
※当学院のNo.１に関する表示は、公正取引委員会「No.１表示に関する実態調査報告書」に基づき掲載しております。　※全国合格者数・全国ストレート合格者数は、（公財）建築技術教育普及センター発表に基づきます。　※学科・製図ストレート合格者とは、令和元年度1級建築士学科試験に合格し、令和
元年度1級建築士設計製図試験にストレートで合格した方です。　※総合資格学院の合格実績には、模擬試験のみの受験生、教材購入者、無料の役務提供者、過去受講生は一切含まれておりません。 

総合資格学院は「日本一」の合格実績!
令和元年度 1級建築士 学科・設計製図試験 令和元年度 1級建築士 設計製図試験

64.6%ストレート
合格者占有率

全 国 59.9%合格者占有率
全 国 2,080名

令和元年度 2級建築士 設計製図試験

当学院 
当年度受講生
合格者数

全国合格者の4割以上（占有率41.3％）は当学院の当年度受講生！
〈令和元年12月5日現在〉

※全国合格者数 5,037名

全国ストレート合格者1,696名中／当学院当年度受講生1,095名
〈令和2年2月5日現在〉

全国合格者3,571名中／当学院当年度受講生2,138名
〈令和2年2月12日現在〉

1級建築士試験

合格実績

受 験 料

受験可能期間

各会場の開催日時・会場名
は裏面に記載しております。

受験方法

受 験 日

申込締切日

受 験 料
法令集を

ご持参ください

各締切当日12：00迄とさせていただきます。

各締切当日12：00迄に決済願います。

各受験可能期間の10：00から23：59迄とさせていただきます。 会場により開催日が異なる場合があります。詳しくは裏面をご確認ください。

受験方法は     　　　　　　　　　 から選べる！会場受験ネット受験
総合資格学院が受講生だけに提供しているオリジナル模擬試験を一般受験生へ特別に実施！

希望の方希望の方 会場受験ネット受験自分の予定に
あわせて
受験できる！

お申込みは
お早めに！

5,500円（税込）

5,500円（税込） 法令集を
ご用意ください

※申込締切日以降の受験料の返金はいたしかねます。　※解答後、試験結果通知表を作成し郵送いたします。
　併せて解答解説書と参加者プレゼント（アウトプット問題集）もお送りいたします。

当学院受講生を含めた全国規模開催だから、試験直前期に精度の高い結果がわかる！

ネットで！ネットで！
会場で！会場で！

最新の試験傾向に則した模試で、
正確な実力診断を！！

抜群の合格実績を誇る当学院の模擬試験なら、最新の試験傾向に則した問題構成、より多くのデータにも
とづいた合格レベル判定により、「今」の試験に対する自分の学力や合格の可能性を知ることができます。
全国規模の模試なので、全体での自分の順位や弱点が把握でき、今後の学習に大いに役立ちます。

受験者
特典
無料
進呈

※受験模擬試験に準じた特典となります。

アウトプット問題集
【問題／解答･解説】

令和2年度版

2級受験者用1級受験者用

試験結果通知票
専門指導校だからできる的確な分析！！
試験後に無料進呈する「試験結果通知票」では、あなたの解答と正
答が設問ごとに確認できるのはもちろん、学科および全体での順位
を確認し、模試受験生全体での実力を把握できます。また、科目ごと
の到達率・設問重要度別の得点率も掲載してますので、試験突破に
必要な知識がどの程度身に付いているかを詳細に確認できます。

（写真は1級建築士の試験結果通知票です）

2020 年度 1級･2級建築士 試験対策

全国公開統一
模擬試験
全国公開統一
模擬試験

6月

開催

6/17（水）締切 6/4（木）締切

6/24（水）・27（土）・28（日）1級

1級

6/17（水）・21（日）

2級

6/17（水）締切 6/4（木）締切

6/28（日）～7/1（水）1級

1級

6/21（日）～24（水）

2級

先着定員制！！
各会場ごとに定員となり次第、
締め切らせていただきます。

2級

アクセスはQRコードからが便利

スマホ・パソコンから

当学院ホームページより申込受付中！申込方法

FAXから

ネット/会場受験 会場受験

会場受験ご希望の方は、裏面のFAX申込用紙、
もしくはお電話でも受け付けています。

総合資格 検索

www.shikaku.co.jp

受験画面
イメージ

問題を
読む 正答肢を

クリック
1

2
※申込締切日以降の受験料の返金はいたしかねます。　※試験終了後、解答解説書と参加者プレゼント（アウ
　トプット問題集）もお渡しします。また後日、試験結果通知表を作成し郵送いたします。

2級

裏面の申込記入欄に必要
事項をご記入のうえ、
ご希望会場のFAX申込先
まで送信してください。https://www.shikaku-online.jp/products/list.php?category_id=16

特典
①

特典
②

申込締切日



2020年度 6月開催 1級・2級建築士 全国公開統一模擬試験  日程/会場一覧 日程・会場等、変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

＜中四国・九州・沖縄エリア実施会場一覧＞

都道府県 開催日 集合時間 模擬試験実施会場 所在地 ＴＥＬ連絡先 ＦＡＸ申込先

鳥取県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 2級　9:45　1級　9:30 総合資格学院　鳥取校 鳥取市富安2-159 久本ビル2F 0857-36-9511 0857-21-7011

島根県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 2級　9:45　1級　9:30 総合資格学院　松江校 松江市朝日町477-17 松江SUNビル8F 0852-59-5411 0852-25-4781

総合資格学院　岡山校 岡山市北区柳町2-6-25 朝日生命岡山柳町ビル1F 086-235-5901 086-235-5902

総合資格学院　倉敷校 倉敷市老松町2-12-15 ホテル1･2･3倉敷1F 086-430-4711 086-427-3742

2級　6/17（水）　1級　6/24（水） 総合資格学院　広島校 広島市中区中町7-35 和光中町ビル 4F

2級　6/21（日）　1級　6/28（日） ホテルエスプル広島平和公園 広島市中区小町3-17（2F会議室）

2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 総合資格学院　福山校 福山市三之丸町11-11 三の丸ビル1F 084-991-3811 084-991-3820

総合資格学院　山口校 山口市小郡みらい町1-1-20 小郡インタービル2F 083-974-4011 083-974-4031

総合資格学院　周南校 周南市御幸通り1-11 新興ビル1F 0834-27-6311 0834-21-2411

徳島県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 9:45 総合資格学院　徳島校 徳島市藍場町1丁目5番地 徳島第一生命ビル5F 088-657-7361 088-657-0613

香川県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 2級　9:45　1級　9:30 総合資格学院　高松校 高松市松福町2丁目15-24 香川県土木建設会館2F 087-811-2011 087-811-2012

愛媛県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 2級　9:45　1級　9:30 総合資格学院　松山校 松山市三番町7-13-13 ミツネビルディング7F 089-947-2611 089-947-2622

高知県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 9:30 総合資格学院　高知校 高知市はりまや町1-5-33 土電ビル2F 088-804-0711 088-804-0701

総合資格学院　天神校 福岡市中央区天神2-8-34 住友生命福岡ビル7F 092-716-2081 092-716-1990

総合資格学院　小倉校 北九州市小倉北区堺町 1-1-1 JTB小倉ビル3F 093-522-7511 093-522-7531

総合資格学院　久留米校 久留米市東町40-12 久留米QRビル1F 0942-36-7141 0942-36-7120

佐賀県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 9:30 総合資格学院　佐賀校 佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル2F 0952-27-9861 0952-27-9871

2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 総合資格学院　長崎校 長崎市江戸町6-5 江戸町センタービル4F

2級　6/21（日）　1級　6/28（日） 総合資格学院　佐世保校 佐世保市稲荷町2-28 佐世保市労働福祉センター 

熊本県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 9:30 総合資格学院　熊本校 熊本市中央区水道町7-1 シティ16ビル4F 096-212-6811 096-212-6812

大分県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 9:30 総合資格学院　大分校 大分市中央町1-4-2 TIC大分ビル5F 097-540-6281 097-540-6280

宮崎県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 9:45 総合資格学院　宮崎校 宮崎市錦本町1-3 エストレジャービル4F 0985-41-7580 0985-41-7583

鹿児島県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 9:30 総合資格学院　鹿児島校 鹿児島市山之口町1-30 Idehara-BLD 4F 099-239-5711 099-239-5712

沖縄県 2級　6/21（日）　1級　6/28（日） 2級　9:45　1級　8:45 総合資格学院　沖縄校 那覇市久茂地1-3-1 久茂地セントラルビル6F 098-866-8311 098-866-8312

095-816-3611 095-822-3121

福岡県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 9:30

長崎県 9:45

岡山県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 2級　9:45　1級　9:30

広島県 9:45

082-542-3811 082-542-3815

山口県 2級　6/17（水）・6/21（日）　1級　6/24（水）・6/28（日） 2級　9:45　1級　9:30


