
○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 閉設日 定休日

札幌市 0101 札幌会場 第37桂和ビル7F 特設会場 札幌市中央区北2条西2-32 7月2日 毎週日曜　
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 毎週日曜　
札幌市 0139 札幌第二会場 札幌パークホテル２F パールルーム 札幌市中央区南十条西3 7月15日 毎週日曜

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 閉設日 定休日
青森県 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 毎週日曜

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 毎週日曜、8月13日~15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 毎週日曜、9月8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 毎週日曜
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 毎週日曜、8月13日~15日
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 毎週日曜

秋田県 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 毎週日曜、9月19日
山形県 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 毎週日曜、8月12日、13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 毎週日曜
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 毎週日曜、9月8日、9月28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 毎週日曜

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 閉設日 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 毎週日曜
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 毎週日曜、9月18日

栃木県 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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜、9月3日、29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 毎週日曜、8月7日、22日~24日、9月7日、11日~14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 毎週日曜
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 毎週日曜
さいたま市 1114 さいたま会場 さいたま商工会議所会館1F 特設会場 さいたま市浦和区高砂3-17-15 7月3日 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜、9月2日~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 閉設日 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 毎週日曜
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 毎週日曜、8月10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 毎週日曜
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 毎週日曜、9月2日~3日、16日~18日、26日~30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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜、9月18日~21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 毎週日曜
足立区 1343 竹ノ塚会場 エース足立ビル2F 特設会場 足立区保木間2-1-1 6月20日 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜、9月3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日、25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 毎週日曜
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 毎週日曜、8月17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 毎週日曜、8月7日、28日~31日、9月7日 、12日、16日、25日~28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 毎週日曜

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 閉設日 定休日
新潟県 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 毎週日曜
富山県 富山市 1601 富山会場 富山商工会議所別館10F 101号室 富山市総曲輪2-1-3 5月14日 毎週日曜
石川県 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 毎週日曜
福井県 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 毎週日曜
山梨県 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 毎週日曜

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 毎週日曜、9月1日、12日、17~19日、21日~23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 毎週日曜、8月8日、10日、11日、13日~15日、17日、9月5日、7日、11日、12日、16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 毎週日曜、8月11日~14日、9月12日、19日、25日、26日

岐阜県 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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜

申請サポート会場一覧(9月の開設会場)
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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 閉設日 定休日
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 毎週日曜、8月15日、20日、9月1日、2日、5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 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 毎週日曜
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 毎週日曜、8月3日、7日、8日、10日、14日、15日、22日、9月4日～7日、10日～19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 閉設日 定休日
四日市 2402 四日市会場 四日市近鉄ビル7F 会議室 四日市市諏訪栄町7-34 8月4日 毎週日曜、8月1日、3日、22日、27日～29日、9月7日、10日～15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 毎週日曜

滋賀県 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 毎週日曜、8月13日～16日、9月21日~22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 京都経済センター 5月14日 毎週日曜
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 京都市下京区塩小路下る西油小路町27 5月21日 毎週日曜、8月10日～23日、9月21日~22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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜、8月17日、22日、9月7日、15日、29日、30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 毎週日曜
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 毎週日曜
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 毎週日曜

奈良県 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 毎週日曜
和歌山県 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 毎週日曜

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 閉設日 定休日
鳥取県 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
島根県 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 毎週日曜日、8月10日、9月21日、22日
岡山県 岡山市 3301 岡山会場 第一セントラルビル2号館5F 中会議室 岡山県岡山市北区本町6-30 8月31日 毎週日曜日
広島県 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 毎週日曜日
山口県 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 毎週日曜日

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 閉設日 定休日
徳島県 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 毎週日曜日
香川県 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 毎週日曜日

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 毎週日曜日
宇和島市 3808 宇和島会場 ニュー兵頭4F 特設会場 宇和島市本町追手2-8-25 6月8日 毎週日曜日

高知県 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 毎週日曜日、8月6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 閉設日 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 毎週日曜日
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 毎週日曜日、8月19日～22日、29日、9月23日、25日、26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 毎週日曜日、9月3日~5日、9日~11日、18日~19日、21日、25日~26日、28日
福岡市 4014 福岡会場 TKPガーデンシティPREMIUM博多駅前4F Aホール 福岡市博多区博多駅前4-2-1 7月2日 毎週日曜日、8月8日、9月11日~13日

佐賀県 佐賀市 4102 佐賀会場 佐賀玉屋 玉屋ビル1F 特設会場 佐賀市中の小路2-5 5月21日 毎週日曜日、9月29日、30日
長崎県 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 毎週日曜日
熊本県 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 毎週日曜日
大分県 大分市 4407 大分会場 大分センチュリーホテルB1F 琥珀の間 大分市府内町1-4-28 7月13日 毎週土日、祝日　※9月以降毎週日曜、祝日
宮崎県 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 毎週日曜日

鹿児島県 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 毎週日曜日、9月8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 毎週日曜日
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 毎週日曜日沖縄県

愛媛県

○九州・沖縄エリア

○四国エリア

○中国エリア

○中部エリア

三重県

兵庫県

福岡県

京都府

大阪府

○近畿エリア

愛知県
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