
申請サポート会場一覧（7月14日時点）

都道府県 住所（市区郡以下） 施設名 会議室名 開設日 定休日 臨時休館日

北海道 札幌市中央区北3条西3丁目1-44 TKP札幌ビジネスセンター カンファレンスルーム9A 7月15日

北海道 函館市本町27-1 ホテル法華クラブ函館 さくらの間 7月15日 8月30日,31日

北海道 旭川市7条通6丁目29番地2 アートホテル旭川 ライラック 7月15日

北海道 北見市北3条東1丁目2 北見経済センター 3F 大ホール 7月15日 8月27日,28日,29日,30日,31日

北海道 岩見沢市4条西3丁目1 であえーる岩見沢 1F 7月15日

北海道 滝川市花月町1丁目2-26 ホテル三浦華園 2F ホワイトホール 7月15日 8月13日,14日,15日

北海道 苫小牧市表町1丁目1-13 苫小牧経済センター 6F 大ホール 7月15日

北海道 網走市南6条西1丁目５ 網走市民会館 中会議室 7月16日 毎週月曜 8月21日,22日

北海道 岩内郡岩内町字東山8番地16 岩内地域人材開発センター 研修室1 または 研修室2 7月15日

北海道 夕張郡栗山町湯地91番地 ホテルパラダイスヒルズ コスモス 7月15日 8月9日

北海道 砂川市西4条北4-1-2 砂川商工会議所 2F 大会議室 7月17日 土・日・祝 8月14日

北海道 江別市4条7丁目1番地 江別商工会議所 B会議室 7月17日 土・日・祝 8月14日

北海道 伊達市梅本町39-1 伊達興信商事ビル 2F 7月15日

北海道 登別市中央町5丁目6番地1 登別商工会議所 研修室2 7月15日

北海道 室蘭市海岸町1丁目4-1 室蘭市役所広域センタービル庁舎 2F 特設会場 7月17日 土・日・祝

北海道 深川市1条9番19号 深川市経済センター 3F 第1会議室 7月16日 8月11日,31日

北海道 網走郡大空町女満別湖畔3丁目2番3号 湯元 ホテル山水 水ばしょう 7月15日

青森県 八戸市一番町1丁目9-22 ユートリー 8F 多目的中ホール 7月15日

青森県 十和田市西二番町4-11 十和田商工会議所 1F会議室（7月）、5F会議室（8月） 7月15日

青森県 五所川原市東町17-5 五所川原商工会館 4F 研修室2 7月15日 8月13日,14日,15日

青森県 黒石市乙徳兵衛町34 グリーンパレス松安閣 2F 鳳凰の間 7月15日 8月13日

岩手県 盛岡市大通3丁目3-18 アートホテル盛岡 末廣の間 7月15日 8月1日,21日

岩手県 奥州市水沢字横町2-1 水沢Maple Maple東館 Maple3F 301 7月15日

岩手県 一関市大手町3-40 岩手日報一関ビル 3F 会議室 7月15日

岩手県 久慈市長内町第27地割27-1 ロイヤルパークカワサキ 飛天の間 7月15日 8月13日,14日,15日,16日

岩手県 大船渡市盛町字町10-11 南三陸ショッピングセンター サン・リア 特設会場 7月15日 8月13日

宮城県 仙台市宮城野区名掛丁201-1 TKPガーデンシティ仙台駅北 2F エトワールA、B 7月15日 8月1日

宮城県 塩釜市港町1丁目6-20 塩釜商工会議所 第1会議室・第2会議室 7月15日 8月21日,22日,23日

宮城県 石巻市中央二丁目9-18 石巻商工会議所 第1会議室 7月17日 毎週土曜 8月13日,14日

宮城県 大崎市古川台町9-20 リオーネふるかわ 2F A2-1 7月15日

宮城県 気仙沼市弁天町1丁目4-7 ホテル一景閣 弁天の間 7月15日 8月25日

宮城県 仙台市青葉区中央3丁目6-10 TKP仙台南町通カンファレンスセンター ホール8B 7月15日

秋田県 秋田市中通2丁目3-8 秋田アトリオンビル B1F 多目的ホール 7月17日 8月2日

秋田県 大館市御成町2-8-14 大館商工会議所 第1会議室 7月15日

秋田県 大仙市堀見内字元田茂木7-1 仙北ふれあい文化センター 第3研修室 7月16日 8月3日

秋田県 横手市大町7-18 横手商工会議所 大ホール 7月17日 土・日・祝

山形県 山形市幸町6-1 山形貸会議室 レンタル会議室 7月15日 7月29日

山形県 鶴岡市下川字東海林場358-3 ホテルテトラリゾート 多目的ホール 7月15日

山形県 新庄市住吉町3-8 新庄商工会議所 大会議室AB 7月17日 土・日・祝 8月13日,14日

山形県 酒田市中央東町4-22 さかたセントラルホテル 海の間 7月17日 毎週水曜 7月15日,16日

山形県 天童市鎌田本町1-1-30 ほほえみの宿滝の湯 藤の間 7月15日

福島県 郡山市熱海町熱海5-18 ゆとりろ磐梯熱海（旧：清稜山倶楽部） 清明の間 または 清新の間 7月15日 8月22日,27日,28日

福島県 会津若松市南千石町6-5 会津若松商工会議所 談話室 7月15日

福島県 いわき市平字一町目1番地 いわきワシントンホテル椿山荘 アゼリア 7月15日 7月30日,8月7日,25日,26日

福島県 白河市大信増見字北田76番地1 白河市大信地域市民交流センター ひじりん館 集会室 7月15日

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

福島県 喜多方市字沢ノ免7331 会津喜多方商工会議所 小会議室 7月15日

福島県 相馬市中村字桜ケ丘71 相馬商工会議所会館 大会議室 7月17日

茨城県 水戸市桜川2丁目2-11 水戸プリンスホテル 大会議室 7月15日

茨城県 土浦市川口2丁目11-31 L’AUBE Kasumigaura 1F セレニティーエス 7月15日 7月28日,8月6日,21日

茨城県 石岡市府中1-3-5 サポート・ワン 研修室・商工サロン（7月）、大ホール（8月） 7月15日

茨城県 ひたちなか市勝田中央14-8 ひたちなか商工会議所 2F 会議室 7月15日 7月26日

茨城県 日立市旭町2丁目6-13 ホテル天地閣 孔雀 7月15日

茨城県 結城市大字結城531 結城商工会議所 ホール1 7月20日 土・日・祝 7月16日,31日,8月13日,14日,27日

栃木県 宇都宮市東宿郷2-4-4 TKPガーデンシティ宇都宮 ロイヤルホール 7月15日

栃木県 栃木市片柳町2-1-46 栃木商工会議所 1F 第2ホール 7月15日

栃木県 足利市通3-2757 足利商工会議所 会員サロン 7月15日

栃木県 小山市城東1-6-36 小山商工会議所 中会議室 7月15日 7月26日,8月2日,23日,24日

栃木県 鹿沼市栃窪1255 ニューサンピア栃木 古峰 7月15日

栃木県 日光市今市719番地1 道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣 多目的ホール 7月16日 毎週火曜 8月30日

栃木県 大田原市本町1-3-3 大田原市総合文化会館 3F 第3会議室 7月16日

群馬県 前橋市本町2-16-1 前橋ホテル 紅雲 7月15日

群馬県 桐生市錦町3-1-25 桐生商工会議所 405号室 7月15日

群馬県 太田市飯田町1308 ホテルモンテローザ太田 2F エメラルド 7月16日 7月17日,21日,22日,28日,29日,8月2日,4日,5日,11日,18日,20日,21日,25日,28日,30日

群馬県 伊勢崎市昭和町3919 伊勢崎商工会議所 第3会議室 7月15日 7月28日

群馬県 沼田市西倉内町669-1 沼田商工会館 大ホール 7月15日

埼玉県 飯能市双柳105-8 マロウドイン飯能 2F 白鳥 7月15日

埼玉県 熊谷市問屋町2-4-1 ソシオ熊谷（協同組合熊谷流通センター） 組合会館 展示場 7月15日 8月28日,29日

埼玉県 さいたま市大宮区仲町2-26 TKP大宮ビジネスセンター 2F ホール1 または 4F カンファレンスルーム2 7月15日 7月18日,19日,25日,26日, 8月28日

千葉県 市原市五井中央西2丁目22-8 市原マリンホテル バンケットルームA 7月16日 7月18日,8月1日,21日,22日,30日

千葉県 流山市流山2-312 流山商工会議所 A会議室 7月15日

千葉県 銚子市三軒町19-4 銚子商工会議所 第1会議室 7月15日

千葉県 千葉市中央区新町1-20 TKP千葉駅東口ビジネスセンター カンファレンスルーム4E 7月15日 7月17日,18日,19日,22日,23日,24日

千葉県 香取市佐原イ525-1 佐原商工会議所 会議所内テナント 7月15日

千葉県 茂原市茂原443-14 茂原商工会議所 役員室 7月17日 土・日・祝

千葉県 市川市市川1-3-18 市川グランドホテル 芙蓉の間・桐の間 7月15日 7月22日,27日,8月17日,18日

千葉県 船橋市本町7丁目11番地1号 船橋グランドホテル 芙蓉 7月15日

千葉県 柏市末広町14-1 ザ・クレストホテル柏 オークルームEAST 7月15日

東京都 八王子市八日町6-7 八王子エルシィ 4F 梅 7月15日

東京都 千代田区鍛冶町2-2-1 TKP神田駅前ビジネスセンター ホール5F 7月15日 7月19日,20日,23日,8月12日,13日,14日

東京都 港区港南2丁目4-3 TKP品川港南口会議室 ホール4A 7月16日

東京都 多摩市落合1-43 京王プラザホテル多摩 たまつばき、白鵬 7月15日 7月25日,28日,8月21日

東京都 千代田区麹町3-2 TKP麹町駅前会議室 ホール8A 7月15日 7月19日

東京都 中央区入船3-2-10 TKP築地新富町カンファレンスセンター ホール2B 7月15日

東京都 台東区浅草橋1-22-16 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 ROOM1 7月17日 8月7日,19日,21日,22日

東京都 渋谷区道玄坂2-9-9 シブヤネクサス SPACE300 7月16日

東京都 台東区西浅草3-17-1 浅草ビューホテル 駒形 7月15日 8月15日,16日,17日,18日,22日,23日

東京都 港区赤坂2丁目14-27 TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール14C 7月15日

東京都 品川区大崎2-4-3 人事労務会館 大会議室 7月15日 8月5日,6日,7日,27日,28日

東京都 北区田端6-9-7 GAホール ホールA 7月18日

東京都 町田市森野1-15-13 町田パリオ B南 7月15日

東京都 品川区東五反田2-3-5 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 ホール 7月15日

東京都 目黒区中目黒3-1-5 NATULUCK中目黒駅前店 会議室 7月15日

東京都 板橋区小茂根1-9-5 Sai STUDIO コモネA 7月15日 7月23日,8月17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,31日

東京都 大田区大森北1-10-14 TKPLuz大森カンファレンスセンター ホール5C 7月15日

東京都 渋谷区道玄坂2-10-7 フォーラムエイト ホール 7月15日

東京都 練馬区高松5-8 J.CITY ホテルカデンツァ光が丘 アゼリアB 7月15日

東京都 港区新橋4-24-8 TKP新橋汐留ビジネスセンター ホール201 7月15日

東京都 新宿区西新宿三丁目2番4号 TKP西新宿カンファレンスセンター ホール3D 7月15日 8月23日

東京都 渋谷区道玄坂 一丁目21番1号 渋谷ソラスタコンファレンス 4A 7月15日 7月29日

神奈川県 鎌倉市坂ノ下33-6 鎌倉パークホテル 翠雲 7月15日

神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8 TKP横浜会議室 ホール6B 7月15日 7月18日,19日,25日,26日

神奈川県 横浜市西区南幸2-19-9 TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口 ホール1B 7月16日 8月23日

神奈川県 平塚市八重咲町6-18 グランドホテル神奈中平塚 百合A・B 7月15日 8月6日,12日,20日,22日,24日,25日,26日,27日,28日

神奈川県 三浦市南下浦町3231 マホロバ・マインズ三浦 本館 13F タイプA 7月16日

神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 TKP横浜西口カンファレンスセンター ホールA 7月15日 8月23日

神奈川県 横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー TKPカフェテリア 7月15日

神奈川県 川崎市川崎区駅前本町5-2 TKPスター貸会議室 川崎駅前 カンファレンスルーム4A 7月15日 7月16日,7月30日,8月6日,13日,14日,20日

神奈川県 藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会議所 役員議員会議室 7月15日

神奈川県 秦野市平沢2550-1 秦野商工会議所 3F 会議室 7月15日 7月20日,28日,8月8日

新潟県 新潟市中央区笹口1丁目1 アートホテル新潟駅前 4F 湯沢 7月15日 7月29日,8月29日

新潟県 三条市須頃1-20 三条商工会議所 5F 研修室 7月15日

新潟県 糸魚川市寺町2-8-16 糸魚川商工会議所 明星 7月15日

新潟県 燕市東太田6856 燕商工会議所 新館研修室1・2 7月15日 8月3日

新潟県 柏崎市駅前2-2-45 柏崎市産業文化会館 第1会議室・第3会議室 7月15日 7月19日,26日,8月3日,23日

新潟県 長岡市今朝白2丁目7番25号 パストラル長岡 扇の間 7月15日 8月1日4,日,5日

新潟県 上越市新光町1-10-20 上越商工会議所 中会議室 7月15日

新潟県 新潟市中央区一番堀通町3-13 新潟県民会館 ギャラリーA 7月15日

富山県 富山市総曲輪2-1-3 富山商工会議所 別館 6F 61号室・63号室 7月15日 7月18日

富山県 黒部市宇奈月町下立825番地 旧黒部市立宇奈月中学校 1F 7月15日

石川県 小松市園町ニ1番地 小松商工会議所 402研修室 7月15日

石川県 金沢市広岡二丁目13番33号 TKPガーデンシティPREMIUM金沢駅西口 ホール2B 7月15日 7月12日,29日, 8月8日,9日,22日,23日

石川県 七尾市三島町70-1 七尾商工会議所 2F 大ホール 7月15日

石川県 輪島市河井町20-1-1 輪島商工会議所 511会議室 7月15日

福井県 鯖江市本町3-2-12 鯖江商工会議所 ギャラリー新 1F 企画展示室 7月16日 日・祝

福井県 福井市大手3丁目12-20 ザ・グランユアーズフクイ クリスタル 7月15日

福井県 越前市塚町101番地 武生商工会議所 3F 会議室E 7月15日 8月15日,16日

山梨県 甲府市丸の内1-19-16 ホテル談露館 山脈 7月15日 7月14日,8月22日

長野県 飯田市座光寺3349-1 南信州・飯田産業センター B棟 4F 7月15日 第1水曜

長野県 佐久市中込2976-4 佐久商工会議所 別館2F会議室 7月15日 8月14日,15日,16日

長野県 松本市深志3-10-1 まつもと市民芸術館 スタジオ2 または オープンスタジオ 7月15日 7月20日,8月4日,7日,9日,22日,24日

長野県 須坂市立町1278-1 須坂商工会議所 第1会議室・第2会議室 7月15日

長野県 千曲市杭瀬下3-9 千曲商工会議所 第1会議室 7月15日 7月28日,29日,8月5日,6日,7日

岐阜県 大垣市宮町1-13 クインテッサホテル大垣 ステラ 7月15日

岐阜県 美濃市本住町1912番地1 NIPPONIA美濃商家町 大極殿 7月15日 7月21日,22日

岐阜県 高山市花岡町2丁目60番地 ひだホテルプラザ アンジェラス 7月15日

岐阜県 可児市今渡682番地1 可児市福祉センター 2F 第一会議室 または 視聴覚室 7月19日 7月18日,22日,27日,30日,8月3日,12日,19日,21日,23日

静岡県 静岡市清水区港町二丁目10-1 清水マリンビル 別館浪漫館 14F 7月15日

静岡県 浜松市中区板屋町111-2 TKP浜松アクトタワーカンファレンスセンター 25F ホールA または スカイホール25 7月15日 7月17日

静岡県 富士市青島200-1 ホワイトパレス 富士高砂の間 7月15日

静岡県 熱海市小嵐町15-9　 TKPレクトーレ熱海小嵐 カンファレンスルーム 7月15日 7月16日,17日,18日,19日

静岡県 富士宮市錦町7-8 クリスタルホールパテオン ガーネット 7月16日

愛知県 名古屋市中村区則武1-6-3 TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 アルタイル 7月15日 8月7日,8日,9日,25日,26日,27日,28日

愛知県 豊川市諏訪3丁目302 豊川市民プラザ プリオⅡ 4階 7月15日

愛知県 蒲郡市港町18-23 蒲郡商工会議所 イベントホール 7月15日

愛知県 碧南市源氏神明町90 碧南商工会議所 研修室301 7月15日

愛知県 名古屋市西区名駅1丁目1番17号 TKPガーデンシティPREMIUM名古屋駅前 カンファレンスルーム3C 7月15日

愛知県 名古屋市中区栄3-2-3 TKP栄カンファレンスセンター ホール7F 7月15日 7月19日,8月16日

愛知県 津島市立込町4-144 津島商工会議所 研修室（7月）、4F ホール（8月） 7月15日 7月16日,28日

愛知県 稲沢市朝府町15-20 稲沢商工会議所 第2会議室・3会議室 7月17日 土・日・祝 7月31日,8月7日

三重県 松阪市若葉町161-2 松阪商工会議所 3F 第二研修室 7月15日 8月1日

三重県 名張市元町376番地 リバーナホール  7月15日 毎週木曜

三重県 熊野市木本町171 熊野商工会議所 研修室 7月15日

三重県 尾鷲市朝日町14-45 尾鷲商工会議所 研修室I・Ⅱ 7月15日

三重県 桑名市桑栄町1番 サンファーレ 北館 2F 市民広場 7月15日 第2木曜,第3木曜

三重県 伊賀市上野丸之内500 上野商工会議所 コミュニティフロア 7月15日 8月1日,2日

※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。



滋賀県 東近江市池庄町505 東近江商工会 大会議室 7月17日 日・祝 7月28日,8月14日,15日

滋賀県 大津市におの浜3-2-25 アヤハレークサイドホテル 比叡 または 伊吹 7月15日 8月1日,2日

京都府 京都市下京区立売中之町100-1 TKP京都四条駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム8A 7月15日 8月1日,23日,29日

京都府 舞鶴市字浜66 舞鶴商工会議所 展示交流室 4F（7月）、コンベンションホール 5F（8月） 7月15日 7月25日,8月1日,22日

大阪府 大阪市北区曽根崎新地2-3-21 TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前 バンケット10A 7月15日

大阪府 東大阪市永和1-11-10 東大阪商工会議所 旧館 5F 7月15日

大阪府 泉大津市旭町22-45 テクスピア大阪 301会議室 7月15日

大阪府 大阪市北区中之島2-2-2 TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター ホールB 7月15日 7月18日,19日,8月19日

大阪府 大阪市中央区南船場3-11-18 TKP心斎橋駅前カンファレンスセンター ホール11B 7月15日 7月19日

大阪府 大阪市中央区淡路町3-5-13 TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター 6F ジョイント【6C+C6D】 7月15日

大阪府 岸和田市別所町3-13-26 岸和田商工会議所 2F 研修室・小会議室 7月17日

大阪府 大阪市中央区南船場2-12-22 TKPガーデンシティ心斎橋南船場 バンケット3A 7月15日

大阪府 大阪市都島区中野町5丁目12-30 TKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテル 3F ジョイント3A+3B 7月15日 8月1日,23日

大阪府 大阪市北区曾根崎2丁目11-16 TKPガーデンシティ東梅田 バンケット7A 7月17日 7月18日,25日,8月8日,11日,12日,13日,14日,15日,16日,22日

大阪府 大阪市中央区南本町2丁目1-8 TKP大阪堺筋本町カンファレンスセンター ホール7A 7月15日 8月21日,22日

大阪府 大阪市福島区福島5-4-21 TKPガーデンシティ大阪梅田 カンファレンスルーム13B 7月15日 7月19日,8月11日,12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,22日,23日

大阪府 吹田市広芝町10-3 サニーストン江坂 北館4F 菊の間 7月15日

大阪府 交野市星田3丁目4番3号 星田会館 2F 第四会議室 7月16日 毎週月曜 8月11日,13日,14日,15日,16日,17日,25日,26日

兵庫県 神戸市中央区中山手通4丁目10-8 ラッセホール B1F リリー 7月15日

兵庫県 姫路市本町127番地 BIZ SPACE姫路 6F 大ホール601 7月15日 7月18日,7月22日,8月30日

兵庫県 洲本市本町4-5-3 洲本商工会議所 1F 大ホールA・B 7月15日

奈良県 奈良市登大路町36-2 奈良商工会議所 A会議室／B会議室 7月15日 8月29日

和歌山県 和歌山市西汀丁36 和歌山商工会議所 第2会議室・第3会議室 7月15日

和歌山県 橋本市市脇1-13-18 橋本商工会館 8F ホール 7月15日 8月20日

鳥取県 倉吉市上井195 エキパル倉吉 2F 多目的ホール 7月15日

島根県 松江市玉湯町玉造53-2 ホテル玉泉 朝酌 7月15日

島根県 安来市今津町532-3 安来市学習訓練センター 研修室1・研修室兼会議室 7月15日 7月23日,24日

島根県 大田市大田町大田ｲ309-2 大田商工会議所 2F 会議室1・会議室2 7月16日 7月18日,26日,8月14日,18日,28日

岡山県 岡山市北区中山下1-8-45 TKPガーデンシティ岡山 バンケット4A 7月15日 8月22日,23日

岡山県 倉敷市児島塩生2767-21 倉敷シーサイドホテル 206会議室 7月15日 7月18日,19日,20日,21日, 8月2日,3日,4日,5日,6日,22日,23日,24日,25日

岡山県 備前市東片上230 備前商工会議所 4F 研修室 7月15日

岡山県 津山市山下30-9 津山商工会議所 3F 第1会議室 7月15日

広島県 広島市中区紙屋町2丁目2-12 TKP広島本通駅前カンファレンスセンター 3F ホール3D 7月15日

広島県 福山市西町2-10-1 福山商工会議所 4F 東館 7月16日 日・祝

広島県 府中市元町445-1 府中商工会議所 2F 202号室 7月15日

広島県 三次市十日市東4-5-5 協同組合サングリーン 第3ビル 1F 会議室 7月15日

山口県 山口市湯田温泉3丁目5-8 湯田温泉ユウベルホテル松政 花鳥 7月15日 7月16日,25日,26日,8月20日,23日,29日,30日

山口県 柳井市柳井3718-16 アクティブやない 2F 視聴覚室 7月16日 7月17日,24日,8月24日,25日

山口県 下関市豊前田町3丁目3-1 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール または 10F 国際会議場 7月15日

山口県 防府市八王子1-29-20 TKPガーデンシティ山口・防府 幸 7月15日

徳島県 徳島市寺島本町西1丁目61 JRホテルクレメント徳島 2F 会議室 7月15日 8月22日

徳島県 阿南市富岡町あ王谷52-2 ロイヤルガーデンホテル パール 7月15日

香川県 高松市香南町由佐2425-2 レクトーレ高松空港 バンケット1C 7月15日

香川県 観音寺市坂本町一丁目1-25 観音寺商工会議所 3F 中ホール 7月15日 8月14日,15日,16日

香川県 坂出市久米町1-14-14 坂出商工会館 4F 403会議室 7月15日 土・日・祝

香川県 善通寺市文京町3-3-3 善通寺商工会議所 2F 中会議室（7月）、3F 大会議室（8月） 7月17日 7月15日,23日,29日

愛媛県 松山市千舟町4丁目3-7 TKP松山市駅前カンファレンスセンター ホール5A 7月15日 7月27日

愛媛県 宇和島市鶴島町8番3号 パフィオうわじま 多目的室 7月15日

高知県 高知市丸ノ内二丁目1番10号 高知城ホール 大会議室 7月15日 7月18日,19日,8月25日

福岡県 福岡市博多区博多駅中央街4-8 TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター 701 7月15日

福岡県 行橋市中央3-9-10 TKP福岡行橋駅前会議室 ホール 7月15日 8月7日,8日,9日

福岡県 飯塚市吉原町6-12 飯塚商工会議所 302号室・304号室 7月15日

福岡県 直方市殿町7-50 直方商工会議所 3F 中会議室 7月15日

福岡県 豊前市大字八屋1776-2 豊前市図書館 会議室 7月16日 毎週火曜 毎月最終金曜

福岡県 福岡市中央区天神2-14-8 TKPガーデンシティ天神 M-3 7月15日 7月19日

福岡県 福岡市博多区博多駅前4-11-18 TKPガーデンシティ博多アネックス ネプチューン 7月15日 8月21日,22日,28日

佐賀県 伊万里市大川内町丙221-2 伊万里・有田焼伝統産業会館 2F 総合研修室 7月15日

佐賀県 佐賀市神野東2-1-3 レンタル会議室 サンシティ 2F Cホール 7月15日

長崎県 長崎市大黒町14番5号 ホテルニュー長崎 龍宮の間 7月15日

長崎県 島原市新湊1丁目38番地1 ホテルシーサイド島原 シーサイドホールD 7月19日 7月21日,23日,24日,25日,28日,31日,8月1日,2日,4日,5日,7日,8日,15日,18日,22日,23日,27日,28日,29日,30日

長崎県 五島市東浜町1丁目1番1号 カンパーナホテル 2F 小会議室 珊瑚の間 7月15日 7月24日,25日,26日

熊本県 熊本市中央区下通1-7-18 TKPガーデンシティ熊本 不知火 7月15日 8月5日,20日

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

熊本県 八代市松江城町6-6 八代商工会議所 3F 大ホール 7月15日

大分県 日田市三本松2丁目3番1号 公益財団法人 日田玖珠地域産業振興センター 研修会議室 7月15日 7月16日,17日,22日,8月2日,17日

大分県 佐伯市向島1-10-1 佐伯商工会議所 2F 特別会議室 7月15日

大分県 竹田市大字玉来1-1 竹田市総合文化ホール グランツたけた 第4楽屋 7月18日 毎週月曜 7月16日,19日,8月8日,9日,11日,20日,21日,29日,30日

宮崎県 西都市小野崎2丁目49番地 西都市民会館 大会議室 7月16日 毎週月曜 8月10日

宮崎県 宮崎市山崎町浜山 フェニックス・シーガイア・リゾート 小会議室 ヴィーナス 7月15日

鹿児島県 鹿児島市中央町26-1 TKPガーデンシティ鹿児島中央 薩摩ホール 7月15日

鹿児島県 霧島市霧島田口2703-5 Active Resorts 霧島 カトレア 7月15日

沖縄県 那覇市久米2-2-10 那覇商工会議所 2F ホール 7月15日


