津市）
岡⼭県

岡⼭県試験事務所 電話：086-226-5227
〒700-0824 岡⼭県岡⼭市北区内⼭下１−３−１９成広ビル６Ｆ
岡⼭県⾼圧ガス地域防災協議会内

広島県

広島県試験事務所 電話：082-228-1370
〒730-0012 広島県広島市中区上⼋丁堀８−２３林業ビル
広島県⾼圧ガス地域防災協議会内

⼭⼝県

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（特別）、第⼆
種冷凍機械、第三種冷
凍機械、第⼀種販売
丙種化学（液⽯）
第⼆種販売

徳島県

⾹川県

愛媛県

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（液⽯）、丙種
化学（特別）、第⼆種冷
凍機械、第三種冷凍機
械、第⼀種販売、第⼆
種販売

⼭⼝県⼀般ガス・冷試験事務所 電話：083-974-5380
〒754-0011 ⼭⼝県⼭⼝市⼩郡御幸町７−３１アドレ・ビル２０３
⼭⼝県⾼圧ガス保安協会内
⼭⼝県液化⽯油ガス試験事務所 電話：083-925-6361
〒753-0074 ⼭⼝県⼭⼝市中央４−５−１６⼭⼝県商⼯会館
（⼀社）⼭⼝県ＬＰガス協会内
徳島県試験事務所 電話：088-665-7705
〒771-0134 徳島県徳島市川内町平⽯住吉２０９−５
徳島健康科学総合センター（⼀社）徳島県エルピーガス協会内
⾹川県試験事務所 電話：087-821-4401
〒760-0020 ⾹川県⾼松市錦町１−６−８柳ビル
（⼀社）⾹川県ＬＰガス協会内
愛媛県試験事務所 電話：089-947-4744
〒790-0003 愛媛県松⼭市三番町６−７−２ラ・ベルダムビル４Ｆ
（⼀社）愛媛県ＬＰガス協会内
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試験地

試験種類

⾼知県

福岡県

佐賀県

⻑崎県

熊本県

⼤分県

⼄種化学、⼄種機械、
丙種化学（液⽯）、丙種
化学（特別）、第⼆種冷
凍機械、第三種冷凍機
械、第⼀種販売、第⼆
種販売

宮崎県
⿅児島（⿅児島市）
⿅児島（奄美市）
沖縄県（本島）
沖縄県（宮古島市）
沖縄県（⽯垣市）

受験の問合せ・申請先試験事務所の名称・電話番号・住所
⾼知県試験事務所 電話：088-805-1622
〒780-8031 ⾼知県⾼知市⼤原町８０−２⾼知県⽯油会館
（⼀社）⾼知県ＬＰガス協会内
福岡県試験事務所 電話：092-476-3838
〒812-0015 福岡県福岡市博多区⼭王１−１０−１５
（⼀社）福岡県ＬＰガス協会内
佐賀県試験事務所 電話：0952-20-0331
〒840-0804 佐賀県佐賀市神野東２−２−１フルカワビル
（⼀社）佐賀県ＬＰガス協会内
⻑崎県試験事務所 電話：095-824-3770
〒850-0055 ⻑崎県⻑崎市中町１−２６Ｎａｇａｓａｋｉ中町ビル
（⼀社）⻑崎県ＬＰガス協会内
熊本県試験事務所 電話：096-381-3131
〒862-0951 熊本県熊本市中央区上⽔前寺２−１８−４
（⼀社）熊本県ＬＰガス協会内
⼤分県試験事務所 電話：097-534-0733
〒870-0045 ⼤分県⼤分市城崎町２−１−５司法ビル
（⼀社）⼤分県⾼圧ガス保安協会内
宮崎県試験事務所 電話：0985-52-1122
〒880-0912 宮崎県宮崎市⾚江⾶江⽥７７４
宮崎県エルピーガス会館（⼀社）宮崎県ＬＰガス協会内
⿅児島県試験事務所 電話：099-250-2535
〒890-0064 ⿅児島県⿅児島市鴨池新町５−６
⿅児島県プロパンガス会館（⼀社）⿅児島県ＬＰガス協会内
沖縄県試験事務所 電話：098-858-9562
〒901-0152 沖縄県那覇市⼩禄１８３１−１
沖縄産業⽀援センター（⼀社）沖縄県⾼圧ガス保安協会内

３．知事試験（液化石油ガス設備士）
試験地
北海道（札幌市）
北海道（函館市）
北海道（室蘭市）
北海道（旭川市）
北海道（釧路市）

受験の申請先試験事務所の名称・電話番号・所在地

北海道液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 011-812-6411
〒003-0013 北海道札幌市⽩⽯区中央三条３−１−４０（⼀社）北海道ＬＰガス協会内

⻘森県

⻘森県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 017-775-2731
〒030-0802 ⻘森県⻘森市本町２−４−１０⽥沼ビル（⼀社）⻘森県エルピーガス協会内

岩⼿県

岩⼿県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 019-623-6471
〒020-0015 岩⼿県盛岡市本町通１−１７−１３（⼀社）岩⼿県⾼圧ガス保安協会内

宮城県

宮城県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 022-262-0321
〒980-0014 宮城県仙台市⻘葉区本町３−５−２２管⼯事会館（⼀社）宮城県ＬＰガス協会内

秋⽥県

秋⽥県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 018-862-4918
〒010-0951 秋⽥県秋⽥市⼭王３−１−７東カン秋⽥ビル（⼀社）秋⽥県ＬＰガス協会内

⼭形県

⼭形県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 023-623-8364
〒990-0025 ⼭形県⼭形市あこや町１−２−１２あこや町ビル（⼀社）⼭形県ＬＰガス協会内

福島県

福島県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 024-593-2161
〒960-1195 福島県福島市上⿃渡字蛭川２２−２（⼀社）福島県ＬＰガス協会内

茨城県

茨城県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 029-225-3261
〒310-0801 茨城県⽔⼾市桜川２−２−３５茨城県産業会館（⼀社）茨城県⾼圧ガス保安協会内

栃⽊県

栃⽊県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 028-689-5200
〒321-0941 栃⽊県宇都宮市東今泉２−１−２１栃⽊県ガス会館（⼀社）栃⽊県ＬＰガス協会内

群⾺県

群⾺県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 027-255-6121
〒371-0854 群⾺県前橋市⼤渡町１−１０−７群⾺県公社総合ビル（⼀社）群⾺県ＬＰガス協会内
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試験地
埼⽟県

千葉県
東京都（２３区）
東京都（⼤島町）
東京都（三宅村）
東京都（⼋丈町）
東京都（⼩笠原村）
神奈川県
新潟県

富⼭県

受験の申請先試験事務所の名称・電話番号・所在地
埼⽟県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 048-823-2020
〒330-0063 埼⽟県さいたま市浦和区⾼砂１−２−１−４１０エイペックスタワー浦和オフィス
東館４Ｆ（⼀社）埼⽟県ＬＰガス協会内
千葉県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 043-246-1725
〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港１−１３−１千葉県ガス⽯油会館（⼀社）千葉県ＬＰガス
協会内
東京都液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 03-5362-3881
〒160-0022 東京都新宿区新宿１−３６−４丁⼦屋ビル（⼀社）東京都ＬＰガス協会内
神奈川県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 045-201-1400
〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通３−３３共済ビル別館（公社）神奈川県ＬＰガス協会内
新潟県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 025-267-3171
〒951-8131 新潟県新潟市中央区⽩⼭浦１−６３６−３０新潟中⼩企業会館
（⼀社）新潟県ＬＰガス協会内
富⼭県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 076-441-6993
〒930-0004 富⼭県富⼭市桜橋通り６−１３フコク⽣命第１ビル（⼀社）富⼭県エルピーガス協会
内

⽯川県

⽯川県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 076-254-0634
〒920-8203 ⽯川県⾦沢市鞍⽉２−３鉄⼯会館（⼀社）⽯川県エルピーガス協会内

福井県

福井県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 0776-34-3930
〒918-8037 福井県福井市下江守町第２６号３５番地４（⼀社）福井県ＬＰガス協会内

⼭梨県

⼭梨県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 055-228-4171
〒400-0035 ⼭梨県甲府市飯⽥１−４−４ヒロセビル（⼀社）⼭梨県ＬＰガス協会内

⻑野県

⻑野県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 026-229-8734
〒380-0935 ⻑野県⻑野市中御所１−１６−１３天⾺ビル（⼀社）⻑野県ＬＰガス協会内

岐⾩県

静岡県

愛知県

岐⾩県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 058-274-7131
〒500-8384 岐⾩県岐⾩市薮⽥南５−１１−１１岐⾩県エルピージー会館（⼀社）岐⾩県ＬＰガス
協会内
静岡県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 054-255-2451
〒420-0064 静岡県静岡市葵区本通６−１−１０静岡県プロパン会館（⼀社）静岡県ＬＰガス協会
内
愛知県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 052-261-2896
〒460-0011 愛知県名古屋市中区⼤須４−１−７０ＴＡＮＡＫＡ名古屋ビル
（⼀社）愛知県ＬＰガス協会内

三重県

三重県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 059-227-6238
〒514-0803 三重県津市柳⼭津興３６９−２（⼀社）三重県ＬＰガス協会内

滋賀県

滋賀県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 077-526-4718
〒520-0044 滋賀県⼤津市京町４−５−２３フォレスト京町ビル滋賀県⾼圧ガス保安協会内

京都府

京都府液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 075-314-6540
〒601-8306 京都府京都市南区吉祥院宮ノ⻄町９−１ＫＯＮＡビル（⼀社）京都府ＬＰガス協会内

奈良県

⾼圧ガス保安協会試験・教育事業部⾨ 電話：03-3436-6102
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨４−３−１３
ヒューリック神⾕町ビル（令和２年度より変更されています。）
兵庫県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 078-361-8064
〒650-0011 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通６−３−２８兵庫県中央労働センター
（⼀社）兵庫県ＬＰガス協会内
奈良県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 0742-33-7192
〒630-8132 奈良県奈良市⼤森⻄町１３−１２奈良県⾼圧ガス保安協議会内

和歌⼭県

和歌⼭県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 073-475-4740
〒640-8341 和歌⼭県和歌⼭市⿊⽥１０２−１（⼀社）和歌⼭県ＬＰガス協会内

⼤阪府

兵庫県
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試験地

受験の申請先試験事務所の名称・電話番号・所在地
⿃取県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 0857-22-3319
〒680-0911 ⿃取県⿃取市千代⽔１−１３３（⼀社）⿃取県ＬＰガス協会内

⿃取県
島根県（松江市）
島根県（江津市）

島根県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 0852-21-9716
〒690-0887 島根県松江市殿町１１１松江センチュリービル８F（⼀社）島根県ＬＰガス協会内
岡⼭県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 086-225-1636
〒700-0985 岡⼭県岡⼭市北区厚⽣町３−１−１５岡⼭商⼯会議所ビル（⼀社）岡⼭県ＬＰガス協
会内
広島県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 082-275-1804
〒733-0812 広島県広島市⻄区⼰斐本町３−８−５広島県ＬＰガス会館（⼀社）広島県ＬＰガス協
会内

岡⼭県

広島県
⼭⼝県

⼭⼝県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 083-925-6361
〒753-0074 ⼭⼝県⼭⼝市中央４−５−１６⼭⼝県商⼯会館（⼀社）⼭⼝県ＬＰガス協会内

徳島県

徳島県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 088-665-7705
〒771-0134 徳島県徳島市川内町平⽯住吉２０９−５徳島健康科学総合センター
（⼀社）徳島県エルピーガス協会内

⾹川県

⾹川県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 087-821-4401
〒760-0020 ⾹川県⾼松市錦町１−６−８柳ビル（⼀社）⾹川県ＬＰガス協会内

愛媛県

愛媛県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 089-947-4744
〒790-0003 愛媛県松⼭市三番町６−７−２ラ・ベルダムビル４Ｆ（⼀社）愛媛県ＬＰガス協会内

⾼知県

⾼知県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 088-805-1622
〒780-8031 ⾼知県⾼知市⼤原町８０−２⾼知県⽯油会館（⼀社）⾼知県ＬＰガス協会内

福岡県

福岡県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 092-476-3838
〒812-0015 福岡県福岡市博多区⼭王１−１０−１５（⼀社）福岡県ＬＰガス協会内

佐賀県

佐賀県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 0952-20-0331
〒840-0804 佐賀県佐賀市神野東２−２−１フルカワビル（⼀社）佐賀県ＬＰガス協会内

⻑崎県

⻑崎県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 095-824-3770
〒850-0055 ⻑崎県⻑崎市中町１−２６Ｎａｇａｓａｋｉ中町ビル（⼀社）⻑崎県ＬＰガス協会内

熊本県

熊本県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 096-381-3131
〒862-0951 熊本県熊本市中央区上⽔前寺２−１８−４（⼀社）熊本県ＬＰガス協会内

⼤分県

⼤分県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 097-558-5483
〒870-0901 ⼤分県⼤分市⻄新地１ー９−５ ⼤分県ＬＰガス会館（⼀社）⼤分県ＬＰガス協会内

宮崎県
⿅児島（⿅児島市）
⿅児島（奄美市）
沖縄県（本

島）

宮崎県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 0985-52-1122
〒880-0912 宮崎県宮崎市⾚江⾶江⽥７７４宮崎県エルピーガス会館（⼀社）宮崎県ＬＰガス協会
内
⿅児島県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 099-250-2535
〒890-0064 ⿅児島県⿅児島市鴨池新町５−６⿅児島県プロパンガス会館
（⼀社）⿅児島県ＬＰガス協会内
沖縄県液化⽯油ガス設備⼠試験事務所 電話 098-858-9562
〒901-0152 沖縄県那覇市⼩禄１８３１−１沖縄産業⽀援センター（⼀社）沖縄県⾼圧ガス保安協
会内
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