
申請サポート会場一覧（7月29日時点）

※サポート会場は常設しておりますが、会場によって予約できる日時が異なりますのでご確認ください。

※会場内の申請サポート窓口の詳細な場所は、現地の案内板等をご確認ください。

○北海道エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

札幌市 TKP札幌ビジネスセンター 札幌市中央区北3条西3丁目1-44ヒューリック札幌ビル 7月15日

函館市 ホテル法華クラブ函館 函館市本町27-1 7月15日

旭川市 アートホテル旭川 旭川市7条通6丁目29番地2 7月15日

北見市 北見経済センター 北見市北3条東1丁目2 7月15日

岩見沢市 であえーる岩見沢 岩見沢市4条西3丁目1 7月15日

滝川市 ホテル三浦華園 滝川市花月町1丁目2-26 7月15日

苫小牧市 苫小牧経済センター 苫小牧市表町1丁目1-13 7月15日

網走市 網走市民会館 網走市南6条西1丁目５ 7月16日 毎週月曜

岩内郡 岩内地域人材開発センター 岩内郡岩内町字東山8番地16 7月15日

夕張郡 ホテルパラダイスヒルズ 夕張郡栗山町湯地91番地 7月15日

砂川市 砂川商工会議所 砂川市西4条北4-1-2 7月17日 土・日・祝

江別市 江別商工会議所 江別市4条7丁目1番地 7月17日 土・日・祝

伊達市 伊達興信商事ビル 伊達市梅本町39-1 7月15日

登別市 登別商工会議所 登別市中央町5丁目6番地1 7月15日

室蘭市 むろらん広域センタービル 室蘭市海岸町1丁目4-1 7月17日 土・日・祝

深川市 深川市経済センター 深川市1条9番19号 7月16日 毎週月曜

網走郡 湯元 ホテル山水 網走郡大空町女満別湖畔3丁目2番3号 7月15日

留萌市 留萌産業会館 留萌市錦町1-1-15 7月22日

稚内市 えびなイベントホール 稚内市宝来2丁目6-35 7月22日

紋別市 オホーツク交流センター 紋別市幸町5丁目24-1 7月22日

富良野市 ニュー富良野ホテル 富良野市北の峰町14番38号 7月22日

美唄市 美唄商工会議所 美唄市西2条南2丁目1-1 7月28日 土・日・祝

釧路市 釧路センチュリーキャッスルホテル 釧路市大川町2-5 7月22日

根室市 根室市総合文化会館 根室市曙町1丁目40番地 7月22日 第1月曜

帯広市 帯広経済センタービル 西館 帯広市西3条南9丁目23 7月22日

虻田郡 ホテルようてい 虻田郡倶知安町字旭69 7月22日

千歳市 新千歳空港 ポルトムホール 千歳市美々新千歳空港国際線旅客ターミナルビル 7月22日

士別市 士別グランドホテル 士別市東3条6丁目4番地 7月22日

名寄市 名寄市役所風連庁舎 名寄市風連町西町196-1 7月28日 土･日･祝

芦別市 小林ビル 芦別市北1条西1丁目2-9 7月22日

余市郡 エーヴランドホテルゴルフクラブ 余市郡余市町登町2361−1 7月30日

小樽市 ホテルノルド小樽 小樽市色内1丁目4番16号 8月2日

紋別郡 遠軽商工会議所 紋別郡遠軽町岩見通南2-2-15福祉センター内 8月5日

夕張市 夕張商工会議所 夕張市本町4-38 8月5日

浦河郡 浦河商工会議所 浦河郡浦河町大通1-36 8月7日 土・日・祝

恵庭市 恵庭商工会議所 恵庭市京町80 8月5日

石狩市 石狩市民プール 石狩市花川北3条2-198-3 8月6日

○東北エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

八戸市 ユートリー 八戸市一番町1丁目9-22 7月15日

十和田市 十和田商工会議所 十和田市西二番町4-11 7月15日

五所川原市 五所川原商工会館 五所川原市東町17-5 7月15日

黒石市 グリーンパレス松安閣 黒石市乙徳兵衛町34 7月15日

青森市 青森商工会議所 青森市新町1-2-18 7月22日

むつ市 プラザホテルむつ むつ市下北町2-46 7月22日

弘前市 アートホテル弘前シティ 弘前市大町1-1-2 7月30日

盛岡市 アートホテル盛岡 盛岡市大通3丁目3-18 7月15日

奥州市 水沢Maple 奥州市水沢字横町2-1 7月15日

一関市 岩手日報一関ビル 一関市大手町3-40 7月15日

久慈市 ロイヤルパークカワサキ 久慈市長内町第27地割27-1 7月15日

大船渡市 サン・リアショッピングセンター 大船渡市盛町字町10-11 7月15日

花巻市 花巻市定住交流センター（なはんプラザ） 花巻市大通り1丁目2番21号 7月22日

宮古市 グリーンピア三陸みやこ 宮古市田老向新田148 7月29日

釜石市 釜石市民ホール TETTO 釜石市大町1-1-9 8月6日

仙台市 TKPガーデンシティ仙台駅北 仙台市宮城野区名掛丁201-1アパホテル 7月15日

塩竃市 塩釜商工会議所 塩竃市港町1丁目6-20 7月15日

石巻市 石巻商工会議所 石巻市中央二丁目9-18 7月17日 7月：毎週土曜　8月：毎週日曜

大崎市 リオーネふるかわ 大崎市古川台町9-20 7月15日

気仙沼市 ホテル一景閣 気仙沼市弁天町1丁目4-7 7月15日

仙台市 TKP仙台南町通カンファレンスセンター 仙台市青葉区中央3丁目6-10仙台南町通ビル 7月15日

名取市 美田園7丁目事務所 名取市美田園7-21-10 7月29日

白石市 白石市文化体育活動センター（ホワイトキューブ） 白石市鷹巣東2-1-1 7月31日 毎週水曜

秋田市 秋田アトリオンビル 秋田市中通2丁目3-8 7月17日

大館市 大館商工会議所 大館市御成町2-8-14 7月15日

大仙市 仙北ふれあい文化センター 大仙市堀見内字元田茂木7-1 7月16日

横手市 横手商工会議所 横手市大町7-18 7月17日 土・日・祝

湯沢市 湯沢ロイヤルホテル 湯沢市田町2-2-38 7月29日

能代市 能代商工会議所 能代市元町11-7 8月5日

山形市 山形貸会議室 山形市幸町6-1レッツ学院ビル 7月15日

鶴岡市 ホテルテトラリゾート 鶴岡市下川字東海林場358-3 7月15日

新庄市 新庄商工会議所 新庄市住吉町3-8 7月17日 土・日・祝

酒田市 さかたセントラルホテル 酒田市中央東町4-22 7月17日 毎週水曜

天童市 ほほえみの宿滝の湯 天童市鎌田本町1-1-30 7月15日

米沢市 ホテルモントビュー米沢 米沢市門東町3丁目3-1 7月22日

長井市 タスパークホテル 長井市館町北6-27 7月22日

郡山市 ゆとりろ磐梯熱海（旧：清稜山倶楽部） 郡山市熱海町熱海5-18 7月15日

会津若松市 会津若松商工会議所 会津若松市南千石町6-5 7月15日

いわき市 いわきワシントンホテル椿山荘 いわき市平字一町目1番地 7月15日

白河市 白河市大信地域市民交流センター 白河市大信増見字北田76番地1 7月15日

南相馬市 ブライダル&ホテル ラフィーヌ 南相馬市原町区旭町2-29 7月15日

喜多方市 会津喜多方商工会議所 喜多方市字沢ノ免7331 7月15日

相馬市 相馬商工会議所会館 相馬市中村字桜ケ丘71 7月17日

福島市 コワーキングスペース オフィス福島 福島市栄町1-35キャピタルフロントビル 7月22日

二本松市 二本松商工会議所 二本松市本町一丁目60番地1 7月22日

須賀川市 ホテル虎屋 須賀川市宮先町41 7月22日

○関東エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

水戸市 水戸プリンスホテル 水戸市桜川2丁目2-11 7月15日

土浦市 L’AUBE Kasumigaura 土浦市川口2丁目11-31 7月15日

石岡市 サポート・ワン 石岡市府中1-3-5 7月15日

ひたちなか市 ひたちなか商工会議所 ひたちなか市勝田中央14-8 7月15日

日立市 ホテル天地閣 日立市旭町2丁目6-13 7月15日

結城市 結城商工会議所 結城市大字結城531 7月20日 土・日・祝

古河市 古河商工会議所 古河市鴻巣1189-4 7月28日 土・日・祝

筑西市 ホテルニューつたや 筑西市乙907-1 7月22日

北茨城市 グリーンパークホテル 北茨城市関南町神岡上小沢1113茨城パシフィックカントリー倶楽部 7月22日

鹿嶋市 ホテルがんけ別館 サンロード鹿島 鹿嶋市宮下2-6-11 7月22日

宇都宮市 TKPガーデンシティ宇都宮 宇都宮市東宿郷2-4-4アパホテル 7月15日

栃木市 栃木商工会議所 栃木市片柳町2-1-46 7月15日

足利市 足利商工会議所 足利市通3-2757 7月15日

小山市 小山商工会議所 小山市城東1-6-36 7月15日

鹿沼市 ニューサンピア栃木 鹿沼市栃窪1255 7月15日

日光市 道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣 日光市今市719番地1 7月16日 毎週火曜

大田原市 大田原市総合文化会館 大田原市本町1-3-3 7月16日

真岡市 真岡商工会議所 真岡市荒町1203 7月22日

那須塩原市 割烹石山 那須塩原市本町5-5 7月22日

佐野市 佐野商工会議所 佐野市大和町2687-1 8月6日

前橋市 前橋ホテル 前橋市本町2-16-1 7月15日

桐生市 桐生商工会議所 桐生市錦町3-1-25 7月15日

太田市 ホテルモンテローザ太田 太田市飯田町1308 7月16日

伊勢崎市 伊勢崎商工会議所 伊勢崎市昭和町3919 7月15日

沼田市 沼田商工会館 沼田市西倉内町669-1 7月15日

高崎市 高崎商工会議所 高崎市問屋町2-7-8 7月22日

富岡市 ホテルアミューズ富岡 富岡市富岡245-1 7月22日

渋川市 プレヴェール渋川 渋川市金井1298 7月22日

館林市 館林市産業振興センター 館林市大手町10-8 8月5日

藤岡市 藤岡商工会議所 藤岡市藤岡853-1 8月5日

秋田県

山形県

福島県

茨城県

北海道

青森県

岩手県

栃木県

群馬県

宮城県

1 



○関東エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

飯能市 マロウドイン飯能 飯能市双柳105-8 7月15日

熊谷市 ソシオ熊谷（協同組合熊谷流通センター） 組合会館 熊谷市問屋町2-4-1 7月15日

さいたま市 TKP大宮ビジネスセンター さいたま市大宮区仲町2-26富士ソフトビル 7月15日

川口市 イオンモール川口前川 川口市前川1丁目1−11 7月22日

春日部市 フラールガーデン春日部 春日部市谷原1-2-1 7月22日

戸田市 戸田市商工会 戸田市上戸田1-21-23 7月22日

狭山市 狭山東武サロン 狭山市入間川3-6-14 7月22日

越谷市 越谷ツインシティ Aシティ 越谷市弥生町17-1越谷ツインシティ Aシティ 301-2区画 7月22日

川越市 コwaku 川越市大字山田1621-1モンドビル 7月22日

本庄市 本庄商工会議所 本庄市朝日町3-1-35 7月31日

草加市 埼玉屋旅館 草加市高砂1-10-13 7月31日

上尾市 上尾東武ホテル 上尾市柏座1-1-21 7月29日

新座市 ベルセゾン 新座市東北2-27-14 7月30日 毎週火曜

行田市 行田市駅ビル 行田市中央19-18 7月29日

深谷市 埼玉グランドホテル深谷 深谷市西島町1-1-13 8月5日

秩父市 秩父市文化体育センター 秩父市大野原1470 8月5日

市原市 市原マリンホテル 市原市五井中央西2丁目22-8 7月16日

流山市 流山商工会議所 流山市流山2-312 7月15日

銚子市 銚子商工会議所 銚子市三軒町19-4 7月15日

千葉市 TKP千葉駅東口ビジネスセンター 千葉市中央区新町1-20江澤ビル 7月15日

香取市 佐原商工会議所 香取市佐原イ525-1 7月15日

茂原市 茂原商工会議所 茂原市茂原443-14 7月17日 土・日・祝

市川市 市川グランドホテル 市川市市川1-3-18 7月15日

船橋市 船橋グランドホテル 船橋市本町7丁目11番地1号 7月15日

柏市 ザ・クレストホテル柏 柏市末広町14-1 7月15日

八街市 スタジオキャン 八街市八街に49-76リサイクルデバート ボーンアゲイン 7月23日 毎週日曜

佐倉市 佐倉市立中央公民館 佐倉市鏑木町198-3 7月22日 第2月曜,第4月曜

松戸市 ありがとう早稲田ビル 松戸市小根本45-12 7月22日

東金市 東金商工会議所 東金市東岩崎1-5 7月22日

成田市 ホテル日航成田 成田市取香500 7月23日

木更津市 かずさアカデミアホール 木更津市かずさ鎌足2丁目3-9 7月22日

習志野市 トーセイホテル&セミナー幕張 習志野市茜浜2-3-2 7月29日

野田市 クリアビューゴルフクラブ&ホテル 野田市瀬戸548 7月29日

浦安市 浦安商工会議所 浦安市猫実1-19-36 8月5日

館山市 館山商工会議所 館山市八幡821 8月6日 毎週日曜

君津市 君津勤労者総合福祉センター 君津市西君津11-1君津メディカルスポーツセンター内 8月8日 毎週月曜

八王子市 八王子エルシィ 八王子市八日町6-7 7月15日

千代田区 TKP神田駅前ビジネスセンター 千代田区鍛冶町2-2-1三井住友銀行神田駅前ビル 7月15日

港区 TKP品川港南口会議室 港区港南2丁目4-3三和港南ビル 7月16日

多摩市 京王プラザホテル多摩 多摩市落合1-43 7月15日

千代田区 TKP麹町駅前会議室 千代田区麹町3-2麹町共同ビル 7月15日

中央区 TKP築地新富町カンファレンスセンター 中央区入船3-2-10アーバンネット入船 7月15日

台東区 浅草橋ヒューリックホール & ヒューリックカンファレンス 台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル 7月17日

渋谷区 シブヤネクサス 渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル 7月16日

台東区 浅草ビューホテル 台東区西浅草3-17-1 7月15日

港区 TKP赤坂駅カンファレンスセンター 港区赤坂2丁目14-27国際新赤坂ビル 東館 7月15日

品川区 人事労務会館 品川区大崎2-4-3 7月15日

北区 GAホール 北区田端6-9-7 7月18日

町田市 町田パリオ 町田市森野1-15-13 7月15日

品川区 スペースユース スタンダード会議室 五反田ソニー通り店 品川区東五反田2-3-5五反田中央ビル 7月15日

目黒区 NATULUCK中目黒駅前店 目黒区中目黒3-1-5YK中目黒 7月15日

板橋区 Sai STUDIO 板橋区小茂根1-9-5 7月15日

大田区 TKPLuz大森カンファレンスセンター 大田区大森北1-10-14Luz大森 7月15日

渋谷区 フォーラムエイト 渋谷区道玄坂2-10-7新大宗ビル 7月15日

練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 練馬区高松5-8 J.CITY 7月15日

港区 TKP新橋汐留ビジネスセンター 港区新橋4-24-82東洋海事ビル 7月15日

新宿区 TKP西新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿三丁目2番4号新和ビルディング 7月15日

渋谷区 渋谷ソラスタコンファレンス 渋谷区道玄坂 一丁目21番1号 7月15日

八王子市 八王子ホテルニューグランド 八王子市大和田町6-1-6 7月22日

大田区 PLAZA APEA 大田区西蒲田8-3-5 7月22日

文京区 ベルサール飯田橋ファースト 文京区後楽2-6-1住友不動産飯田橋ファーストタワー 7月22日

中央区 ホテルフクラシア晴海 中央区晴海3-8-1 7月22日 土日祝

墨田区 第一ホテル両国 墨田区横網1-6-1 7月23日

杉並区 ハウススタジオカサブランカ 杉並区松庵3丁目26−44 7月22日

豊島区 TKPガーデンシティPREMIUM池袋 豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋 7月22日

武蔵野市 吉祥寺東急REIホテル 武蔵野市吉祥寺南町1-6-3 7月23日

立川市 ワイム貸会議室立川 立川市曙町1-15-1谷ビル 7月23日

葛飾区 テクノプラザかつしか 葛飾区青戸7-2-1 7月25日

中野区 中野サンプラザ 中野区中野4丁目1−1 7月22日

世田谷区 玉川高島屋S/C 西館 世田谷区玉川3-17-1 7月22日

青梅市 かんぽの宿 青梅 青梅市駒木町3-668-2 7月29日

中央区 TKPスター貸会議室 茅場町 中央区日本橋茅場町1-6-10日幸茅場町ビル 7月29日

杉並区 ワイム貸会議室 荻窪 杉並区上荻1-16-16ユアビルⅠ 7月29日

荒川区 ファーストプレイス・東京 荒川区東日暮里5-50-5ラングウッドビル 7月29日

江戸川区 嶋村ダンススクール 江戸川区西小岩1-26-5ファースト小岩ビル 7月29日

足立区 シアター1010（センジュ） 足立区千住3-92千住ミルディスⅠ番館 7月31日

清瀬市 清瀬商工会 清瀬市松山2-6-23 7月29日

府中市 セミナーハウス クロス・ウェーブ府中 府中市日鋼町1-40 8月5日

江戸川区 ベストウエスタン西葛西 江戸川区西葛西6-17-9 8月6日

板橋区 Yビル志村坂上 板橋区志村2-8-1 8月5日

鎌倉市 鎌倉パークホテル 鎌倉市坂ノ下33-6 7月15日

横浜市 TKP横浜会議室 横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8SYビル 7月15日

横浜市 TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口 横浜市西区南幸2-19-9TKP横浜ビル（旧 横浜MKビル） 7月16日

平塚市 グランドホテル神奈中平塚 平塚市八重咲町6-18 7月15日

三浦市 マホロバ・マインズ三浦 本館 三浦市南下浦町3231 7月16日

横浜市 TKP横浜西口カンファレンスセンター 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1横浜谷川ビルディングANNEX 7月15日

横浜市 TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー 横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号横浜ランドマークタワー 7月15日

川崎市 TKPスター貸会議室 川崎駅前 川崎市川崎区駅前本町5-2大星川崎ビル 7月15日

藤沢市 藤沢商工会議所 藤沢市藤沢607-1 7月15日

秦野市 秦野商工会議所 秦野市平沢2550-1 7月15日

横須賀市 大滝会館 横須賀市小川町4 7月22日

茅ヶ崎市 茅ヶ崎商工会議所 茅ヶ崎市新栄町13-29 7月23日

横浜市 TKPガーデンシティPREMIUM横浜駅新高島 横浜市西区みなとみらい5-1-1横浜グランゲート 7月22日

相模原市 ホテルラポール千寿閣 相模原市南区上鶴間本町3丁目11番8号 7月22日

川崎市 川崎日航ホテル 川崎市川崎区日進町1 7月22日

大和市 大和商工会議所 大和市中央5-1-4 7月22日

川崎市 会館とどろき 川崎市中原区宮内4-1-2 8月2日

小田原市 ヒルトン小田原リゾート&スパ 小田原市根府川583-1 7月29日

厚木市 神奈川工科大学 ITエクステンションセンター 厚木市中町3-3-17 8月5日

横浜市 公益社団法人 緑法人会 横浜市青葉区市ヶ尾町1050-11 8月5日

○中部エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

新潟市 アートホテル新潟駅前 新潟市中央区笹口1丁目1 7月15日

三条市 三条商工会議所 三条市須頃1-20 7月15日

糸魚川市 ヒスイ王国館 糸魚川市大町1-7-11 7月15日

燕市 燕商工会議所 燕市東太田6856 7月15日

柏崎市 柏崎市産業文化会館 柏崎市駅前2-2-45 7月15日

長岡市 パストラル長岡 長岡市今朝白2丁目7番25号 7月15日

上越市 上越商工会議所 上越市新光町1-10-20 7月15日

新潟市 新潟県民会館 新潟市中央区一番堀通町3-13 7月15日

十日町市 千手中央コミュニティセンター 十日町市水口沢76-7 7月25日 毎週火曜

小千谷市 小千谷市民学習センター楽集館 小千谷市上ノ山4-4-2 7月31日 毎週水曜

加茂市 加茂市産業センター 加茂市幸町2-2-4 8月5日

新発田市 新発田商工会議所 新発田市中央町4-10-10 8月5日

村上市 荒川商工会 村上市羽ヶ榎104-44 8月5日

五泉市 五泉商工会議所 五泉市郷屋川1-2-9 8月5日

佐渡市 畑野商工会 佐渡市畑野甲559-7 8月5日

富山市 富山商工会議所 別館 富山市総曲輪2-1-3 7月15日

黒部市 旧黒部市立宇奈月中学校 黒部市宇奈月町下立825番地 7月15日

砺波市 ロイヤルホテル富山砺波 砺波市安川字天皇330番地 7月22日

高岡市 高岡商工ビル 高岡市丸の内1-40 7月29日

魚津市 新川文化ホール 魚津市宮津110 7月30日 毎週火曜

氷見市 氷見商工会議所 氷見市南大町10-1 8月5日

射水市 高周波文化ホール（新湊中央文化会館） 射水市三日曽根3-23 8月6日
毎週月曜 ※月が祝日の場合は火曜が臨時休館日となる
（8/11）

滑川市 滑川商工会議所 滑川市田中町132 8月5日

神奈川県

新潟県

富山県

埼玉県

千葉県

東京都
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○中部エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

小松市 小松商工会議所 小松市園町ニ1番地 7月15日

金沢市 TKPガーデンシティPREMIUM金沢駅西口 金沢市広岡二丁目13番33号JR金沢駅西第三NKビル 7月15日

七尾市 七尾商工会議所 七尾市三島町70-1 7月15日

輪島市 輪島商工会議所 輪島市河井町20-1-1 7月15日

白山市 松任総合運動公園体育館 白山市倉光四丁目22 7月23日

加賀市 加賀商工会議所 加賀市大聖寺菅生ロ17‐3 8月5日

鯖江市 鯖江商工会議所 鯖江市本町3-2-12 7月16日 日・祝

福井市 ザ・グランユアーズフクイ 福井市大手3丁目12-20ホテルフジタ福井 7月15日

越前市 武生商工会議所 越前市塚町101番地 7月15日

敦賀市 若狭湾エネルギー研究センター 敦賀市長谷64−52−1 7月22日 祝日

大野市 越前おおのまちなか交流センター 大野市明倫町3-37 8月7日

小浜市 小浜市総合福祉センター(サン・サンホーム小浜) 小浜市遠敷84-3-4 8月5日

甲府市 ホテル談露館 甲府市丸の内1-19-16 7月15日

富士吉田市 富士吉田市民会館 富士吉田市緑ヶ丘2-5-23 7月23日 毎週月曜,祝日の翌日 （7/24,25、8/10開館）

大月市 大月市商工会館 大月市御太刀1-14-24 7月29日

飯田市 南信州・飯田産業センター 飯田市座光寺3349-1 7月15日 第1水曜

佐久市 佐久商工会議所 佐久市中込2976-4 7月15日

松本市 まつもと市民芸術館 松本市深志3-10-1 7月15日 7月20日,8月4日,24日

須坂市 須坂商工会議所 須坂市立町1278-1 7月15日

千曲市 千曲商工会議所 千曲市杭瀬下3-9 7月15日

長野市 TOiGO WEST 長野市問御所町1271-3 7月22日

飯山市 斑尾観光ホテル 西館 飯山市飯山11492-196 7月22日

大町市 大町商工会議所 大町市大町2511-3 7月24日

諏訪郡 下諏訪商工会議所 諏訪郡下諏訪町4611番地 7月22日

上田市 上田温泉ホテル祥園 上田市大手1丁目2-2 7月22日

伊那市 伊那商工会館 伊那市中央4605-8 7月22日

茅野市 茅野商工会議所 茅野市塚原1-3-20 7月22日

塩尻市 塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町12-2えんぱーく406 7月22日

諏訪市 ホテル紅や 諏訪市湖岸通り2-7-21 7月29日

駒ヶ根市 駒ヶ根商工会議所 駒ヶ根市上穂栄町3-1 8月5日

中野市 信州中野商工会議所 中野市中央1-7-2 8月5日

小諸市 小諸商工会議所 小諸市相生町3-3-12 8月5日

大垣市 クインテッサホテル大垣 大垣市宮町1-13 7月15日

美濃市 NIPPONIA美濃商家町 美濃市本住町1912番地1 7月15日

高山市 ひだホテルプラザ 高山市花岡町2丁目60番地 7月15日

可児市 可児市福祉センター 可児市今渡682番地1 7月19日

岐阜市 岐阜商工会議所 岐阜市神田町2丁目2番地 7月22日

中津川市
パルティールプラス
パルティールアイ

パルティールプラス：中津川市駒場464-1
パルティールアイ：中津川市駒場476-1

7月22日

多治見市 美濃焼卸センター 多治見市旭ケ丘10丁目6-33 7月23日

土岐市 土岐商工会議所 土岐市土岐津町高山6-7 7月28日 土・日・祝

関市 関商工会議所 関市本町1-4 7月31日

各務原市 アフロディーテ 各務原市蘇原興亜町4-6-1 7月29日

瑞浪市 瑞浪市産業振興センター 瑞浪市上平町5-5-1 7月29日

美濃加茂市 美濃加茂商工会議所 美濃加茂市太田本町1-1-20 8月5日

飛騨市 神岡商工会議所 飛騨市神岡町船津1325-3 8月7日 土・日・祝

羽島市 羽島商工会議所 羽島市竹鼻町2635 8月5日

静岡市 清水マリンビル 別館浪漫館 静岡市清水区港町二丁目10-1 7月15日

浜松市 TKP浜松アクトタワーカンファレンスセンター 浜松市中区板屋町111-2浜松アクトタワー 7月15日

富士市 ホワイトパレス 富士市青島200-1 7月15日

熱海市 TKPレクトーレ熱海小嵐 熱海市小嵐町15-9　 7月15日

富士宮市 クリスタルホールパテオン 富士宮市錦町7-8 7月16日

静岡市 静鉄日出町ビル 静岡市葵区日出町8-3 7月22日

沼津市 沼津商工会議所 沼津市米山町6-5 7月22日

焼津市 深層水ミュージアム 焼津市鰯ケ島136-24 7月23日 月曜日 定休日（月曜日が祝日の場合は、定休日を火曜日に変更）

藤枝市 藤枝商工会議所 藤枝市藤枝4丁目7-16 7月22日

袋井市 ホテル観世 袋井市三門町2-10 7月22日

掛川市 旧 逆川水道事務所 掛川市逆川422-1 7月22日

伊東市 伊東商工会議所 伊東市銀座元町6番11号 7月22日

磐田市 磐田商工会議所 磐田市中泉281-1 8月5日

三島市 Via701 三島市本町7-30 8月5日

下田市 道の駅 開国下田みなと 下田市外ヶ岡1-1 8月5日

島田市 ぴ～ファイブ しまだ音楽広場 島田市本通5-2-2 8月5日

名古屋市 TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 名古屋市中村区則武1-6-3ベルヴュオフィス名古屋 7月15日

豊川市 豊川市民プラザ 豊川市諏訪3丁目302 7月15日

蒲郡市 蒲郡商工会議所 蒲郡市港町18-23 7月15日

碧南市 碧南商工会議所 碧南市源氏神明町90 7月15日

名古屋市 TKPガーデンシティPREMIUM名古屋駅前 名古屋市西区名駅1丁目1番17号 名駅ダイヤメイテツビル 7月15日

名古屋市 TKP栄カンファレンスセンター 名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル 7月15日

津島市 津島商工会議所 津島市立込町4-144 7月15日

稲沢市 稲沢商工会議所 稲沢市朝府町15-20 7月17日 土・日・祝

豊田市 豊田参合館 豊田市西町1-200 7月22日

安城市 へきしんギャラクシープラザ（安城市文化センター） 安城市桜町17番11号 7月23日 毎週月曜

西尾市 西尾商工会議所 西尾市寄住町若宮37番地 7月22日

岡崎市 岡崎ニューグランドホテル 岡崎市康生町515-33 7月22日

常滑市 中部国際空港（セントレア） 常滑市セントレア一丁目1番地 7月22日

豊橋市 ロワジール豊橋 豊橋市藤沢町141 7月22日

一宮市 ｉ－ビル 一宮市栄3丁目1番2号 7月22日

小牧市 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2丁目33番地 7月22日

大府市 メディアス体育館おおぶ（大府市民体育館） 大府市横根町平地191番地 7月23日

半田市 セントラル知多半田 半田市昭和町1-60-10 7月29日

春日井市 ホテルプラザ勝川 春日井市松新町1-5 7月29日

瀬戸市 ガスビル瀬戸 瀬戸市共栄通1-30 7月29日

刈谷市 刈谷プラザホテル 刈谷市相生町2-31 7月29日

犬山市 犬山商工会議所 犬山市天神町1-8 8月5日

江南市 江南商工会議所 江南市古知野町小金112 8月5日

○近畿エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

松阪商工会議所（～7月31日） 松阪市若葉町161-2 7月15日

カリヨンプラザ（8月3日～） 松阪市日野町788 8月3日

名張市 リバーナホール 名張市元町376番地ショッピングセンターリバーナ 7月15日 毎週木曜

熊野市 熊野商工会議所 熊野市木本町171 7月15日

尾鷲市 尾鷲商工会議所 尾鷲市朝日町14-45 7月15日

桑名市 サンファーレ 北館 桑名市桑栄町1番 7月15日

伊賀市 上野商工会議所 伊賀市上野丸之内500 7月15日

鈴鹿市 鈴鹿地域職業訓練センター 鈴鹿市鈴鹿ハイツ1番20号 7月22日

四日市市 四日市シティホテル 四日市市諏訪栄町7-28 7月29日

亀山市 公益財団法人亀山市地域社会振興会 青少年研修センター 亀山市若山町7-10 7月29日

伊勢市 いせ市民活動センター 伊勢市岩渕1-2-29 7月31日

津市 都シティ 津 津市大門7-15 8月2日

鳥羽市 鳥羽商工会議所 鳥羽市大明東町1-7 7月29日

東近江市 八日市商工会議所 東近江市八日市東浜町1-5 7月17日 日・祝

大津市 アヤハレークサイドホテル 大津市におの浜3-2-25 7月15日

草津市 ホテルボストンプラザ草津 草津市西大路町1-27 7月29日

長浜市 北ビワコホテルグラツィエ ソプラデッレグラツィエ 長浜市港町4-17 8月5日

彦根市 彦根商工会議所 彦根市中央町3-8 8月5日

京都市 TKP京都四条駅前カンファレンスセンター 京都市下京区立売中之町100-1四条KMビル 7月15日

舞鶴市 舞鶴商工会議所 舞鶴市字浜66 7月15日

京都市 TKPガーデンシティ京都 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1京都タワーホテル 7月22日

宮津市 HOTEL&RESORTS KYOTO MIYAZU 宮津市字田井小字岩本58 7月22日

亀岡市 ガレリアかめおか 亀岡市余部町宝久保1-1 7月22日

宇治市 宇治市産業振興センター 宇治市大久保町西ノ端1-25 8月7日 日・祝

城陽市 城陽市産業会館 城陽市富野久保田1-1 8月5日

福知山市 福知山商工会議所 福知山市字中ノ27 8月6日 日・祝

綾部市 綾部市I・Tビル 綾部市西町1-49-１ 8月5日

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

山梨県

三重県

滋賀県

石川県

福井県

松阪市

京都府

3 



○近畿エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

大阪市 TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前 大阪市北区曽根崎新地2-3-21AXビル 7月15日

東大阪市 東大阪商工会議所 旧館 東大阪市永和1-11-10 7月15日

泉大津市 テクスピア大阪 泉大津市旭町22-45 7月15日

大阪市 TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター 大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル 7月15日

大阪市 TKP心斎橋駅前カンファレンスセンター 大阪市中央区南船場3-11-18郵政福祉心斎橋ビルホール 7月15日

大阪市 TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター 大阪市中央区淡路町3-5-13 7月15日

岸和田市 岸和田商工会議所 岸和田市別所町3-13-26 7月17日

大阪市 TKPガーデンシティ心斎橋南船場 大阪市中央区南船場2-12-22 アイピーシティホテル大阪 7月15日

大阪市 TKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテル 大阪市都島区中野町5丁目12-30 7月15日

大阪市 TKPガーデンシティ東梅田 大阪市北区曾根崎2丁目11-16 梅田セントラルビル 7月17日

大阪市 TKP大阪堺筋本町カンファレンスセンター 大阪市中央区南本町2丁目1-8創建本町ビル 7月15日

大阪市 TKPガーデンシティ大阪梅田 大阪市福島区福島5-4-21TKPゲートタワービル 7月15日

吹田市 サニーストン江坂 北館 吹田市広芝町10-3 7月15日

交野市 星田会館 交野市星田3丁目4番3号 7月16日 毎週月曜,祝日の場合翌営業日が休館日

枚方市 コワーキングスペース ビィーゴ 枚方市岡本町7番1号枚方ビオルネ 7月23日

豊中市 ホテルアイボリー 豊中市本町3丁目1番16号 7月22日

和泉市 和泉商工会議所 和泉市テクノステージ3丁目1-10 7月22日

大阪市 アートホテル大阪ベイタワー 大阪市港区弁天1-2-1 7月22日

泉佐野市 関空ジョイテルホテル 泉佐野市日根野4066 7月22日

門真市 ヨシカネ第一ビルオフィス館 門真市幸福町4-22 7月29日

高石市 南海福祉看護専門学校　二号館 高石市千代田6-12-53 7月29日

高槻市 Encieldes Mariage(アンシェルデ・マリアージュ) 高槻市中川町1−9 7月31日

八尾市 八尾市文化会館 プリズムホール 八尾市光町2-40 7月30日 毎週月曜※8月10日は祝日のため開館

堺市 堺商工会議所 堺市北区長曽根町130-23 7月30日 日・祝

池田市 伏尾温泉　不死王閣 池田市伏尾町128-1 7月29日

寝屋川市 ニューコマンダーホテル大阪 寝屋川市木田町17-4 8月3日

箕面市 箕面文化・交流センター 箕面市箕面6-3-1 7月29日

大東市 大東市立市民会館 大東市曙町4-6 7月30日

貝塚市 貝塚商工会議所 貝塚市二色南町4-7 8月5日

松原市 松原商工会議所 松原市阿保1-2-30 8月5日

茨木市 茨木市福祉文化会館（オークシアター） 茨木市駅前4-7-55 8月5日

神戸市 ラッセホール 神戸市中央区中山手通4丁目10-8 7月15日

姫路市 BIZ SPACE姫路 姫路市本町127番地大手前ダイネンBLD.II 7月15日

洲本市 洲本商工会議所 洲本市本町4-5-3 7月15日

尼崎市 尼崎リサーチ・インキュベーションセンター 尼崎市道意町7丁目1番3 7月23日

明石市 明石商工会議所 明石市大明石町1丁目2-1 7月22日

西宮市 西宮商工会議所 本館 西宮市櫨塚町2-20 7月22日

伊丹市 伊丹市立産業振興センター 伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザ 7月22日

加古川市 加古川商工会議所 加古川市加古川町溝之口800 7月22日

たつの市 龍野商工会議所 たつの市龍野町富永702-1 7月22日

神戸市 スペースアルファ三宮 神戸市中央区三宮町1-9-1三宮センタープラザ東館6F 7月22日

豊岡市 ホテル大丸 豊岡市大手町1-27 7月22日

高砂市 高砂商工会議所 高砂市高砂町北本町1104 7月29日 土･日･祝

宝塚市 アピア3 宝塚市逆瀬川1-13-1 7月29日 奇数月第3火曜

西脇市 西脇商工会議所 西脇市西脇990 8月5日

相生市 相生商工会議所 相生市旭3‐1‐23 8月7日

赤穂市 赤穂商工会議所 赤穂市加里屋68-9 8月5日

加西市 アスティアかさい 加西市北条町北条28-1 8月5日

三木市 三木商工会議所 三木市本町2-1-18 8月5日

奈良市 奈良商工会議所 奈良市登大路町36-2 7月15日

橿原市 THE KASHIHARA（旧橿原ロイヤルホテル） 橿原市久米町652番地の2 7月22日

大和高田市 市駅吉田ビル 大和高田市片塩町17-14 7月29日

生駒市 生駒商工会議所 生駒市元町1-6-12 8月5日

和歌山市 和歌山商工会議所 和歌山市西汀丁36 7月15日

橋本市 橋本商工会館 橋本市市脇1-3-18 7月15日

田辺市 田辺市民総合センター 田辺市高雄一丁目23番1号 7月23日

有田市 紀州有田商工会議所 有田市箕島33-1 7月22日

新宮市 新宮市役所庁舎別館 新宮市春日1-35 7月22日

御坊市 御坊商工会議所 御坊市薗350-28 8月5日

○中国エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

倉吉市 エキパル倉吉 倉吉市上井195 7月15日

境港市 境夢みなとターミナル 境港市竹内団地252-1 7月23日 毎週水曜

米子市 米子市観光センター 米子市皆生温泉3-1-1 7月29日

鳥取市 気高町農業者トレーニングセンター 鳥取市気高町浜村233-2 8月5日

松江市 ホテル玉泉 松江市玉湯町玉造53-2 7月15日

安来市 安来市学習訓練センター 安来市今津町532-3 7月15日

大田市 大田商工会議所 大田市大田町大田ｲ309-2 7月16日

益田市 旅館 三好家 益田市幸町7-4 7月22日

江津市 江津市地場産業振興センター 江津市嘉久志町イ405 7月23日 毎週火曜

出雲市 出雲商工会議所 出雲市大津町1131-1 7月31日

浜田市 浜田商工会議所 浜田市殿町124-2 8月5日

出雲市 平田商工会議所 出雲市平田町2280-1 8月5日

岡山市 TKPガーデンシティ岡山 岡山市北区中山下1-8-45NTTクレド岡山ビル 7月15日

倉敷市 倉敷シーサイドホテル 倉敷市児島塩生2767-21 7月15日

備前市 備前商工会議所 備前市東片上230備前商工会館 7月15日

津山市 津山商工会議所 津山市山下30-9 7月15日

総社市 サントピア岡山総社 総社市秦1215 7月22日

高梁市 和味の宿ラ・フォーレ吹屋 高梁市成羽町吹屋611 7月22日

倉敷市 ナイカイ第一ビル 倉敷市児島駅前1丁目100 7月22日

笠岡市 笠岡グランドホテル 笠岡市五番町6-20 7月22日

新見市 新見商工会議所 新見市高尾2475-7 8月5日

玉野市 玉野土建株式会社本社ビル 玉野市宇野4-10-10 8月7日

井原市 井原市労働福祉会館 井原市七日市町952 8月6日

広島市 TKP広島本通駅前カンファレンスセンター 広島市中区紙屋町2丁目2-12信和広島ビル 7月15日

福山市 福山商工会議所 福山市西町2-10-1 7月16日 日・祝

府中市 府中商工会議所 府中市元町445-1 7月15日

三次市 協同組合サングリーン 第3ビル 三次市十日市東4-5-5 7月15日

呉市 呉森沢ホテル 呉市本町15-22 7月22日

三原市 I Ma To Space 三原市城町1-9-7城町Ｔビル 7月28日 土日祝

尾道市 尾道商工会議所 尾道市土堂 2-10-3 7月24日

庄原市 かんぽの郷 庄原 庄原市新庄町281-1 7月22日

大竹市 大竹商工会議所 大竹市油見3丁目18-11 7月23日

ホテル大広苑（～7月31日） 竹原市竹原町3591 7月22日

竹原商工会議所（8月3日～） 竹原市中央5-6-28 8月3日

東広島市 CRUX（クラックス）ビル 東広島市西条栄町6-18 7月29日

廿日市市 廿日市商工会議所 廿日市市本町5-1廿日市市商工保健会館 8月5日

山口市 湯田温泉ユウベルホテル松政 山口市湯田温泉3丁目5-8 7月15日

柳井市 アクティブやない 柳井市柳井3718-16 7月16日

下関市 海峡メッセ下関 下関市豊前田町3丁目3-1 7月15日

防府市 TKPガーデンシティ山口・防府 防府市八王子1-29-20アパホテル山口防府 7月15日

下松市 下松市勤労者総合福祉センター 下松市潮音町2丁目16-8 7月22日

山陽小野田市 小野田セントラルホテル 山陽小野田市千代町1-8-26 7月22日

宇部市 宇部市勤労者総合福祉センターパルセンター宇部 宇部市西平原4-9-1 7月29日

長門市 ルネッサながと 長門市仙崎10818-1 7月30日

岩国市 岩国市民文化会館 岩国市山手町1-15-3 8月5日

周南市 新南陽商工会議所 周南市宮の前2-6-13 8月5日

光市 光商工会議所 光市島田4-14-15 8月5日

萩市 千春楽城山 萩市大字堀内37-1 8月5日

山口県

竹原市

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県
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○四国エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

徳島市 JRホテルクレメント徳島 徳島市寺島本町西1丁目61 7月15日

阿南市 ロイヤルガーデンホテル 阿南市富岡町あ王谷52-2 7月15日

吉野川市 セントラルホテル鴨島 吉野川市鴨島町鴨島471-2 7月29日

三好市 三好市地域交流拠点施設　「真鍋屋」　－MINDE- 三好市池田町マチ2226-3-1 7月29日

小松島市 小松島商工会議所 小松島市小松島町字新港36 8月5日

鳴門市 うずしお会館（鳴門市産業振興センター） 鳴門市撫養町南浜字東浜165-10 8月5日

高松市 レクトーレ高松空港 高松市香南町由佐2425-2 7月15日

観音寺市 観音寺商工会議所 観音寺市坂本町一丁目1-25 7月15日

坂出市 坂出商工会館 坂出市久米町1-14-14 7月15日

善通寺市 善通寺商工会議所 善通寺市文京町3-3-3 7月17日

仲多度郡 多度津商工会議所 仲多度郡多度津町東浜6-30 7月28日 土日祝

丸亀市 丸亀商工会議所 丸亀市大手町1-5-3 8月5日

松山市 TKP松山市駅前カンファレンスセンター 松山市千舟町4丁目3-7青野ビル 7月15日

宇和島市 パフィオうわじま 宇和島市鶴島町8番3号 7月15日

今治市 今治地域地場産業振興センター 今治市旭町二丁目3-5 7月22日

西条市 商工会議所 東予支所 西条市周布220-2 7月22日

新居浜市 リーガロイヤルホテル新居浜 新居浜市前田町6-9 7月29日

八幡浜市 八幡浜市総合福祉文化センター　中央公民館 八幡浜市広瀬2-1-13 7月30日 月･祝

四国中央市 川之江文化センター 四国中央市金生町下分791-2 7月29日

伊予市 伊予商工会議所 伊予市下吾川1512-6 8月5日

大洲市 特設会場 大洲市田口甲87-1 8月5日

高知市 高知城ホール 高知市丸ノ内二丁目1番10号 7月15日

須崎市 須崎商工会議所 須崎市西糺町4-18 7月22日

宿毛市 秋沢ホテル 宿毛市幸町6-43 7月29日

四万十市 中村商工会館 四万十市中村小姓町46 8月5日

安芸市 安芸商工会議所 安芸市本町3-11-5 8月5日

土佐清水市 土佐清水商工観光会館 土佐清水市寿町11-16 8月7日

○九州・沖縄エリア

都道府県 市区町村 施設名 住所（市区郡以下） 開設日 定休日

福岡市 TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター 福岡市博多区博多駅中央街4-8 ユーコウビル 7月15日

行橋市 TKP福岡行橋駅前会議室 行橋市中央3-9-10アパホテル福岡行橋駅前 7月15日

飯塚市 飯塚商工会議所 飯塚市吉原町6-12 7月15日

直方市 直方商工会議所 直方市殿町7-50 7月15日

豊前市 豊前市図書館 豊前市大字八屋1776-2 7月16日 毎週火曜

福岡市 TKPガーデンシティ天神 福岡市中央区天神2-14-8福岡天神センタービル 7月15日

福岡市 TKPガーデンシティ博多アネックス 福岡市博多区博多駅前4-11-18ホテルサンライン福岡博多駅前 7月15日

久留米市 地場産くるめ 久留米市東合川5-8-5 7月23日

朝倉市 朝倉市朝倉地域生涯学習センター 朝倉市宮野1997番地 7月22日

北九州市 北九州商工会議所 北九州市小倉北区紺屋町13-1 7月29日

筑後市 筑後商工会館 筑後市大字和泉118-1 7月29日

田川市 いいかねPalette(パレット) 田川市大字猪国2559 8月1日 毎週水曜

柳川市 柳川商工会議所 柳川市本町117-2 8月5日

大川市 大川商工会議所 大川市大字酒見221-6 8月5日

中間市 中間商工会議所 中間市長津1-7-1 8月5日

八女市 八女市担い手研修センター 八女市立花町谷川1155 8月5日

大牟田市 有明町特設会場 大牟田市有明町2-1-11 8月5日

宮若市 宮若商工会議所 宮若市宮田3673-3 8月7日

伊万里市 伊万里・有田焼伝統産業会館 伊万里市大川内町丙221-2 7月15日

佐賀市 レンタル会議室 サンシティ 佐賀市神野東2-1-3オフィスサンシティビル 7月15日

唐津市 ホテル＆リゾーツ佐賀 唐津 唐津市東唐津4-9-20 7月22日

武雄市 武雄温泉ハイツ 武雄市武雄町永島18091 7月22日

鹿島市 鹿島商工会議所 鹿島市大字高津原4296-41 7月29日

鳥栖市 ホテルビアントス 鳥栖市酒井西町789-1 8月5日

長崎市 ホテルニュー長崎 長崎市大黒町14番5号 7月15日

島原市 ホテルシーサイド島原 島原市新湊1丁目38番地1 7月19日

五島市 カンパーナホテル 五島市東浜町1丁目1番1号 7月15日

平戸市 平戸文化センター 平戸市岩の上町1529 7月22日

松浦市 株式会社エミネントスラックス松浦工場 松浦市星鹿町北久保免 910 7月22日

諫早市 諫早商工会館 諫早市高城町5-10 7月22日

佐世保市 佐世保市産業支援センター 佐世保市松浦町5-1 7月22日

大村市 プラットおおむら 大村市本町458-2 8月5日

熊本市 TKPガーデンシティ熊本 熊本市中央区下通1-7-18ホテルサンルート熊本 7月15日

荒尾市 荒尾市起業家支援センター チャレンジプラザあらお 荒尾市西原町1-3-1 7月15日

八代市 八代商工会議所 八代市松江城町6-6 7月15日

天草市 天草宝島国際交流会館ポルト 天草市中央新町15番7号 7月23日

人吉市 人吉商工会議所 人吉市南泉田町3-3 8月6日

水俣市 水俣商工会議所 水俣市大園町1-11-5 8月5日

山鹿市 温泉プラザ山鹿 山鹿市山鹿1 8月5日

日田市 公益財団法人 日田玖珠地域産業振興センター 日田市三本松2丁目3番1号 7月15日

佐伯市 佐伯商工会議所 佐伯市向島1-10-1 7月15日

竹田市 竹田市総合文化ホール グランツたけた 竹田市大字玉来1-1 7月18日 毎週月曜

臼杵市 臼杵商工会議所 臼杵市大字臼杵字洲崎72番地の126 7月22日

中津市 なかつ情報プラザ 中津市大字下池永83番地1 7月22日

豊後高田市 ホテル清照 豊後高田市玉津1514-1 7月22日

別府市 別府国際コンベンションセンター 別府市山の手町12-1 7月23日

大分市 大分センチュリーホテル 大分市府内町1-4-28 7月24日

津久見市 大分海運株式会社 旧社屋 津久見市港町9番26号 7月22日

宇佐市 宇佐商工会議所 宇佐市大字辛島198-2 8月5日

西都市 西都市民会館 西都市小野崎2丁目49番地 7月16日 毎週月曜

宮崎市 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 宮崎市山崎町浜山 7月15日

児湯郡 ホテル四季亭 児湯郡高鍋町大字北高鍋5224 7月22日

延岡市 延岡ホテル 延岡市東本小路6-2 7月22日

都城市 都城圏域地場産業振興センター 都城市都北町5225番地1 7月22日

日向市 日向商工会議所 日向市上町3-15 7月23日

串間市 串間市アクティブセンター 串間市大字西方6524-88 7月25日 毎週月曜

小林市 小林中央公民館 小林市細野38-1 7月29日

日南市 日南市テクノセンター 日南市園田2-1-1 8月5日

鹿児島市 TKPガーデンシティ鹿児島中央 鹿児島市中央町26-1南国アネックス 7月15日

霧島市 Active Resorts 霧島 霧島市霧島田口2703-5 7月15日

鹿屋市 鹿屋商工会議所 鹿屋市新川町600 7月22日

出水市 ホテル泉國邸 出水市文化町351 7月22日

奄美市 奄美大島商工会議所 奄美市名瀬入舟町12-6 7月22日

枕崎市 南薩地域地場産業振興センター 枕崎市松之尾町37-1 7月29日

阿久根市 お宿みどこい 阿久根市赤瀬川1188-5 7月29日

薩摩川内市 川内商工会議所 薩摩川内市神田町3-25 8月5日

南さつま市 南さつま商工会議所 南さつま市加世田本町23-7 8月7日 土・日・祝

指宿市 山川文化ホール 指宿市山川新生町35 8月7日 第3月曜

那覇市 那覇商工会議所 那覇市久米2-2-10 7月15日

名護市 オキナワマリオットリゾートアンドスパ 名護市喜瀬1490-1 7月22日

宜野湾市 ラグナガーデンホテル 宜野湾市真志喜4-1-1 7月29日

中頭郡 ロイヤルホテル沖縄残波岬 中頭郡読谷村字宇座1575 7月29日
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