
首都圏の学習者グレード10ー6級の開催予定をご参考までにご案内しています。

１か月前を目途に申込締め切りとなりますが、定員に達した場合はその限りではありません。お申し込みについてはご希望の会場へお早めに直接お尋ねください。

また、以下予定は変更・中止、もしくはすでに定員になっている場合もございます。悪しからずご了承ください。

2022年2月1日現在

実施予定日 地域 特約店名 会場名略称 試験対象の楽器 会場連絡先

2022/3/21 東京 株式会社八重洲ピアノ社 荻窪本店センター ピアノ/エレクトーン 0333989812

2022/3/21 東京 株式会社東音楽器 田無センター ピアノ/エレクトーン 0424637747

2022/3/21 東京 株式会社東音楽器 中村橋センター ピアノ 0339266515

2022/3/27 東京 株式会社川上楽器店 川上楽器調布南口センター ピアノ/エレクトーン 0424868134

2022/3/13 神奈川 株式会社川上楽器店 溝ノ口第二センター ピアノ/エレクトーン 0448115881

2022/3/20 千葉 株式会社アイバ楽器 都賀センター ピアノ 0432551611

2022/3/20 千葉 株式会社アイバ楽器 大日センター ピアノ 0434212977

2022/3/20 千葉 株式会社アイバ楽器 イコアス千城台センター エレクトーン 0432365025

2022/3/21 千葉 株式会社アイバ楽器 都賀センター ピアノ 0432551611

2022/3/21 千葉 株式会社アイバ楽器 大日センター ピアノ 0434212977

2022/3/13 埼玉 株式会社谷田楽器店 北浦和東口センター エレクトーン 0488815412

2022/3/21 埼玉 株式会社昭和楽器 川越センター ピアノ/エレクトーン 0492360888

2022/3/21 埼玉 株式会社昭和楽器 白岡センター ピアノ/エレクトーン 0480926714

2022/3/21 埼玉 株式会社ニコニコ堂 大宮センター ピアノ/エレクトーン 0486420678

2022/3/27 埼玉 株式会社谷田楽器店 熊谷本店センター ピアノ/エレクトーン 0485225507

2022/3/27 埼玉 株式会社谷田楽器店 ウニクス秩父センター ピアノ/エレクトーン 0494249017

2022/3/27 埼玉 株式会社谷田楽器店 深谷ミュージックセンター ピアノ 0485736866

2022/3/27 埼玉 株式会社和幸 大宮西口センター ピアノ/エレクトーン 0486470085

2022/3/27 埼玉 ヤマハミュージックリテイリングユニスタイル所沢 ユニスタイル所沢 ピアノ/エレクトーン 0429231343



実施予定日 地域 特約店名 会場名略称 試験対象の楽器 会場連絡先

2022/4/3 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 八王子センター ピアノ/エレクトーン 0426263611

2022/4/10 東京 株式会社日本屋楽器 日本屋楽器本社センター ピアノ/エレクトーン 0336227524

2022/4/10 東京 株式会社日本屋楽器 大島６丁目センター ピアノ 0336857557

2022/4/10 東京 菅波楽器株式会社 町田 永山センター ピアノ/エレクトーン 0423755321

2022/4/10 東京 菅波楽器株式会社 町田 スガナミミュージックサロン多摩 ピアノ 0423755312

2022/4/10 東京 菅波楽器株式会社 町田 南大沢駅前センター ピアノ 0426758711

2022/4/10 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 小金井センター ピアノ 0423844444

2022/4/10 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 宮地楽器吉祥寺センター ピアノ/エレクトーン 0422217191

2022/4/10 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 八王子センター ピアノ/エレクトーン 0426263611

2022/4/10 東京 株式会社ヤマハミュージックリテイリング銀座店／池袋 ミュージックアベニュー池袋 ピアノ/エレクトーン 0339839911

2022/4/17 東京 株式会社日本屋楽器 日本屋楽器本社センター ピアノ/エレクトーン 0336227524

2022/4/17 東京 株式会社日本屋楽器 大島６丁目センター ピアノ 0336857557

2022/4/17 東京 エークラスミュージック株式会社 千住センター ピアノ 0338889343

2022/4/17 東京 菅波楽器株式会社経堂店 ミュージックサロン経堂 ピアノ/エレクトーン 0334259321

2022/4/17 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 小金井センター ピアノ/エレクトーン 0423844444

2022/4/17 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 宮地楽器吉祥寺センター ピアノ/エレクトーン 0422217191

2022/4/17 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 福生センター ピアノ/エレクトーン 0425516733

2022/4/17 東京 株式会社ヤマハミュージックリテイリング銀座店／池袋 ミュージックアベニュー池袋 ピアノ/エレクトーン 0339839911

2022/4/24 東京 株式会社日本屋楽器 日本屋楽器本社センター ピアノ/エレクトーン 0336227524

2022/4/24 東京 株式会社日本屋楽器 大島６丁目センター ピアノ 0336857557

2022/4/24 東京 株式会社川上楽器店 川上楽器調布南口センター ピアノ/エレクトーン 0424868134

2022/4/24 東京 菅波楽器株式会社経堂店 ミュージックサロン経堂 ピアノ/エレクトーン 0334259321

2022/4/24 東京 菅波楽器株式会社経堂店 祖師谷センター ピアノ 0354296061

2022/4/24 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 小金井センター ピアノ/エレクトーン 0423844444

2022/4/24 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 ミュージックスクエア立川 ピアノ/エレクトーン 0425231400

2022/4/29 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 府中センター ピアノ 0423301122

2022/4/29 東京 株式会社宮地商会 小金井支店 国立センター ピアノ/エレクトーン 0425055656



実施予定日 地域 特約店名 会場名略称 試験対象の楽器 会場連絡先

2022/4/10 神奈川 株式会社川上楽器店 溝ノ口第二センター ピアノ/エレクトーン 0448115881

2022/4/10 神奈川 相模楽器株式会社 大野センター ピアノ 0427434545

2022/4/17 神奈川 株式会社大村楽器店 秦野センター ピアノ/エレクトーン 0463827075

2022/4/17 神奈川 相模楽器株式会社 大野センター ピアノ 0427434545

2022/4/24 神奈川 株式会社有隣堂 トレッサ横浜ＭＣ エレクトーン 0444115701

2022/4/24 神奈川 株式会社有隣堂 戸塚IIミュージックセンター エレクトーン 0458646401

2022/4/24 神奈川 相模楽器株式会社 大野センター ピアノ 0427434545

2022/4/10 千葉 株式会社伊藤楽器 船橋センター ピアノ 0474240111

2022/4/10 千葉 株式会社伊藤楽器 常盤平センター ピアノ 0473861361

2022/4/10 千葉 株式会社伊藤楽器 ユニスタイル津田沼センター エレクトーン 0474786135

2022/4/10 千葉 株式会社ヤマハミュージックリテイリング 千葉 成田センター ピアノ/エレクトーン 0476296411

2022/4/17 千葉 株式会社伊藤楽器 船橋センター ピアノ 0474240111

2022/4/17 千葉 株式会社伊藤楽器 松戸西口センター エレクトーン 0473680111

2022/4/17 千葉 株式会社伊藤楽器 常盤平センター ピアノ 0473861361

2022/4/17 千葉 株式会社伊藤楽器 ユニスタイル津田沼センター ピアノ 0474786135

2022/4/17 千葉 株式会社伊藤楽器 五香センター ピアノ 0473852738

2022/4/17 千葉 株式会社伊藤楽器 ユニスタイル牧の原モアセンター ピアノ 0476485510

2022/4/17 千葉 株式会社伊藤楽器 臼井センター ピアノ 0434624000

2022/4/24 千葉 株式会社伊藤楽器 船橋センター ピアノ 0474240111

2022/4/24 千葉 株式会社伊藤楽器 ユニスタイル津田沼センター ピアノ 0474786135

2022/4/24 千葉 株式会社伊藤楽器 五香センター ピアノ 0473852738

2022/4/24 千葉 株式会社コンドー楽器 ＧＬＯＢＯ蘇我センター ピアノ/エレクトーン 0432665117

2022/4/29 千葉 株式会社佐藤商会 ユニスタイル野田センター ピアノ/エレクトーン 0471244152



実施予定日 地域 特約店名 会場名略称 試験対象の楽器 会場連絡先

2022/4/3 埼玉 株式会社谷田楽器店 熊谷本店センター ピアノ/エレクトーン 0485225507

2022/4/3 埼玉 株式会社谷田楽器店 深谷ミュージックセンター ピアノ/エレクトーン 0485736866

2022/4/3 埼玉 株式会社ニコニコ堂 大宮センター ピアノ/エレクトーン 0486420678

2022/4/3 埼玉 ヤマハミュージックリテイリングユニスタイル所沢 ユニスタイル所沢 ピアノ/エレクトーン 0429231343

2022/4/10 埼玉 株式会社谷田楽器店 北浦和東口センター エレクトーン 0488815412

2022/4/10 埼玉 株式会社谷田楽器店 熊谷本店センター ピアノ/エレクトーン 0485225507

2022/4/10 埼玉 株式会社和幸 熊谷センター ピアノ/エレクトーン 0485246521

2022/4/17 埼玉 株式会社ニコニコ堂 大宮センター ピアノ/エレクトーン 0486420678

2022/4/17 埼玉 株式会社和幸 大宮西口センター ピアノ/エレクトーン 0486470085

2022/4/24 埼玉 株式会社サクライ楽器 成増営業所 和光センター ピアノ/エレクトーン 0484640511

2022/4/24 埼玉 株式会社和幸 越谷センター ピアノ/エレクトーン 0489648411

2022/4/24 埼玉 株式会社和幸 大宮西口センター ピアノ 0486470085

2022/4/24 埼玉 株式会社アルプス楽器 東口センター ピアノ/エレクトーン 0480211197

2022/4/29 埼玉 株式会社昭和楽器 岩槻センター ピアノ/エレクトーン 0487583333


