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○北海道エリア
都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日

札幌市 0101 札幌会場 TKPガーデンシティ札幌駅前2F ホール2C/2D 札幌市中央区北2条西2-19 5月14日 毎週土日、祝日
函館市 0102 函館会場 函館駅前ビル(元棒二森屋アネックス)7F 特設会場 函館市若松町16 5月21日
旭川市 0103 旭川会場 道北経済センター5F/6F 特設会場 旭川市常盤通1 5月21日
北見市 0104 北見会場 北見経済センター2F 2号室①～③ 北見市北三条東1-4 5月21日 5月24日~27日、6月23日~27日、7月3日、4日、11日、12日、28日、29日
岩見沢市 0105 岩見沢会場 岩見沢商工会議所2F 第1会議室/第2会議室 岩見沢市一条西1-16-1 5月21日
留萌市 0106 留萌会場 留萌産業会館2F 大ホールA/B 留萌市錦町1-1-15 5月21日
滝川市 0107 滝川会場 滝川産経会館1F 大会議室 滝川市大町1-8-1 5月21日 6月以降毎週土日、祝日
稚内市 0108 稚内会場 宗谷経済センター2F 研修室/産業交流展示室/産業交流会議室 稚内市中央2-4-8 5月21日 毎週土日、祝日、5月27日、28日、6月17日、18日、7月15日、16日
遠軽町 0109 遠軽会場 遠軽町福祉センター4F 児童集会室/1号青少年会議室 紋別郡遠軽町岩見通南2-2-15 5月21日
苫小牧市 0110 苫小牧会場 苫小牧経済センタービル5F 特設会場 苫小牧市表町1-1-13 5月21日
余市町 0111 余市会場 ホテル水明閣1F 鳳凰 蘭の間 余市郡余市町山田町687 5月21日
網走市 0112 網走会場 網走産業会館3F 大会議室 網走市南三条西3-14-15 5月22日 毎週土日、祝日
紋別市 0113 紋別会場 紋別経済センター3F 2号室 紋別市本町4-1-16 5月22日 毎週土日、祝日
富良野市 0114 富良野会場 コンシェルジュ・フラノ2F 大ホール/ホール 富良野市本町2-27 5月22日
夕張市 0115 夕張会場 夕張商工会議所2F 大研修室 夕張市本町4-38 5月22日
美唄市 0116 美唄会場 美唄市民会館 2F 大会議室 美唄市西四条南1-4-2 5月23日
留辺蘂町 0117 留辺蘂会場 留辺蘂商工会議所1F 多目的ホール/ロビー 北見市留辺蘂町仲町6 5月23日 毎週火曜、水曜、6月25日
岩内町 0118 岩内会場 岩内町地域交流センター 1F 集会所1/2 岩内郡岩内町字高台203 5月23日 毎週土曜、祝日
釧路市 0119 釧路会場 道東経済センタービル3F 研修室/第1会議室/第2会議室 釧路市大町1-1-1 5月24日
根室市 0120 根室会場 根室商工会館3F 大ホール 根室市松ヶ枝町2-7 5月24日 6月2日、9日、10日、18日、19日、30日、7月20日、21日
小樽市 0121 小樽会場 小樽経済センタービル4F ホールA/B 小樽市稲穂2-22-1 5月28日 6月13日~15日、7月15日~18日
帯広市 0122 帯広会場 帯広経済センタービル4F 大会議室 帯広市西三条南9-1-1 5月28日
栗山町 0123 栗山会場 くりやまカルチャープラザ「EKI」1F 多目的ホール 夕張郡栗山町中央2-1 5月28日 7月9日、10日、第1・第3月曜
砂川市 0124 砂川会場 砂川ハイウェイオアシス館2F しらかば 砂川市北光336-7 5月28日
江別市 0125 江別会場 セレモニーホールはやし野幌1F 小宴会場1/2/3 江別市野幌町55-2 5月28日
倶知安町 0126 倶知安会場 ホテル第一会館3F メモリアルホールA/B 虻田郡倶知安町南三条西2-13 5月28日
浦河町 0127 浦河会場 浦河商工会議所2F 研修室 浦河郡浦河町大通1-36 5月28日
伊達市 0128 伊達会場 伊達興信商事ビル1F 特設会場 伊達市梅本町39-1 5月28日
千歳市 0129 千歳会場 ホテルグランテラス千歳2F 鳳凰の間D 千歳市本町4-4 5月28日 7月6日、7日、15日~18日、28日~31日
登別市 0130 登別会場 登別商工会議所3F 研修室①/② 登別市中央町5-6-1 5月28日
恵庭市 0131 恵庭会場 恵庭商工会議所3F 大会議室 恵庭市京町80 5月28日 6月23日、24日、7月9日、10日、30日、31日
石狩市 0132 石狩会場 石狩市民プール2F 多目的ホール 石狩市花川北三条2-198-3 5月28日 毎月第1・3日曜
美幌町★ 0133 美幌会場　 美幌商工会議所3F 第2研修室/大会議室A/B 網走郡美幌町字仲町1-44 6月2日 毎週土日、祝日、6月18日、19日、24日、25日、7月9日、10日
深川市★ 0134 深川会場　 深川市経済センター3F 多目的ホール 深川市一条9-19 6月3日 毎週月曜(月曜祝日の場合火曜休館)
室蘭市★ 0135 室蘭会場　　　　　　ホテルセピアス花壇2F 芙蓉の間/桔梗の間 室蘭市入江町1-12 6月10日
士別市★ 0136 士別会場　　　　　　士別商工会議所2F 大会議室 士別市西二条5 6月10日

都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
青森市 0201 青森会場 青森商工会議所会館7F　 研修室/ミーティングルーム 青森市新町1-2-18 5月14日
弘前市 0202 弘前会場 弘前商工会議所会館2F 大ホール 弘前市上鞘師町18-1 5月21日
八戸市 0203 八戸会場 八戸商工会館4F 大会議室 八戸市堀端町2-3 5月21日
むつ市 0204 むつ会場 むつ来さまい館2F ミニギャラリー/会議室 むつ市田名部町10-1 5月21日
十和田市 0205 十和田会場 十和田商工会議所会館5F 大会議室 十和田市西二番町4-11 5月22日
五所川原市 0206 五所川原会場 五所川原商工会館2F 第2研修室/市民サロン/第1研修室 五所川原市東町17-5 5月22日
盛岡市 0301 盛岡会場 農林会館4F 特設会場 盛岡市菜園1-3-6 5月14日
釜石市 0302 釜石会場 釜石市民ホール1F ギャラリー 釜石市大町1-1-9 5月21日 5月25日、6月8日、22日、7月6日、20日
北上市 0303 北上会場 北上商工会館3F 大会議室/ロビー 北上市青柳町2-1-8 5月21日
宮古市 0304 宮古会場 キャトル宮古4F 特設会場 宮古市栄町3-35 5月22日
奥州市 0305 奥州会場 水沢Maple1F 特設会場 奥州市水沢字横町2-1 5月22日
一関市 0306 一関会場 なのはなプラザ2F 特設会場 一関市大町4-29 5月23日
久慈市 0307 久慈会場 久慈グランドホテル2F マリンホール 久慈市川崎町10-15 5月23日

申請サポート会場一覧（５月27日公表版）

○東北エリア

北海道

青森県

岩手県

※5月27日に新たに公表した会場については、市町村名の後ろに★を記載しています。　※サポート会場は常設しておりますが、会場によって対応できる日時が異なりますので、予約の際にご確認ください。
※なお、新たに公表した会場については、下記のスケジュールで予約開始とさせていただきます。
　　6月　1日（月）～　7日（日）にオープンする会場：5月27日（水）に予約開始　　　6月 ８日（月）～14日（日）にオープンする会場：6月　1日（月）に予約開始　　　6月15日（月）～21日（日）にオープンする会場：6月8日（月）に予約開始
　　6月22日（月）～29日（日）にオープンする会場：6月15日（月）に予約開始　　　6月30日（月）にオープンする会場　　　　　　　　　　：6月22日（月）に予約開始
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○東北エリア
都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日

仙台市 0401 仙台会場 勾当台本町ビル5F 特設会場 仙台市青葉区本町3-6-17 5月14日
仙台市 0402 仙台第二会場 トラストセンタービル1F 特設会場 仙台市泉区泉中央1-23-6 5月21日
塩釜市 0403 塩釜会場 三晴ビル1F 特設会場 塩釜市海岸通10-1 5月21日
石巻市 0404 石巻会場 石巻商工会議所1F 第2会議室/第3会議室 石巻市中央2-9-18 5月22日 毎週土曜
大崎市 0405 古川会場 古川商工会議所会館2F 第5研修室（1/3） 大崎市古川東町5-46 5月24日
名取市 0406 名取会場 特設会場 1Fスペース 名取市増田字柳田85-5 5月28日
気仙沼市 0407 気仙沼会場 気仙沼海の市2F ホヤぼーやホール 気仙沼市魚市場前7-13 5月28日
白石市 0408 白石会場 特設会場 1Fスペース 白石市大平森合字森合沖23 5月28日
仙台市 0409 仙台第三会場 斎喜センタービル5F 特設会場 仙台市若林区六丁の目西町8-1 5月29日
秋田市 0501 秋田会場 アキタスクエア3-2 大ルーム 秋田市中通4-14-16 5月14日 7月18日
大館市 0502 大館会場 大館商工会議所5F 大ホール 大館市御成町2-8-14 5月21日
大仙市 0503 大曲会場 大曲商工会議所2F 研修室1/2/3 大仙市大曲通町1-13 5月21日
能代市 0504 能代会場 能代商工会議所3F 多目的ホール 能代市元町11-7 5月23日
横手市 0505 横手会場 サンサン横手1F 多目的ホール 横手市条里2-1-15 5月23日
山形市 0601 山形会場 archs senzoku-yaビル3F A/HI 山形市本町2-4-15 5月14日
鶴岡市 0602 鶴岡会場 庄内産業振興センター　マリカ西館3F 大会議室/ 第1小会議室 鶴岡市末広町3-1 5月21日
新庄市 0603 新庄会場 ニューグランドホテル2F なでしこ/花梨 新庄市若葉町4-23 5月21日
酒田市 0604 酒田会場 マリーン5清水屋4F 特設会場 酒田市中町2-5-1 5月28日 毎週火曜
米沢市 0605 米沢会場 東京第一ホテル米沢3F 政宗/フォトスタジオ/謙信 米沢市中央1-13-3 5月28日
天童市 0606 天童会場 イオンモール天童　グルメ棟1F イベントスペース 天童市芳賀タウン北5-15-26 5月28日
郡山市 0701 郡山会場 郡山商工会議所 駅前大通り会館1F 特設会場 郡山市中町10-6 5月16日
会津若松市 0702 会津若松会場 会津若松商工会議所2F 大会議室 会津若松市南千石町6-5 5月21日
いわき市 0703 いわき会場 いわき産業創造館LATOV6F セミナー室 いわき市平字田町120 5月21日
福島市 0704 福島会場 コラッセふくしま8F 第1会議室/第2会議室 福島市三河南町1-20 5月22日
白河市 0705 白河会場 新白信ビル2F 会議室B 白河市立石96 5月22日 毎週土日、祝日
南相馬市 0706 原町会場 原町商工会議所2F 大会議室 南相馬市原町区橋本町1-35 5月28日
二本松市 0707 二本松会場 二本松商工会議所2F 大研修室 二本松市本町1-60-1 5月28日
喜多方市 0708 会津喜多方会場 喜多方シティホールアネックス(七福神ホール)1F ANNEXホール1 喜多方市関柴町西勝字井戸尻48-1 5月29日
須賀川市 0709 須賀川会場 須賀川商工会議所1F 大ホール 須賀川市東町59-25 5月29日

都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
水戸市 0801 水戸会場 中央ビル4F 406号室 水戸市泉町2-3-2 5月14日
土浦市 0802 土浦会場 L’AUBE Kasumigaura1F ハイネス 土浦市川口2-11-31 5月21日 6月19日~21日、7月2日~5日、9日~11日、17日~19日
石岡市 0803 石岡会場 サポート・ワン5F 大ホール 石岡市府中1-3-5 5月22日
古河市 0804 古河会場 コモディイイダ古河駅前店2F 特設会場 古河市本町1-2-1 5月25日
筑西市 0805 下館会場 ホテル新東2F 宴会場 筑西市乙834 5月26日 6月13日~15日、7月23日~25日
ひたちなか市 0806 ひたちなか会場 ひたちなか商工会議所3F 特設会場 ひたちなか市勝田中央14-8 5月28日
日立市★ 0807 日立会場 日立商工会議所4F 特設会場 日立市幸町1-21-2 5月29日
宇都宮市 0901 宇都宮会場 TKP宇都宮カンファレンスセンターB1F ホールA/カンファレンスルームB 宇都宮市駅前通り1-3-1KDX宇都宮ビル 5月14日
栃木市 0902 栃木会場 栃木商工会議所1F 第1ホール 栃木市片柳町2-1-46 5月22日
足利市 0903 足利会場 足利商工会議所1F 友愛ホール 足利市通3-2757 5月22日
小山市 0904 小山会場 小山商工会議所4F 大会議室 小山市城東1-6-36 5月23日 5月25日~27日
真岡市 0905 真岡会場 真岡商工会議所1F 大会議室P1 真岡市荒町1203 5月23日 7月26日、27日
鹿沼市 0906 鹿沼会場 鹿沼商工会議所1F アザレアホール 鹿沼市睦町287-16 5月24日
日光市 0907 日光会場 日光商工会議所2F 大会議室 日光市宝殿66-1 5月24日
佐野市 0908 佐野会場 佐野商工会議所3F 中会議室 佐野市大和町2687-1 5月24日
大田原市 0909 大田原会場 トコトコ大田原3F 特設会場 大田原市中央1-3-15 5月28日
那須塩原市 0910 那須塩原会場 黒磯公民館(いきいきふれあいセンター)3F 特設会場 那須塩原市桜町1-5 5月28日

栃木県

○関東エリア

山形県

福島県

宮城県

秋田県

茨城県
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都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
前橋市 1001 前橋会場 前橋商工会議所3F バンブー/アネモネ 前橋市日吉町1-8-1 5月14日 6月30日~7月3日、5日~11日、16日~18日、28日~30日
高崎市 1002 高崎会場 高崎商工会議所6F 6階ホール 高崎市問屋町2-7-8 5月14日 5月28日~30日、6月3日~9日、24日~27日、30日~7月2日、28日~30日
桐生市 1003 桐生会場 桐生商工会議所3F 305号室 桐生市錦町3-1-25 5月22日 7月26日~28日
太田市 1004 太田会場 太田ナウリゾートホテル2F プリズム 太田市飯田町1267 5月22日
伊勢崎市 1005 伊勢崎会場 伊勢崎商工会議所1F 大ホール 伊勢崎市昭和町3919 5月23日 6月24日~27日、7月1日~3日、5日~9日
沼田市 1006 沼田会場 テラス沼田7F 特設会場 沼田市下之町888 5月23日
館林市 1007 館林会場 館林市産業振興センター2F 会議室 館林市大手町10-8 5月24日
藤岡市 1008 藤岡会場 藤岡商工会議所3F 中ホール 藤岡市藤岡853-1 5月24日
富岡市 1009 富岡会場 ホテルアミューズ富岡2F 金鶏 富岡市富岡245-1 5月25日
渋川市★ 1010 渋川会場 プレヴェール渋川1F 特設会場 渋川市金井1298 6月4日
飯能市 1101 飯能会場 ホテル・ヘリテイジ飯能sta.6F エメラルドホール 飯能市仲町11-21西武飯能ステーションビル内 5月16日 6月29日~7月1日、8日~10日
川口市 1102 川口会場 コモディイイダ川口東口店2F 特設会場 川口市栄町3-4-18 5月21日
本庄市 1103 本庄会場 本庄商工会議所2F 大会議室 本庄市朝日町3-1-35 5月21日
熊谷市 1104 熊谷会場 キングアンバサダーホテル熊谷1F クラウン/ティアラ 熊谷市筑波1-99-1 5月22日 6月24日～26日
春日部市 1105 春日部会場 春日部商工会議所2F 中会議室 春日部市粕壁東2-2-29 5月22日 6月29日~7月3日、7日~16日
さいたま市 1114 さいたま会場 まるまるひがしにほん東日本連携センター2F 特設会場 さいたま市大宮区大門町1-6-1 5月23日
深谷市 1106 深谷会場 埼玉グランドホテル深谷2F プラナス 深谷市西島町1-1-13 5月23日 6月18日～21日
上尾市 1108 上尾会場 アークエムビル6F 特設会場 上尾市仲町1-7-27 5月24日
草加市 1107 草加会場 草加商工会議所3F 会議室 草加市中央2-16-10 5月26日 6月10日~18日、29日、30日
秩父市 1110 秩父会場 秩父市文化体育センター1F 特設会場 秩父市大野原1470 5月29日 毎週火曜
所沢市 1109 所沢会場 カワモク所沢ビル2F 特設会場 所沢市西住吉10-13 5月28日
蕨市 1111 蕨会場 花見第3ビル5F 504/505号室 蕨市塚越1-2-14 5月28日
狭山市 1112 狭山会場 アルカディア狭山1 2F 特設会場 狭山市富士見1-3-10 5月28日
越谷市 1113 越谷会場 越谷ツインシティAシティ2F 特設会場 越谷市弥生町17-1 5月28日
川越市★ 1115 川越会場 仲ビル5F 特設会場 川越市脇田本町13-22 6月1日
市原市 1201 市原会場 市原市五井会館2F 特設会場 市原市五井中央西2-3-13 5月15日 6月20日、21日
八街市 1202 八街会場 八街商工会議所2F 第1会議室/研修室 八街市八街ほ224 5月21日
佐倉市 1203 佐倉会場 佐倉商工会議所3F 大会議室 佐倉市表町3-3-10 5月22日 6月4日~6日、6月23日~25日、7月27日~30日
流山市 1204 流山会場 流山商工会議所3F 大会議室 流山市流山2-312 5月22日
銚子市 1205 銚子会場 銚子商工会議所1F 大ホール 銚子市三軒町19-4 5月23日
千葉市 1206 千葉会場 千葉中央ツインビル2号館1F 特設会場 千葉市中央区中央2-5-1 5月25日
松戸市 1207 松戸会場 ル・シーナビル6F 特設会場 松戸市本町20-10 5月28日
香取市 1208 佐原会場 佐原商工会議所4F 大ホール 香取市佐原イ525-1 5月28日 6月22日~25日
茂原市 1209 茂原会場 茂原商工会議所本納支所2F 講習会等研修室 茂原市本納2001 5月28日
東金市 1210 東金会場 東金商工会議所1F 大ホール 東金市東岩崎1-5 5月28日 7月3日~6日
習志野市 1211 習志野会場 習志野商工会議所3F 大会議室 習志野市津田沼4-11-14 5月29日
成田市 1212 成田会場 成田市商工会館1F 大会議室 成田市花崎町736-62 5月28日 6月16日~18日、24日～26日
浦安市 1213 浦安会場 浦安商工会議所3F 大会議室 浦安市猫実1-19-36 5月28日 5月30日、31日
市川市 1214 市川会場 市川商工会議所2F 第1会議室 市川市南八幡2-21-1 5月28日
館山市 1215 館山会場 館山商工会議所2F 大ホール 館山市八幡821-7 5月28日
柏市★ 1216 柏会場 ハート柏迎賓館3F バッキンガム 柏市柏233 6月4日
船橋市★ 1217 船橋会場 船橋商工会議所6F 602会議室 船橋市本町1-10-10 6月4日 6月24日~27日
君津市★ 1218 君津会場 君津メディカルスポーツセンター内 君津勤労者総合福祉センター1F 研修室 君津市西君津11-1 6月5日 毎週月曜
木更津市★ 1219 木更津会場 木更津市立中央公民館 多目的ホール 木更津市富士見1-2-1アクア木更津B館3F 6月5日 毎週月曜

群馬県

○関東エリア

埼玉県

千葉県
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都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
府中市 1301 むさし府中会場 むさし府中商工会議所3F 大ホール 府中市緑町3-5-2  5月12日
八王子市 1302 八王子第一会場 八王子商工会議所4F ホール 八王子市大横町11-1 5月12日
八王子市 1303 八王子第二会場 八王子エルシィ3F 富士桜桃 八王子市八日町6-7 5月12日
千代田区 1304 日比谷会場 NTT日比谷ビル4F ⑤ 千代田区内幸町1-1-6 5月14日
港区 1305 新橋会場 TKP新橋会議室1F 1A 港区新橋1-18-16日本生命新橋ビル 5月15日
大田区 1306 蒲田会場 相鉄フレッサイン東京蒲田2F ミモザ 大田区蒲田5-19-12 5月15日 6月23日、24日
多摩市 1307 多摩会場 LINK FOREST1F ホールC 多摩市鶴牧3-5-3 5月16日 6月30日で閉館
千代田区 1308 丸の内会場 東京商工会議所5F ROOM A4/A5 千代田区丸の内3-2-2丸の内二重橋ビル 5月18日
中央区 1309 銀座会場 ZX銀座ビル10F 夜景ラウンジ 中央区銀座1-5-13 5月21日
文京区 1310 水道橋会場 小倉ビル4F 4XL会議室 文京区本郷1-11-14 5月21日
青梅市 1311 青梅会場 青梅商工会議所3F 第一会議室 青梅市上町373-1 5月21日 7月18日、19日、28日~31日
台東区 1312 上野会場 第一吉沢ビル4F カンファレンスルーム3A/4A 台東区東上野3-18−6 5月22日 6月7日、8日
江東区 1313 東陽町会場 SouGoビル5F 3会議室 江東区塩浜2-25-14 5月22日
渋谷区 1314 新宿会場 新宿文化クイントビル2F 新宿クイントサロンA面 渋谷区代々木3-22-7 5月23日
台東区 1315 浅草会場 旧浅草保健相談センター2F 特設会場 台東区花川戸1-14-16 5月24日
江戸川区 1316 小岩会場 スカイハートホテル小岩2F 多目的ルーム 江戸川区北小岩6-11-4 5月24日
港区 1317 御成門会場 住友不動産御成門駅前ビル1F HALL A/B 港区新橋6-17-21 5月28日 6月24日~26日
墨田区 1318 両国会場 両国ステーション西ビル3F 会議室 墨田区横綱1-2-28 5月28日
品川区 1319 五反田会場 TOC五反田13F 特設会場 品川区西五反田7-22-17 5月28日
杉並区 1320 荻窪会場 セキネビル3F 特設会場 杉並区天沼3-1-1 5月28日
豊島区 1321 池袋会場 アルテール池袋ビル2F 特設会場 豊島区東池袋1-36-7 5月28日
武蔵野市 1322 武蔵野会場 アルファ武蔵野2-3F 特設会場 武蔵野市中町2-6-5 5月28日
立川市 1323 立川会場 立川商工会議所11F 第5会議室 立川市曙町2-38-5立川ビジネスセンタービル 5月28日 6月10日、11日、25日、26日
中央区 1324 東銀座会場 築地えとビル1F ROOM1/3 中央区築地1-12-6 5月29日
杉並区 1325 方南町会場 方南町ビル7F 特設会場 杉並区和泉4-47-22 5月29日
北区 1326 滝野川会場 滝野川G・1ビル5F 特設会場 北区滝野川7-2-14 5月29日
葛飾区 1327 青砥会場 マルサンビルディング5F 特設会場 葛飾区青戸4-22-16 5月29日
町田市 1328 町田会場 新コスモス電機ビル1F 特設会場 町田市森野2-27-15 5月29日
品川区 1329 青物横丁会場 アサミビル5F 特設会場 品川区南品川2-4-7 5月30日
目黒区 1330 都立大会場 NCビル7F 特設会場 目黒区碑文谷3-19-8 5月30日
中野区 1331 新井薬師前会場 アリスコートビル1F 特設会場 中野区松が丘1-33-15 5月30日
練馬区 1332 光が丘会場 日東工業ビル3F 特設会場 練馬区旭町1-31-11 5月30日
大田区 1333 蒲田第二会場 第一美須ビル2F 特設会場 大田区蒲田5-38-1 5月31日
渋谷区 1334 初台会場 初台ハイツ2F 特設会場 渋谷区本町1-7-16 5月31日
板橋区 1335 要町会場 要町通信ビル4F 特設会場 板橋区中丸町11-8 5月31日
練馬区 1336 三原台会場 EKN三原台1F 特設会場 練馬区三原台3-25-21 5月31日
港区★ 1337 白金台会場 八芳園2F サンライト 港区白金台1-1-1 6月1日
荒川区★ 1338 荒川会場 セントラル荒川7F 特設会場 荒川区荒川2-1-5 6月1日 毎週日曜
江戸川区★ 1339 新小岩会場 シバビル2F 特設会場 江戸川区本一色1-7-15 6月3日
新宿区★ 1340 高田馬場会場 住友不動産新宿ガーデンタワー1F 会議室1 新宿区大久保3-8-2 6月4日 6月17日～20日、7月10日～16日
世田谷区★ 1341 駒沢会場 ヨネビル246-1F 特設会場 世田谷区駒沢4-35-10 6月4日
渋谷区★ 1342 渋谷会場 CASE B 特設会場 渋谷区神宮前6-16-26 6月6日 6月30日で閉館
横須賀市 1401 横須賀会場 横須賀商工会議所2F 特別会議室A/B 横須賀市平成町2-14-4 5月15日
川崎市 1402 川崎第一会場 SALTO元住吉1F 特設会場 川崎市中原区木月2-4-8 5月21日
茅ヶ崎市 1403 茅ヶ崎会場 茅ヶ崎商工会議所4F 大会議室 茅ヶ崎市新栄町13-29 5月21日 6月5日~7日、19日~21日、7月17日~19日
鎌倉市 1404 鎌倉会場 HATSU鎌倉1F コミュニティラウンジ 鎌倉市大町1-1-14 5月21日
厚木市 1405 厚木会場 HAYASHIビル2F 特設会場 厚木市旭町1-7-3 5月22日
大和市 1406 大和会場 大和商工会議所3F 第5/第6会議室 大和市中央5-1-4 5月22日 5月27日、6月12日~15日、24日
横浜市 1407 横浜第二会場 スカーフ会館ビル2F加瀬の会議室横浜スタジアム前ホール 第1/第2会議室 横浜市中区住吉町1-2 5月28日
横浜市 1408 横浜第三会場 サクラピアビル4F加瀬の会議室横浜セネックス 大会議室 横浜市神奈川区西神奈川1-6-1 5月28日 5月31日~6月2日、7月18日~20日
横浜市 1409 横浜第四会場 サンクレスト伊勢佐木4F 特設会場 横浜市中区弥生町1-2 5月28日
平塚市 1410 平塚会場 平澤ビル1F 特設会場 平塚市宮の前8-2 5月28日
三浦市 1411 三浦会場 三浦商工会議所4F 401/402会議室 三浦市三崎3-12-19 5月28日
相模原市 1412 相模原会場 相模原市立産業会館4F 特別会議室 相模原市中央区中央3-12-1 5月28日
川崎市★ 1413 川崎第二会場 unicoA5F 特設会場 川崎市川崎区日進町3-4 6月1日
藤沢市★ 1414 藤沢会場 第一相澤ビル6F 特設会場 藤沢市南藤沢22-7 6月1日
秦野市★ 1415 秦野会場 クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)2F 特設会場 秦野市平沢82 6月1日 毎週火曜
横浜市★ 1416 横浜第一会場 横浜商工会議所横浜シンポジア レセプションスペース 横浜市中区山下町2産業貿易センタービル9F 6月4日 6月17日、18日、23~25日(6月30日で閉館)
小田原市★ 1417 小田原会場 小田原箱根商工会議所会館B1F 第1/第2会議室 小田原市城内1-21 6月4日 6月25日~27日、29日~7月1日、9日~11日、18日~20日

東京都

神奈川県

○関東エリア
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都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
新潟市 1501 新潟会場 万代島ビル17F A1/B1 新潟市中央区万代島5-1 5月14日
三条市 1502 三条会場 三条ものづくり学校2F 213号室/214号室 三条市桜木町12-38 5月21日
糸魚川市 1503 糸魚川会場 糸魚川商工会議所2F 研修室 糸魚川市寺町2-8-16 5月21日 7月15日、16日、22日、23日
新潟市 1504 新津会場 新津商工会議所3F 小ホール/中ホール 新潟市秋葉区新津本町3-1-7 5月22日
妙高市 1505 新井会場 さん来夢あらい2F 会議室A/B 妙高市朝日町1-10-3 5月22日
燕市 1506 燕会場 燕商工会議所3F 青年部研修室/講習会室 燕市東太田6856 5月23日
加茂市 1507 加茂会場 加茂市産業センター3F 研修室/小講習室 加茂市幸町2-2-4 5月23日
新発田市 1508 新発田会場 新発田商工会議所4F 402号室/403号室 新発田市中央町4-10-10 5月24日
柏崎市 1509 柏崎会場 柏崎市産業文化会館1F 展示室 柏崎市駅前2-2-45 5月28日 7月6日、7日、7月11日~14日
長岡市 1510 長岡会場 ハイブ長岡2F 特別会議室1/2 長岡市千秋3-315-11 5月29日 6月16~19日、7月8日~10日、21~23日、28日~31日
上越市 1511 上越会場 上越商工会議所3F 大ホール 上越市新光町1-10-20 5月30日
新潟市 1512 亀田会場 亀田商工会議所2F 講習会室 新潟市江南区亀田新明町2-2-30 5月31日
村上市 1513 村上会場 村上商工会議所1F 第一研修室 村上市小町4-10 5月31日
十日町市★ 1514 十日町会場 十日町商工会議所2F 多目的ホール 十日町市駅通り17 6月5日
富山市 1601 富山会場 富山商工会議所10F 101号室 富山市総曲輪2-1-3 5月14日 5月30日、6月6日、7日
高岡市 1602 高岡会場 高岡商工ビル4F 403号室/405号室 高岡市丸の内1-40 5月21日 7月24日~27日
氷見市 1603 氷見会場 氷見商工会議所3F 第二会議室/第二大会議室 氷見市南大町10-1 5月21日
滑川市 1604 滑川会場 滑川商工会議所3F 大会議室 滑川市田中町132 5月23日
砺波市 1605 砺波会場 砺波学び交流館1F 研修室A/研修室B 砺波市栄町717 5月25日 毎週日曜、祝日
射水市 1606 射水会場 射水商工会議所2F 201/202/203 射水市本町2-10-35 5月28日
魚津市 1607 魚津会場 アップルヒルショッピングセンター敷地内旧ギフトショップ跡地 特設会場 魚津市上村木413 5月28日
黒部市★ 1608 黒部会場 旧黒部市立宇奈月中学校 特設会場 黒部市宇奈月町下立825 6月4日
小松市 1701 小松会場 小松商工会議所3F 302号室 大集会室 小松市園町ニ１ 5月15日
金沢市 1702 金沢会場 金沢米泉岩並ビル1F 特設会場 金沢市米泉町7-43-1 5月21日
加賀市 1703 加賀会場 加賀商工会議所3F 会議室1/会議室2/研修室 加賀市大聖寺菅生ロ17-3 5月21日
七尾市 1704 七尾会場 矢田郷コミュニティセンター2F 大会議室 七尾市本府中町ヲ部38 5月23日 毎週月曜、祝日
輪島市 1705 輪島会場 輪島商工会議所5F 507会議室 輪島市河井町20-1-1 5月28日
珠洲市 1706 珠洲会場 珠洲商工会議所1F 第1研修室 珠洲市飯田町1-1-9 5月28日
白山市 1707 白山会場 白山商工会議所3F 305研修室 白山市西新町159-2 5月28日
鯖江市 1801 鯖江会場 鯖江商工会議所3F 中ホール 福井県鯖江市本町3-2-12 5月16日
福井市 1802 福井会場 サクラNビル1F 特設会場 福井市宝永4-3-1 5月21日
敦賀市 1803 敦賀会場 敦賀商工会議所6F ホール 敦賀市神楽町2-1-4 5月21日
越前市 1804 武生会場 武生商工会議所3F 会員サロン 越前市塚町101 5月22日 7月22日
勝山市 1805 勝山会場 勝山商工会議所3F 講習会室 勝山市元町1-18-19 5月23日 5月29日
大野市 1806 大野会場 大野商工会議所1F 小会議室 大野市明倫町3-37越前おおのまちなか交流センター 5月28日 6月13日、14日、21日、27日、28日、7月3日、16日、17日、26日
小浜市 1807 小浜会場 小浜商工会議所3F 研修室 小浜市大手町5-32 5月28日
甲府市 1901 甲府会場 甲府商工会議所2F 201会議室 甲府市相生2-2-17 5月14日
富士吉田市 1902 富士吉田会場 元山梨中央銀行新屋支店1F 特設会場 富士吉田市新屋401-4 5月28日
大月市★ 1903 大月会場 大月商店街協同組合2F 大会議室 大月市大月1-8-13 6月4日
長野市 2001 長野会場 長野市若里市民文化ホール2F プロムナードギャラリー 長野市若里3-22-2 5月14日
飯田市 2002 飯田会場 飯田商工会議所1F 商店街交流ホール 飯田市常磐町41 5月21日
佐久市 2003 佐久会場 佐久商工会議所3F 大会議室 佐久市中込2976-4 5月21日
駒ケ根市 2004 駒ケ根会場 駒ケ根商工会議所5F 大会議室 駒ケ根市上穂栄町3-1 5月22日
飯山市 2005 飯山会場 飯山商工会議所2F 講習会/研修室 飯山市大字飯山2239-1 5月22日 7月12日、13日
大町市 2006 大町会場 大町商工会議所2F 大会議室 大町市大町2511-3 5月23日 5月27日、28日、6月23日、24日
諏訪郡 2007 下諏訪会場 下諏訪商工会議所3F 大会議室 諏訪郡下諏訪町4611 5月25日 5月28日~31日、6月9日、10日、13日~15日、27日~29日、7月11日、12日、16日~21日、25日、26日
岡谷市 2008 岡谷会場 テクノプラザおかや2F IT支援室/商談室 岡谷市本町1-1-1 5月28日 7月23~25日
上田市 2009 上田会場 上田商工会議所5F Aホール/Bホール 上田市大手1-10-22 5月28日 6月5日、6日、17日、18日、25日、26日、30日、7月1日～4日、7日～10日、18日、19日
松本市 2010 松本会場 松本商工会議所6F 601会議室 松本市中央1-23-1 5月28日 6月10日~12日、25日、26日、7月7~9日、14日~17日、31日
伊那市 2011 伊那会場 伊那商工会議所2F イベントホール 伊那市中央4605-8 5月28日
茅野市 2012 茅野会場 茅野市中央公民館3F 談話室/相談室/旧事務所 茅野市宮川4552-2 5月28日
中野市 2013 信州中野 信州中野商工会議所3F 第一会議室/第二会議室 中野市中央1-7-2 5月30日 毎週土日、祝日
須坂市 2014 須坂会場 須坂商工会議所3F 大会議室 須坂市立町1278-1 5月31日
小諸市★ 2015 小諸会場　 小諸商工会議所3F 特別会議室/小会議室/研修室 小諸市相生町3-3-12 6月1日
諏訪市★ 2016 諏訪会場　 諏訪商工会議所4F 401会議室/501会議室 諏訪市小和田南14-7 6月4日
岐阜市 2101 岐阜会場 岐阜商工会議所2F 大ホール 岐阜市神田町2-2 5月14日 6月1日
関市 2102 関会場 関商工会議所2F 大会議室 関市本町1-4 5月21日
中津川市 2103 中津川会場 中津川商工会議所3F 会議室 中津川市かやの木町1-20 5月21日
美濃加茂市 2104 美濃加茂会場 美濃加茂商工会議所3F 大会議室 美濃加茂市太田本町1-1-20 5月21日
恵那市 2105 恵那会場 恵那商工会議所3F 会議室2/会議室3 恵那市長島町正家1-5-11 5月22日
各務原市 2106 各務原会場 産業文化センター1F かかみがはら21プラザ 特設会場 各務原市那加桜町2-186 5月23日
高山市 2107 高山会場 飛騨・世界生活文化センターB1F 大会議室 高山市千島町900-1 5月24日 毎週火曜、6月27日
羽島市 2108 羽島会場 羽島商工会議所3F 研修室 羽島市竹鼻町2635 5月24日 6月21日
大垣市 2109 大垣会場 ソフトピアジャパンドリームコア5F 521室 大垣市今宿6-52-16 5月28日 6月13日
美濃市 2110 美濃会場 美濃商工会議所3F 会議室 美濃市上条78-7 5月28日
飛騨市 2111 神岡会場 神岡商工会議所2F 会議室 飛騨市神岡町船津1325-3 5月28日 毎週土日、祝日、6月26日
可児市 2112 可児会場 可児市勤労者総合福祉センター (Lポート可児)1F 会議室 可児市姫ケ丘1-37 5月28日
多治見市★ 2113 多治見会場 セラミックパークMINO1F 国際会議場 多治見市東町4-2-5 6月1日
土岐市★ 2114 土岐会場 土岐商工会議所3F 研修室 土岐市土岐津町高山6-7 6月4日 7月23日、24日

山梨県

長野県

○中部エリア

新潟県

富山県

石川県

福井県

岐阜県



6 ページ

都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
静岡市 2201 静岡会場 静岡商工会議所静岡事務所2F 会議室201/会議室202 静岡市葵区黒金町20-8 5月14日
浜松市 2202 浜松会場 浜松商工会議所10F 会議室A/会議室B 浜松市中区東伊場2-7-1 5月21日 5月24日
沼津市 2203 沼津会場 沼津商工会議所4F 大会議室 沼津市米山町6-5 5月21日 5月29日、30日、6月9日、10日、7月3日~10日、15日、16日、27日、28日
磐田市 2204 磐田会場 磐田商工会議所3F 大会議室 磐田市中泉281-1 5月22日
焼津市 2205 焼津会場 焼津市ふれあいギャラリー1F 展示室1～3 焼津市本町5-1-18 5月22日 7月30日、31日
藤枝市 2206 藤枝会場 藤枝市浄化センター2F 大会議室 藤枝市城南3-2-1 5月23日
袋井市 2207 袋井会場 袋井新産業会館キラット1F 特設会場 袋井市高尾1129-1 5月23日
掛川市 2208 掛川会場 掛川商工会議所1F 大会議室 掛川市掛川551-2 5月24日
富士市 2209 富士会場 富士商工会議所3F/4F 3F会議室/402 富士市瓜島町82 5月28日 6月3日、10日、17日、18日、20日、23日、7月18日
三島市 2210 三島会場 三島商工会議所1F TMOホール 三島市一番町2-29 5月28日
伊東市 2211 伊東会場 伊東市観光会館別館1F 特設会場 伊東市和田1-16-1 5月28日 6月8日、9日、12日、13日、18日~23日、7月7日~11日、20~23日
下田市 2212 下田会場 道の駅開国下田みなと2F 特別展示室 下田市外ケ岡1-1 5月29日 6月6日~8日、12日、13日、7月12日、13日
島田市 2213 島田会場 ぴ～ファイブしまだ音楽広場1F 屋内公園 島田市本通5-2-2 5月29日
静岡市★ 2214 清水会場 静岡商工会議所清水事務所5F 会議室A/B/C 静岡市清水区相生6-17 6月4日 6月21日、7月19日、23日、24日、毎月第3日曜、祝日
熱海市★ 2215 熱海会場 いきいきプラザ6F 第1会議室/視聴覚室 熱海市中央町1-25 6月5日
富士宮市★ 2216 富士宮会場 クリスタルホールパテオン2F エメラルド 富士宮市錦町7-8 6月10日 7月12日
名古屋市 2301 名古屋会場 名古屋商工会議所6F 特設会場 名古屋市中区栄2-10-19 5月14日 5月24日
豊川市 2302 豊川会場 豊川商工会議所3F 研修室 豊川市豊川町辺通4-4 5月21日 6月6日、7月18日
豊田市 2303 豊田会場 豊田商工会議所4F 特別会議室403 豊田市小坂本町1-25 5月21日
安城市 2304 安城会場 安城商工会議所5F ホール 安城市桜町16-1 5月21日 6月25日、26日
西尾市 2305 西尾会場 西尾商工会議所2F 202/203会議室 西尾市寄住町若宮37 5月21日
犬山市 2306 犬山会場 犬山商工会議所4F 大研修室 犬山市天神町1-8 5月21日
半田市 2307 半田会場 半田商工会議所3F 大会議室 半田市銀座本町1-1-1 5月22日 5月27日、28日、6月4日、5日、16日、17日、23日~26日、7月17日、18日
江南市 2308 江南会場 江南商工会議所2F 別館研修室 江南市古知野町小金112 5月23日
岡崎市 2309 岡崎会場 岡ビル百貨店3F 特設会場 岡崎市明大寺本町4-70 5月24日 毎週水曜
蒲郡市 2310 蒲郡会場 蒲郡商工会議所2F 202室 蒲郡市港町18-23 5月24日
常滑市 2311 常滑会場 イオンモール常滑2F イオンホール 常滑市りんくう町2-20-3 5月24日
豊橋市 2312 豊橋会場 豊橋商工会議所3F ホール 豊橋市花田町字石塚42-1 5月28日 6月27日、28日、7月2日、3日、13日～15日、27日～31日
碧南市 2313 碧南会場 碧南商工会議所3F 308会議室 碧南市源氏神明町90 5月28日
春日井市 2314 春日井会場 春日井商工会議所1F/4F 会議室/大会議室 春日井市鳥居松町5-45 5月28日 6月13日、17日~20日
名古屋市 2315 高岳会場 第一富士ビル5F 特設会場 名古屋市東区代官町35-16 5月31日 7月以降の毎週日曜、祝日
名古屋市 2316 東別院会場 東別院3番出口ビル4F 特設会場 名古屋市中区平和1-1-20 5月31日
瀬戸市 2317 瀬戸会場 瀬戸商工会議所2F 大会議室 愛知県瀬戸市見付町38-2 5月28日 6月1日~３日、10日~12日、23日、24日、7月7日~9日、27日~31日
一宮市★ 2318 一宮会場　 一宮地場産業ファッションデザインセンター1F 展示ホール 一宮市大和町馬引字南正亀4-1 6月1日 7月12日
小牧市★ 2319 小牧会場　 小牧商工会議所4F 大会議室 小牧市小牧5-253 6月1日 6月8日~11日、23日、7月15日
大府市★ 2320 大府会場　 愛三文化会館1F もちのきホール 大府市明成町1-330 6月1日 6月13日に閉館
東海市★ 2321 東海会場　 東海市立商工センター1F 多目的ホール 東海市中央町4-2 6月16日 6月25日に閉館
刈谷市★ 2322 刈谷会場　 刈谷市産業振興センター3F 会議室305 刈谷市相生町1-1-6 6月30日 7月8日

都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
鳥羽市 2401 鳥羽会場 鳥羽商工会議所3F かもめホール 鳥羽市大明東町1-7 5月14日 5月18日、26日
四日市 2402 四日市会場 四日市商工会議所1F 会議所ホールⅠ 四日市市諏訪町2-5 5月14日 5月27日、30日、31日、6月30日
松阪市 2403 松阪会場 松阪商工会議所3F 第一研修室 松阪市若葉町161-2 5月21日 7月1日
鈴鹿市 2404 鈴鹿会場 鈴鹿商工会議所2F 特別会議室 鈴鹿市飯野寺家町816 5月21日
亀山市 2405 亀山会場 関宿ふるさと会館2F 第1研修室 亀山市関町新所664-2 5月22日 毎週月曜
名張市 2406 名張会場 名張産業振興センター1F アスピア 名張市南町822-2 5月23日
熊野市 2407 熊野会場 熊野商工会議所3F 大会議室 熊野市木本町171 5月24日
尾鷲市 2408 尾鷲会場 尾鷲商工会議所3F 大ホール 尾鷲市朝日町14-45 5月31日 6月29日、7月30日、31日
伊勢市★ 2409 伊勢会場　 伊勢市労働福祉会館2F 大会議室 伊勢市勢田町613-13 6月1日 6月19日~30日、7月18日
津市★ 2410 津会場　 津センターパレス4F 特設会場 津市大門7-15 6月4日
桑名市★ 2411 桑名会場　 桑名商工会議所2F 会議室 桑名市桑栄町1-1サンファーレ南館 6月4日 6月22日、7月2日、21日
守山市 2501 守山会場 守山商工会議所2F 大ホール 滋賀県守山市吉身3-11-43 5月16日 6月23日、7月15日~17日、30日、31日
草津市 2502 草津会場 草津商工会議所1F コミュニティーホール 草津市大路2-11-51 5月21日 6月7日~9日、18日~20日、6月23日~27日、7月10日~12日、17日~24日
長浜市 2503 長浜会場 長浜商工会議所2F 会議室1/会議室２/会議室３ 長浜市高田町12-34 5月23日
彦根市★ 2504 彦根会場 彦根商工会議所4F 大ホールA/B 彦根市中央町3-8 6月1日 6月30日
大津市★ 2505 大津会場 大津商工会議所9F 会議室1/会議室2 大津市打出浜2-1 コラボしが21 6月4日
京都市 2601 京都会場 京都商工会議所7F 7-E/7-F 京都市下京区 室町東入函谷鉾町78 京都経済セン 5月14日 6月28日
京都市 2602 京都駅前会場 YIC京都貸し教室・貸し会議室3号館7F 371号室/372号室/373号室 京都市塩小路下る西油小路町27 5月21日 6月6日~8日、22日~29日、7月4日~6日、10日~25日、27日~31日
宇治市 2603 宇治会場 宇治商工会議所1F 多目的ホールA/B 宇治市宇治琵琶45-13 5月21日
舞鶴市 2604 舞鶴会場 舞鶴商工会議所5F コンベンションホール 舞鶴市字浜66 5月22日
城陽市 2605 城陽会場 城陽商工会議所3F 講習室/小会議室 城陽市富野久保田1-1 城陽市産業会館 5月24日
福知山市 2606 福知山会場 福知山商工会議所4F 402号室/403号室 福知山市字中ノ27 5月28日 6月13日、14日
綾部市 2607 綾部会場 綾部商工会議所3F 研修室A/研修室B 綾部市西町1-50-1 Ｉ･Ｔビル 5月28日
宮津市字 2608 宮津会場 宮津商工会議所3F 大会議室/第4会議室 宮津市字鶴賀2054-1 5月28日
亀岡市★ 2609 亀岡会場 ガレリア亀岡2F 大広間 亀岡市余部町宝久保1-1 6月9日 6月11日、25日、28日

三重県

滋賀県

京都府

静岡県

○中部エリア

○近畿エリア

愛知県
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都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
大阪市 2701 本町会場 大阪商工会議所B1F　 1号会議室 大阪市中央区本町橋2-8 5月14日
東大阪市 2702 東大阪会場 東大阪商工会議所 旧館1F 事務所/ロビー 東大阪市永和1ｰ11-10 5月15日
泉大津市 2703 泉大津会場 テクスピア大阪5F 510号室/511号室/512号室/513号室 泉大津市旭町22-45 5月16日
枚方市 2704 枚方会場 輝きプラザきらら 7F たまゆらイベントホール 枚方市車塚1ｰ1-1 5月15日 毎週日曜、祝日は午後3時30分までの開設
大阪市 2705 梅田会場 新日本ビル3F 特設会場 大阪市北区中崎西4-3-27 5月21日
大阪市 2706 天王寺会場 竹澤ビル9F あべの貸会議室 リンク大阪 大阪市阿倍野区旭町1-1-10 5月21日 6月12日、13日
大阪市 2707 京橋会場 都島住宅京橋ビル3F 特設会場 大阪市都島区東野田町2-2-10 5月21日
岸和田市 2708 岸和田会場 岸和田商工会議所3F 大会議室 岸和田市別所町3-13-26 5月21日 6月1日
貝塚市 2709 貝塚会場 貝塚商工会議所3F 小会議室1/小会議室2 貝塚市二色南町4-7 5月21日
泉佐野市 2710 泉佐野会場 泉佐野商工会議所4F さくらホール 泉佐野市市場西3-2-34 5月21日
門真市 2711 守口門真会場 守口門真商工会館3F 特別会議室E 門真市殿島町6-4 5月21日
松原市 2712 松原会場 松原商工会議所2F 2号大会議室 松原市阿保1-2-30 5月21日
高石市 2713 高石会場 高石商工会議所3F 大会議室 高石市綾園2-6-10 5月21日
大阪市 2714 平野会場 平野元町西交差点前ビル1F 特設会場 大阪市平野区平野元町6-22 5月22日
大阪市 2715 弁天町会場 ABMポートビル6F 特設会場 大阪市港区夕凪2-16-9 5月22日
高槻市 2716 高槻会場 高槻現代劇場 市民会館1F 旧レストラン「錦松鶴」 高槻市野見町2-33 5月22日 5月24日、31日
大阪市 2717 大淀会場 新梅田研修センター9F 特設会場 大阪市福島区福島6-22-20 5月23日 7月11日、12日
大阪市 2718 住之江会場 オスカードリーム･大阪ジョイテルホテル9F ファンクションルーム 大阪市住之江区新北島1-2-1 5月23日
豊中市 2719 豊中会場 とよなか起業・チャレンジセンター2F イベントホール 豊中市螢池中町3-9-20 5月23日
大阪市 2720 新大阪会場 甲東ビル1F 101号室 大阪市淀川区木川東2-4-3 5月24日
八尾市 2721 八尾会場 藤和ライブタウン八尾南1F スーパー 跡地 八尾市若林町1-84-2 5月24日
堺市 2722 堺会場 堺市駅前ビル1F 特設会場 堺市北区北長尾町1-7-5 5月28日
茨木市 2723 茨木会場 茨木市福祉文化会館1F ロビー 茨木市駅前4-7-55 5月28日
吹田市 2724 吹田会場 SK江坂1F 特設会場 吹田市豊津町54-5 5月28日
池田市 2725 池田会場 べラルーチェ1F 特設会場 池田市神田2-4-7 5月28日
寝屋川市 2726 寝屋川会場 JA香里ビル4F 特設会場 寝屋川市香里南之町16-15 5月28日
交野市 2727 交野会場 グリーンビレッジ交野（「星の里いわふね」前）2F 大会議室 交野市私市9-4-5 5月28日 毎週火曜
箕面市 2728 箕面会場 三羽鶴ビル7F 特設会場 箕面市船場西1-6-7 5月28日
和泉市 2729 和泉会場 コンビニエンスストア跡地 特設会場 和泉市のぞみ野3-1-32 5月28日
大東市 2730 大東会場 大東市立市民会館3F 302号室 大東市曙町4-6 5月28日
大阪市★ 2731 心斎橋会場 大阪写真会館3F 特設会場 大阪市中央区南船場2-7-14 6月4日 6月21日
神戸市 2801 神戸会場 神戸商工会議所会館2Fイベントホール 特設会場 神戸市中央区港島中町6-1 5月14日
姫路市 2802 姫路会場 姫路商工会議所本館2F ロビー 姫路市下寺町43 5月21日
尼崎市 2803 尼崎会場 尼崎商工会議所4F 401会議室/402会議室 尼崎市昭和通3-96 5月21日 5月31日
高砂市 2804 高砂会場 ふれあいの郷　生石研修センター1F 多目的ホール 高砂市阿弥陀町生石61-2 5月21日 6月3日で閉館
明石市 2805 明石会場 明石商工会議所7F ホール 明石市大明石町1-2-1 5月22日
西宮市 2806 西宮会場 西宮商工会館別館2F 大会議室 西宮市櫨塚町2-20 5月22日
伊丹市 2807 伊丹会場 伊丹商工会議所2F 多目的ホール/研修コーナー 伊丹市宮ノ前2-2-2 5月23日
加古川市 2808 加古川会場 加古川商工ビル1F 展示ホールA 加古川市加古川町溝之口800 5月24日
西脇市 2809 西脇会場 西脇商工会議所7F 研修室 西脇市西脇990西脇経済センタービル 5月28日
相生市 2810 相生会場 相生商工会議所会館2F 2F会議室/3F研修室 相生市旭3-1-23 5月28日
赤穂市 2811 赤穂会場 赤穂商工会館3F 大研修室/小研修室 赤穂市加里屋68-9 5月28日 6月6日
洲本市 2812 洲本会場 洲本商工会議所･洲本市経済交流センター2F 多目的ホール/会議室B/会議室C 洲本市本町4-5-3 5月28日
たつの市 2813 龍野会場 龍野経済交流センター1F ギャラリー霞城 たつの市龍野町富永702-1 5月28日
小野市 2814 小野会場 小野商工会議所4F 大会議室 小野市王子町800-1 5月28日 7月20日~7月24日
加西市 2815 加西会場 アスティアかさい2F 特設会場 加西市北条町北条28-1 5月28日
宝塚市 2816 宝塚会場 ソリオ2 6F 第2会議室/第3会議室 宝塚市栄町2-1-2 5月28日
三木市 2817 三木会場 三木商工会館4F 大会議室/研修室 三木市本町2-1-18 5月31日 6月21日~6月23日
神戸市★ 2818 新神戸会場 ショダリ21ビル西館2F 特設会場 神戸市中央区生田町1-4-1 6月4日
豊岡市★ 2819 豊岡会場 但馬地域地場産業振興センター2F 多目的ホール 豊岡市大磯町1-79 6月25日 7月9日で閉館
生駒市 2901 生駒会場 生駒商工会議所6F 603会議室/605会議室 奈良県生駒市元町1ｰ6-12 5月16日
奈良市 2902 奈良会場 西御門服部ビル1F 特設会場 奈良市西御門町2 5月21日
大和高田市 2903 大和高田会場 大和高田商工会議所経済会館4F 404会議室/経済倶楽部室 大和高田市大中106-2 5月21日
橿原市 2904 橿原会場 フクダ不動産八木ビル2F 特設会場 橿原市新賀町237-1 5月28日
和歌山市 3001 和歌山会場 和歌山商工会議所3F 議員会室/小会議室/特別応接室 和歌山県和歌山市西汀丁36 5月14日
海南市 3002 海南会場 海南商工会議所2F 特別会議室/役員議員室 海南市日方1294-18 5月21日
田辺市 3003 田辺会場 田辺商工会議所3F 大会議室/特別会議室 田辺市新屋敷町1 5月21日
有田市 3004 紀州有田会場 紀州有田商工会議所6F 大ホール 有田市箕島33-1 5月24日 5月28日、6月11日、25日
新宮市 3005 新宮会場 新宮商工会議所2F 大ホール 新宮市井の沢3-8 5月28日 毎週水曜
御坊市 3006 御坊会場 御坊商工会議所3F 中会議室1/中会議室2 御坊市薗350-28 5月28日
橋本市 3007 橋本会場 橋本商工会館7F 特設会場 橋本市市脇1-3-18 5月28日

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

○近畿エリア
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都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
鳥取市 3101 鳥取会場 鳥取商工会議所2F 特設会場 鳥取市本町3-201 5月14日 毎週土日、祝日
米子市 3102 米子会場 国際ファミリープラザ2F 特設会場 米子市加茂町2-180 5月21日
境港市 3103 境港会場 境港市立誠道小学校跡 職員室 境港市誠道町2062 5月28日
倉吉市★ 3104 倉吉会場 倉吉市文化活動センター1F 第一活動室 倉吉市住吉町77-1 6月9日 毎週月曜
松江市 3201 松江会場 松江商工会議所1F 教養文化センター 松江市母衣町55-4 5月14日
浜田市 3202 浜田会場 浜田商工会議所3F 大ホール 浜田市殿町124-2 5月21日
出雲市 3203 出雲会場 出雲商工会議所6F 大ホール 出雲市大津町1131-1 5月22日 5月31日、6月16日、25日、7月8日~11日、16日、21日、26日
安来市 3204 安来会場 安来商工会議所1F 大ホール 安来市安来町878-8 5月26日
益田市 3205 益田会場 益田商工会議所1F 大ホール 益田市元町12-7 5月28日 6月5日、21日、7月8日、14日~19日、22日
大田市 3206 大田会場 大田商工会議所3F 大ホール 大田市大田町大田イ309-2 5月28日 6月14日、21日、26日、27日、7月4日、11日、17日、19日、22日、31日
出雲市 3207 平田会場 平田商工会議所2F 大会議室 出雲市平田町2280-1 5月29日
江津市 3208 江津会場 江津商工会議所3F 大会議室 江津市嘉久志町2306-4 5月29日 6月11日、17日、18日、26日、29日、7月20日
岡山市 3301 岡山会場 岡山商工会議所4F 大会議室401/402号室 岡山市北区厚生町3ｰ1-15 5月14日 5月23日、6月1日、3日、6日、11日~13日、16日
倉敷市 3302 倉敷会場 倉敷商工会議所3F 第五会議室 倉敷市白楽町249-5 5月21日
総社市 3303 総社会場 総社商工会議所4F 特設会場 総社市中央6-9-108 5月21日
井原市 3304 井原会場 井原市労働福祉会館2F 室内球技施設兼大会議室 井原市七日市町952 5月22日
備前市 3305 備前会場 備前商工会議所3F 研修室 備前市東片上230 5月22日
津山市 3306 津山会場 津山商工会議所1F 大ホール 津山市山下30-9 5月23日
新見市 3307 新見会場 新見商工会議所3F 特設会場 新見市高尾2475-7 5月23日
高梁市 3308 高梁会場 高梁商工会議所3F 講習室/研修室 高梁市南町16-2 5月28日
玉野市★ 3309 玉野会場 玉野土建本社ビル5F 多目的ホール 玉野市宇野4-10-10 6月8日
笠岡市★ 3310 笠岡会場 サンライフ笠岡2F 第一研修室 笠岡市十一番町16-2 6月8日
倉敷市★ 3311 玉島会場 ホテルセントイン倉敷2F 玉ノ浦 倉敷市新倉敷駅前5-203 6月25日 7月5日、19日
広島市 3401 広島会場 広島商工会議所9F 特設会場 広島市中区基町5-44 5月14日
呉市 3402 呉会場 呉商工会議所6F 大会議室 呉市本通4-7-1 5月21日
福山市 3403 福山会場 福山商工会議所9F 会議室 福山市西町2-10-1 5月21日
廿日市市 3404 廿日市会場 廿日市商工会議所4F 特別会議室/会議室(3) 廿日市市本町5-1 5月21日
三原市 3405 三原会場 三原商工会議所2F 中会議室 三原市皆実4-8-1 5月22日
府中市 3406 府中会場 府中商工会議所1F ホール 府中市元町445-1 5月22日
尾道市 3407 尾道会場 尾道商工会議所2F 大会議室202号室 尾道市土堂2-10-3 5月23日
庄原市 3408 庄原会場 庄原グランドホテル1F 向日奏（ひまわり） 庄原市西本町2-16-5 5月23日
大竹市 3409 大竹会場 大竹商工会議所3F 特設会場 大竹市油見3-18-11 5月24日
竹原市 3410 竹原会場 竹原商工会議所3F 大会議室 竹原市中央5-6-28 5月24日
三次市 3411 三次会場 CCプラザ2F 会議室 三次市十日市中1-1-10 5月28日
尾道市 3412 因島会場 因島商工会議所4F ホール 尾道市因島土生町1762-38 5月28日
東広島市 3413 東広島会場 CRUXビル1F 特設会場 東広島市西条栄町6-18 5月28日
山口市 3501 山口会場 山口井筒屋2F 特設会場 山口市中市町3ｰ3 5月14日
岩国市 3502 岩国会場 岩国市民文化会館1F 展示室 岩国市山手町1-15-3 5月21日 7月4日、5日、11日、31日
山陽小野田市 3503 小野田会場 小野田オリエンタルホテル2F 会議室 山陽小野田市日の出3-14-27 5月21日
徳山市 3504 徳山会場 徳山商工会議所6F ホール 周南市栄町2-15 5月22日 6月23日
周南市 3505 新南陽会場 新南陽商工会議所3F 大講座室 周南市宮の前2-6-13 5月22日
光市 3506 光会場 光商工会議所2F 青年部婦人会研修室 光市島田4-14-15 5月23日 6月28日
柳井市 3507 柳井会場 柳井商工会議所1F研修センター 研修・講習会室 柳井市中央2-15-1 5月23日
下関市 3508 下関会場 海峡メッセ下関7F 703号室 下関市豊前田町3-3-1 5月28日
宇部市 3509 宇部会場 COCOLAND SPORTS&RESORT2F 亀浦 宇部市上宇部75 5月29日 6月28日
下松市 3510 下松会場 下松商工会議所2F 第1会議室 下松市新川2-1-38 5月30日
山陽小野田市 3511 山陽会場 山陽商工会議所2F 大研修室 山陽小野田市大字鴨庄101-29 5月31日 6月12日
長門市★ 3512 長門会場 長門商工会議所3F 大研修室 長門市東深川1321-1 6月1日
防府市★ 3513 防府会場 デザインプラザHOFU4F 大研修室 防府市八王子2-8-9 6月4日
萩市★ 3514 萩会場 千春楽別館2F 城山 萩市堀内467-2 6月4日

都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
徳島市 3601 徳島会場 センチュリープラザ4F センチュリーホール 徳島市南昭和町1-46-1 5月14日 7月15日~18日
小松島市 3602 小松島会場 小松島商工会議所3F A室/B室/C室 小松島市小松島町字新港36 5月21日 6月6日、7日
阿南市 3603 阿南会場 阿南市商工業振興センター2F 展示場/ホワイエ 阿南市富岡町今福寺34-4 5月22日 6月8日、9日、15日、20日、22日、25日、26日
鳴門市★ 3604 鳴門会場 うずしお会館2F 第3会議室 鳴門市撫養町南浜字東浜165-10 6月4日 7月1日、2日
吉野川市★ 3605 吉野川会場 吉野川合同庁舎2F 特設会場 吉野川市川島町宮島736-1 6月4日 毎週土日、祝日
三好市★ 3606 阿波池田会場 徳島新聞会館3F ホール 三好市池田町マチ2191-1 6月4日 毎週土日、祝日
高松市 3701 高松会場 高松商工会議所会館4F 401会議室 高松市番町2ｰ2-2 5月14日
丸亀市 3702 丸亀会場 丸亀商工会議所3F 第一会議室 丸亀市大手町1-5-3 5月21日
観音寺市 3703 観音寺会場 観音寺商工会館3F 大ホール 観音寺市坂本町1-1-25 5月22日
坂出市 3704 坂出会場 坂出商工会館2F 202/203会議室 坂出市久米町1-14-14 5月28日
善通寺市 3705 善通寺会場 善通寺商工会議所3F 大会議室 善通寺市文京町3-3-3 5月28日
仲多度郡★ 3706 多度津会場 多度津商工会議所2F 会議室 仲多度郡多度津町東浜6-30 6月6日

鳥取県

島根県

岡山県

○中国エリア

広島県

山口県

徳島県

香川県

○四国エリア
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都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
松山市 3801 松山会場 TKP松山市駅前カンファレンスセンター2F ホール2D/カンファレンスルーム2B 松山市千舟町4ｰ3-7 青野ビル 5月14日 7月10日、17日、18日、26日
今治市 3802 今治会場 今治商工会館3F 研修室1/2/3 今治市旭町2-3-20 5月21日 6月以降毎週土日、祝日
西条市 3803 西条会場 西条商工会館3F 研修室 西条市朔日市779-8 5月22日
伊予市 3804 伊予会場 伊予商工会議所3F 会議室 伊予市下吾川1512-6 5月23日 6月16日、25日、7月1日~3日
新居浜市 3805 新居浜会場 新居浜商工会館1F 貸室大ホール 新居浜市一宮町2-4-8 5月24日 7月16日~18日
八幡浜市 3806 八幡浜会場 八幡浜商工会館3F 研修室 八幡浜市北浜1-3-25 5月28日 6月4日
大洲市 3807 大洲会場 大洲商工会館3F 大ホール 大洲市大洲694-1 5月28日 毎週土日、祝日、6月9日、18日、25日、7月16日、
宇和島市★ 3808 宇和島会場 ニュー兵頭サブライムホール4F 特設会場 宇和島市丸之内3-6-20 6月8日
四国中央市★ 3809 四国中央会場 四国中央商工会議所2F 会議室 四国中央市金生町下分789-1 6月15日 毎週土日、祝日
高知市 3901 高知会場 高知商工会館4F 光の間 高知市本町1ｰ6-24 5月14日 5月30日、6月27日、28日、30日、7月11日、12日、14日
四万十市 3902 中村会場 中村商工会館3F 大会議室 四万十市中村小姓町46 5月21日 6月25日、7月14日
安芸市 3903 安芸会場 安芸商工会館2F 大ホール 安芸市本町3-11-5 5月22日
須崎市 3904 須崎会場 須崎商工会館2F 大会議室 須崎市西糺町4-18 5月28日
宿毛市 3905 宿毛会場 宿毛商工会議所1F 会議室 宿毛市宿毛1748-3 5月28日
土佐清水市 3906 土佐清水会場 土佐清水商工会館2F 中会議室 土佐清水市寿町11-16 5月28日 6月24日

都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
北九州市 4001 北九州会場 北九州商工会議所9F 中/小ホール 北九州市小倉北区紺屋町13-1 毎日西部会館 5月15日
福岡市 4002 西新会場 西新パレスホール3F Aホール/Bホール 福岡市早良区西新2-10-1 5月21日 6月16日、17日、21日、7月4日、15日、16日
久留米市 4003 久留米会場 ホテルニュープラザKURUME2F レジェンド 久留米市六ッ門町広又16-1 5月21日 6月8日、9日、17日、20日、23日、29日、7月8日、17日、30日、31日
柳川市 4004 柳川会場 柳川商工会議所3F 大ホール 柳川市本町117-2 5月21日
行橋市 4005 行橋会場 行橋商工会議所3F 大研修室 行橋市中央1-9-50 5月21日
宮若市 4006 宮若会場 宮若商工会議所5F 会議室 宮若市宮田3673-3 5月21日 5月27日~29日、6月24日、26日、7月29日
飯塚市 4007 飯塚会場 飯塚商工会議所6F 601号室 飯塚市吉原町6-12 5月22日
筑後市 4008 筑後会場 筑後商工会議所3F 大ホール 筑後市大字和泉118-1 5月22日 6月6日~8日
直方市 4009 直方会場 直方商工会議所4F 大会議室 直方市殿町7-50 5月23日
大川市 4010 大川会場 大川商工会議所2F ホール 大川市大字酒見221-6 5月23日
中間市 4011 中間会場 中間商工会議所2F ホール 中間市長津1-7-1 5月23日
豊前市 4012 豊前会場 豊前商工会議所2F 会議室 豊前市大字八屋2013-2 5月24日
福岡市 4013 天神会場 チクモクビル6F 大ホール 福岡市中央区天神3-10-27 5月28日 7月3日~6日
福岡市 4014 福岡会場 福岡商工会議所3F 305/306/307号室 福岡市博多区博多駅前2-9-28 5月28日
八女市 4015 八女会場 八女市担い手研修センター1F ホール 八女市立花町谷川1155 5月28日
大牟田市 4016 大牟田会場 大牟田文化会館1F 小ホール 大牟田市不知火町2-10-2 5月29日 6月8日、22日、7月13日、27日
田川郡★ 4017 豊前川崎会場　 川崎町庁舎車庫棟2F 事務室3/事務室4 田川郡川崎町大字田原789-2 6月9日 毎週土日、祝日
朝倉市★ 4018 朝倉会場 朝倉地域生涯学習センター1F 会議室1 朝倉市宮野1997 6月12日 6月18日、19日、23日、24日、27日、7月10日、11日、14日、15日、30日、31日
伊万里市 4101 伊万里会場 伊万里商工会議所4F 大ホール 伊万里市新天町663 5月15日 5月23日、24日、30日、6月19日
佐賀市 4102 佐賀会場 佐賀玉屋1F 特設会場 佐賀市中の小路2-5 5月21日
西松浦郡 4103 有田会場 有田商工会議所3F 研修室 西松浦郡有田町本町954-9 5月21日 6月以降毎週土日、祝日
唐津市 4104 唐津会場 唐津商工会議所4F 401/402号室 唐津市大名小路1-54 5月22日
鹿島市 4105 鹿島会場 鹿島市勤労福祉センター1F 会議室/事務室 鹿島市大字高津原西牟田3354 5月23日
鳥栖市 4106 鳥栖会場 ホテルビアントス2F クリスタル 鳥栖市酒井西町789-1 5月28日 6月24日、7月5日、19日
武雄市 4107 武雄会場 武雄商工会議所2F 大会議室 武雄市武雄町大字昭和1-2 5月29日 6月8日、9日
佐世保市 4201 佐世保会場 Tビル2F 特設会場 佐世保市常盤町4-7 5月16日
長崎市 4202 長崎会場 NBCアーブホール1F ABホール(アーブホール) 長崎市上町1-35 5月21日
平戸市 4203 平戸会場 平戸商工会議所2F 大会議室/小会議室/会員ロビー 平戸市岩の上町1481-1 5月21日 5月22日、23日、6月12日、24日~26日、7月10日、21日
松浦市 4204 松浦会場 松浦商工会議所3F 大会議室/円卓会議室 松浦市志佐町浦免1807 5月22日
島原市 4205 島原会場 島原商工会議所3F 大ホール 島原市高島2-7217 5月23日
五島市★ 4206 福江会場 観光ビルはたなか3F 大会議室エクラタン 五島市中央町7-20 6月1日 毎週土日
諫早市★ 4207 諫早会場 高城会館1F 大会議室 諫早市高城町5-25 6月1日 毎週水曜
大村市★ 4208 大村会場 市民交流プラザ（プラザおおむら）2F 2Fホール 大村市本町326-1 6月15日 7月9日、15日、14日
熊本市 4301 熊本会場 熊本商工会議所6F 大会議室 熊本市中央区横紺屋町10 5月12日
人吉市 4302 人吉会場 人吉商工会議所3F 大ホール 人吉市南泉田町3-3 5月15日
荒尾市 4303 荒尾会場 荒尾商工会議所2F 大会議室 荒尾市大正町1-4-5 5月21日
水俣市 4304 水俣会場 水俣商工会議所3F 大会議室 水俣市大園町1-11-5 5月22日
玉名市 4305 玉名会場 玉名商工会館 玉名商工会議所5F 多目的ホール 玉名市高瀬290-1 5月23日
天草市 4306 本渡会場 天草市民センター1F 展示ホール 天草市東町3 5月24日 毎週月曜
八代市★ 4307 八代会場 桜十字ホールやつしろ（やつしろハーモニーホール）3F 研修室 八代市新町5-20 6月4日
山鹿市★ 4308 山鹿会場 温泉プラザ山鹿3F イベントホール 山鹿市山鹿1 6月4日 6月18日、6月26日(6月29日で閉館)

高知県

佐賀県

熊本県

○九州・沖縄エリア

福岡県

長崎県

愛媛県

○四国エリア
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都道府県 市区町村 会場コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日
臼杵市 4401 臼杵会場 臼杵商工会議所3F 大会議室 臼杵市大字臼杵72-126 5月16日
宇佐市 4402 宇佐会場 宇佐商工会議所2F 大ホール 宇佐市大字辛島198-2 5月21日
日田市 4403 日田会場 日田市総合体育館 武道場1F 剣道場 日田市田島3-29 5月22日 6月28日で閉館　
中津市 4404 中津会場 中津商工会議所3F 大ホール 中津市殿町1383-1 5月28日 7月11日、15日、21日
豊後高田市 4405 豊後高田会場 豊後高田商工会議所2F ホール 豊後高田市新町986-2 5月28日 6月3日、28日
別府市★ 4406 別府会場 大分県指定創業支援施設アライアンスタワーZ 1F 貸会議場 別府市田の湯町3-7 6月1日
大分市★ 4407 大分会場 J:COMホルトホール大分1F 小ホール 大分市金池南1-5-1 6月1日 6月8日、22日、24日、毎月第2・4月曜
佐伯市★ 4408 佐伯会場 佐伯文化会館1F 中ホール 佐伯市大手町1-1-1 6月5日 6月15日、7月24日、31日、毎月第1・3月曜
竹田市★ 4409 竹田会場 竹田商工会議所2F ホール 竹田市大字竹田1920-1 6月23日 6月30日~7月15日
日南市 4501 日南会場 日南商工会議所3F 301号室/302号室 日南市園田2-1-1 5月16日 6月25日、26日
児湯郡 4502 高鍋会場 高鍋商工会館高鍋商工会議所3F 中ホール/小ホール 児湯郡高鍋町大字北高鍋5138 5月21日
西都市 4503 西都会場 西都商工会議所2F 研修室2・3/研修室4 西都市大字妻1538-1 5月21日 7月4日
小林市 4504 小林会場 小林市八幡原市民総合センター1F 第1会議室 小林市堤108-1 5月22日
串間市 4505 串間会場 串間商工会議所3F 会議室A/B 串間市大字西方5657 5月22日
延岡市 4506 延岡会場 延岡市中小企業振興センター3F 部屋1/部屋2 延岡市東本小路121-1 5月23日
都城市★ 4507 都城会場 ホテル中山荘2F 会議室きりしま 都城市松元町3-20 6月4日
宮崎市★ 4508 宮崎会場 TOKIWA25ビル4F C号室 宮崎市橘通東1-8-11 6月4日
日向市★ 4509 日向会場 ホテルベルフォート日向本館2F シンフォニーA/Bルーム 日向市上町7-3 6月9日 6月29日で閉館　
鹿児島市 4601 鹿児島会場 鹿児島商工会議所4F 会議室1/会議室2 鹿児島市東千石町1-38 5月14日 6月7日、8日、17日、7月11日
鹿屋市 4602 鹿屋会場 鹿屋商工会議所2F 会議室2-2/相談室2-3 鹿屋市新川町600 5月21日
霧島市 4603 霧島会場 霧島商工会議所2F 大研修室 霧島市国分中央3-44-36 5月21日 6月17日、18日、23日、24日、25日、7月2日、9日、15日、22日、30日
薩摩川内市 4604 川内会場 川内商工会議所2F 大ホール 薩摩川内市神田町3-25 5月22日
南さつま市 4605 南さつま会場 南さつま商工会議所3F 大会議室 南さつま市加世田本町23-7 5月23日
枕崎市 4606 枕崎会場 枕崎商工会議所2F 大会議室/中会議室 枕崎市中央町1 5月24日 6月15日、26日、毎週土日、祝日
指宿市 4607 指宿会場 指宿商工会議所2F 大会議室/小会議室 指宿市大牟礼1-15-13 5月28日
いちき串木野 4608 いちき串木野会 カッチェルシェアハウス2F カッチェルサロン いちき串木野市元町224 5月28日
出水市★ 4609 出水会場 マルマエホール出水1F ホワイエ 出水市文化町23 6月4日 6月15日、27日、28日、7月5日、10日、11日、18日、19日、20日
奄美市★ 4610 奄美会場 奄美文化センター2F ギャラリー 奄美市名瀬長浜町517 6月15日 毎週土日
那覇市 4701 那覇会場 なは市民協働プラザ2F 特設会場 那覇市銘苅2-3-1 5月14日 6月23日
浦添市 4702 浦添会場 浦添市立中央公民館 分館2F ホール 浦添市牧港3-40-6 5月22日
中頭群 4703 沖縄会場 イオンモール沖縄ライカム3F イオンホールB 中頭郡北中城村字ライカム1 5月28日 7月25日~31日
名護市★ 4704 名護会場 名護市民会館2F ギャラリー 名護市港2-1-1 6月9日

沖縄県

大分県

宮崎県

鹿児島県

○九州・沖縄エリア
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