
実施日 実施本校 実施日 実施本校

2019年5月1日(水) 静岡本校 2019年6月3日(月) 大宮本校・金沢校

2019年5月8日(水) 金沢校 2019年6月6日(木) 静岡本校・滋賀草津駅前校

2019年5月9日(木) 新潟校 2019年6月10日(月) 札幌本校

2019年5月15日(水) 京都駅前本校 2019年6月11日(火) 京都駅前本校

2019年5月16日(木) 滋賀草津駅前校・和歌山駅前校 2019年6月12日(水) 水戸見川校

2019年5月17日(金) 広島本校 2019年6月13日(木)
梅田駅前本校・新潟校・和歌山駅前
校

2019年5月20日(月) 梅田駅前本校・高松本校 2019年6月14日(金) 広島本校

2019年5月21日(火) 水戸見川校 2019年6月17日(月) 富山本校・高松本校

2019年5月22日(水) 金沢校 2019年6月18日(火) 那覇本校

2019年5月24日(金) 富山本校 2019年6月19日(水) 金沢校

2019年5月27日(月) 千葉本校 2019年6月24日(月) 福岡本校

2019年5月28日(火) 福岡本校

2019年5月30日(木) 大宮本校

実施日 実施本校 実施日 実施本校

2019年7月3日(水) 金沢校 2019年8月2日(金) 名古屋駅前本校

2019年7月8日(月) 梅田駅前本校 2019年8月5日(月) 梅田駅前本校

2019年7月9日(火) 京都駅前本校 2019年8月6日(火) 静岡本校・京都駅前本校

2019年7月10日(水) 水戸見川校 2019年8月7日(水) 水戸見川校

2019年7月11日(木) 新潟校 2019年8月9日(金) 富山本校・広島本校・金沢校

2019年7月12日(金) 広島本校 2019年8月19日(月) 高松本校

2019年7月16日(火) 那覇本校 2019年8月20日(火) 千葉本校・那覇本校

2019年7月21日(日) 金沢校 2019年8月21日(水) 金沢校

2019年7月23日(火)
神戸本校・福岡本校・滋賀草津駅前
校

2019年8月22日(木) 大宮本校・新潟校・和歌山駅前校

2019年7月25日(木) 和歌山駅前校 2019年8月26日(月) 福岡本校

2019年7月29日(月) 高松本校 2019年8月29日(木) 滋賀草津駅前校

2019年7月30日(火) 千葉本校

実施日 実施本校 実施日 実施本校

2019年9月4日(水) 静岡本校・金沢校 2019年10月1日(火) 梅田駅前本校

2019年9月9日(月) 梅田駅前本校・高松本校 2019年10月2日(水) 静岡本校

2019年9月12日(木) 新潟校 2019年10月8日(火) 千葉本校・那覇本校

2019年9月13日(金) 広島本校 2019年10月10日(木) 新潟校・滋賀草津駅前校

2019年9月17日(火) 千葉本校 2019年10月11日(金) 富山本校・広島本校・金沢校

2019年9月18日(水) 水戸見川校 2019年10月22日(火) 那覇本校

2019年9月19日(木) 大宮本校 2019年10月23日(水) 金沢校

2019年9月20日(金) 富山本校 2019年10月24日(木) 和歌山駅前校

2019年9月21日(土) 金沢校 2019年10月26日(土) 水戸見川校

2019年9月24日(火) 京都駅前本校 2019年10月28日(月) 神戸本校・高松本校・福岡本校

2019年9月25日(水) 福岡本校 2019年10月29日(火) 京都駅前本校

2019年9月26日(木) 滋賀草津駅前校・和歌山駅前校

2019住宅販売士認定講習会　ＬＥＣ実施日程

※実施日程のいずれかをご希望の場合は、「お申込み：2019リフォーム提案士認定講習会」からお申込みください（定員あり）。
※ご希望の日程がない場合は、「お申込み：個別日程申し込みフォーム」からお申込みください。
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実施日 実施本校 実施日 実施本校

2019年11月1日(金) 金沢校 2019年12月4日(水) 静岡本校・水戸見川校

2019年11月5日(火) 那覇本校 2019年12月6日(金) 富山本校

2019年11月6日(水)
静岡本校・梅田駅前本校・水戸見川
校

2019年12月9日(月) 梅田駅前本校

2019年11月11日(月) 富山本校 2019年12月10日(火) 那覇本校

2019年11月12日(火) 京都駅前本校・那覇本校 2019年12月12日(木) 金沢校・滋賀草津駅前校

2019年11月14日(木)
福岡本校・滋賀草津駅前校・和歌山
駅前校

2019年12月13日(金) 広島本校

2019年11月15日(金) 広島本校 2019年12月16日(月) 高松本校

2019年11月18日(月) 高松本校 2019年12月17日(火) 那覇本校

2019年11月20日(水) 千葉本校・金沢校 2019年12月18日(水) 大宮本校・千葉本校・金沢校

2019年11月21日(木) 新潟校 2019年12月19日(木) 新潟校・和歌山駅前校

2019年11月25日(月) 札幌本校 2019年12月24日(火) 京都駅前本校

2019年11月27日(水) 大宮本校

実施日 実施本校 実施日 実施本校

2020年1月7日(火) 京都駅前本校 2020年2月4日(火) 京都駅前本校

2020年1月8日(水) 静岡本校・金沢校 2020年2月5日(水) 静岡本校

2020年1月10日(金) 広島本校 2020年2月7日(金) 梅田駅前本校

2020年1月14日(火) 那覇本校 2020年2月9日(日) 金沢校

2020年1月15日(水) 梅田駅前本校・水戸見川校 2020年2月11日(火・祝) 那覇本校

2020年1月16日(木)
神戸本校・滋賀草津駅前校・和歌山
駅前校

2020年2月12日(水) 水戸見川校

2020年1月19日(日) 金沢校 2020年2月13日(木) 滋賀草津駅前校・和歌山駅前校

2020年1月20日(月) 高松本校・福岡本校 2020年2月14日(金) 広島本校

2020年1月24日(金) 富山本校 2020年2月17日(月) 千葉本校・富山本校・高松本校

2020年1月27日(月) 水戸見川校 2020年2月18日(火) 大宮本校

2020年1月30日(木) 新潟校 2020年2月19日(水) 金沢校

2020年2月20日(木) 福岡本校・新潟校

2020年2月25日(火) 水戸見川校

実施日 実施本校

2020年3月2日(月) 梅田駅前本校

2020年3月3日(火) 京都駅前本校

2020年3月4日(水) 大宮本校・静岡本校

2020年3月9日(月) 富山本校

2020年3月10日(火) 神戸本校

2020年3月11日(水) 水戸見川校・金沢校

2020年3月12日(木) 滋賀草津駅前校

2020年3月13日(金) 広島本校

2020年3月16日(月) 高松本校

2020年3月19日(木) 新潟校・和歌山駅前校

2020年3月21日(土) 金沢校

2020年3月23日(月) 福岡本校

2020年3月24日(火) 水戸見川校
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