
2022/7/6現在令和０４年度　全健協　巡回レディース健康診断　実施会場
機関 　　　健診予定日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会場コード）会場名／所在地 マンモグラフィ

7月4日 (月) 010020001 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
7月8日 (金) 010020002 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○

7月11日 (月) 010020003 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
7月15日 (金) 010020004 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
7月22日 (金) 010020005 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
7月25日 (月) 010020006 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
7月27日 (水) 010020007 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
7月29日 (金) 010020008 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
8月1日 (月) 010020009 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
8月5日 (金) 010020010 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
8月8日 (月) 010020011 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○

8月15日 (月) 010020013 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
8月19日 (金) 010020014 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
8月22日 (月) 010020015 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
8月26日 (金) 010020016 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
8月29日 (月) 010020017 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
9月2日 (金) 010020018 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
9月5日 (月) 010020019 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
9月9日 (金) 010020020 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○

9月12日 (月) 010020021 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
9月14日 (水) 010020022 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
9月16日 (金) 010020023 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
9月21日 (水) 010020024 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
9月26日 (月) 010020025 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
9月30日 (金) 010020026 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
10月3日 (月) 010020027 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
10月5日 (水) 010020028 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
10月7日 (金) 010020029 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○

10月12日 (水) 010020030 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
10月14日 (金) 010020031 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
10月17日 (月) 010020032 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
10月21日 (金) 010020033 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
10月24日 (月) 010020034 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
10月28日 (金) 010020035 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
10月31日 (月) 010020036 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
11月4日 (金) 010020037 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
11月7日 (月) 010020038 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○

11月11日 (金) 010020039 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
11月14日 (月) 010020040 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
11月16日 (水) 010020041 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
11月18日 (金) 010020042 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
11月21日 (月) 010020043 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
11月25日 (金) 010020044 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
11月28日 (月) 010020045 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
12月2日 (金) 010020046 健診センター診療所 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 ○
7月5日 (火) 010030001 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
7月6日 (水) 010030002 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○

7月12日 (火) 010030003 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
7月20日 (水) 010030004 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
7月21日 (木) 010030005 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
7月26日 (火) 010030006 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
8月2日 (火) 010030007 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
8月9日 (火) 010030008 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○

8月16日 (火) 010030009 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
8月18日 (木) 010030010 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
8月23日 (火) 010030011 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
8月30日 (火) 010030012 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
8月31日 (水) 010030013 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
9月1日 (木) 010030014 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
9月7日 (水) 010030015 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○

9月13日 (火) 010030016 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
9月15日 (木) 010030017 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
9月20日 (火) 010030018 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
9月27日 (火) 010030019 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
9月29日 (木) 010030020 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
10月4日 (火) 010030021 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
10月6日 (木) 010030022 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○

10月11日 (火) 010030023 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
10月18日 (火) 010030024 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
10月19日 (水) 010030025 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
10月20日 (木) 010030026 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
10月25日 (火) 010030027 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
10月26日 (水) 010030028 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
11月1日 (火) 010030029 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
11月2日 (水) 010030030 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
11月8日 (火) 010030031 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
11月9日 (水) 010030032 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○

11月15日 (火) 010030033 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
11月17日 (木) 010030034 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
11月22日 (火) 010030035 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
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12月1日 (木) 010030037 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
12月6日 (火) 010030038 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
12月9日 (金) 010030039 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○

12月13日 (火) 010030040 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
12月15日 (木) 010030041 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
12月16日 (金) 010030042 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
12月20日 (火) 010030043 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
12月23日 (金) 010030044 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
12月26日 (月) 010030045 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○

1月6日 (金) 010030046 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
1月10日 (火) 010030047 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
1月11日 (水) 010030048 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
1月17日 (火) 010030049 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
1月19日 (木) 010030050 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
1月20日 (金) 010030051 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
1月24日 (火) 010030052 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
1月30日 (月) 010030053 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
1月31日 (火) 010030054 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
2月1日 (水) 010030055 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
2月2日 (木) 010030056 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
2月6日 (月) 010030057 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
2月7日 (火) 010030058 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○

2月10日 (金) 010030059 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
2月14日 (火) 010030060 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
2月16日 (木) 010030061 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
2月20日 (月) 010030062 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
2月21日 (火) 010030063 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○
12月5日 (月) 010030064 札幌総合健診センター 札幌市中央区南2条西2丁目18-1 ○

11月29日 (火) 010120001 千歳市立千歳公民館 千歳市真町176-3 ×
12月7日 (水) 010120002 千歳市立千歳公民館 千歳市真町176-3 ×

12月14日 (水) 010120003 千歳市立千歳公民館 千歳市真町176-3 ×
7月21日 (木) 020040001 青森県観光物産館　アスパム 青森市安方1-1-40 ○
7月22日 (金) 020040002 青森県観光物産館　アスパム 青森市安方1-1-40 ○
7月28日 (木) 030080001 盛岡タカヤアリーナ 盛岡市本宮5丁目4-1 ○
10月5日 (水) 030080002 盛岡タカヤアリーナ 盛岡市本宮5丁目4-1 ○
11月2日 (水) 030080003 盛岡タカヤアリーナ 盛岡市本宮5丁目4-1 ○
7月29日 (金) 030100001 プラザイン水沢 岩手県奥州市水沢佐倉河字後田29 ○
1月17日 (火) 040020001 大崎市民会館 大崎市古川北町5-5-1 ○
7月1日 (金) 040050001 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
7月2日 (土) 040050002 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
7月4日 (月) 040050003 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
7月5日 (火) 040050004 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
7月6日 (水) 040050005 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
7月7日 (木) 040050006 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
7月8日 (金) 040050007 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○

7月16日 (土) 040050008 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
7月30日 (土) 040050009 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
8月4日 (木) 040050010 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
8月5日 (金) 040050011 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
8月6日 (土) 040050012 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
8月8日 (月) 040050013 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
8月9日 (火) 040050014 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○

8月10日 (水) 040050015 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
8月17日 (水) 040050016 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
8月18日 (木) 040050017 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
8月19日 (金) 040050018 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
8月27日 (土) 040050019 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月10日 (土) 040050020 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月20日 (火) 040050021 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月21日 (水) 040050022 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月22日 (木) 040050023 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月24日 (土) 040050024 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月26日 (月) 040050025 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月27日 (火) 040050026 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月28日 (水) 040050027 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月29日 (木) 040050028 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
9月30日 (金) 040050029 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
10月1日 (土) 040050030 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
10月3日 (月) 040050031 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
10月4日 (火) 040050032 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
10月5日 (水) 040050033 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
10月6日 (木) 040050034 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
10月7日 (金) 040050035 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○

10月11日 (火) 040050036 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
10月12日 (水) 040050037 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
10月15日 (土) 040050038 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
10月29日 (土) 040050039 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
11月5日 (土) 040050040 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○

11月14日 (月) 040050041 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
11月15日 (火) 040050042 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
11月16日 (水) 040050043 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
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11月17日 (木) 040050044 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
11月18日 (金) 040050045 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
11月19日 (土) 040050046 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
11月21日 (月) 040050047 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
11月22日 (火) 040050048 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
11月26日 (土) 040050049 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月10日 (土) 040050050 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月17日 (土) 040050051 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月19日 (月) 040050052 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月20日 (火) 040050053 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月21日 (水) 040050054 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月22日 (木) 040050055 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月23日 (金) 040050056 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月24日 (土) 040050057 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月26日 (月) 040050058 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
12月27日 (火) 040050059 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○

1月5日 (木) 040050060 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
1月6日 (金) 040050061 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○

1月10日 (火) 040050062 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
1月11日 (水) 040050063 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
1月12日 (木) 040050064 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
1月13日 (金) 040050065 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
1月16日 (月) 040050066 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
1月17日 (火) 040050067 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
1月21日 (土) 040050068 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
1月28日 (土) 040050069 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
2月1日 (水) 040050070 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
2月2日 (木) 040050071 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
2月3日 (金) 040050072 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
2月6日 (月) 040050073 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
2月7日 (火) 040050074 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
2月8日 (水) 040050075 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
2月9日 (木) 040050076 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○

2月10日 (金) 040050077 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町4-9-18　TICビル4F ○
7月27日 (水) 040130001 アズテックミュージアム仙台産業展示館 仙台市太白区中田町杉の下18 ○
8月24日 (水) 040130002 アズテックミュージアム仙台産業展示館 仙台市太白区中田町杉の下18 ○
1月18日 (水) 040130003 アズテックミュージアム仙台産業展示館 仙台市太白区中田町杉の下18 ○
1月30日 (月) 040180001 せんだい農業園芸センター みどりの杜 仙台市若林区荒井字切新田13-1 ○

10月11日 (火) 040200001 わたり温泉 鳥の海 宮城県亘理郡亘理町荒浜字築港通り41番地2 ○
12月22日 (木) 040200002 わたり温泉 鳥の海 宮城県亘理郡亘理町荒浜字築港通り41番地2 ○

2月1日 (水) 040200003 わたり温泉 鳥の海 宮城県亘理郡亘理町荒浜字築港通り41番地2 ○
1月11日 (水) 040210001 石巻市水産総合振興センター 宮城県石巻市魚町2丁目12番地3 ○
8月8日 (月) 040220001 ベルサンピア みやぎ泉 宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1 ○

11月1日 (火) 040220002 ベルサンピア みやぎ泉 宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1 ○
12月12日 (月) 040220003 ベルサンピア みやぎ泉 宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1 ○

8月9日 (火) 050010001 秋田テルサ 秋田市御所野地蔵田3-1-1 ○
8月10日 (水) 050010002 秋田テルサ 秋田市御所野地蔵田3-1-1 ○

10月25日 (火) 050010003 秋田テルサ 秋田市御所野地蔵田3-1-1 ○
10月26日 (水) 050010004 秋田テルサ 秋田市御所野地蔵田3-1-1 ○
8月23日 (火) 060030001 ヒルズサンピア山形 山形市蔵王飯田637 ○

10月31日 (月) 060030002 ヒルズサンピア山形 山形市蔵王飯田637 ○
12月14日 (水) 070030001 アピオスペース 会津若松市ｲﾝﾀｰ西90 ○
12月21日 (水) 070030002 アピオスペース 会津若松市ｲﾝﾀｰ西90 ○
8月30日 (火) 070120001 とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター） 福島市春日町5-54 ○
8月25日 (木) 070130001 南東北総合卸センター 郡山市喜久田町卸1-1-1 ○
12月7日 (水) 070130002 南東北総合卸センター 郡山市喜久田町卸1-1-1 ○

12月13日 (火) 070130003 南東北総合卸センター 郡山市喜久田町卸1-1-1 ○
1月19日 (木) 070130004 南東北総合卸センター 郡山市喜久田町卸1-1-1 ○

12月20日 (火) 070170001 一般財団法人福島県教育会館 福島市上浜町10-38 ○
8月31日 (水) 070260001 いわきニュータウンセンタービル いわき市中央台飯野四丁目2-4 ○

10月12日 (水) 070260002 いわきニュータウンセンタービル いわき市中央台飯野四丁目2-4 ○
1月26日 (木) 070260003 いわきニュータウンセンタービル いわき市中央台飯野四丁目2-4 ○
2月2日 (木) 070260004 いわきニュータウンセンタービル いわき市中央台飯野四丁目2-4 ○

11月4日 (金) 070290001 パルセいいざか 福島市飯坂町字筑前27-1 ○
12月8日 (木) 070300001 イオンモールいわき小名浜 いわき市小名浜字辰巳町79 ○
7月25日 (月) 080030001 取手市立福祉会館 取手市東1-1-5 ○

11月22日 (火) 080030002 取手市立福祉会館 取手市東1-1-5 ○
9月27日 (火) 080040001 牛久市中央生涯学習センター 牛久市柏田町1606-1 ×
12月7日 (水) 080050001 常総市生涯学習センター 常総市水海道天満町4684 ○
1月14日 (土) 080050002 常総市生涯学習センター 常総市水海道天満町4684 ○
7月26日 (火) 080070001 つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3 ○
8月17日 (水) 080070002 つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3 ○
9月20日 (火) 080070003 つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3 ○

10月15日 (土) 080070004 つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3 ○
11月16日 (水) 080070005 つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3 ○
12月16日 (金) 080070006 つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3 ○
1月12日 (木) 080070007 つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3 ○
1月23日 (月) 080070008 つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3 ○
2月7日 (火) 080070009 つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3 ○

10月19日 (水) 080080001 鹿嶋勤労文化会館 鹿嶋市宮中325-1 ○
12月6日 (火) 080080002 鹿嶋勤労文化会館 鹿嶋市宮中325-1 ○
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11月17日 (木) 080090001 日立市民会館 日立市若葉町1-5-8 ○
1月28日 (土) 080090002 日立市民会館 日立市若葉町1-5-8 ○

11月13日 (日) 080120001 結城市民文化センター 結城市中央町2-2 ○
9月8日 (木) 080130001 取手ウエルネスプラザ 取手市新町2-5-25 ○

12月7日 (水) 080130002 取手ウエルネスプラザ 取手市新町2-5-25 ○
1月21日 (土) 080130003 取手ウエルネスプラザ 取手市新町2-5-25 ○
7月22日 (金) 080150001 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター） 水戸市千波町東久保697 ○
9月3日 (土) 080150002 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター） 水戸市千波町東久保697 ○

9月15日 (木) 080150003 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター） 水戸市千波町東久保697 ○
11月19日 (土) 080150004 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター） 水戸市千波町東久保697 ○
12月25日 (日) 080150005 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター） 水戸市千波町東久保697 ○

1月8日 (日) 080150006 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター） 水戸市千波町東久保697 ○
8月5日 (金) 080210001 ホテルクリスタルパレス ひたちなか市大平1-22-1 ○

10月18日 (火) 080210002 ホテルクリスタルパレス ひたちなか市大平1-22-1 ○
12月7日 (水) 080210003 ホテルクリスタルパレス ひたちなか市大平1-22-1 ○
1月23日 (月) 080210004 ホテルクリスタルパレス ひたちなか市大平1-22-1 ○
2月1日 (水) 080210005 ホテルクリスタルパレス ひたちなか市大平1-22-1 ○

9月13日 (火) 080220001 ホテルFIT（ホテルグリーンコア土浦） 土浦市港町1-8-26 ○
11月24日 (木) 080220002 ホテルFIT（ホテルグリーンコア土浦） 土浦市港町1-8-26 ○
1月16日 (月) 080220003 ホテルFIT（ホテルグリーンコア土浦） 土浦市港町1-8-26 ○

10月14日 (金) 080230001 スペースU古河 古河市長谷町38-18 ○
12月18日 (日) 080230002 スペースU古河 古河市長谷町38-18 ○
1月26日 (木) 080230003 スペースU古河 古河市長谷町38-18 ○
9月20日 (火) 080250001 イオンモール水戸内原 水戸市内原2-1 ○

12月15日 (木) 080300001 ウエディングヒルズアジュール（守谷） 守谷市松ケ谷6-6-3 ○
7月13日 (水) 090010001 栃木県青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1-1-6 ○
7月28日 (木) 090010002 栃木県青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1-1-6 ○
8月8日 (月) 090010003 栃木県青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1-1-6 ○

9月23日 (金) 090010004 栃木県青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1-1-6 ○
10月6日 (木) 090010005 栃木県青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1-1-6 ○

10月14日 (金) 090010006 栃木県青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1-1-6 ○
11月15日 (火) 090010007 栃木県青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1-1-6 ○
11月25日 (金) 090010008 栃木県青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1-1-6 ○
12月21日 (水) 090010009 栃木県青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1-1-6 ○
10月4日 (火) 090020001 小山商工会議所 小山市城東1-6-36 ○

11月21日 (月) 090020002 小山商工会議所 小山市城東1-6-36 ○
12月22日 (木) 090020003 小山商工会議所 小山市城東1-6-36 ○
1月25日 (水) 090020004 小山商工会議所 小山市城東1-6-36 ○
2月20日 (月) 090020005 小山商工会議所 小山市城東1-6-36 ○
10月7日 (金) 090030001 足利商工会議所 足利市通3-2757 ×
1月16日 (月) 090040001 ニューサンピア栃木 鹿沼市栃窪1255 ○

12月13日 (火) 090050001 サンプラザ 栃木市片柳町2-2-2 ×
8月2日 (火) 090070001 那須野が原ハーモニーホール 大田原市本町1-2703-6 ○

10月15日 (土) 090070002 那須野が原ハーモニーホール 大田原市本町1-2703-6 ○
12月2日 (金) 090070003 那須野が原ハーモニーホール 大田原市本町1-2703-6 ○
1月18日 (水) 090070004 那須野が原ハーモニーホール 大田原市本町1-2703-6 ○
2月2日 (木) 090070005 那須野が原ハーモニーホール 大田原市本町1-2703-6 ○

12月5日 (月) 090100001 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 宇都宮市元今泉6-1-37 ○
1月13日 (金) 090100002 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 宇都宮市元今泉6-1-37 ○
1月30日 (月) 090100003 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 宇都宮市元今泉6-1-37 ○
2月3日 (金) 090100004 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 宇都宮市元今泉6-1-37 ○

10月6日 (木) 090110001 上三川町農村環境改善センター 河内郡上三川町大字上郷2140 ○
10月26日 (水) 090120001 イオンモール佐野新都市 佐野市高萩町1324-1 ○
1月30日 (月) 090120002 イオンモール佐野新都市 佐野市高萩町1324-1 ○
7月22日 (金) 100020001 高崎商工会議所 高崎市問屋町2-7-8 ○
8月19日 (金) 100020002 高崎商工会議所 高崎市問屋町2-7-8 ○
9月29日 (木) 100020003 高崎商工会議所 高崎市問屋町2-7-8 ○

10月13日 (木) 100020004 高崎商工会議所 高崎市問屋町2-7-8 ○
11月9日 (水) 100020005 高崎商工会議所 高崎市問屋町2-7-8 ○
1月27日 (金) 100020006 高崎商工会議所 高崎市問屋町2-7-8 ○
2月16日 (木) 100020007 高崎商工会議所 高崎市問屋町2-7-8 ○

12月16日 (金) 100030001 伊勢崎商工会議所 伊勢崎市昭和町3919 ×
7月15日 (金) 100040001 館林市文化会館 館林市城町3-1 ○
9月18日 (日) 100040002 館林市文化会館 館林市城町3-1 ○

11月11日 (金) 100040003 館林市文化会館 館林市城町3-1 ○
12月17日 (土) 100040004 館林市文化会館 館林市城町3-1 ○
1月11日 (水) 100040005 館林市文化会館 館林市城町3-1 ○
2月15日 (水) 100040006 館林市文化会館 館林市城町3-1 ○
7月28日 (木) 100050001 太田グランドホテル 太田市飯田町1370 ○
8月31日 (水) 100050002 太田グランドホテル 太田市飯田町1370 ○
9月16日 (金) 100050003 太田グランドホテル 太田市飯田町1370 ○

10月22日 (土) 100050004 太田グランドホテル 太田市飯田町1370 ○
12月1日 (木) 100050005 太田グランドホテル 太田市飯田町1370 ○
1月19日 (木) 100050006 太田グランドホテル 太田市飯田町1370 ○
2月20日 (月) 100050007 太田グランドホテル 太田市飯田町1370 ○

10月20日 (木) 100060001 渋川市民会館 渋川市渋川2795 ○
12月14日 (水) 100060002 渋川市民会館 渋川市渋川2795 ○

8月5日 (金) 100120001 ホテル1-2-3　前橋マーキュリー 前橋市大友町3-24-1 ○
11月22日 (火) 100120002 ホテル1-2-3　前橋マーキュリー 前橋市大友町3-24-1 ○
1月12日 (木) 100120003 ホテル1-2-3　前橋マーキュリー 前橋市大友町3-24-1 ○

10月11日 (火) 100140001 富岡市勤労者会館 富岡市富岡379 ○
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7月19日 (火) 110020001 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○
8月13日 (土) 110020002 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○
8月31日 (水) 110020003 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○
9月28日 (水) 110020004 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○
10月6日 (木) 110020005 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○

10月24日 (月) 110020006 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○
11月30日 (水) 110020007 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○
12月1日 (木) 110020008 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○

12月17日 (土) 110020009 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○
1月13日 (金) 110020010 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○
1月28日 (土) 110020011 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○
2月10日 (金) 110020012 JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2 ○

11月20日 (日) 110030001 埼玉建産連研修センター さいたま市南区鹿手袋4-1-7 ○
7月6日 (水) 110040001 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○

7月21日 (木) 110040002 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
8月5日 (金) 110040003 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○

8月29日 (月) 110040004 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
9月6日 (火) 110040005 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○

9月26日 (月) 110040006 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
10月5日 (水) 110040007 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○

10月28日 (金) 110040008 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
11月7日 (月) 110040009 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
12月3日 (土) 110040010 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○

12月24日 (土) 110040011 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
1月28日 (土) 110040012 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
1月19日 (木) 110040013 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
1月27日 (金) 110040014 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
2月1日 (水) 110040015 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○

2月12日 (日) 110040016 川口総合文化センター　リリア 川口市川口3-1-1 ○
7月30日 (土) 110060001 行田市産業文化会館 行田市本丸2-20 ×
8月16日 (火) 110070001 鴻巣市文化センター 鴻巣市中央29-1 ○
10月8日 (土) 110070002 鴻巣市文化センター 鴻巣市中央29-1 ○
11月2日 (水) 110070003 鴻巣市文化センター 鴻巣市中央29-1 ○

12月24日 (土) 110070004 鴻巣市文化センター 鴻巣市中央29-1 ○
1月14日 (土) 110070005 鴻巣市文化センター 鴻巣市中央29-1 ○
2月3日 (金) 110070006 鴻巣市文化センター 鴻巣市中央29-1 ○
2月5日 (日) 110070007 鴻巣市文化センター 鴻巣市中央29-1 ○

7月14日 (木) 110080001 熊谷文化創造館（さくらめいと） 熊谷市拾六間111-1 ○
8月20日 (土) 110080002 熊谷文化創造館（さくらめいと） 熊谷市拾六間111-1 ○
9月15日 (木) 110080003 熊谷文化創造館（さくらめいと） 熊谷市拾六間111-1 ○

11月10日 (木) 110080004 熊谷文化創造館（さくらめいと） 熊谷市拾六間111-1 ○
8月17日 (水) 110110001 所沢市民文化センター(ミューズ） 所沢市並木1-9-1 ○

10月10日 (月) 110110002 所沢市民文化センター(ミューズ） 所沢市並木1-9-1 ○
12月23日 (金) 110110003 所沢市民文化センター(ミューズ） 所沢市並木1-9-1 ○
1月22日 (日) 110110004 所沢市民文化センター(ミューズ） 所沢市並木1-9-1 ○
2月11日 (土) 110110005 所沢市民文化センター(ミューズ） 所沢市並木1-9-1 ○
8月27日 (土) 110150001 三郷市文化会館 三郷市早稲田5-4-1 ○

10月27日 (木) 110150002 三郷市文化会館 三郷市早稲田5-4-1 ○
12月24日 (土) 110150003 三郷市文化会館 三郷市早稲田5-4-1 ○
1月20日 (金) 110150004 三郷市文化会館 三郷市早稲田5-4-1 ○
8月16日 (火) 110160001 草加市文化会館 草加市松江1-1-5 ○
9月14日 (水) 110160002 草加市文化会館 草加市松江1-1-5 ○
10月5日 (水) 110160003 草加市文化会館 草加市松江1-1-5 ○

10月12日 (水) 110160004 草加市文化会館 草加市松江1-1-5 ○
11月16日 (水) 110160005 草加市文化会館 草加市松江1-1-5 ○
12月20日 (火) 110160006 草加市文化会館 草加市松江1-1-5 ○
1月29日 (日) 110160007 草加市文化会館 草加市松江1-1-5 ○
2月7日 (火) 110160008 草加市文化会館 草加市松江1-1-5 ○

7月20日 (水) 110170001 サンシティーホール 越谷市南越谷1-2876-1 ×
8月2日 (火) 110170002 サンシティーホール 越谷市南越谷1-2876-1 ×

9月20日 (火) 110170003 サンシティーホール 越谷市南越谷1-2876-1 ×
10月2日 (日) 110170004 サンシティーホール 越谷市南越谷1-2876-1 ×

12月10日 (土) 110170005 サンシティーホール 越谷市南越谷1-2876-1 ×
1月15日 (日) 110170006 サンシティーホール 越谷市南越谷1-2876-1 ×
2月21日 (火) 110170007 サンシティーホール 越谷市南越谷1-2876-1 ×
8月4日 (木) 110190001 久喜総合文化会館 久喜市下早見140 ○

10月20日 (木) 110190002 久喜総合文化会館 久喜市下早見140 ○
12月4日 (日) 110190003 久喜総合文化会館 久喜市下早見140 ○
1月18日 (水) 110190004 久喜総合文化会館 久喜市下早見140 ○
2月5日 (日) 110190005 久喜総合文化会館 久喜市下早見140 ○

2月18日 (土) 110190006 久喜総合文化会館 久喜市下早見140 ○
9月27日 (火) 110240001 埼玉県県民健康センター さいたま市浦和区仲町3-5-1 ○
10月7日 (金) 110240002 埼玉県県民健康センター さいたま市浦和区仲町3-5-1 ○

11月15日 (火) 110240003 埼玉県県民健康センター さいたま市浦和区仲町3-5-1 ○
12月13日 (火) 110240004 埼玉県県民健康センター さいたま市浦和区仲町3-5-1 ○
1月16日 (月) 110240005 埼玉県県民健康センター さいたま市浦和区仲町3-5-1 ○
2月9日 (木) 110240006 埼玉県県民健康センター さいたま市浦和区仲町3-5-1 ○

9月12日 (月) 110250001 彩の国すこやかプラザ さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 ○
10月13日 (木) 110250002 彩の国すこやかプラザ さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 ○
12月2日 (金) 110250003 彩の国すこやかプラザ さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 ○
9月18日 (日) 110260001 川越市西文化会館(メルト) 川越市鯨井1556-1 ○
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11月24日 (木) 110260002 川越市西文化会館(メルト) 川越市鯨井1556-1 ○
10月16日 (日) 110270001 川越市南文化会館(ジョイフル) 川越市大字今福1295-2 ○
12月8日 (木) 110270002 川越市南文化会館(ジョイフル) 川越市大字今福1295-2 ○
7月22日 (金) 110280001 朝霞市産業文化センター 朝霞市浜崎669-1 ○
8月12日 (金) 110280002 朝霞市産業文化センター 朝霞市浜崎669-1 ○
10月1日 (土) 110280003 朝霞市産業文化センター 朝霞市浜崎669-1 ○

10月23日 (日) 110280004 朝霞市産業文化センター 朝霞市浜崎669-1 ○
11月9日 (水) 110280005 朝霞市産業文化センター 朝霞市浜崎669-1 ○

12月11日 (日) 110280006 朝霞市産業文化センター 朝霞市浜崎669-1 ○
1月11日 (水) 110280007 朝霞市産業文化センター 朝霞市浜崎669-1 ○
2月19日 (日) 110280008 朝霞市産業文化センター 朝霞市浜崎669-1 ○
7月7日 (木) 110300001 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○
8月3日 (水) 110300002 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○

8月23日 (火) 110300003 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○
9月13日 (火) 110300004 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○

10月19日 (水) 110300005 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○
10月25日 (火) 110300006 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○
11月8日 (火) 110300007 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○
12月7日 (水) 110300008 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○

12月25日 (日) 110300009 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○
1月18日 (水) 110300010 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○
1月27日 (金) 110300011 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○
2月9日 (木) 110300012 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○

2月16日 (木) 110300013 ふれあいキューブ（春日部） 春日部市南1-1-7 ○
10月27日 (木) 110310001 坂戸グランドホテルWIN 坂戸市関間2-6-32 ○
11月28日 (月) 110310002 坂戸グランドホテルWIN 坂戸市関間2-6-32 ○
12月1日 (木) 110310003 坂戸グランドホテルWIN 坂戸市関間2-6-32 ○
2月8日 (水) 110310004 坂戸グランドホテルWIN 坂戸市関間2-6-32 ○

7月29日 (金) 110330001 イコス上尾 上尾市平塚951-2 ○
9月19日 (月) 110330002 イコス上尾 上尾市平塚951-2 ○

11月25日 (金) 110330003 イコス上尾 上尾市平塚951-2 ○
12月17日 (土) 110330004 イコス上尾 上尾市平塚951-2 ○
1月17日 (火) 110330005 イコス上尾 上尾市平塚951-2 ○
2月14日 (火) 110330006 イコス上尾 上尾市平塚951-2 ○
9月7日 (水) 110400001 プラザホテル浦和 さいたま市南区鹿手袋1-1-1 ○

10月26日 (水) 110400002 プラザホテル浦和 さいたま市南区鹿手袋1-1-1 ○
11月29日 (火) 110400003 プラザホテル浦和 さいたま市南区鹿手袋1-1-1 ○
1月24日 (火) 110400004 プラザホテル浦和 さいたま市南区鹿手袋1-1-1 ○
12月5日 (月) 110410001 埼玉スタジアム２００２ さいたま市緑区美園2-1 ○

12月26日 (月) 110410002 埼玉スタジアム２００２ さいたま市緑区美園2-1 ○
11月25日 (金) 110430001 埼玉グランドホテル深谷 深谷市西島町1-1-13 ○
12月8日 (木) 110430002 埼玉グランドホテル深谷 深谷市西島町1-1-13 ○
1月16日 (月) 110430003 埼玉グランドホテル深谷 深谷市西島町1-1-13 ○
2月3日 (金) 110430004 埼玉グランドホテル深谷 深谷市西島町1-1-13 ○

7月12日 (火) 110440001 ベルヴィ　ザ・グラン 所沢市星の宮1-3-5 ○
9月22日 (木) 110440002 ベルヴィ　ザ・グラン 所沢市星の宮1-3-5 ○
11月7日 (月) 110440003 ベルヴィ　ザ・グラン 所沢市星の宮1-3-5 ○
12月6日 (火) 110440004 ベルヴィ　ザ・グラン 所沢市星の宮1-3-5 ○
9月29日 (木) 110460001 新狭山ホテル 狭山市新狭山3-9-2 ○
11月1日 (火) 110460002 新狭山ホテル 狭山市新狭山3-9-2 ○

12月14日 (水) 110460003 新狭山ホテル 狭山市新狭山3-9-2 ○
1月12日 (木) 110460004 新狭山ホテル 狭山市新狭山3-9-2 ○
2月10日 (金) 110460005 新狭山ホテル 狭山市新狭山3-9-2 ○

10月12日 (水) 110470001 ラフレさいたま さいたま市中央区新都心3-2 ○
11月11日 (金) 110470002 ラフレさいたま さいたま市中央区新都心3-2 ○
12月6日 (火) 110470003 ラフレさいたま さいたま市中央区新都心3-2 ○
2月15日 (水) 110470004 ラフレさいたま さいたま市中央区新都心3-2 ○

12月20日 (火) 110500001 マロウドイン熊谷 熊谷市銀座1-64 ○
1月10日 (火) 110500002 マロウドイン熊谷 熊谷市銀座1-64 ○
2月9日 (木) 110500003 マロウドイン熊谷 熊谷市銀座1-64 ○

8月29日 (月) 110510001 アルカーサル迎賓館川越 川越市鯨井新田4-11 ○
11月28日 (月) 110510002 アルカーサル迎賓館川越 川越市鯨井新田4-11 ○
7月27日 (水) 110520001 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○
8月6日 (土) 110520002 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○
9月7日 (水) 110520003 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○

10月10日 (月) 110520004 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○
11月21日 (月) 110520005 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○
12月3日 (土) 110520006 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○

12月16日 (金) 110520007 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○
1月9日 (月) 110520008 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○

1月27日 (金) 110520009 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○
2月12日 (日) 110520010 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○
2月22日 (水) 110520011 ウェスタ川越 川越市新宿町1-17-17 ○
7月21日 (木) 110530001 マロウドイン飯能 飯能市双柳105-8 ○
12月2日 (金) 110530002 マロウドイン飯能 飯能市双柳105-8 ○
1月31日 (火) 110530003 マロウドイン飯能 飯能市双柳105-8 ○
11月9日 (水) 110540001 ガーデンホテル紫雲閣　東松山 東松山市箭弓町2-5-14 ○
2月6日 (月) 110540002 ガーデンホテル紫雲閣　東松山 東松山市箭弓町2-5-14 ○

10月19日 (水) 110570001 入間市産業文化センター 入間市向陽台1-1-7 ○
11月18日 (金) 110570002 入間市産業文化センター 入間市向陽台1-1-7 ○
1月15日 (日) 110570003 入間市産業文化センター 入間市向陽台1-1-7 ○
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2月4日 (土) 110570004 入間市産業文化センター 入間市向陽台1-1-7 ○

11月28日 (月) 110590001 イオンモール川口前川 川口市前川1-1-11 ○
9月21日 (水) 110600001 イオンモール羽生 羽生市川崎2-281-3 ○
7月28日 (木) 110610001 和光市民文化センター 和光市広沢1-5 ○
9月8日 (木) 110610002 和光市民文化センター 和光市広沢1-5 ○

11月2日 (水) 110610003 和光市民文化センター 和光市広沢1-5 ○
12月27日 (火) 110610004 和光市民文化センター 和光市広沢1-5 ○
1月23日 (月) 110610005 和光市民文化センター 和光市広沢1-5 ○

8月11日 (木) 120030001 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
9月2日 (金) 120030002 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○

9月10日 (土) 120030003 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
9月27日 (火) 120030004 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
10月6日 (木) 120030005 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○

10月12日 (水) 120030006 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
10月18日 (火) 120030007 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
11月8日 (火) 120030008 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○

11月15日 (火) 120030009 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
11月22日 (火) 120030010 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
12月21日 (水) 120030011 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
1月10日 (火) 120030012 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
1月22日 (日) 120030013 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
2月9日 (木) 120030014 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○

2月16日 (木) 120030015 船橋市民文化ホール 船橋市本町2-2-5 ○
9月29日 (木) 120080001 ホテルマークワンCNT 印西市中央南1-10 ×

12月19日 (月) 120080002 ホテルマークワンCNT 印西市中央南1-10 ×
2月16日 (木) 120080003 ホテルマークワンCNT 印西市中央南1-10 ×
9月24日 (土) 120120001 さわやかちば県民プラザ 柏市柏の葉4-3-1 ○

10月29日 (土) 120120002 さわやかちば県民プラザ 柏市柏の葉4-3-1 ○
11月30日 (水) 120120003 さわやかちば県民プラザ 柏市柏の葉4-3-1 ○
12月22日 (木) 120120004 さわやかちば県民プラザ 柏市柏の葉4-3-1 ○
1月13日 (金) 120120005 さわやかちば県民プラザ 柏市柏の葉4-3-1 ○
2月4日 (土) 120120006 さわやかちば県民プラザ 柏市柏の葉4-3-1 ○

10月27日 (木) 120160001 茂原卸商業団地協同組合 茂原市小林1978-8 ○
12月16日 (金) 120160002 茂原卸商業団地協同組合 茂原市小林1978-8 ○
1月23日 (月) 120160003 茂原卸商業団地協同組合 茂原市小林1978-8 ○
2月17日 (金) 120160004 茂原卸商業団地協同組合 茂原市小林1978-8 ○
7月29日 (金) 120170001 木更津市民会館 木更津市貝渕2-13-40 ○
8月17日 (水) 120170002 木更津市民会館 木更津市貝渕2-13-40 ○

10月19日 (水) 120170003 木更津市民会館 木更津市貝渕2-13-40 ○
11月3日 (木) 120170004 木更津市民会館 木更津市貝渕2-13-40 ○

12月12日 (月) 120170005 木更津市民会館 木更津市貝渕2-13-40 ○
8月1日 (月) 120190001 柏商工会議所 柏市東上町7-18 ×

10月21日 (金) 120190002 柏商工会議所 柏市東上町7-18 ×
12月6日 (火) 120190003 柏商工会議所 柏市東上町7-18 ×

11月18日 (金) 120210001 船橋アリーナ 船橋市習志野台7-5-1 ○
12月15日 (木) 120210002 船橋アリーナ 船橋市習志野台7-5-1 ○
1月25日 (水) 120210003 船橋アリーナ 船橋市習志野台7-5-1 ○
2月8日 (水) 120210004 船橋アリーナ 船橋市習志野台7-5-1 ○

7月14日 (木) 120250001 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
7月19日 (火) 120250002 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
8月1日 (月) 120250003 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○

8月22日 (月) 120250004 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
9月5日 (月) 120250005 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○

9月27日 (火) 120250006 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
10月3日 (月) 120250007 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○

10月18日 (火) 120250008 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
11月14日 (月) 120250009 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
11月28日 (月) 120250010 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
12月8日 (木) 120250011 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○

12月12日 (月) 120250012 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
12月19日 (月) 120250013 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
1月19日 (木) 120250014 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
1月23日 (月) 120250015 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
1月31日 (火) 120250016 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
2月14日 (火) 120250017 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町15-1 ○
7月11日 (月) 120260001 八千代市市民会館 八千代市萱田町728 ○
8月18日 (木) 120260002 八千代市市民会館 八千代市萱田町728 ○
9月30日 (金) 120260003 八千代市市民会館 八千代市萱田町728 ○

11月24日 (木) 120260004 八千代市市民会館 八千代市萱田町728 ○
12月12日 (月) 120260005 八千代市市民会館 八千代市萱田町728 ○

2月6日 (月) 120260006 八千代市市民会館 八千代市萱田町728 ○
7月26日 (火) 120270001 森のホール21 松戸市千駄堀646-4 ○
8月25日 (木) 120270002 森のホール21 松戸市千駄堀646-4 ○
9月6日 (火) 120270003 森のホール21 松戸市千駄堀646-4 ○

10月26日 (水) 120270004 森のホール21 松戸市千駄堀646-4 ○
11月11日 (金) 120270005 森のホール21 松戸市千駄堀646-4 ○
12月11日 (日) 120270006 森のホール21 松戸市千駄堀646-4 ○
1月24日 (火) 120270007 森のホール21 松戸市千駄堀646-4 ○
2月14日 (火) 120270008 森のホール21 松戸市千駄堀646-4 ○
8月26日 (金) 120280001 流山市生涯学習センター 流山市中110 ○
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9月13日 (火) 120280002 流山市生涯学習センター 流山市中110 ○
10月5日 (水) 120280003 流山市生涯学習センター 流山市中110 ○

12月23日 (金) 120280004 流山市生涯学習センター 流山市中110 ○
1月31日 (火) 120280005 流山市生涯学習センター 流山市中110 ○
2月8日 (水) 120280006 流山市生涯学習センター 流山市中110 ○

10月24日 (月) 120290001 市原マリンホテル 市原市五井中央西2-22-8 ○
11月16日 (水) 120290002 市原マリンホテル 市原市五井中央西2-22-8 ○
12月14日 (水) 120290003 市原マリンホテル 市原市五井中央西2-22-8 ○

2月1日 (水) 120290004 市原マリンホテル 市原市五井中央西2-22-8 ○
7月28日 (木) 120360001 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
8月2日 (火) 120360002 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○

8月26日 (金) 120360003 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
9月1日 (木) 120360004 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○

9月28日 (水) 120360005 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
10月12日 (水) 120360006 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
10月28日 (金) 120360007 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
11月26日 (土) 120360008 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
12月11日 (日) 120360009 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
12月20日 (火) 120360010 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
1月28日 (土) 120360011 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
2月11日 (土) 120360012 モリシアホール 習志野市谷津1-16-1 ○
8月3日 (水) 120370001 アパホテル＆リゾート幕張 千葉市美浜区ひび野2-3 ○

9月10日 (土) 120370002 アパホテル＆リゾート幕張 千葉市美浜区ひび野2-3 ○
10月17日 (月) 120370003 アパホテル＆リゾート幕張 千葉市美浜区ひび野2-3 ○
11月14日 (月) 120370004 アパホテル＆リゾート幕張 千葉市美浜区ひび野2-3 ○
12月9日 (金) 120370005 アパホテル＆リゾート幕張 千葉市美浜区ひび野2-3 ○
1月17日 (火) 120370006 アパホテル＆リゾート幕張 千葉市美浜区ひび野2-3 ○
2月21日 (火) 120370007 アパホテル＆リゾート幕張 千葉市美浜区ひび野2-3 ○

10月23日 (日) 120380001 野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ） 野田市中根323-3 ○
11月27日 (日) 120380002 野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ） 野田市中根323-3 ○
12月4日 (日) 120380003 野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ） 野田市中根323-3 ○
8月31日 (水) 120420001 四街道市文化センター 四街道市大日396 ○

10月13日 (木) 120420002 四街道市文化センター 四街道市大日396 ○
12月20日 (火) 120420003 四街道市文化センター 四街道市大日396 ○
12月6日 (火) 120430001 千葉市美浜文化ホール 千葉市美浜区真砂5-15-2 ○
8月19日 (金) 120450001 ウィシュトンホテル・ユーカリ 佐倉市ユーカリが丘4-8-1 ○

11月21日 (月) 120450002 ウィシュトンホテル・ユーカリ 佐倉市ユーカリが丘4-8-1 ○
1月11日 (水) 120450003 ウィシュトンホテル・ユーカリ 佐倉市ユーカリが丘4-8-1 ○
2月13日 (月) 120450004 ウィシュトンホテル・ユーカリ 佐倉市ユーカリが丘4-8-1 ○
7月15日 (金) 120460001 柏市民文化会館 柏市柏下107 ○
8月17日 (水) 120460002 柏市民文化会館 柏市柏下107 ○
1月10日 (火) 120460003 柏市民文化会館 柏市柏下107 ○

10月25日 (火) 120490001 イオンモール千葉ニュータウン 印西市中央北3-2 ○
12月22日 (木) 120490002 イオンモール千葉ニュータウン 印西市中央北3-2 ○
1月24日 (火) 120490003 イオンモール千葉ニュータウン 印西市中央北3-2 ○
2月3日 (金) 120490004 イオンモール千葉ニュータウン 印西市中央北3-2 ○
9月5日 (月) 120500001 行徳ホールI＆I 市川市末広1-1-48 ○

11月30日 (水) 120500002 行徳ホールI＆I 市川市末広1-1-48 ○
12月15日 (木) 120500003 行徳ホールI＆I 市川市末広1-1-48 ○
1月20日 (金) 120500004 行徳ホールI＆I 市川市末広1-1-48 ○
7月27日 (水) 120540001 イオンモール成田 成田市ウイング土屋24 ○
8月18日 (木) 120540002 イオンモール成田 成田市ウイング土屋24 ○
9月7日 (水) 120540003 イオンモール成田 成田市ウイング土屋24 ○

10月11日 (火) 120540004 イオンモール成田 成田市ウイング土屋24 ○
11月1日 (火) 120540005 イオンモール成田 成田市ウイング土屋24 ○
12月1日 (木) 120540006 イオンモール成田 成田市ウイング土屋24 ○
1月10日 (火) 120540007 イオンモール成田 成田市ウイング土屋24 ○

11月17日 (木) 120550001 浦安ブライトンホテル　東京ベイ 浦安市美浜1-9 ○
2月2日 (木) 120550002 浦安ブライトンホテル　東京ベイ 浦安市美浜1-9 ○

1月22日 (日) 130010001 医療法人社団同友会春日クリニック 文京区小石川1-12-16　TGビル ○
8月10日 (水) 130050001 五反田TOC 品川区西五反田7-22-17 ×
9月3日 (土) 130050002 五反田TOC 品川区西五反田7-22-17 ×

10月12日 (水) 130050003 五反田TOC 品川区西五反田7-22-17 ×
12月3日 (土) 130050004 五反田TOC 品川区西五反田7-22-17 ×
1月18日 (水) 130050005 五反田TOC 品川区西五反田7-22-17 ×
2月21日 (火) 130050006 五反田TOC 品川区西五反田7-22-17 ×

10月19日 (水) 130070001 中目黒GTプラザホール 目黒区上目黒2-1-3 ×
11月18日 (金) 130070002 中目黒GTプラザホール 目黒区上目黒2-1-3 ×
7月11日 (月) 130080001 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1 ○
8月22日 (月) 130080002 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1 ○
9月12日 (月) 130080003 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1 ○

10月17日 (月) 130080004 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1 ○
11月14日 (月) 130080005 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1 ○
12月5日 (月) 130080006 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1 ○

12月12日 (月) 130080007 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1 ○
1月21日 (土) 130080008 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1 ○
2月4日 (土) 130080009 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1 ○

9月24日 (土) 130110001 成城ホール 世田谷区成城6-2-1 ×
10月25日 (火) 130110002 成城ホール 世田谷区成城6-2-1 ×
11月24日 (木) 130110003 成城ホール 世田谷区成城6-2-1 ×
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1月12日 (木) 130110004 成城ホール 世田谷区成城6-2-1 ×

10月15日 (土) 130120001 大田区産業プラザ 大田区南蒲田1-20-20 ×
11月1日 (火) 130120002 大田区産業プラザ 大田区南蒲田1-20-20 ×
2月15日 (水) 130120003 大田区産業プラザ 大田区南蒲田1-20-20 ×
7月6日 (水) 130130001 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○

7月20日 (水) 130130002 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
7月25日 (月) 130130003 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
8月8日 (月) 130130004 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○

8月22日 (月) 130130005 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
8月30日 (火) 130130006 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
9月14日 (水) 130130007 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
9月30日 (金) 130130008 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
10月3日 (月) 130130009 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○

10月21日 (金) 130130010 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
10月31日 (月) 130130011 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
11月4日 (金) 130130012 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○

11月17日 (木) 130130013 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
11月26日 (土) 130130014 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
12月5日 (月) 130130015 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○

12月11日 (日) 130130016 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
1月13日 (金) 130130017 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
1月26日 (木) 130130018 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
2月3日 (金) 130130019 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○

2月19日 (日) 130130020 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4 ○
10月18日 (火) 130140001 北区赤羽会館 北区赤羽南1-13-1 ×
11月2日 (水) 130150001 高島平地域センター 板橋区高島平3-12-28 ×
1月17日 (火) 130150002 高島平地域センター 板橋区高島平3-12-28 ×
7月21日 (木) 130160001 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
8月26日 (金) 130160002 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
9月22日 (木) 130160003 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○

10月14日 (金) 130160004 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
10月27日 (木) 130160005 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
11月8日 (火) 130160006 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
12月5日 (月) 130160007 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○

12月15日 (木) 130160008 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
1月12日 (木) 130160009 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
1月30日 (月) 130160010 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
2月13日 (月) 130160011 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
2月22日 (水) 130160012 ホテルカデンツァ東京 練馬区高松5-8 J-CITY ○
8月30日 (火) 130190001 国際ファッションセンター 墨田区横網1-6-1　KFCビル10F ×

10月11日 (火) 130190002 国際ファッションセンター 墨田区横網1-6-1　KFCビル10F ×
12月4日 (日) 130190003 国際ファッションセンター 墨田区横網1-6-1　KFCビル10F ×
7月15日 (金) 130200001 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○
8月5日 (金) 130200002 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○
9月1日 (木) 130200003 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○

10月24日 (月) 130200004 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○
11月4日 (金) 130200005 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○

11月10日 (木) 130200006 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○
12月8日 (木) 130200007 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○

12月22日 (木) 130200008 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○
1月9日 (月) 130200009 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○

1月30日 (月) 130200010 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○
2月5日 (日) 130200011 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○

2月18日 (土) 130200012 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 ○
7月7日 (木) 130210001 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○

7月11日 (月) 130210002 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
8月2日 (火) 130210003 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○

8月18日 (木) 130210004 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
9月2日 (金) 130210005 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○

9月19日 (月) 130210006 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
10月5日 (水) 130210007 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○

10月18日 (火) 130210008 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
11月7日 (月) 130210009 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○

11月18日 (金) 130210010 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
11月21日 (月) 130210011 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
12月9日 (金) 130210012 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○

12月21日 (水) 130210013 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
1月17日 (火) 130210014 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
1月23日 (月) 130210015 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
1月31日 (火) 130210016 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
2月10日 (金) 130210017 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
2月14日 (火) 130210018 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
2月22日 (水) 130210019 ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16 ○
9月8日 (木) 130220001 八王子労政会館 八王子市明神町3-5-1 ○

10月6日 (木) 130220002 八王子労政会館 八王子市明神町3-5-1 ○
12月8日 (木) 130220003 八王子労政会館 八王子市明神町3-5-1 ○
1月30日 (月) 130220004 八王子労政会館 八王子市明神町3-5-1 ○
2月7日 (火) 130220005 八王子労政会館 八王子市明神町3-5-1 ○
9月1日 (木) 130230001 三鷹市公会堂 三鷹市野崎1-1-1 ○

10月8日 (土) 130230002 三鷹市公会堂 三鷹市野崎1-1-1 ○
11月4日 (金) 130230003 三鷹市公会堂 三鷹市野崎1-1-1 ○
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12月15日 (木) 130230004 三鷹市公会堂 三鷹市野崎1-1-1 ○
1月26日 (木) 130230005 三鷹市公会堂 三鷹市野崎1-1-1 ○
2月16日 (木) 130230006 三鷹市公会堂 三鷹市野崎1-1-1 ○
7月14日 (木) 130240001 調布グリーンホール 調布市小島町2-47-1 ×
9月13日 (火) 130240002 調布グリーンホール 調布市小島町2-47-1 ×

12月14日 (水) 130240003 調布グリーンホール 調布市小島町2-47-1 ×
9月21日 (水) 130250001 むさし府中商工会議所会館 府中市緑町3-5-2 ○

10月30日 (日) 130250002 むさし府中商工会議所会館 府中市緑町3-5-2 ○
11月8日 (火) 130250003 むさし府中商工会議所会館 府中市緑町3-5-2 ○

12月13日 (火) 130250004 むさし府中商工会議所会館 府中市緑町3-5-2 ○
1月24日 (火) 130250005 むさし府中商工会議所会館 府中市緑町3-5-2 ○
2月8日 (水) 130250006 むさし府中商工会議所会館 府中市緑町3-5-2 ○

7月24日 (日) 130280001 成美教育文化会館 東久留米市東本町8-14 ×
9月11日 (日) 130280002 成美教育文化会館 東久留米市東本町8-14 ×
1月29日 (日) 130280003 成美教育文化会館 東久留米市東本町8-14 ×

10月28日 (金) 130290001 パルテノン多摩 多摩市落合2-35 ○
12月3日 (土) 130290002 パルテノン多摩 多摩市落合2-35 ○
1月24日 (火) 130290003 パルテノン多摩 多摩市落合2-35 ○
7月25日 (月) 130310001 ぽっぽ町田 町田市原町田4-10-20 ×
8月22日 (月) 130310002 ぽっぽ町田 町田市原町田4-10-20 ×
8月30日 (火) 130310003 ぽっぽ町田 町田市原町田4-10-20 ×
9月22日 (木) 130310004 ぽっぽ町田 町田市原町田4-10-20 ×
9月30日 (金) 130310005 ぽっぽ町田 町田市原町田4-10-20 ×

10月20日 (木) 130310006 ぽっぽ町田 町田市原町田4-10-20 ×
10月31日 (月) 130310007 ぽっぽ町田 町田市原町田4-10-20 ×
11月18日 (金) 130310008 ぽっぽ町田 町田市原町田4-10-20 ×
12月16日 (金) 130310009 ぽっぽ町田 町田市原町田4-10-20 ×
10月31日 (月) 130320001 フォレスト・イン昭和館 昭島市昭和の森 ○
12月19日 (月) 130320002 フォレスト・イン昭和館 昭島市昭和の森 ○
9月12日 (月) 130380001 レンブラントスタイル東京西葛西 江戸川区西葛西6-17-9 ○
10月4日 (火) 130380002 レンブラントスタイル東京西葛西 江戸川区西葛西6-17-9 ○
11月1日 (火) 130380003 レンブラントスタイル東京西葛西 江戸川区西葛西6-17-9 ○

12月21日 (水) 130380004 レンブラントスタイル東京西葛西 江戸川区西葛西6-17-9 ○
12月25日 (日) 130410001 トヨタドライビングスクール東京 立川市羽衣町1-3-4 ○
7月13日 (水) 130460001 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
8月23日 (火) 130460002 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
9月6日 (火) 130460003 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○

9月20日 (火) 130460004 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
10月7日 (金) 130460005 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○

10月17日 (月) 130460006 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
11月14日 (月) 130460007 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
11月29日 (火) 130460008 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
12月10日 (土) 130460009 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
12月17日 (土) 130460010 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
1月21日 (土) 130460011 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
1月27日 (金) 130460012 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
2月6日 (月) 130460013 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○

2月15日 (水) 130460014 TKP新宿カンファレンスセンター 新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル ○
11月29日 (火) 130470001 三田NNホール 港区芝4-1-23 ○
12月2日 (金) 130470002 三田NNホール 港区芝4-1-23 ○
1月26日 (木) 130470003 三田NNホール 港区芝4-1-23 ○
9月22日 (木) 130480001 ホテルグランドヒル市ヶ谷 新宿区市谷本村町4-1 ○
1月17日 (火) 130480002 ホテルグランドヒル市ヶ谷 新宿区市谷本村町4-1 ○
2月13日 (月) 130480003 ホテルグランドヒル市ヶ谷 新宿区市谷本村町4-1 ○
8月30日 (火) 130530001 サンパルネ 東村山市野口町1-46 ○
9月2日 (金) 130530002 サンパルネ 東村山市野口町1-46 ○

11月22日 (火) 130530003 サンパルネ 東村山市野口町1-46 ○
12月24日 (土) 130530004 サンパルネ 東村山市野口町1-46 ○

2月2日 (木) 130530005 サンパルネ 東村山市野口町1-46 ○
2月17日 (金) 130530006 サンパルネ 東村山市野口町1-46 ○
7月8日 (金) 130540001 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○

8月16日 (火) 130540002 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○
8月24日 (水) 130540003 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○
9月9日 (金) 130540004 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○

9月13日 (火) 130540005 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○
9月21日 (水) 130540006 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○

10月20日 (木) 130540007 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○
11月11日 (金) 130540008 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○
12月1日 (木) 130540009 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○
1月11日 (水) 130540010 ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 ○
7月26日 (火) 130560001 東京芸術センター 足立区千住1-4-1 ○
8月25日 (木) 130560002 東京芸術センター 足立区千住1-4-1 ○
9月5日 (月) 130560003 東京芸術センター 足立区千住1-4-1 ○

10月22日 (土) 130560004 東京芸術センター 足立区千住1-4-1 ○
11月22日 (火) 130560005 東京芸術センター 足立区千住1-4-1 ○
12月9日 (金) 130560006 東京芸術センター 足立区千住1-4-1 ○
1月20日 (金) 130560007 東京芸術センター 足立区千住1-4-1 ○
2月7日 (火) 130560008 東京芸術センター 足立区千住1-4-1 ○

2月21日 (火) 130560009 東京芸術センター 足立区千住1-4-1 ○
11月11日 (金) 130570001 東京電子機械工業健保会館 台東区雷門1-13-8 ○
7月12日 (火) 130630001 ギャラクシティ 足立区栗原1-3-1 ×
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8月15日 (月) 130630002 ギャラクシティ 足立区栗原1-3-1 ×

11月28日 (月) 130630003 ギャラクシティ 足立区栗原1-3-1 ×
12月23日 (金) 130630004 ギャラクシティ 足立区栗原1-3-1 ×
1月24日 (火) 130630005 ギャラクシティ 足立区栗原1-3-1 ×
2月10日 (金) 130630006 ギャラクシティ 足立区栗原1-3-1 ×
12月8日 (木) 130660001 清瀬けやきホール 清瀬市元町1-6-6 ×
2月14日 (火) 130660002 清瀬けやきホール 清瀬市元町1-6-6 ×
9月4日 (日) 130670001 北沢タウンホール 世田谷区北沢2-8-18 ×

12月10日 (土) 130670002 北沢タウンホール 世田谷区北沢2-8-18 ×
1月19日 (木) 130670003 北沢タウンホール 世田谷区北沢2-8-18 ×
2月9日 (木) 130670004 北沢タウンホール 世田谷区北沢2-8-18 ×

7月13日 (水) 130680001 八王子市南大沢文化会館 八王子市南大沢2-27 ○
8月23日 (火) 130680002 八王子市南大沢文化会館 八王子市南大沢2-27 ○
9月21日 (水) 130680003 八王子市南大沢文化会館 八王子市南大沢2-27 ○
9月14日 (水) 130690001 LINK　FOREST(多摩市） 多摩市鶴牧3-5-3 ○

11月15日 (火) 130690002 LINK　FOREST(多摩市） 多摩市鶴牧3-5-3 ○
1月19日 (木) 130690003 LINK　FOREST(多摩市） 多摩市鶴牧3-5-3 ○
2月2日 (木) 130690004 LINK　FOREST(多摩市） 多摩市鶴牧3-5-3 ○

1月25日 (水) 130700001 東京流通センター　会議室 大田区平和島6-1-1 ○
8月16日 (火) 130720001 L　ｓｔay＆ｇｒoｗ南砂町 江東区南砂7-10-14 ○
8月22日 (月) 130720002 L　ｓｔay＆ｇｒoｗ南砂町 江東区南砂7-10-14 ○
9月28日 (水) 130720003 L　ｓｔay＆ｇｒoｗ南砂町 江東区南砂7-10-14 ○
11月7日 (月) 130720004 L　ｓｔay＆ｇｒoｗ南砂町 江東区南砂7-10-14 ○
12月6日 (火) 130720005 L　ｓｔay＆ｇｒoｗ南砂町 江東区南砂7-10-14 ○
1月15日 (日) 130720006 L　ｓｔay＆ｇｒoｗ南砂町 江東区南砂7-10-14 ○
1月18日 (水) 130720007 L　ｓｔay＆ｇｒoｗ南砂町 江東区南砂7-10-14 ○
2月6日 (月) 130720008 L　ｓｔay＆ｇｒoｗ南砂町 江東区南砂7-10-14 ○

9月24日 (土) 130730001 瑞穂ビューパーク・スカイホール 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2475 ○
10月13日 (木) 130730002 瑞穂ビューパーク・スカイホール 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2475 ○
8月24日 (水) 130750001 霞共益会館（青梅） 青梅市野上町2-21-5 ○

11月12日 (土) 130750002 霞共益会館（青梅） 青梅市野上町2-21-5 ○
12月10日 (土) 130750003 霞共益会館（青梅） 青梅市野上町2-21-5 ○

9月5日 (月) 130780001 パトリック・キソ・ガーデン（町田） 町田市木曽東3-35-33 ○
12月23日 (金) 130780002 パトリック・キソ・ガーデン（町田） 町田市木曽東3-35-33 ○
11月16日 (水) 130790001 品川フロントビル会議室 港区港南2-3-13 ○
2月22日 (水) 130790002 品川フロントビル会議室 港区港南2-3-13 ○
2月20日 (月) 130800001 海外産業人材育成協会（ATOS）東京研修センター 足立区千住東1-30-1 ○
8月17日 (水) 130830001 イオンモール多摩平の森 東京都日野市多摩平2-4-1 ○

7月8日 (金) 140010001 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
7月20日 (水) 140010002 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
8月4日 (木) 140010003 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○

8月29日 (月) 140010004 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
9月7日 (水) 140010005 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○

9月16日 (金) 140010006 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
10月13日 (木) 140010007 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
10月28日 (金) 140010008 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
11月4日 (金) 140010009 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○

11月16日 (水) 140010010 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
11月24日 (木) 140010011 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
12月1日 (木) 140010012 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
12月9日 (金) 140010013 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○

12月13日 (火) 140010014 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
1月12日 (木) 140010015 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
1月25日 (水) 140010016 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
2月2日 (木) 140010017 ホテルプラム 横浜市西区北幸2-9-1 ○
7月4日 (月) 140020001 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○

7月11日 (月) 140020002 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
8月12日 (金) 140020003 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
8月23日 (火) 140020004 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
9月2日 (金) 140020005 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
9月9日 (金) 140020006 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○

9月12日 (月) 140020007 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
9月22日 (木) 140020008 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
9月26日 (月) 140020009 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
10月3日 (月) 140020010 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○

10月14日 (金) 140020011 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
10月21日 (金) 140020012 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
10月24日 (月) 140020013 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
10月31日 (月) 140020014 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
11月10日 (木) 140020015 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
11月14日 (月) 140020016 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
11月25日 (金) 140020017 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
11月28日 (月) 140020018 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
12月5日 (月) 140020019 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○

12月12日 (月) 140020020 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
12月19日 (月) 140020021 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
1月13日 (金) 140020022 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
1月16日 (月) 140020023 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
1月27日 (金) 140020024 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
1月30日 (月) 140020025 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
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2月6日 (月) 140020026 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○

2月17日 (金) 140020027 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
2月20日 (月) 140020028 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15 ○
8月8日 (月) 140040001 かながわ平和祈念館 横浜市港南区大久保1-8-10 ×

8月19日 (金) 140050001 地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 ○
10月28日 (金) 140050002 地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 ○
12月13日 (火) 140050003 地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 ○
1月17日 (火) 140050004 地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 ○
2月1日 (水) 140050005 地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 ○
8月9日 (火) 140090001 泉公会堂 横浜市泉区和泉町4636-2 ×

10月26日 (水) 140090002 泉公会堂 横浜市泉区和泉町4636-2 ×
12月20日 (火) 140090003 泉公会堂 横浜市泉区和泉町4636-2 ×
2月21日 (火) 140090004 泉公会堂 横浜市泉区和泉町4636-2 ×
7月3日 (日) 140110001 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○

7月10日 (日) 140110002 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○
8月28日 (日) 140110003 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○
9月11日 (日) 140110004 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○
9月25日 (日) 140110005 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○
10月2日 (日) 140110006 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○

10月30日 (日) 140110007 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○
11月13日 (日) 140110008 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○
11月23日 (水) 140110009 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○
12月18日 (日) 140110010 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○

1月9日 (月) 140110011 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○
2月23日 (木) 140110012 横浜国際プール 横浜市都筑区北山田7-3-1 ○
7月22日 (金) 140160001 ホテルケイエスピー 川崎市高津区坂戸3-2-1 ○

12月12日 (月) 140160002 ホテルケイエスピー 川崎市高津区坂戸3-2-1 ○
2月15日 (水) 140160003 ホテルケイエスピー 川崎市高津区坂戸3-2-1 ○
7月15日 (金) 140170001 多摩市民館 川崎市多摩区登戸1775-1 ×
11月7日 (月) 140170002 多摩市民館 川崎市多摩区登戸1775-1 ×
12月2日 (金) 140170003 多摩市民館 川崎市多摩区登戸1775-1 ×
8月31日 (水) 140190001 宮前市民館 川崎市宮前区宮前平2-20-4 ○
9月8日 (木) 140190002 宮前市民館 川崎市宮前区宮前平2-20-4 ○

9月30日 (金) 140190003 宮前市民館 川崎市宮前区宮前平2-20-4 ○
11月10日 (木) 140190004 宮前市民館 川崎市宮前区宮前平2-20-4 ○
7月29日 (金) 140200001 藤沢市民会館 藤沢市鵠沼東8-1 ×
9月2日 (金) 140200002 藤沢市民会館 藤沢市鵠沼東8-1 ×

10月18日 (火) 140200003 藤沢市民会館 藤沢市鵠沼東8-1 ×
12月7日 (水) 140200004 藤沢市民会館 藤沢市鵠沼東8-1 ×

12月21日 (水) 140200005 藤沢市民会館 藤沢市鵠沼東8-1 ×
1月27日 (金) 140200006 藤沢市民会館 藤沢市鵠沼東8-1 ×
7月14日 (木) 140230001 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○
8月25日 (木) 140230002 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○
9月30日 (金) 140230003 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○

10月21日 (金) 140230004 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○
11月18日 (金) 140230005 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○
12月9日 (金) 140230006 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○

12月23日 (金) 140230007 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○
1月16日 (月) 140230008 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○
2月3日 (金) 140230009 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○
2月9日 (木) 140230010 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50 ○

7月26日 (火) 140240001 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○
8月10日 (水) 140240002 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○
8月31日 (水) 140240003 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○
9月15日 (木) 140240004 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○

10月11日 (火) 140240005 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○
11月29日 (火) 140240006 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○
12月23日 (金) 140240007 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○
1月11日 (水) 140240008 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○
1月23日 (月) 140240009 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○
2月8日 (水) 140240010 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本5-4-20 ○

7月13日 (水) 140250001 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
7月19日 (火) 140250002 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
8月25日 (木) 140250003 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
9月13日 (火) 140250004 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
10月4日 (火) 140250005 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
11月8日 (火) 140250006 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○

11月30日 (水) 140250007 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
12月9日 (金) 140250008 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○

12月19日 (月) 140250009 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
1月20日 (金) 140250010 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
1月31日 (火) 140250011 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
2月8日 (水) 140250012 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○

2月17日 (金) 140250013 レンブラントホテル海老名 海老名市中央2-9-50 ○
9月12日 (月) 140270001 秦野市文化会館 秦野市平沢82 ○

10月20日 (木) 140270002 秦野市文化会館 秦野市平沢82 ○
11月30日 (水) 140270003 秦野市文化会館 秦野市平沢82 ○
1月11日 (水) 140270004 秦野市文化会館 秦野市平沢82 ○
7月29日 (金) 140300001 相模原ギオンアリーナ（相模原市立総合体育館） 相模原市南区麻溝台2284-1 ○

10月24日 (月) 140300002 相模原ギオンアリーナ（相模原市立総合体育館） 相模原市南区麻溝台2284-1 ○
7月11日 (月) 140310001 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 ○
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9月1日 (木) 140310002 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 ○

9月26日 (月) 140310003 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 ○
10月13日 (木) 140310004 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 ○
10月25日 (火) 140310005 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 ○
11月22日 (火) 140310006 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 ○
12月19日 (月) 140310007 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 ○
1月19日 (木) 140310008 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 ○
2月13日 (月) 140310009 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66-20 ○
8月3日 (水) 140360001 茅ヶ崎市民文化会館 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 ○

9月29日 (木) 140360002 茅ヶ崎市民文化会館 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 ○
10月3日 (月) 140360003 茅ヶ崎市民文化会館 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 ○

11月16日 (水) 140360004 茅ヶ崎市民文化会館 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 ○
12月21日 (水) 140360005 茅ヶ崎市民文化会館 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 ○
1月10日 (火) 140360006 茅ヶ崎市民文化会館 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 ○
1月19日 (木) 140360007 茅ヶ崎市民文化会館 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 ○
7月11日 (月) 140370001 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○
8月1日 (月) 140370002 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○

9月26日 (月) 140370003 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○
10月12日 (水) 140370004 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○
10月25日 (火) 140370005 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○
12月22日 (木) 140370006 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○
1月13日 (金) 140370007 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○
1月26日 (木) 140370008 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○
2月7日 (火) 140370009 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○

2月17日 (金) 140370010 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 ○
9月5日 (月) 140380001 鎌倉プリンスホテル 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 ○

12月5日 (月) 140380002 鎌倉プリンスホテル 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 ○
1月25日 (水) 140380003 鎌倉プリンスホテル 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 ○
2月10日 (金) 140380004 鎌倉プリンスホテル 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 ○
7月6日 (水) 140400001 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○

7月21日 (木) 140400002 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
8月19日 (金) 140400003 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
8月29日 (月) 140400004 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
9月9日 (金) 140400005 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○

9月28日 (水) 140400006 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
10月17日 (月) 140400007 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
10月27日 (木) 140400008 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
11月2日 (水) 140400009 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○

11月25日 (金) 140400010 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
12月1日 (木) 140400011 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
12月8日 (木) 140400012 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○

12月22日 (木) 140400013 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
1月18日 (水) 140400014 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
1月25日 (水) 140400015 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
2月1日 (水) 140400016 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○

2月17日 (金) 140400017 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ○
10月4日 (火) 140410001 横浜市金沢産業振興センター 横浜市金沢区福浦1-5-2 ○

12月14日 (水) 140410002 横浜市金沢産業振興センター 横浜市金沢区福浦1-5-2 ○
2月22日 (水) 140410003 横浜市金沢産業振興センター 横浜市金沢区福浦1-5-2 ○
8月10日 (水) 140420001 小田原アリーナ 小田原市中曽根263 ○
9月20日 (火) 140420002 小田原アリーナ 小田原市中曽根263 ○

10月11日 (火) 140420003 小田原アリーナ 小田原市中曽根263 ○
11月4日 (金) 140420004 小田原アリーナ 小田原市中曽根263 ○

12月16日 (金) 140420005 小田原アリーナ 小田原市中曽根263 ○
1月19日 (木) 140420006 小田原アリーナ 小田原市中曽根263 ○
1月31日 (火) 140420007 小田原アリーナ 小田原市中曽根263 ○
2月14日 (火) 140420008 小田原アリーナ 小田原市中曽根263 ○
9月9日 (金) 140440001 アートフォーラムあざみ野 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 ×

10月17日 (月) 140440002 アートフォーラムあざみ野 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 ×
11月2日 (水) 140440003 アートフォーラムあざみ野 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 ×
1月10日 (火) 140440004 アートフォーラムあざみ野 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 ×
7月5日 (火) 140580001 平塚プレジール 平塚市八重咲町3-8 ○
9月8日 (木) 140580002 平塚プレジール 平塚市八重咲町3-8 ○

9月16日 (金) 140580003 平塚プレジール 平塚市八重咲町3-8 ○
11月1日 (火) 140580004 平塚プレジール 平塚市八重咲町3-8 ○

12月15日 (木) 140580005 平塚プレジール 平塚市八重咲町3-8 ○
1月30日 (月) 140580006 平塚プレジール 平塚市八重咲町3-8 ○
2月16日 (木) 140580007 平塚プレジール 平塚市八重咲町3-8 ○
9月3日 (土) 140660001 TKP横浜駅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 ○
9月8日 (木) 140660002 TKP横浜駅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 ○

10月10日 (月) 140660003 TKP横浜駅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 ○
10月27日 (木) 140660004 TKP横浜駅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 ○
11月6日 (日) 140660005 TKP横浜駅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 ○

11月23日 (水) 140660006 TKP横浜駅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 ○
12月18日 (日) 140660007 TKP横浜駅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 ○

1月7日 (土) 140660008 TKP横浜駅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 ○
2月11日 (土) 140660009 TKP横浜駅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 ○
2月19日 (日) 140660010 TKP横浜駅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 ○
7月7日 (木) 140670001 レンブラントホテル厚木 厚木市中町2-13-1 ○

9月20日 (火) 140670002 レンブラントホテル厚木 厚木市中町2-13-1 ○
10月7日 (金) 140670003 レンブラントホテル厚木 厚木市中町2-13-1 ○

　

(13/38)



2022/7/6現在令和０４年度　全健協　巡回レディース健康診断　実施会場
12月14日 (水) 140670004 レンブラントホテル厚木 厚木市中町2-13-1 ○
1月18日 (水) 140670005 レンブラントホテル厚木 厚木市中町2-13-1 ○
7月19日 (火) 140680001 ココテラス湘南 藤沢市辻堂神台2-2-2 ○
8月15日 (月) 140680002 ココテラス湘南 藤沢市辻堂神台2-2-2 ○
9月26日 (月) 140680003 ココテラス湘南 藤沢市辻堂神台2-2-2 ○
10月5日 (水) 140680004 ココテラス湘南 藤沢市辻堂神台2-2-2 ○

10月14日 (金) 140680005 ココテラス湘南 藤沢市辻堂神台2-2-2 ○
11月8日 (火) 140680006 ココテラス湘南 藤沢市辻堂神台2-2-2 ○

12月15日 (木) 140680007 ココテラス湘南 藤沢市辻堂神台2-2-2 ○
2月1日 (水) 140680008 ココテラス湘南 藤沢市辻堂神台2-2-2 ○

2月22日 (水) 140680009 ココテラス湘南 藤沢市辻堂神台2-2-2 ○
9月23日 (金) 140720001 ナビオス横浜 横浜市中区新港2-1-1 ○

11月29日 (火) 140720002 ナビオス横浜 横浜市中区新港2-1-1 ○
1月29日 (日) 140720003 ナビオス横浜 横浜市中区新港2-1-1 ○
2月18日 (土) 140720004 ナビオス横浜 横浜市中区新港2-1-1 ○

10月21日 (金) 140740001 大磯プリンスホテル 中郡大磯町国府本郷546 ○
7月25日 (月) 140750001 会館とどろき 川崎市中原区宮内4-1-2 ○
8月24日 (水) 140750002 会館とどろき 川崎市中原区宮内4-1-2 ○
9月1日 (木) 140750003 会館とどろき 川崎市中原区宮内4-1-2 ○

10月19日 (水) 140750004 会館とどろき 川崎市中原区宮内4-1-2 ○
11月21日 (月) 140750005 会館とどろき 川崎市中原区宮内4-1-2 ○
12月20日 (火) 140750006 会館とどろき 川崎市中原区宮内4-1-2 ○

2月7日 (火) 140750007 会館とどろき 川崎市中原区宮内4-1-2 ○
10月31日 (月) 140760001 イオンモール大和 大和市下鶴間1-2-1 ○
11月17日 (木) 140760002 イオンモール大和 大和市下鶴間1-2-1 ○
12月2日 (金) 140760003 イオンモール大和 大和市下鶴間1-2-1 ○
1月20日 (金) 140760004 イオンモール大和 大和市下鶴間1-2-1 ○
2月20日 (月) 140760005 イオンモール大和 大和市下鶴間1-2-1 ○
8月26日 (金) 140780001 川崎市民プラザ 川崎市高津区新作1-19-1 ○
9月21日 (水) 140780002 川崎市民プラザ 川崎市高津区新作1-19-1 ○

10月26日 (水) 140780003 川崎市民プラザ 川崎市高津区新作1-19-1 ○
11月17日 (木) 140780004 川崎市民プラザ 川崎市高津区新作1-19-1 ○
12月5日 (月) 140780005 川崎市民プラザ 川崎市高津区新作1-19-1 ○
1月16日 (月) 140780006 川崎市民プラザ 川崎市高津区新作1-19-1 ○
2月9日 (木) 140780007 川崎市民プラザ 川崎市高津区新作1-19-1 ○

8月4日 (木) 190010001 YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 甲府市寿町26-1 ○
10月17日 (月) 190010002 YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 甲府市寿町26-1 ○
11月4日 (金) 190010003 YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 甲府市寿町26-1 ○

11月12日 (土) 190030001 富士吉田市民会館 富士吉田市緑が丘2-5-23 ○
12月7日 (水) 190050001 イオン甲府昭和 中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 ○

1月25日 (水) 150020001 ハイブ長岡 長岡市千秋3-315-11 ○
2月6日 (月) 150020002 ハイブ長岡 長岡市千秋3-315-11 ○
2月7日 (火) 150020003 ハイブ長岡 長岡市千秋3-315-11 ○

2月13日 (月) 150030001 上越市カルチャーセンター 上越市春日新田2-19-1 ○
1月31日 (火) 150050001 新潟県労働衛生医学協会付属　燕検診センター 燕市東太田字杉名田6857番地産業安全衛生会館内 ○
1月17日 (火) 150060001 新潟県労働衛生医学協会付属　小出検診センター 魚沼市小出島1240-13 ○
1月30日 (月) 150070001 新潟県労働衛生医学協会付属　新潟ウェルネス 新潟市西区北場1185-3 ○
1月11日 (水) 150080001 新潟県労働衛生医学協会付属　新津成人病検診センター 新潟市秋葉区程島2009 ○
1月12日 (木) 150080002 新潟県労働衛生医学協会付属　新津成人病検診センター 新潟市秋葉区程島2009 ○
1月18日 (水) 150080003 新潟県労働衛生医学協会付属　新津成人病検診センター 新潟市秋葉区程島2009 ○
2月1日 (水) 150100001 ハミングプラザVIP 新潟市中央区上所2-11-33 ○
2月2日 (木) 150100002 ハミングプラザVIP 新潟市中央区上所2-11-33 ○
2月3日 (金) 150100003 ハミングプラザVIP 新潟市中央区上所2-11-33 ○

10月1日 (土) 150160001 上越市市民プラザ 上越市土橋1914-3 ○
11月5日 (土) 150160002 上越市市民プラザ 上越市土橋1914-3 ○
6月18日 (土) 150170001 柏崎エネルギーホール 柏崎市駅前2-2-30 ○
12月8日 (木) 150170002 柏崎エネルギーホール 柏崎市駅前2-2-30 ○
1月16日 (月) 150170003 柏崎エネルギーホール 柏崎市駅前2-2-30 ○
1月24日 (火) 150170004 柏崎エネルギーホール 柏崎市駅前2-2-30 ○
8月19日 (金) 150220001 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○
8月29日 (月) 150220002 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○
9月13日 (火) 150220003 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○
9月20日 (火) 150220004 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○

10月11日 (火) 150220005 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○
10月31日 (月) 150220006 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○
11月4日 (金) 150220007 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○

11月22日 (火) 150220008 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○
12月7日 (水) 150220009 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○

12月19日 (月) 150220010 新潟県労働衛生医学協会付属　集団検診センター 新潟市中央区川岸町1-39-5 ○

9月27日 (火) 160030001 黒部市国際文化センター　コラーレ 黒部市三日市20 ○
1月17日 (火) 160030002 黒部市国際文化センター　コラーレ 黒部市三日市20 ○

11月10日 (木) 160060001 入善町体育館 下新川郡入善町入膳468 ○
7月1日 (金) 160080001 富山県総合情報センター 富山市高田527（情報ビル内） ○
7月2日 (土) 160080002 富山県総合情報センター 富山市高田527（情報ビル内） ○
2月7日 (火) 160080003 富山県総合情報センター 富山市高田527（情報ビル内） ○

9月14日 (水) 160090001 新川文化ﾎｰﾙ（ﾐﾗｰｼﾞｭﾎｰﾙ） 魚津市宮津110 ○
2月1日 (水) 160140001 高岡エクール 高岡市問屋町65番地 ○
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8月26日 (金) 170010001 金沢勤労者プラザ 金沢市北安江3-2-20 ○
8月27日 (土) 170010002 金沢勤労者プラザ 金沢市北安江3-2-20 ○
12月9日 (金) 170010003 金沢勤労者プラザ 金沢市北安江3-2-20 ○

12月10日 (土) 170010004 金沢勤労者プラザ 金沢市北安江3-2-20 ○
2月10日 (金) 170050001 金沢流通会館 金沢市問屋町2-61 ○

11月25日 (金) 170060001 サイエンスヒルズこまつ 石川県小松市こまつの杜２番地 ○

2月8日 (水) 180010001 公益財団法人　福井県予防医学協会 福井市和田2-1006 ○
2月9日 (木) 180010002 公益財団法人　福井県予防医学協会 福井市和田2-1006 ○

11月12日 (土) 200040001 エムウエーブ 長野市北長池195 ○
2月14日 (火) 200040002 エムウエーブ 長野市北長池195 ○

10月15日 (土) 200060001 ホクト文化ホール 長野市若里1-1-3 ○
12月1日 (木) 200060002 ホクト文化ホール 長野市若里1-1-3 ○
7月29日 (金) 200060003 ホクト文化ホール 長野市若里1-1-3 ○

10月21日 (金) 200070001 アクアウイング 長野市吉田5-1-19 ○
1月12日 (木) 200070002 アクアウイング 長野市吉田5-1-19 ○
9月16日 (金) 200090001 キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館) 松本市水汲69-2 ○
1月26日 (木) 200090002 キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館) 松本市水汲69-2 ○
1月27日 (金) 200090003 キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館) 松本市水汲69-2 ○

12月20日 (火) 200120001 安曇野スイス村サンモリッツ 安曇野市豊科南穂高3800-1 ○
12月21日 (水) 200120002 安曇野スイス村サンモリッツ 安曇野市豊科南穂高3800-1 ○
12月22日 (木) 200120003 安曇野スイス村サンモリッツ 安曇野市豊科南穂高3800-1 ○
1月19日 (木) 200120004 安曇野スイス村サンモリッツ 安曇野市豊科南穂高3800-1 ○
1月20日 (金) 200120005 安曇野スイス村サンモリッツ 安曇野市豊科南穂高3800-1 ○

10月28日 (金) 200150001 千曲市市民交流センター 千曲市屋代128-1 ○
10月29日 (土) 200150002 千曲市市民交流センター 千曲市屋代128-1 ○
12月13日 (火) 200160001 佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南4-1 ○
12月14日 (水) 200160002 佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南4-1 ○
12月15日 (木) 200160003 佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南4-1 ○
6月24日 (金) 200160004 佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南4-1 ○
6月25日 (土) 200160005 佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南4-1 ○

11月19日 (土) 200180001 長野市若里市民文化ホール 長野市若里3-22-2 ○
11月10日 (木) 200180002 長野市若里市民文化ホール 長野市若里3-22-2 ○
12月2日 (金) 200180003 長野市若里市民文化ホール 長野市若里3-22-2 ○

11月29日 (火) 200190001 上田創造館 上田市上田原1640 ○
11月30日 (水) 200190002 上田創造館 上田市上田原1640 ○
10月14日 (金) 200230001 伊那プリンスホール 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8288-1 ○

10月25日 (火) 220010002 プラサヴェルデ キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 ○
10月31日 (月) 220010003 プラサヴェルデ キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 ○
12月8日 (木) 220010004 プラサヴェルデ キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 ○

12月15日 (木) 220010005 プラサヴェルデ キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 ○
12月16日 (金) 220010006 プラサヴェルデ キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 ○
1月10日 (火) 220010007 プラサヴェルデ キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 ○
1月31日 (火) 220010009 プラサヴェルデ キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 ○

10月12日 (水) 220010010 プラサヴェルデ キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 ○
1月30日 (月) 220010011 プラサヴェルデ キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 ○
1月23日 (月) 220020004 ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10 ○
2月2日 (木) 220020005 ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10 ○
2月6日 (月) 220020006 ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10 ○

12月5日 (月) 220020007 ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10 ○
12月6日 (火) 220020008 ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10 ○
1月16日 (月) 220020009 ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10 ○

12月21日 (水) 220040004 ホテル コンコルド浜松 浜松市中区元城町109-18 ○
10月4日 (火) 220040009 ホテル コンコルド浜松 浜松市中区元城町109-18 ○

10月12日 (水) 220040010 ホテル コンコルド浜松 浜松市中区元城町109-18 ○
11月22日 (火) 220040011 ホテル コンコルド浜松 浜松市中区元城町109-18 ○
1月18日 (水) 220040012 ホテル コンコルド浜松 浜松市中区元城町109-18 ○
10月6日 (木) 220050001 ローズアリーナ 島田市野田1689 ○
11月2日 (水) 220050002 ローズアリーナ 島田市野田1689 ○

11月29日 (火) 220050003 ローズアリーナ 島田市野田1689 ○
10月24日 (月) 220070002 ふじさんめっせ 富士市柳島189-8 ○
11月7日 (月) 220070003 ふじさんめっせ 富士市柳島189-8 ○

12月14日 (水) 220070005 ふじさんめっせ 富士市柳島189-8 ○
10月7日 (金) 220070007 ふじさんめっせ 富士市柳島189-8 ○
12月1日 (木) 220070008 ふじさんめっせ 富士市柳島189-8 ○
1月24日 (火) 220070009 ふじさんめっせ 富士市柳島189-8 ○

10月28日 (金) 220120003 THE　HAMANAKO 浜松市西区雄踏町山崎4396-1 ○
12月20日 (火) 220120004 THE　HAMANAKO 浜松市西区雄踏町山崎4396-1 ○
1月20日 (金) 220120005 THE　HAMANAKO 浜松市西区雄踏町山崎4396-1 ○
10月3日 (月) 220140001 藤枝勤労者体育館 藤枝市善左衛門66-1 ○
1月6日 (金) 220140003 藤枝勤労者体育館 藤枝市善左衛門66-1 ○

10月11日 (火) 220170001 北オアシスパーク　オアシス館 榛原郡吉田町神戸673－1 ○
1月25日 (水) 220170003 北オアシスパーク　オアシス館 榛原郡吉田町神戸673－1 ○
1月27日 (金) 220180001 はまきたプラザホテル 浜松市浜北区貴布祢458-1 ○
1月5日 (木) 220190001 浜松市総合産業展示館　北館 浜松市東区流通元町20-2 ○

10月24日 (月) 210020001 多治見美濃焼卸センター 多治見市旭ヶ丘町10-6-33 ○
11月18日 (金) 210020002 多治見美濃焼卸センター 多治見市旭ヶ丘町10-6-33 ○
12月27日 (火) 210020003 多治見美濃焼卸センター 多治見市旭ヶ丘町10-6-33 ○
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2月23日 (木) 210020004 多治見美濃焼卸センター 多治見市旭ヶ丘町10-6-33 ○
6月21日 (火) 210030001 中津川文化会館 中津川市かやの木町2-2 ○
7月14日 (木) 210030002 中津川文化会館 中津川市かやの木町2-2 ○
9月27日 (火) 210030003 中津川文化会館 中津川市かやの木町2-2 ○

10月20日 (木) 210030004 中津川文化会館 中津川市かやの木町2-2 ○
12月6日 (火) 210030005 中津川文化会館 中津川市かやの木町2-2 ○
11月4日 (金) 210070001 羽島市民会館 羽島市福寿町浅平3-25 ○
7月4日 (月) 210080001 岐阜市民会館 岐阜市美江寺2-6 ○

8月25日 (木) 210080002 岐阜市民会館 岐阜市美江寺2-6 ○
12月17日 (土) 210120001 ききょうの丘健診プラザ 土岐市土岐ヶ丘2-12-1 ○
1月14日 (土) 210120002 ききょうの丘健診プラザ 土岐市土岐ヶ丘2-12-1 ○
9月10日 (土) 210130001 テクノプラザ 各務原市テクノプラザ1-1 ○
10月1日 (土) 210130002 テクノプラザ 各務原市テクノプラザ1-1 ○
1月28日 (土) 210130003 テクノプラザ 各務原市テクノプラザ1-1 ○
9月5日 (月) 210170001 ソフトピアジャパンセンター 大垣市加賀野4丁目1−7 ○

8月30日 (火) 210180001 可児市勤労者総合福祉センター(Lポート可児) 可児市姫ケ丘1－37 ○
12月9日 (金) 210180002 可児市勤労者総合福祉センター(Lポート可児) 可児市姫ケ丘1－37 ○
9月26日 (月) 210200001 金神社会館 岐阜市金町5-3 ○

12月20日 (火) 210200003 金神社会館 岐阜市金町5-3 ○
2月17日 (金) 210200004 金神社会館 岐阜市金町5-3 ○
7月8日 (金) 210210001 関市文化会館 関市桜本町2-30-1 ○

11月14日 (月) 210220001 長良川国際会議場 岐阜市長良川福光2695-2 ○

7月9日 (土) 230010001 名古屋国際会議場 名古屋市熱田区熱田西町1-1 ○
9月21日 (水) 230010002 名古屋国際会議場 名古屋市熱田区熱田西町1-1 ○

10月29日 (土) 230010003 名古屋国際会議場 名古屋市熱田区熱田西町1-1 ○
12月24日 (土) 230010004 名古屋国際会議場 名古屋市熱田区熱田西町1-1 ○

3月6日 (月) 230010005 名古屋国際会議場 名古屋市熱田区熱田西町1-1 ○
11月15日 (火) 230020001 日本ガイシフォーラム 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16 ○
12月26日 (月) 230020002 日本ガイシフォーラム 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16 ○

1月6日 (金) 230020003 日本ガイシフォーラム 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16 ○
9月20日 (火) 230060001 愛知県青年の家 岡崎市美合町並松1-2 ○
7月2日 (土) 230090001 名古屋文理大学文化フォーラム 稲沢市正明寺3-114 ○

8月31日 (水) 230090002 名古屋文理大学文化フォーラム 稲沢市正明寺3-114 ○
10月8日 (土) 230090003 名古屋文理大学文化フォーラム 稲沢市正明寺3-114 ○

11月16日 (水) 230090004 名古屋文理大学文化フォーラム 稲沢市正明寺3-114 ○
12月21日 (水) 230090005 名古屋文理大学文化フォーラム 稲沢市正明寺3-114 ○
1月26日 (木) 230090006 名古屋文理大学文化フォーラム 稲沢市正明寺3-114 ○
8月29日 (月) 230100001 豊川市勤労福祉会館 豊川市新道町1-1-3 ○
11月8日 (火) 230100002 豊川市勤労福祉会館 豊川市新道町1-1-3 ○
2月7日 (火) 230100003 豊川市勤労福祉会館 豊川市新道町1-1-3 ○

11月2日 (水) 230130001 小牧勤労センター 小牧市大字上末2233-2 ○
10月7日 (金) 230140001 安城市昭林公民館 安城市安城町広美10-1 ○
1月31日 (火) 230140002 安城市昭林公民館 安城市安城町広美10-1 ○
6月26日 (日) 230150001 Home&nicoホール(江南市民文化会館) 江南市北野町川石25-1 ○
8月28日 (日) 230150002 Home&nicoホール(江南市民文化会館) 江南市北野町川石25-1 ○

10月13日 (木) 230150003 Home&nicoホール(江南市民文化会館) 江南市北野町川石25-1 ○
11月28日 (月) 230150004 Home&nicoホール(江南市民文化会館) 江南市北野町川石25-1 ○
1月12日 (木) 230150005 Home&nicoホール(江南市民文化会館) 江南市北野町川石25-1 ○
3月3日 (金) 230150006 Home&nicoホール(江南市民文化会館) 江南市北野町川石25-1 ○

6月25日 (土) 230170001 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2-33 ○
7月16日 (土) 230170002 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2-33 ○
8月27日 (土) 230170003 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2-33 ○

10月22日 (土) 230170004 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2-33 ○
11月5日 (土) 230170005 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2-33 ○

12月17日 (土) 230170006 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2-33 ○
1月7日 (土) 230170007 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2-33 ○

2月18日 (土) 230170008 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2-33 ○
3月4日 (土) 230170009 ルートイングランティア小牧 小牧市新小木2-33 ○

6月18日 (土) 230180001 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○
7月20日 (水) 230180002 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○
8月26日 (金) 230180003 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○
9月24日 (土) 230180004 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○

10月12日 (水) 230180005 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○
10月26日 (水) 230180006 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○
11月22日 (火) 230180007 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○
12月7日 (水) 230180008 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○
1月21日 (土) 230180009 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○
3月5日 (日) 230180010 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1 ○

7月12日 (火) 230190001 津島市文化会館 津島市藤浪町3-89-10 ○
9月3日 (土) 230190002 津島市文化会館 津島市藤浪町3-89-10 ○

11月19日 (土) 230190003 津島市文化会館 津島市藤浪町3-89-10 ○
1月17日 (火) 230190004 津島市文化会館 津島市藤浪町3-89-10 ○
9月6日 (火) 230200001 アイプラザ豊橋 豊橋市草間町字東山143-6 ○

10月14日 (金) 230200002 アイプラザ豊橋 豊橋市草間町字東山143-6 ○
12月23日 (金) 230200003 アイプラザ豊橋 豊橋市草間町字東山143-6 ○
1月27日 (金) 230200004 アイプラザ豊橋 豊橋市草間町字東山143-6 ○
6月19日 (日) 230220001 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
7月17日 (日) 230220002 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
7月24日 (日) 230220003 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
7月31日 (日) 230220004 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
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8月7日 (日) 230220005 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○

8月11日 (木) 230220006 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
8月21日 (日) 230220007 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
8月28日 (日) 230220008 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
9月4日 (日) 230220009 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○

9月11日 (日) 230220010 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
9月19日 (月) 230220011 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
9月25日 (日) 230220012 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○

10月10日 (月) 230220013 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
10月16日 (日) 230220014 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
11月6日 (日) 230220015 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○

11月13日 (日) 230220016 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
11月23日 (水) 230220017 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
11月27日 (日) 230220018 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
12月4日 (日) 230220019 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○

12月11日 (日) 230220020 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
12月15日 (木) 230220021 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
12月18日 (日) 230220022 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○

1月7日 (土) 230220023 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
1月8日 (日) 230220024 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
1月9日 (月) 230220025 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○

1月12日 (木) 230220026 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
1月15日 (日) 230220027 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
1月18日 (水) 230220028 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
1月22日 (日) 230220029 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
1月29日 (日) 230220030 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
2月3日 (金) 230220031 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
2月5日 (日) 230220032 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○

2月11日 (土) 230220033 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
2月12日 (日) 230220034 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
2月26日 (日) 230220035 一般財団法人　愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4 ○
7月13日 (水) 230230001 日進市民会館 日進市折戸町笠寺山62-3 ○

10月11日 (火) 230230002 日進市民会館 日進市折戸町笠寺山62-3 ○
1月10日 (火) 230230003 日進市民会館 日進市折戸町笠寺山62-3 ○

11月12日 (土) 230240001 品野陶磁器センター 瀬戸市品野町1-126-2 ○
12月24日 (土) 230240002 品野陶磁器センター 瀬戸市品野町1-126-2 ○
10月3日 (月) 230250001 愛三文化会館(大府市勤労文化会館) 大府市明成町1-330 ○
11月1日 (火) 230250002 愛三文化会館(大府市勤労文化会館) 大府市明成町1-330 ○
12月3日 (土) 230250003 愛三文化会館(大府市勤労文化会館) 大府市明成町1-330 ○
2月15日 (水) 230250004 愛三文化会館(大府市勤労文化会館) 大府市明成町1-330 ○

10月18日 (火) 230330001 パティオ池鯉鮒 知立市上重原町間瀬口116 ○
10月4日 (火) 230340001 犬山市民文化会館 犬山市羽黒摺墨11 ○

10月27日 (木) 230340002 犬山市民文化会館 犬山市羽黒摺墨11 ○
11月11日 (金) 230340003 犬山市民文化会館 犬山市羽黒摺墨11 ○
1月24日 (火) 230340004 犬山市民文化会館 犬山市羽黒摺墨11 ○
3月1日 (水) 230340005 犬山市民文化会館 犬山市羽黒摺墨11 ○

11月17日 (木) 230350001 西尾市文化会館 西尾市山下町泡原30 ○
12月10日 (土) 230390001 すいとぴあ江南 江南市草井町西200 ○

7月1日 (金) 230400001 長久手市文化の家 長久手市野田農201 ○
9月15日 (木) 230400002 長久手市文化の家 長久手市野田農201 ○
9月8日 (木) 230440001 瀬戸市文化センター 瀬戸市西茨町113-3 ○

12月13日 (火) 230450001 豊明市文化会館 豊明市西川町広原28-1 ○
7月15日 (金) 230460001 アイプラザ半田 半田市東洋町1-8 ○
9月18日 (日) 230460002 アイプラザ半田 半田市東洋町1-8 ○

10月23日 (日) 230460003 アイプラザ半田 半田市東洋町1-8 ○
11月7日 (月) 230460004 アイプラザ半田 半田市東洋町1-8 ○

11月29日 (火) 230460005 アイプラザ半田 半田市東洋町1-8 ○
1月30日 (月) 230460006 アイプラザ半田 半田市東洋町1-8 ○
10月9日 (日) 230500001 緑信用農業協同組合 名古屋市緑区潮見が丘2-325 ○

12月25日 (日) 230500002 緑信用農業協同組合 名古屋市緑区潮見が丘2-325 ○
2月4日 (土) 230510001 あま市美和文化会館 あま市花正地先1-1 ○

7月19日 (火) 230520001 豊田市民文化会館 豊田市小坂町12-100 ○
2月21日 (火) 230520002 豊田市民文化会館 豊田市小坂町12-100 ○
2月8日 (水) 230560001 名古屋市公会堂 名古屋市昭和区鶴舞1-1-3 ○

12月8日 (木) 230570001 熱田神宮文化殿 名古屋市熱田区神宮1-1-1 ○
10月15日 (土) 230600001 春日井市東部市民センター 春日井市中央台2-2-1 ○
1月14日 (土) 230600002 春日井市東部市民センター 春日井市中央台2-2-1 ○
9月13日 (火) 230610001 新城文化会館 新城市字下川1-1 ○
9月14日 (水) 230620001 リーフウォーク稲沢 稲沢市長野7-1-2 ○

12月22日 (木) 230640001 東海市立商工センター 東海市中央町４－２ ○
1月16日 (月) 230640002 東海市立商工センター 東海市中央町４－２ ○
2月14日 (火) 230650001 イオンモール東浦 知多郡東浦町大字緒川旭13-2 ○
1月23日 (月) 230670001 ホテルグランドティアラ安城 安城市三河安城南町1-8-11 ○
10月5日 (水) 230690001 イオンモール名古屋茶屋 名古屋市港区西茶屋2-11 ○
1月25日 (水) 230690002 イオンモール名古屋茶屋 名古屋市港区西茶屋2-11 ○
9月7日 (水) 230700001 リトルリトリート 名古屋市守山区大字下志段味字長廻間2280-38 ○

11月21日 (月) 230700002 リトルリトリート 名古屋市守山区大字下志段味字長廻間2280-38 ○
1月11日 (水) 230700003 リトルリトリート 名古屋市守山区大字下志段味字長廻間2280-38 ○

10月25日 (火) 230710001 イオンモール常滑 常滑市りんくう町2-20-3 ○
2月27日 (月) 230710002 イオンモール常滑 常滑市りんくう町2-20-3 ○
2月1日 (水) 230730001 ラポール　ザ　ガーデン NAGOYA 長久手市前熊原山38-28 ○
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2月22日 (水) 230730002 ラポール　ザ　ガーデン NAGOYA 長久手市前熊原山38-28 ○
9月28日 (水) 230750001 春日井市立中央公民館 ○
11月9日 (水) 230750002 春日井市立中央公民館 春日井市柏原町1丁目97番地1 ○
7月6日 (水) 230780001 春日井市　南部ふれあいセンター 春日井市下条町666番地6 ○
3月2日 (木) 230790001 アンジェリーナ　スイート 小牧市小牧原新田2159-1 ○

10月17日 (月) 230830001 岡崎市竜美丘会館 岡崎市東明大寺町5番地1 ○
1月6日 (金) 230830002 岡崎市竜美丘会館 岡崎市東明大寺町5番地1 ○

2月13日 (月) 230830003 岡崎市竜美丘会館 岡崎市東明大寺町5番地1 ○
2月24日 (金) 230830004 岡崎市竜美丘会館 岡崎市東明大寺町5番地1 ○

7月18日 (月) 240010001 桑名市大山田コミュニティプラザ 桑名市大山田1-7-4 ○
7月5日 (火) 240030001 三重県総合文化センター 津市一身田上津部田1234 ○

9月29日 (木) 240030002 三重県総合文化センター 津市一身田上津部田1234 ○
10月21日 (金) 240030003 三重県総合文化センター 津市一身田上津部田1234 ○
12月14日 (水) 240030004 三重県総合文化センター 津市一身田上津部田1234 ○
1月20日 (金) 240030005 三重県総合文化センター 津市一身田上津部田1234 ○
2月8日 (水) 240030006 三重県総合文化センター 津市一身田上津部田1234 ○

9月16日 (金) 240040001 四日市市勤労者・市民交流センター 四日市市日永東1-2-25 ○
9月30日 (金) 240040002 四日市市勤労者・市民交流センター 四日市市日永東1-2-25 ○
7月11日 (月) 240060001 三重県営サンアリーナ 伊勢市朝熊町鴨谷4383-4 ○
9月12日 (月) 240060002 三重県営サンアリーナ 伊勢市朝熊町鴨谷4383-4 ○

10月31日 (月) 240060003 三重県営サンアリーナ 伊勢市朝熊町鴨谷4383-4 ○
12月5日 (月) 240060004 三重県営サンアリーナ 伊勢市朝熊町鴨谷4383-4 ○
6月17日 (金) 240100001 コンフェット　鈴鹿平安閣 鈴鹿市算所1233-1 ○
9月9日 (金) 240100002 コンフェット　鈴鹿平安閣 鈴鹿市算所1233-1 ○

12月1日 (木) 240100003 コンフェット　鈴鹿平安閣 鈴鹿市算所1233-1 ○
1月19日 (木) 240100004 コンフェット　鈴鹿平安閣 鈴鹿市算所1233-1 ○
2月16日 (木) 240100005 コンフェット　鈴鹿平安閣 鈴鹿市算所1233-1 ○
9月2日 (金) 240120001 名張産業振興センター　アスピア 名張市南町822-2 ○

11月10日 (木) 240120002 名張産業振興センター　アスピア 名張市南町822-2 ○
11月3日 (木) 240130001 メッセウイング・みえ 津市北河路町19-1 ○
7月7日 (木) 240140001 松阪商工会議所 松阪市若葉町161-2 ○

10月6日 (木) 240140002 松阪商工会議所 松阪市若葉町161-2 ○
12月2日 (金) 240140003 松阪商工会議所 松阪市若葉町161-2 ○
1月13日 (金) 240140004 松阪商工会議所 松阪市若葉町161-2 ○
1月24日 (火) 240140005 松阪商工会議所 松阪市若葉町161-2 ○
6月22日 (水) 240150001 イオンモール東員 員弁郡東員町大字長深字築田510-1 ○

12月16日 (金) 240150002 イオンモール東員 員弁郡東員町大字長深字築田510-1 ○
1月30日 (月) 240150003 イオンモール東員 員弁郡東員町大字長深字築田510-1 ○
6月27日 (月) 240170001 ラ　セーヌ　マリアージュ四日市 四日市市伊倉1-1-27 ○

10月28日 (金) 240170002 ラ　セーヌ　マリアージュ四日市 四日市市伊倉1-1-27 ○
1月23日 (月) 240170003 ラ　セーヌ　マリアージュ四日市 四日市市伊倉1-1-27 ○
2月20日 (月) 240170004 ラ　セーヌ　マリアージュ四日市 四日市市伊倉1-1-27 ○
1月31日 (火) 240180001 鈴鹿市労働福祉会館 鈴鹿市神戸地子町388 ○
6月4日 (土) 240210001 桑名シティホテル 桑名市中央町3-23 ○

9月17日 (土) 240210002 桑名シティホテル 桑名市中央町3-23 ○
10月8日 (土) 240210003 桑名シティホテル 桑名市中央町3-23 ○

11月26日 (土) 240210004 桑名シティホテル 桑名市中央町3-23 ○
1月21日 (土) 240210005 桑名シティホテル 桑名市中央町3-23 ○

10月29日 (土) 240210006 桑名シティホテル 桑名市中央町3-23 ○
7月2日 (土) 240240001 いなべ市大安公民館 いなべ市大安町大井田2704 ○

1月14日 (土) 240240002 いなべ市大安公民館 いなべ市大安町大井田2704 ○
6月29日 (水) 240250001 ザ・グランドティアラSenju 四日市市十七軒町2-7 ○
7月9日 (土) 240250002 ザ・グランドティアラSenju 四日市市十七軒町2-7 ○
9月1日 (木) 240250003 ザ・グランドティアラSenju 四日市市十七軒町2-7 ○

11月30日 (水) 240250004 ザ・グランドティアラSenju 四日市市十七軒町2-7 ○
6月28日 (火) 240260001 楠福祉会館 楠町南五味塚６０ ○
7月16日 (土) 240260002 楠福祉会館 楠町南五味塚６０ ○

7月19日 (火) 250010001 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
7月26日 (火) 250010002 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
7月28日 (木) 250010003 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
8月8日 (月) 250010004 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○

8月19日 (金) 250010005 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
8月30日 (火) 250010006 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
9月8日 (木) 250010007 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
9月9日 (金) 250010008 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○

9月13日 (火) 250010009 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
9月30日 (金) 250010010 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
9月27日 (火) 250010011 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
11月7日 (月) 250010013 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○

11月17日 (木) 250010014 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
12月2日 (金) 250010015 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○

12月12日 (月) 250010016 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
12月23日 (金) 250010017 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
12月26日 (月) 250010018 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
12月27日 (火) 250010019 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
1月16日 (月) 250010020 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
1月23日 (月) 250010021 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
1月24日 (火) 250010022 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
1月31日 (火) 250010023 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
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2月6日 (月) 250010024 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
2月8日 (水) 250010025 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
2月9日 (木) 250010026 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ×

2月15日 (水) 250010027 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
2月27日 (月) 250010028 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
3月6日 (月) 250010029 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
8月4日 (木) 250010030 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○

8月17日 (水) 250010031 クサツエストピアホテル 草津市西大路町4-32 ○
6月28日 (火) 250020001 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○
7月5日 (火) 250020002 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○

7月20日 (水) 250020003 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○
7月25日 (月) 250020004 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○
8月4日 (木) 250020005 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○

8月26日 (金) 250020006 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○
9月6日 (火) 250020007 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○

9月12日 (月) 250020008 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ×
9月20日 (火) 250020009 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○
11月1日 (火) 250020010 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○

12月15日 (木) 250020012 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ○
2月13日 (月) 250020013 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481 ×
12月5日 (月) 250040002 甲賀市碧水ホール 甲賀市水口町水口5671 ○

12月23日 (金) 250040003 甲賀市碧水ホール 甲賀市水口町水口5671 ○
8月17日 (水) 250040004 甲賀市碧水ホール 甲賀市水口町水口5671 ○
7月22日 (金) 250050001 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
8月18日 (木) 250050002 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
9月2日 (金) 250050003 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ×
9月5日 (月) 250050004 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○

9月22日 (木) 250050005 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
9月29日 (木) 250050006 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
11月4日 (金) 250050007 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○

11月14日 (月) 250050008 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
12月9日 (金) 250050009 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
1月12日 (木) 250050010 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
2月1日 (水) 250050011 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
3月8日 (水) 250050012 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
8月9日 (火) 250050013 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○

12月20日 (火) 250050014 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○
7月15日 (金) 250050015 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ○

11月21日 (月) 250050016 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ×
12月26日 (月) 250050017 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜4-7-7 ×
7月27日 (水) 250060001 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ○
8月9日 (火) 250060002 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ○

8月10日 (水) 250060003 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ○
11月15日 (火) 250060004 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ○
11月16日 (水) 250060005 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ○
11月25日 (金) 250060006 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ○
12月6日 (火) 250060007 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ○
12月7日 (水) 250060008 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ○
3月9日 (木) 250060009 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ○

12月23日 (金) 250060010 ホテル＆リゾーツＮＡＧＡＨＡＭＡ 長浜市大島町38 ×
7月11日 (月) 250070001 八日市ロイヤルホテル 東近江市妙法寺町690 ○
7月30日 (土) 250070002 八日市ロイヤルホテル 東近江市妙法寺町690 ○
8月29日 (月) 250070003 八日市ロイヤルホテル 東近江市妙法寺町690 ○
1月7日 (土) 250070004 八日市ロイヤルホテル 東近江市妙法寺町690 ○

1月28日 (土) 250070005 八日市ロイヤルホテル 東近江市妙法寺町690 ○
3月6日 (月) 250070006 八日市ロイヤルホテル 東近江市妙法寺町690 ○
8月2日 (火) 250080001 野洲文化小劇場 野洲市小篠原2142 ×

11月19日 (土) 250080002 野洲文化小劇場 野洲市小篠原2142 ×
11月22日 (火) 250080003 野洲文化小劇場 野洲市小篠原2142 ×
1月26日 (木) 250080004 野洲文化小劇場 野洲市小篠原2142 ×
10月1日 (土) 250090001 大津市北部地域文化センター 大津市堅田2-1-11 ×

11月26日 (土) 250090002 大津市北部地域文化センター 大津市堅田2-1-11 ×
12月3日 (土) 250090003 大津市北部地域文化センター 大津市堅田2-1-11 ×
6月25日 (土) 250100001 ひこね市文化プラザ 彦根市野瀬町187-4 ○

11月17日 (木) 250100002 ひこね市文化プラザ 彦根市野瀬町187-4 ○
11月24日 (木) 250100003 ひこね市文化プラザ 彦根市野瀬町187-4 ○
12月8日 (木) 250100004 ひこね市文化プラザ 彦根市野瀬町187-4 ○

12月16日 (金) 250100005 ひこね市文化プラザ 彦根市野瀬町187-4 ×
3月3日 (金) 250100006 ひこね市文化プラザ 彦根市野瀬町187-4 ×

3月10日 (金) 250100007 ひこね市文化プラザ 彦根市野瀬町187-4 ○
12月19日 (月) 250110001 サンヒルズ甲西 湖南市西峰町1-1 ○
11月2日 (水) 250130001 琵琶湖ホテル 大津市浜町2-40 ○

12月14日 (水) 250130002 琵琶湖ホテル 大津市浜町2-40 ○
1月26日 (木) 250130003 琵琶湖ホテル 大津市浜町2-40 ○
8月5日 (金) 250130004 琵琶湖ホテル 大津市浜町2-40 ○

11月30日 (水) 250170001 守山市民ホール 守山市三宅町125 ○
1月27日 (金) 250170002 守山市民ホール 守山市三宅町125 ○
8月26日 (金) 250210001 あかね文化ホール（蒲生コミュニティセンター） 東近江市市子川原町461-1 ○
8月10日 (水) 250220001 イオンモール草津 草津市新浜町300 ○
1月25日 (水) 250220002 イオンモール草津 草津市新浜町300 ○
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6月7日 (火) 260010001 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月8日 (水) 260010002 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

6月14日 (火) 260010003 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月15日 (水) 260010004 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月18日 (土) 260010005 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月21日 (火) 260010006 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月22日 (水) 260010007 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月25日 (土) 260010008 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月28日 (火) 260010009 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月29日 (水) 260010010 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月2日 (土) 260010011 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月5日 (火) 260010012 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月6日 (水) 260010013 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月9日 (土) 260010014 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

7月12日 (火) 260010015 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月13日 (水) 260010016 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月16日 (土) 260010017 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月19日 (火) 260010018 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月20日 (水) 260010019 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月26日 (火) 260010020 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月27日 (水) 260010021 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月30日 (土) 260010022 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月2日 (火) 260010023 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月3日 (水) 260010024 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月6日 (土) 260010025 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月9日 (火) 260010026 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

8月10日 (水) 260010027 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月17日 (水) 260010028 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月20日 (土) 260010029 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月23日 (火) 260010030 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月24日 (水) 260010031 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月27日 (土) 260010032 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月30日 (火) 260010033 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月31日 (水) 260010034 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月3日 (土) 260010035 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月6日 (火) 260010036 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月7日 (水) 260010037 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

9月13日 (火) 260010038 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月14日 (水) 260010039 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月17日 (土) 260010040 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月20日 (火) 260010041 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月21日 (水) 260010042 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月24日 (土) 260010043 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月27日 (火) 260010044 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月28日 (水) 260010045 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月1日 (土) 260010046 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月4日 (火) 260010047 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月5日 (水) 260010048 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

10月11日 (火) 260010049 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月12日 (水) 260010050 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月15日 (土) 260010051 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月18日 (火) 260010052 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月19日 (水) 260010053 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月25日 (火) 260010054 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月26日 (水) 260010055 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月29日 (土) 260010056 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月1日 (火) 260010057 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月2日 (水) 260010058 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月5日 (土) 260010059 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月8日 (火) 260010060 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月9日 (水) 260010061 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

11月12日 (土) 260010062 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月15日 (火) 260010063 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月16日 (水) 260010064 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月19日 (土) 260010065 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月22日 (火) 260010066 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月26日 (土) 260010067 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月29日 (火) 260010068 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月30日 (水) 260010069 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月3日 (土) 260010070 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月6日 (火) 260010071 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月7日 (水) 260010072 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

12月14日 (水) 260010073 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月17日 (土) 260010074 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月20日 (火) 260010075 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月21日 (水) 260010076 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月24日 (土) 260010077 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月27日 (火) 260010078 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

1月7日 (土) 260010081 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月10日 (火) 260010082 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月11日 (水) 260010083 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
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1月17日 (火) 260010084 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月18日 (水) 260010085 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月21日 (土) 260010086 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月24日 (火) 260010087 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月25日 (水) 260010088 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月28日 (土) 260010089 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月31日 (火) 260010090 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月1日 (水) 260010091 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月4日 (土) 260010092 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月7日 (火) 260010093 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月8日 (水) 260010094 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

2月14日 (火) 260010095 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月15日 (水) 260010096 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月9日 (木) 260010105 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

6月10日 (金) 260010106 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月11日 (土) 260010107 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月13日 (月) 260010108 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月16日 (木) 260010109 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月17日 (金) 260010110 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月20日 (月) 260010111 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月23日 (木) 260010112 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月24日 (金) 260010113 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月27日 (月) 260010114 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
6月30日 (木) 260010115 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月1日 (金) 260010116 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月4日 (月) 260010117 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月7日 (木) 260010118 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月8日 (金) 260010119 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

7月11日 (月) 260010120 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月14日 (木) 260010121 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月15日 (金) 260010122 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月21日 (木) 260010123 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月22日 (金) 260010124 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月25日 (月) 260010125 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月28日 (木) 260010126 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
7月29日 (金) 260010127 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月1日 (月) 260010128 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月4日 (木) 260010129 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月5日 (金) 260010130 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月8日 (月) 260010131 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

8月18日 (木) 260010132 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月19日 (金) 260010133 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月22日 (月) 260010134 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月25日 (木) 260010135 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月26日 (金) 260010136 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月29日 (月) 260010137 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月1日 (木) 260010138 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月2日 (金) 260010139 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月5日 (月) 260010140 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月8日 (木) 260010141 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月9日 (金) 260010142 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

9月10日 (土) 260010143 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月12日 (月) 260010144 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月15日 (木) 260010145 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月16日 (金) 260010146 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月22日 (木) 260010147 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月26日 (月) 260010148 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月29日 (木) 260010149 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
9月30日 (金) 260010150 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月3日 (月) 260010151 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月6日 (木) 260010152 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月7日 (金) 260010153 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

10月13日 (木) 260010154 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月14日 (金) 260010155 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月17日 (月) 260010156 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月20日 (木) 260010157 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月21日 (金) 260010158 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月22日 (土) 260010159 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月24日 (月) 260010160 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月27日 (木) 260010161 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月28日 (金) 260010162 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
10月31日 (月) 260010163 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月4日 (金) 260010164 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月7日 (月) 260010165 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

11月10日 (木) 260010166 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月11日 (金) 260010167 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月14日 (月) 260010168 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月17日 (木) 260010169 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月18日 (金) 260010170 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月21日 (月) 260010171 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月24日 (木) 260010172 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
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11月25日 (金) 260010173 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
11月28日 (月) 260010174 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月1日 (木) 260010175 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月2日 (金) 260010176 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月5日 (月) 260010177 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月8日 (木) 260010178 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月9日 (金) 260010179 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

12月12日 (月) 260010180 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月15日 (木) 260010181 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月16日 (金) 260010182 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月19日 (月) 260010183 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月22日 (木) 260010184 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月23日 (金) 260010185 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
12月26日 (月) 260010186 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

1月6日 (金) 260010187 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月12日 (木) 260010188 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月13日 (金) 260010189 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月16日 (月) 260010190 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月19日 (木) 260010191 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月20日 (金) 260010192 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月23日 (月) 260010193 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月26日 (木) 260010194 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月27日 (金) 260010195 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
1月30日 (月) 260010196 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月2日 (木) 260010197 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月3日 (金) 260010198 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月6日 (月) 260010199 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月9日 (木) 260010200 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○

2月10日 (金) 260010201 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月13日 (月) 260010202 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月16日 (木) 260010203 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
2月17日 (金) 260010204 （一財）京都工場保健会　宇治健診センター 宇治市広野町成田1-7 ○
8月1日 (月) 260020001 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月2日 (火) 260020002 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月3日 (水) 260020003 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月4日 (木) 260020004 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月5日 (金) 260020005 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月6日 (土) 260020006 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月7日 (日) 260020007 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月8日 (月) 260020008 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月9日 (火) 260020009 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

8月10日 (水) 260020010 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月17日 (水) 260020011 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月18日 (木) 260020012 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月19日 (金) 260020013 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月20日 (土) 260020014 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月21日 (日) 260020015 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月22日 (月) 260020016 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月23日 (火) 260020017 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月24日 (水) 260020018 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月25日 (木) 260020019 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月26日 (金) 260020020 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月27日 (土) 260020021 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月29日 (月) 260020022 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月30日 (火) 260020023 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
8月31日 (水) 260020024 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月1日 (木) 260020025 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月2日 (金) 260020026 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月3日 (土) 260020027 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月4日 (日) 260020028 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月5日 (月) 260020029 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月6日 (火) 260020030 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月7日 (水) 260020031 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月8日 (木) 260020032 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月9日 (金) 260020033 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

9月12日 (月) 260020034 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月13日 (火) 260020035 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月14日 (水) 260020036 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月15日 (木) 260020037 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月16日 (金) 260020038 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月17日 (土) 260020039 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月18日 (日) 260020040 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月20日 (火) 260020041 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月21日 (水) 260020042 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月22日 (木) 260020043 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月24日 (土) 260020044 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月26日 (月) 260020045 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月27日 (火) 260020046 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月28日 (水) 260020047 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月29日 (木) 260020048 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月30日 (金) 260020049 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
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10月1日 (土) 260020050 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月2日 (日) 260020051 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月3日 (月) 260020052 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月4日 (火) 260020053 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月5日 (水) 260020054 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月6日 (木) 260020055 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月7日 (金) 260020056 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

10月11日 (火) 260020057 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月12日 (水) 260020058 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月13日 (木) 260020059 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月14日 (金) 260020060 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月15日 (土) 260020061 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月16日 (日) 260020062 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月17日 (月) 260020063 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月18日 (火) 260020064 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月19日 (水) 260020065 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月20日 (木) 260020066 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月21日 (金) 260020067 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月24日 (月) 260020068 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月25日 (火) 260020069 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月26日 (水) 260020070 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月27日 (木) 260020071 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月28日 (金) 260020072 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月29日 (土) 260020073 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
10月31日 (月) 260020074 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月1日 (火) 260020075 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月2日 (水) 260020076 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月4日 (金) 260020077 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月5日 (土) 260020078 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月6日 (日) 260020079 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月7日 (月) 260020080 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月8日 (火) 260020081 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月9日 (水) 260020082 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

11月10日 (木) 260020083 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月11日 (金) 260020084 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月14日 (月) 260020085 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月15日 (火) 260020086 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月16日 (水) 260020087 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月17日 (木) 260020088 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月18日 (金) 260020089 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月19日 (土) 260020090 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月20日 (日) 260020091 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月21日 (月) 260020092 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月22日 (火) 260020093 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月24日 (木) 260020094 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月25日 (金) 260020095 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月26日 (土) 260020096 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月28日 (月) 260020097 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月29日 (火) 260020098 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月30日 (水) 260020099 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月1日 (木) 260020100 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月2日 (金) 260020101 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月3日 (土) 260020102 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月4日 (日) 260020103 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月5日 (月) 260020104 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月6日 (火) 260020105 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月7日 (水) 260020106 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月8日 (木) 260020107 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月9日 (金) 260020108 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

12月12日 (月) 260020109 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月14日 (水) 260020110 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月15日 (木) 260020111 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月16日 (金) 260020112 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月17日 (土) 260020113 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月18日 (日) 260020114 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月19日 (月) 260020115 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月20日 (火) 260020116 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月21日 (水) 260020117 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月22日 (木) 260020118 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月23日 (金) 260020119 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

1月6日 (金) 260020120 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月7日 (土) 260020121 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月8日 (日) 260020122 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

1月10日 (火) 260020124 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月11日 (水) 260020125 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月12日 (木) 260020126 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月13日 (金) 260020127 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月16日 (月) 260020128 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月17日 (火) 260020129 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月18日 (水) 260020130 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月19日 (木) 260020131 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
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1月20日 (金) 260020132 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月21日 (土) 260020133 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月22日 (日) 260020134 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月23日 (月) 260020135 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月24日 (火) 260020136 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月25日 (水) 260020137 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月26日 (木) 260020138 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月27日 (金) 260020139 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月28日 (土) 260020140 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月30日 (月) 260020141 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
1月31日 (火) 260020142 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月1日 (金) 260020143 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月2日 (土) 260020144 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月3日 (日) 260020145 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月4日 (月) 260020146 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月5日 (火) 260020147 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月6日 (水) 260020148 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月7日 (木) 260020149 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月8日 (金) 260020150 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月9日 (土) 260020151 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

7月11日 (月) 260020152 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月12日 (火) 260020153 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月13日 (水) 260020154 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月14日 (木) 260020155 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月15日 (金) 260020156 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月16日 (土) 260020157 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月17日 (日) 260020158 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月19日 (火) 260020159 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月20日 (水) 260020160 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月21日 (木) 260020161 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月22日 (金) 260020162 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月25日 (月) 260020163 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月26日 (火) 260020164 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月27日 (水) 260020165 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月28日 (木) 260020166 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月29日 (金) 260020167 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
7月30日 (土) 260020168 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
9月10日 (土) 260020169 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

10月22日 (土) 260020170 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
11月12日 (土) 260020171 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月24日 (土) 260020172 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月26日 (月) 260020173 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
12月27日 (火) 260020174 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

2月1日 (水) 260020176 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月2日 (木) 260020177 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月3日 (金) 260020178 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月4日 (土) 260020179 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月5日 (日) 260020180 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月6日 (月) 260020181 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月7日 (火) 260020182 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月8日 (水) 260020183 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月9日 (木) 260020184 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

2月10日 (金) 260020185 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月13日 (月) 260020186 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月14日 (火) 260020187 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月15日 (水) 260020188 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月16日 (木) 260020189 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○
2月17日 (金) 260020190 （一財）京都工場保健会　総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町67 ○

11月21日 (月) 260040002 ガレリアかめおか 亀岡市余部町宝久保1-1 ○
12月5日 (月) 260040003 ガレリアかめおか 亀岡市余部町宝久保1-1 ○
8月3日 (水) 260040004 ガレリアかめおか 亀岡市余部町宝久保1-1 ○
7月4日 (月) 260050001 パルスプラザ 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5 ○

12月2日 (金) 260050002 パルスプラザ 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5 ○
1月31日 (火) 260050003 パルスプラザ 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5 ○
1月12日 (木) 260050004 パルスプラザ 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5 ×

12月20日 (火) 260080001 みやづ歴史の館（宮津中央公民館） 宮津市字鶴賀2164 ○
12月16日 (金) 260090001 あやべ・日東精工アリーナ 綾部市西町三丁目南大坪39-10 ×
11月5日 (土) 260100001 京都エミナース 京都市西京区大原野東境谷町2-4 ×
12月7日 (水) 260100002 京都エミナース 京都市西京区大原野東境谷町2-4 ○
1月18日 (水) 260100003 京都エミナース 京都市西京区大原野東境谷町2-4 ○
8月17日 (水) 260110001 京都市西文化会館ウエスティ 京都市西京区上桂森下町31-1 ○

12月22日 (木) 260110002 京都市西文化会館ウエスティ 京都市西京区上桂森下町31-1 ○
2月6日 (月) 260110003 京都市西文化会館ウエスティ 京都市西京区上桂森下町31-1 ○

7月15日 (金) 260140001 八幡市文化センター 八幡市八幡高畑5-3 ○
11月29日 (火) 260140002 八幡市文化センター 八幡市八幡高畑5-3 ○
12月17日 (土) 260140003 八幡市文化センター 八幡市八幡高畑5-3 ×
12月23日 (金) 260140004 八幡市文化センター 八幡市八幡高畑5-3 ○
12月27日 (火) 260140005 八幡市文化センター 八幡市八幡高畑5-3 ○
8月20日 (土) 260140006 八幡市文化センター 八幡市八幡高畑5-3 ○
2月4日 (土) 260140007 八幡市文化センター 八幡市八幡高畑5-3 ○

10月20日 (木) 260150001 舞鶴グランドホテル 舞鶴市円満寺124 ○
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11月16日 (水) 260150002 舞鶴グランドホテル 舞鶴市円満寺124 ○

9月1日 (木) 260180001 ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ 福知山市字土師小字澤居山176 ○
11月8日 (火) 260180002 ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ 福知山市字土師小字澤居山176 ○

11月17日 (木) 260180003 ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ 福知山市字土師小字澤居山176 ○
12月8日 (木) 260180004 ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ 福知山市字土師小字澤居山176 ○

12月19日 (月) 260180005 ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ 福知山市字土師小字澤居山176 ○
7月1日 (金) 260190001 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台1-7 ○

7月16日 (土) 260190002 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台1-7 ○
9月5日 (月) 260190003 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台1-7 ○

9月20日 (火) 260190004 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台1-7 ○
12月20日 (火) 260190005 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台1-7 ○
1月10日 (火) 260190006 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台1-7 ○
2月4日 (土) 260190007 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台1-7 ○
3月9日 (木) 260190008 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台1-7 ○

2月27日 (月) 260190009 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台1-7 ×
7月29日 (金) 260200001 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
7月25日 (月) 260200002 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
7月27日 (水) 260200003 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
8月1日 (月) 260200004 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○

8月10日 (水) 260200005 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
8月22日 (月) 260200006 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
9月1日 (木) 260200007 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○

9月30日 (金) 260200009 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
11月14日 (月) 260200010 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
12月1日 (木) 260200011 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○

12月15日 (木) 260200012 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ×
12月12日 (月) 260200013 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ×
1月16日 (月) 260200014 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
1月30日 (月) 260200015 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
2月9日 (木) 260200016 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○

2月10日 (金) 260200017 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
2月16日 (木) 260200018 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
2月21日 (火) 260200019 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
2月24日 (金) 260200020 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
7月11日 (月) 260200021 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町376-1 ○
12月9日 (金) 260220001 ホテル日航プリンセス京都 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630 ○
1月17日 (火) 260220002 ホテル日航プリンセス京都 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630 ○
2月2日 (木) 260220003 ホテル日航プリンセス京都 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630 ○
8月9日 (火) 260220004 ホテル日航プリンセス京都 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630 ○
3月4日 (土) 260240001 みやこめっせ 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 ○

11月8日 (火) 260290001 ウェスティン都ホテル京都 京都府京都市東山区粟田口華頂町1 ○
1月18日 (水) 260290002 ウェスティン都ホテル京都 京都府京都市東山区粟田口華頂町1 ○

7月21日 (木) 270010001 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
7月26日 (火) 270010002 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
8月1日 (月) 270010003 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○

9月30日 (金) 270010004 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
9月13日 (火) 270010005 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○

11月18日 (金) 270010007 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
11月25日 (金) 270010008 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
11月29日 (火) 270010009 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
12月22日 (木) 270010010 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
1月13日 (金) 270010011 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
1月6日 (金) 270010012 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○

1月20日 (金) 270010013 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
1月27日 (金) 270010014 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
2月1日 (水) 270010015 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○

2月21日 (火) 270010016 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
3月2日 (木) 270010017 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○
3月8日 (水) 270010018 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ○

12月1日 (木) 270010019 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町1-9 ×
6月29日 (水) 270020001 ダイハツ企業年金基金会館 池田市桃園1-2-13 ○
7月30日 (土) 270020002 ダイハツ企業年金基金会館 池田市桃園1-2-13 ○
8月27日 (土) 270020003 ダイハツ企業年金基金会館 池田市桃園1-2-13 ○
9月3日 (土) 270020004 ダイハツ企業年金基金会館 池田市桃園1-2-13 ×

10月15日 (土) 270020005 ダイハツ企業年金基金会館 池田市桃園1-2-13 ×
12月3日 (土) 270020006 ダイハツ企業年金基金会館 池田市桃園1-2-13 ○

12月21日 (水) 270020007 ダイハツ企業年金基金会館 池田市桃園1-2-13 ○
1月28日 (土) 270020008 ダイハツ企業年金基金会館 池田市桃園1-2-13 ○
3月4日 (土) 270020009 ダイハツ企業年金基金会館 池田市桃園1-2-13 ○
8月1日 (月) 270030001 ベルクラシック大阪 東大阪市新喜多2-1-29 ○

11月10日 (木) 270030002 ベルクラシック大阪 東大阪市新喜多2-1-29 ○
1月20日 (金) 270030003 ベルクラシック大阪 東大阪市新喜多2-1-29 ○
2月10日 (金) 270030004 ベルクラシック大阪 東大阪市新喜多2-1-29 ○
3月2日 (木) 270030005 ベルクラシック大阪 東大阪市新喜多2-1-29 ○

12月6日 (火) 270030006 ベルクラシック大阪 東大阪市新喜多2-1-29 ○
7月1日 (金) 270050001 南海浪切ホール 岸和田市港緑町1-1 ○

7月28日 (木) 270050002 南海浪切ホール 岸和田市港緑町1-1 ○
9月26日 (月) 270050003 南海浪切ホール 岸和田市港緑町1-1 ○
10月6日 (木) 270050004 南海浪切ホール 岸和田市港緑町1-1 ○
1月11日 (水) 270050005 南海浪切ホール 岸和田市港緑町1-1 ○
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1月26日 (木) 270050006 南海浪切ホール 岸和田市港緑町1-1 ○
2月8日 (水) 270050007 南海浪切ホール 岸和田市港緑町1-1 ○

2月17日 (金) 270050008 南海浪切ホール 岸和田市港緑町1-1 ○
3月7日 (火) 270050009 南海浪切ホール 岸和田市港緑町1-1 ○
7月6日 (水) 270060001 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○

7月14日 (木) 270060002 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
8月22日 (月) 270060003 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
8月23日 (火) 270060004 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
9月12日 (月) 270060005 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
9月15日 (木) 270060006 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○

10月11日 (火) 270060007 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
11月7日 (月) 270060008 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○

11月22日 (火) 270060009 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
12月5日 (月) 270060010 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
1月10日 (火) 270060011 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
1月17日 (火) 270060012 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
1月20日 (金) 270060013 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
1月25日 (水) 270060014 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
2月6日 (月) 270060015 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○

2月16日 (木) 270060016 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
2月27日 (月) 270060017 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
3月9日 (木) 270060018 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○

12月21日 (水) 270060019 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 ○
10月3日 (月) 270090001 寝屋川市立市民会館 寝屋川市秦町41-1 ○

10月31日 (月) 270090002 寝屋川市立市民会館 寝屋川市秦町41-1 ○
12月19日 (月) 270090003 寝屋川市立市民会館 寝屋川市秦町41-1 ○
1月23日 (月) 270090004 寝屋川市立市民会館 寝屋川市秦町41-1 ○
2月6日 (月) 270090005 寝屋川市立市民会館 寝屋川市秦町41-1 ○

7月14日 (木) 270100001 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
7月21日 (木) 270100002 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
8月4日 (木) 270100003 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
8月5日 (金) 270100004 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○

9月16日 (金) 270100005 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
9月29日 (木) 270100006 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ×
9月30日 (金) 270100007 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
10月7日 (金) 270100008 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
11月1日 (火) 270100009 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
11月9日 (水) 270100010 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○

11月22日 (火) 270100011 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
12月9日 (金) 270100012 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○

12月26日 (月) 270100013 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
1月19日 (木) 270100014 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
1月13日 (金) 270100015 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
1月24日 (火) 270100016 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
1月30日 (月) 270100017 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ×
2月10日 (金) 270100018 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
2月13日 (月) 270100019 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
3月6日 (月) 270100020 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
9月8日 (木) 270100021 千里阪急ホテル 豊中市新千里東町2-1 ○
8月6日 (土) 270110001 大阪ガーデンパレス 大阪市淀川区西宮原1-3-35 ○

12月26日 (月) 270110002 大阪ガーデンパレス 大阪市淀川区西宮原1-3-35 ○
1月30日 (月) 270110003 大阪ガーデンパレス 大阪市淀川区西宮原1-3-35 ○
2月7日 (火) 270110004 大阪ガーデンパレス 大阪市淀川区西宮原1-3-35 ○

2月22日 (水) 270110005 大阪ガーデンパレス 大阪市淀川区西宮原1-3-35 ○
7月22日 (金) 270130001 大阪科学技術センター 大阪市西区靱本町1-8-4 ○
10月3日 (月) 270130002 大阪科学技術センター 大阪市西区靱本町1-8-4 ○

10月17日 (月) 270130003 大阪科学技術センター 大阪市西区靱本町1-8-4 ○
2月2日 (木) 270130004 大阪科学技術センター 大阪市西区靱本町1-8-4 ○

2月24日 (金) 270130005 大阪科学技術センター 大阪市西区靱本町1-8-4 ○
2月14日 (火) 270140001 島本町ふれあいセンター 三島郡島本町桜井3-4-1 ×
8月19日 (金) 270150001 八尾市立総合体育館 八尾市青山町3-5-24 ○
9月16日 (金) 270150002 八尾市立総合体育館 八尾市青山町3-5-24 ○

11月18日 (金) 270150003 八尾市立総合体育館 八尾市青山町3-5-24 ○
12月16日 (金) 270150004 八尾市立総合体育館 八尾市青山町3-5-24 ○
1月20日 (金) 270150005 八尾市立総合体育館 八尾市青山町3-5-24 ○
2月17日 (金) 270150006 八尾市立総合体育館 八尾市青山町3-5-24 ○
9月24日 (土) 270160001 富田林市市民会館 富田林市粟ヶ池町2969-5 ×
2月3日 (金) 270160002 富田林市市民会館 富田林市粟ヶ池町2969-5 ×

6月18日 (土) 270180001 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
7月2日 (土) 270180002 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○

7月12日 (火) 270180003 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
8月2日 (火) 270180004 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○

10月21日 (金) 270180005 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
8月27日 (土) 270180006 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
9月17日 (土) 270180007 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ×
10月1日 (土) 270180008 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○

10月28日 (金) 270180009 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ×
10月29日 (土) 270180010 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ×
11月25日 (金) 270180011 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
12月12日 (月) 270180012 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
12月17日 (土) 270180013 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
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1月7日 (土) 270180014 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○

1月12日 (木) 270180015 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
12月24日 (土) 270180016 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
1月28日 (土) 270180017 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
2月18日 (土) 270180018 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
2月24日 (金) 270180019 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
2月28日 (火) 270180020 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
3月4日 (土) 270180021 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○

3月10日 (金) 270180022 ＴＷＩＮ２１・ＭＩＤタワー 大阪市中央区城見2-1-61 ○
9月22日 (木) 270190001 住吉大社吉祥殿 大阪市住吉区住吉2-9-89 ○

11月24日 (木) 270190002 住吉大社吉祥殿 大阪市住吉区住吉2-9-89 ○
2月7日 (火) 270190003 住吉大社吉祥殿 大阪市住吉区住吉2-9-89 ○

2月16日 (木) 270190004 住吉大社吉祥殿 大阪市住吉区住吉2-9-89 ×
11月4日 (金) 270190005 住吉大社吉祥殿 大阪市住吉区住吉2-9-89 ○
7月26日 (火) 270200001 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○
9月6日 (火) 270200002 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○

10月4日 (火) 270200003 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○
11月8日 (火) 270200004 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○
12月2日 (金) 270200005 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○

12月20日 (火) 270200006 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○
1月16日 (月) 270200007 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○
1月31日 (火) 270200008 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○
2月21日 (火) 270200009 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○
3月3日 (金) 270200010 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○

11月22日 (火) 270200011 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○
11月29日 (火) 270200012 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺 堺市堺区戎島町4-45-1 ○

8月8日 (月) 270210001 守口門真商工会館 門真市殿島町6-4 ○
10月13日 (木) 270210002 守口門真商工会館 門真市殿島町6-4 ○
10月28日 (金) 270210003 守口門真商工会館 門真市殿島町6-4 ○
12月6日 (火) 270210004 守口門真商工会館 門真市殿島町6-4 ○
2月20日 (月) 270220001 和泉市立人権文化センター 和泉市伯太町6-1-20 ×
8月25日 (木) 270230001 ニューコマンダーホテル大阪寝屋川 寝屋川市木田町17-4 ○
9月22日 (木) 270230002 ニューコマンダーホテル大阪寝屋川 寝屋川市木田町17-4 ○

11月15日 (火) 270230003 ニューコマンダーホテル大阪寝屋川 寝屋川市木田町17-4 ○
2月7日 (火) 270230004 ニューコマンダーホテル大阪寝屋川 寝屋川市木田町17-4 ○

7月13日 (水) 270230005 ニューコマンダーホテル大阪寝屋川 寝屋川市木田町17-4 ○
8月22日 (月) 270270001 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○
9月22日 (木) 270270002 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○

10月31日 (月) 270270003 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○
11月28日 (月) 270270004 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○
12月12日 (月) 270270005 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○
12月19日 (月) 270270006 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○
1月23日 (月) 270270007 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○
1月30日 (月) 270270008 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○
2月3日 (金) 270270009 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○

2月20日 (月) 270270010 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○
7月7日 (木) 270270011 いきいきランド交野 交野市向井田2-5-1 ○

12月6日 (火) 270310001 大東市立市民会館 大東市曙町4-6 ○
1月27日 (金) 270310002 大東市立市民会館 大東市曙町4-6 ○
3月1日 (水) 270310003 大東市立市民会館 大東市曙町4-6 ○
8月8日 (月) 270330001 羽曳野市立生活文化情報センターＬＩＣはびきの 羽曳野市軽里1-1-1 ○

12月23日 (金) 270330002 羽曳野市立生活文化情報センターＬＩＣはびきの 羽曳野市軽里1-1-1 ○
1月19日 (木) 270330003 羽曳野市立生活文化情報センターＬＩＣはびきの 羽曳野市軽里1-1-1 ○
8月5日 (金) 270340001 藤井寺市立市民総合会館（パープルホール） 藤井寺市北岡1-2 ○

11月21日 (月) 270340002 藤井寺市立市民総合会館（パープルホール） 藤井寺市北岡1-2 ○
8月18日 (木) 270350001 河内長野市立文化会館（ラブリーホール） 河内長野市西代町12-46 ○
12月1日 (木) 270350002 河内長野市立文化会館（ラブリーホール） 河内長野市西代町12-46 ○

12月27日 (火) 270360001 大阪御堂会館 大阪市中央区久太郎町4-1-11 ○
2月15日 (水) 270360002 大阪御堂会館 大阪市中央区久太郎町4-1-11 ○
11月9日 (水) 270390001 イオンモールりんくう泉南 泉南市りんくう南浜3-12 ○
12月7日 (水) 270390002 イオンモールりんくう泉南 泉南市りんくう南浜3-12 ○
9月24日 (土) 270400001 パナソニックリゾート大阪 吹田市青葉丘南10-1 ○

10月28日 (金) 270400002 パナソニックリゾート大阪 吹田市青葉丘南10-1 ○
12月16日 (金) 270400003 パナソニックリゾート大阪 吹田市青葉丘南10-1 ○
1月17日 (火) 270400004 パナソニックリゾート大阪 吹田市青葉丘南10-1 ○
7月4日 (月) 270410001 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○

7月28日 (木) 270410002 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○
8月8日 (月) 270410003 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○

8月18日 (木) 270410004 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○
9月12日 (月) 270410005 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○
9月26日 (月) 270410006 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○
11月4日 (金) 270410007 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○

11月21日 (月) 270410008 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○
12月15日 (木) 270410009 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○

2月9日 (木) 270410010 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○
2月17日 (金) 270410011 枚方市総合文化芸術センター 大阪府枚方市新町2丁目1番60号 ○
9月21日 (水) 270420001 万博記念公園　迎賓館 大阪府吹田市千里万博公園9-1 ○
10月5日 (水) 270420002 万博記念公園　迎賓館 大阪府吹田市千里万博公園9-1 ○

10月19日 (水) 270420003 万博記念公園　迎賓館 大阪府吹田市千里万博公園9-1 ○
10月6日 (木) 270420004 万博記念公園　迎賓館 大阪府吹田市千里万博公園9-1 ○

11月30日 (水) 270420005 万博記念公園　迎賓館 大阪府吹田市千里万博公園9-1 ○
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1月10日 (火) 270420007 万博記念公園　迎賓館 大阪府吹田市千里万博公園9-1 ○
2月8日 (水) 270420009 万博記念公園　迎賓館 大阪府吹田市千里万博公園9-1 ○
3月1日 (水) 270420010 万博記念公園　迎賓館 大阪府吹田市千里万博公園9-1 ○

7月1日 (金) 280010001 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月2日 (土) 280010002 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月4日 (月) 280010003 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月5日 (火) 280010004 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月6日 (水) 280010005 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月7日 (木) 280010006 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月8日 (金) 280010007 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

7月11日 (月) 280010008 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月12日 (火) 280010009 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月13日 (水) 280010010 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月14日 (木) 280010011 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月15日 (金) 280010012 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月16日 (土) 280010013 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月19日 (火) 280010014 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月20日 (水) 280010015 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月21日 (木) 280010016 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月22日 (金) 280010017 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月25日 (月) 280010018 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月26日 (火) 280010019 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月27日 (水) 280010020 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月28日 (木) 280010021 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月29日 (金) 280010022 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
7月30日 (土) 280010023 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月1日 (月) 280010024 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月2日 (火) 280010025 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月3日 (水) 280010026 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月4日 (木) 280010027 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月5日 (金) 280010028 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月6日 (土) 280010029 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月8日 (月) 280010030 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月9日 (火) 280010031 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

8月10日 (水) 280010032 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月17日 (水) 280010033 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月18日 (木) 280010034 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月19日 (金) 280010035 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月20日 (土) 280010036 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月22日 (月) 280010037 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月23日 (火) 280010038 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月24日 (水) 280010039 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月25日 (木) 280010040 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月26日 (金) 280010041 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月27日 (土) 280010042 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月29日 (月) 280010043 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月30日 (火) 280010044 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月31日 (水) 280010045 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月1日 (木) 280010046 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月2日 (金) 280010047 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月3日 (土) 280010048 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月5日 (月) 280010049 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月6日 (火) 280010050 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月7日 (水) 280010051 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月8日 (木) 280010052 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月9日 (金) 280010053 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

9月12日 (月) 280010054 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月13日 (火) 280010055 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月14日 (水) 280010056 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月15日 (木) 280010057 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月16日 (金) 280010058 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月17日 (土) 280010059 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月20日 (火) 280010060 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月21日 (水) 280010061 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月22日 (木) 280010062 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月24日 (土) 280010063 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月26日 (月) 280010064 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月27日 (火) 280010065 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月28日 (水) 280010066 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月29日 (木) 280010067 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月30日 (金) 280010068 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月1日 (土) 280010069 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月3日 (月) 280010070 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月4日 (火) 280010071 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月5日 (水) 280010072 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月6日 (木) 280010073 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月7日 (金) 280010074 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

10月11日 (火) 280010075 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月12日 (水) 280010076 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月13日 (木) 280010077 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
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10月14日 (金) 280010078 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月15日 (土) 280010079 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月17日 (月) 280010080 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月18日 (火) 280010081 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月19日 (水) 280010082 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月20日 (木) 280010083 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月21日 (金) 280010084 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月24日 (月) 280010085 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月25日 (火) 280010086 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月26日 (水) 280010087 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月27日 (木) 280010088 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月28日 (金) 280010089 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月29日 (土) 280010090 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
10月31日 (月) 280010091 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月1日 (火) 280010092 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月2日 (水) 280010093 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月4日 (金) 280010094 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月5日 (土) 280010095 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月7日 (月) 280010096 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月8日 (火) 280010097 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月9日 (水) 280010098 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

11月10日 (木) 280010099 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月11日 (金) 280010100 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月12日 (土) 280010101 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月14日 (月) 280010102 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月15日 (火) 280010103 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月16日 (水) 280010104 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月17日 (木) 280010105 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月18日 (金) 280010106 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月19日 (土) 280010107 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月21日 (月) 280010108 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月22日 (火) 280010109 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月24日 (木) 280010110 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月25日 (金) 280010111 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月26日 (土) 280010112 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月28日 (月) 280010113 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月29日 (火) 280010114 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
11月30日 (水) 280010115 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月1日 (木) 280010116 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月2日 (金) 280010117 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月3日 (土) 280010118 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月4日 (日) 280010119 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月5日 (月) 280010120 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月6日 (火) 280010121 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月7日 (水) 280010122 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月8日 (木) 280010123 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月9日 (金) 280010124 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

12月12日 (月) 280010125 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月14日 (水) 280010126 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月15日 (木) 280010127 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月16日 (金) 280010128 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月17日 (土) 280010129 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月18日 (日) 280010130 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月19日 (月) 280010131 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月20日 (火) 280010132 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月21日 (水) 280010133 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月22日 (木) 280010134 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月23日 (金) 280010135 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

7月9日 (土) 280010136 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
9月10日 (土) 280010137 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

10月22日 (土) 280010138 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月24日 (土) 280010139 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月26日 (月) 280010140 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
12月27日 (火) 280010141 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

1月6日 (金) 280010142 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月7日 (土) 280010143 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

1月10日 (火) 280010144 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月11日 (水) 280010145 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月12日 (木) 280010146 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月13日 (金) 280010147 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月16日 (月) 280010148 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月17日 (火) 280010149 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月18日 (水) 280010150 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月19日 (木) 280010151 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月20日 (金) 280010152 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月21日 (土) 280010153 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月23日 (月) 280010154 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月24日 (火) 280010155 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月25日 (水) 280010156 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月26日 (木) 280010157 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月27日 (金) 280010158 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
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1月28日 (土) 280010159 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月30日 (月) 280010160 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
1月31日 (火) 280010161 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月1日 (水) 280010162 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月2日 (木) 280010163 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月3日 (金) 280010164 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月4日 (土) 280010165 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月6日 (月) 280010166 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月7日 (火) 280010167 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月8日 (水) 280010168 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月9日 (木) 280010169 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○

2月10日 (金) 280010170 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月13日 (月) 280010171 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月14日 (火) 280010172 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月15日 (水) 280010173 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月16日 (木) 280010174 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
2月17日 (金) 280010175 （一財）京都工場保健会　神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3F ○
8月25日 (木) 280030001 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○

10月25日 (火) 280030002 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
11月4日 (金) 280030003 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○

11月29日 (火) 280030004 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
11月30日 (水) 280030005 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
12月16日 (金) 280030006 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
12月27日 (火) 280030007 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
1月12日 (木) 280030008 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
1月18日 (水) 280030009 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
2月1日 (水) 280030010 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
2月9日 (木) 280030011 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
3月7日 (火) 280030012 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○

7月22日 (金) 280030013 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 ○
7月6日 (水) 280050001 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○

7月25日 (月) 280050002 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
8月2日 (火) 280050003 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○

8月22日 (月) 280050004 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
11月15日 (火) 280050005 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
11月28日 (月) 280050006 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
12月14日 (水) 280050007 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
12月23日 (金) 280050008 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
1月10日 (火) 280050009 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
1月17日 (火) 280050010 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
1月23日 (月) 280050011 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
2月2日 (木) 280050012 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
3月2日 (木) 280050013 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○

2月21日 (火) 280050014 ホテルヴィスキオ尼崎 尼崎市潮江1-4-1 ○
8月9日 (火) 280060001 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○

8月10日 (水) 280060002 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○
9月20日 (火) 280060004 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○

11月14日 (月) 280060005 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○
12月8日 (木) 280060006 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○
1月6日 (金) 280060007 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○
2月3日 (金) 280060008 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○

2月14日 (火) 280060009 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○
3月6日 (月) 280060010 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○
7月8日 (金) 280060011 伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-33 ○

8月26日 (金) 280070002 加古川市民会館 加古川市加古川町北在家41 ○
10月26日 (水) 280070003 加古川市民会館 加古川市加古川町北在家41 ○
10月31日 (月) 280070004 加古川市民会館 加古川市加古川町北在家41 ○
11月1日 (火) 280070005 加古川市民会館 加古川市加古川町北在家41 ○

11月22日 (火) 280070006 加古川市民会館 加古川市加古川町北在家41 ○
12月26日 (月) 280070007 加古川市民会館 加古川市加古川町北在家41 ○
1月27日 (金) 280070008 加古川市民会館 加古川市加古川町北在家41 ○
2月7日 (火) 280070009 加古川市民会館 加古川市加古川町北在家41 ○

7月21日 (木) 280070010 加古川市民会館 加古川市加古川町北在家41 ○
6月25日 (土) 280090001 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○
7月16日 (土) 280090002 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○
8月6日 (土) 280090003 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○

9月24日 (土) 280090004 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○
10月15日 (土) 280090005 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○
11月5日 (土) 280090006 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○

11月19日 (土) 280090007 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ×
12月3日 (土) 280090008 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○

12月24日 (土) 280090009 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○
1月7日 (土) 280090010 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○

1月28日 (土) 280090011 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○
2月4日 (土) 280090012 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○

2月18日 (土) 280090013 酒蔵通り煉瓦館 西宮市用海町4-28 ○
12月15日 (木) 280100001 赤穂ロイヤルホテル 赤穂市加里屋中洲3250 ○
1月21日 (土) 280100002 赤穂ロイヤルホテル 赤穂市加里屋中洲3250 ○
2月14日 (火) 280100003 赤穂ロイヤルホテル 赤穂市加里屋中洲3250 ○

10月11日 (火) 280120001 福崎町エルデホール 神崎郡福崎町福田116-2 ○
12月9日 (金) 280120002 福崎町エルデホール 神崎郡福崎町福田116-2 ○
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6月27日 (月) 280130001 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○
8月5日 (金) 280130002 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○
8月9日 (火) 280130003 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○

8月29日 (月) 280130004 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○
9月15日 (木) 280130005 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○

10月17日 (月) 280130006 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○
11月2日 (水) 280130007 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○

11月24日 (木) 280130008 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○
12月5日 (月) 280130009 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○

12月22日 (木) 280130010 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○
1月13日 (金) 280130011 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○
2月3日 (金) 280130012 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○

2月13日 (月) 280130013 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○
7月20日 (水) 280130014 兵庫建設会館 神戸市西区美賀多台1-1-2 ○
7月13日 (水) 280140001 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
7月27日 (水) 280140002 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
8月3日 (水) 280140003 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○

8月17日 (水) 280140004 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
8月24日 (水) 280140005 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
8月31日 (水) 280140006 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
9月7日 (水) 280140007 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○

9月14日 (水) 280140008 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
9月21日 (水) 280140009 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
9月28日 (水) 280140010 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
10月5日 (水) 280140011 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○

10月12日 (水) 280140012 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
10月26日 (水) 280140013 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
11月2日 (水) 280140014 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○

11月16日 (水) 280140015 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
11月30日 (水) 280140016 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
12月7日 (水) 280140017 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○

12月14日 (水) 280140018 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
12月21日 (水) 280140019 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
1月11日 (水) 280140020 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
1月18日 (水) 280140021 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
1月25日 (水) 280140022 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
2月1日 (水) 280140023 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
2月8日 (水) 280140024 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○

2月15日 (水) 280140025 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
2月22日 (水) 280140026 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
3月1日 (水) 280140027 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○
3月8日 (水) 280140028 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 ○

10月29日 (土) 280170001 神戸ファッションマート 神戸市東灘区向洋町中6-9 ○
7月29日 (金) 280180001 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
8月3日 (水) 280180002 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
8月4日 (木) 280180003 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○

8月20日 (土) 280180004 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
10月21日 (金) 280180005 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
10月24日 (月) 280180006 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
11月11日 (金) 280180007 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
11月7日 (月) 280180008 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○

11月18日 (金) 280180009 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
11月28日 (月) 280180010 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
12月12日 (月) 280180011 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
12月19日 (月) 280180012 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
1月16日 (月) 280180013 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
1月31日 (火) 280180014 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
2月6日 (月) 280180015 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○

2月22日 (水) 280180016 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
2月28日 (火) 280180017 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
3月9日 (木) 280180018 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○

11月30日 (水) 280180019 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ○
12月8日 (木) 280180020 神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 ×
10月3日 (月) 280190001 高砂市文化保健センター 高砂市高砂町朝日町1-2-1 ○

12月17日 (土) 280190002 高砂市文化保健センター 高砂市高砂町朝日町1-2-1 ×
1月19日 (木) 280190003 高砂市文化保健センター 高砂市高砂町朝日町1-2-1 ○
2月16日 (木) 280190004 高砂市文化保健センター 高砂市高砂町朝日町1-2-1 ○

10月14日 (金) 280210001 小野市うるおい交流館エクラ 小野市中島町72 ○
2月20日 (月) 280210002 小野市うるおい交流館エクラ 小野市中島町72 ○
12月8日 (木) 280270001 稲美町文化会館コスモホール 加古郡稲美町国安1286-1 ○
7月2日 (土) 280290001 たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 ○

10月20日 (木) 280290002 たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 ○
10月7日 (金) 280290003 たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 ○

10月27日 (木) 280290004 たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 ○
12月6日 (火) 280290005 たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 ○
1月6日 (金) 280290006 たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 ○
2月2日 (木) 280290007 たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 ○

10月6日 (木) 280310001 但馬地域地場産業振興センター 豊岡市大磯町1-79 ○
12月1日 (木) 280310002 但馬地域地場産業振興センター 豊岡市大磯町1-79 ○
8月23日 (火) 280320001 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
8月24日 (水) 280320002 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
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8月25日 (木) 280320003 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
8月26日 (金) 280320004 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
8月30日 (火) 280320005 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
8月31日 (水) 280320006 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
9月27日 (火) 280320007 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○

10月12日 (水) 280320008 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
10月13日 (木) 280320009 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
11月25日 (金) 280320012 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
12月2日 (金) 280320014 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○

12月20日 (火) 280320016 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
1月26日 (木) 280320018 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
2月10日 (金) 280320019 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○
3月3日 (金) 280320020 明石市民会館 明石市中崎1-3-1 ○

7月19日 (火) 280340001 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
8月19日 (金) 280340002 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
8月22日 (月) 280340003 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
8月23日 (火) 280340004 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
9月26日 (月) 280340005 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
11月7日 (月) 280340006 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○

11月21日 (月) 280340007 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
12月1日 (木) 280340008 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○

12月22日 (木) 280340009 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
1月11日 (水) 280340010 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
2月20日 (月) 280340011 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
3月10日 (金) 280340012 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○

12月14日 (水) 280340013 キセラ川西プラザ 川西市火打1-12-16 ○
12月14日 (水) 280350001 相生市文化会館扶桑電通なぎさホール 相生市相生6-1-1 ○
1月20日 (金) 280350002 相生市文化会館扶桑電通なぎさホール 相生市相生6-1-1 ○
7月1日 (金) 280360001 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月2日 (土) 280360002 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月6日 (水) 280360003 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月7日 (木) 280360004 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月8日 (金) 280360005 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

7月13日 (水) 280360006 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月14日 (木) 280360007 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月15日 (金) 280360008 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月16日 (土) 280360009 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月20日 (水) 280360010 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月21日 (木) 280360011 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月22日 (金) 280360012 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月27日 (水) 280360013 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月28日 (木) 280360014 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月29日 (金) 280360015 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月30日 (土) 280360016 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月3日 (水) 280360017 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月4日 (木) 280360018 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月5日 (金) 280360019 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月6日 (土) 280360020 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

8月10日 (水) 280360021 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月17日 (水) 280360022 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月18日 (木) 280360023 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月19日 (金) 280360024 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月20日 (土) 280360025 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月24日 (水) 280360026 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月25日 (木) 280360027 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月26日 (金) 280360028 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月27日 (土) 280360029 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月31日 (水) 280360030 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月1日 (木) 280360031 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月2日 (金) 280360032 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月3日 (土) 280360033 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月7日 (水) 280360034 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月8日 (木) 280360035 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月9日 (金) 280360036 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

9月14日 (水) 280360037 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月15日 (木) 280360038 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月16日 (金) 280360039 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月17日 (土) 280360040 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月21日 (水) 280360041 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月22日 (木) 280360042 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月24日 (土) 280360043 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月28日 (水) 280360044 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月29日 (木) 280360045 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月30日 (金) 280360046 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月1日 (土) 280360047 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月5日 (水) 280360048 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月6日 (木) 280360049 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月7日 (金) 280360050 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

10月12日 (水) 280360051 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月13日 (木) 280360052 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月14日 (金) 280360053 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
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10月15日 (土) 280360054 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月19日 (水) 280360055 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月20日 (木) 280360056 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月21日 (金) 280360057 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月26日 (水) 280360058 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月27日 (木) 280360059 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月28日 (金) 280360060 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月29日 (土) 280360061 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月2日 (水) 280360062 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月4日 (金) 280360063 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月5日 (土) 280360064 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月9日 (水) 280360065 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

11月10日 (木) 280360066 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月11日 (金) 280360067 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月16日 (水) 280360068 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月17日 (木) 280360069 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月18日 (金) 280360070 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月19日 (土) 280360071 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月24日 (木) 280360072 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月25日 (金) 280360073 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月26日 (土) 280360074 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月30日 (水) 280360075 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月1日 (木) 280360076 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月2日 (金) 280360077 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月3日 (土) 280360078 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月7日 (水) 280360079 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月8日 (木) 280360080 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月9日 (金) 280360081 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

12月14日 (水) 280360082 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月15日 (木) 280360083 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月16日 (金) 280360084 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月17日 (土) 280360085 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月21日 (水) 280360086 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月22日 (木) 280360087 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月23日 (金) 280360088 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月24日 (土) 280360089 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

1月6日 (金) 280360091 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月7日 (土) 280360092 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

1月11日 (水) 280360093 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月12日 (木) 280360094 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月13日 (金) 280360095 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月18日 (水) 280360096 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月19日 (木) 280360097 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月20日 (金) 280360098 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月21日 (土) 280360099 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月25日 (水) 280360100 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月26日 (木) 280360101 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月27日 (金) 280360102 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月28日 (土) 280360103 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月1日 (水) 280360104 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月2日 (木) 280360105 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月3日 (金) 280360106 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月4日 (土) 280360107 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月8日 (水) 280360108 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月9日 (木) 280360109 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

2月10日 (金) 280360110 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月15日 (水) 280360111 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月16日 (木) 280360112 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月17日 (金) 280360113 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月4日 (月) 280360114 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月5日 (火) 280360115 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月9日 (土) 280360116 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

7月11日 (月) 280360117 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月12日 (火) 280360118 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月19日 (火) 280360119 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月25日 (月) 280360120 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
7月26日 (火) 280360121 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月1日 (月) 280360122 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月2日 (火) 280360123 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月8日 (月) 280360124 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月9日 (火) 280360125 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

8月22日 (月) 280360126 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月23日 (火) 280360127 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月29日 (月) 280360128 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
8月30日 (火) 280360129 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月5日 (月) 280360130 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月6日 (火) 280360131 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

9月10日 (土) 280360132 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月12日 (月) 280360133 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月13日 (火) 280360134 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月20日 (火) 280360135 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
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9月26日 (月) 280360136 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
9月27日 (火) 280360137 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月3日 (月) 280360138 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月4日 (火) 280360139 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

10月11日 (火) 280360140 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月17日 (月) 280360141 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月18日 (火) 280360142 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月22日 (土) 280360143 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月24日 (月) 280360144 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月25日 (火) 280360145 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
10月31日 (月) 280360146 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月1日 (火) 280360147 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月7日 (月) 280360148 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月8日 (火) 280360149 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

11月12日 (土) 280360150 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月14日 (月) 280360151 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月15日 (火) 280360152 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月21日 (月) 280360153 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月22日 (火) 280360154 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月28日 (月) 280360155 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
11月29日 (火) 280360156 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月5日 (月) 280360157 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月6日 (火) 280360158 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

12月12日 (月) 280360159 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月19日 (月) 280360160 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月20日 (火) 280360161 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月26日 (月) 280360162 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
12月27日 (火) 280360163 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月10日 (火) 280360164 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月16日 (月) 280360165 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月17日 (火) 280360166 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月23日 (月) 280360167 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月24日 (火) 280360168 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月30日 (月) 280360169 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月31日 (火) 280360170 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月6日 (月) 280360171 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月7日 (火) 280360172 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○

2月13日 (月) 280360173 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
2月14日 (火) 280360174 （一財）京都工場保健会　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3Ｆ ○
1月30日 (月) 280370001 道の駅　みき 三木市福井2426番地先 ○
7月2日 (土) 280390001 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○

7月16日 (土) 280390002 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
7月30日 (土) 280390003 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
8月20日 (土) 280390004 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
8月27日 (土) 280390005 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
9月3日 (土) 280390006 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○

9月17日 (土) 280390007 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
9月24日 (土) 280390008 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○

10月15日 (土) 280390009 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
10月29日 (土) 280390010 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
11月26日 (土) 280390011 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
12月24日 (土) 280390012 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○

1月7日 (土) 280390013 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
2月4日 (土) 280390014 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○

2月18日 (土) 280390015 （一財）京都工場保健会　ＢＲＩＯ健診クリニック 尼崎市塚口本町6-9-22 ○
9月2日 (金) 280400001 しづかホール 淡路市志筑新島5-4 ○

7月12日 (火) 290010001 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
8月31日 (水) 290010002 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
10月6日 (木) 290010003 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
11月2日 (水) 290010005 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○

11月11日 (金) 290010006 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
11月29日 (火) 290010007 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
12月15日 (木) 290010008 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
12月22日 (木) 290010009 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
1月17日 (火) 290010010 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
1月24日 (火) 290010011 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
2月17日 (金) 290010013 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
2月28日 (火) 290010014 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○

12月27日 (火) 290010015 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 橿原市久米町652-2 ○
7月22日 (金) 290020001 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
7月29日 (金) 290020002 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
8月2日 (火) 290020003 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○

8月26日 (金) 290020004 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
9月16日 (金) 290020005 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
8月25日 (木) 290020006 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
10月3日 (月) 290020007 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○

10月31日 (月) 290020008 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
11月1日 (火) 290020009 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○

11月28日 (月) 290020010 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
12月2日 (金) 290020011 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
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12月24日 (土) 290020012 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
12月21日 (水) 290020013 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○

1月6日 (金) 290020014 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
1月23日 (月) 290020015 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
2月2日 (木) 290020016 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○

2月10日 (金) 290020017 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
2月28日 (火) 290020018 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○
3月6日 (月) 290020019 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ○

12月5日 (月) 290020020 奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 ×
9月9日 (金) 290050001 南コミュニティセンターせせらぎ 生駒市小瀬町18 ○

11月4日 (金) 290050002 南コミュニティセンターせせらぎ 生駒市小瀬町18 ○
1月13日 (金) 290050003 南コミュニティセンターせせらぎ 生駒市小瀬町18 ○
8月24日 (水) 290060001 北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 生駒市上町1543 ○

10月26日 (水) 290060002 北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 生駒市上町1543 ○
12月21日 (水) 290060003 北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 生駒市上町1543 ○
1月27日 (金) 290070001 香芝市ふたかみ文化センター 香芝市藤山1-17-17 ×
10月7日 (金) 290080001 奈良プラザホテル 天理市嘉幡町600-1 ○
1月26日 (木) 290080002 奈良プラザホテル 天理市嘉幡町600-1 ×
9月8日 (木) 290090001 大和高田さざんかホール 大和高田市本郷町6-36 ○

12月1日 (木) 290090002 大和高田さざんかホール 大和高田市本郷町6-36 ○
8月19日 (金) 290110001 いかるがホール 生駒郡斑鳩町興留10-6-43 ○

11月24日 (木) 290120001 イオンモール大和郡山 大和郡山市下三橋町741 ○
1月25日 (水) 290120002 イオンモール大和郡山 大和郡山市下三橋町741 ○

7月7日 (木) 300010001 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 ○
7月8日 (金) 300010002 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 ○

7月29日 (金) 300010003 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 ○
9月14日 (水) 300010004 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 ○
9月29日 (木) 300010005 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 ○

11月11日 (金) 300010006 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 ○
12月8日 (木) 300010007 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 ○
12月9日 (金) 300010008 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 ○
1月12日 (木) 300010009 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 ○

11月10日 (木) 300020001 イオンモール和歌山 和歌山市中字楠谷573 ○
9月28日 (水) 300030001 ビッグ・ユー 和歌山県田辺市新庄町3353-9 ○
9月27日 (火) 300040001 和歌山ビッグ愛 和歌山県和歌山市手平２丁目１-２ ○
1月13日 (金) 300040002 和歌山ビッグ愛 和歌山県和歌山市手平２丁目１-２ ○

11月30日 (水) 310040001 鳥取産業体育館 鳥取市天神町50-2 ○

8月4日 (木) 320040001 島根県民会館 松江市殿町158 ○
9月9日 (金) 320040002 島根県民会館 松江市殿町158 ○

12月8日 (木) 320040003 島根県民会館 松江市殿町158 ○

1月16日 (月) 330040001 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月17日 (火) 330040002 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月18日 (水) 330040003 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月19日 (木) 330040004 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月20日 (金) 330040005 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月23日 (月) 330040006 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月24日 (火) 330040007 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月25日 (水) 330040008 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月26日 (木) 330040009 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月27日 (金) 330040010 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月30日 (月) 330040011 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
1月31日 (火) 330040012 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
2月1日 (水) 330040013 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
2月2日 (木) 330040014 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
2月3日 (金) 330040015 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター岡山 岡山市北区大供2-3-1 ○
8月3日 (水) 330080001 津山商工会議所 津山市山下30-9 ○
8月1日 (月) 330090001 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月2日 (火) 330090002 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月3日 (水) 330090003 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月4日 (木) 330090004 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月5日 (金) 330090005 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月8日 (月) 330090006 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月9日 (火) 330090007 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○

8月10日 (水) 330090008 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月12日 (金) 330090009 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月16日 (火) 330090010 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月17日 (水) 330090011 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月18日 (木) 330090012 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月19日 (金) 330090013 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月22日 (月) 330090014 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月23日 (火) 330090015 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月24日 (水) 330090016 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月25日 (木) 330090017 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月26日 (金) 330090018 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月29日 (月) 330090019 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
8月30日 (火) 330090020 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月1日 (水) 330090021 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
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2月2日 (木) 330090022 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月3日 (金) 330090023 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月6日 (月) 330090024 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月7日 (火) 330090025 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月8日 (水) 330090026 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月9日 (木) 330090027 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○

2月10日 (金) 330090028 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月13日 (月) 330090029 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月14日 (火) 330090030 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月15日 (水) 330090031 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月16日 (木) 330090032 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月17日 (金) 330090033 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月20日 (月) 330090034 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月21日 (火) 330090035 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○
2月22日 (水) 330090036 （一財）淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア ○

7月23日 (土) 340060001 ＩＨＩアリーナ呉（呉市体育館） 呉市中央4-1-1 ○
9月24日 (土) 340060002 ＩＨＩアリーナ呉（呉市体育館） 呉市中央4-1-1 ○

10月22日 (土) 340060003 ＩＨＩアリーナ呉（呉市体育館） 呉市中央4-1-1 ○
1月28日 (土) 340060004 ＩＨＩアリーナ呉（呉市体育館） 呉市中央4-1-1 ○
7月15日 (金) 340090001 安芸グランドホテル 廿日市市宮島口西1-1-17 ○

12月16日 (金) 340090002 安芸グランドホテル 廿日市市宮島口西1-1-17 ○
8月12日 (金) 340100001 三原リージョンプラザ 三原市円一町2-1-1 ○
8月27日 (土) 340140001 シシンヨーオークアリーナ（呉市総合体育館） 呉市広大新開1-7-1 ○

11月12日 (土) 340140002 シシンヨーオークアリーナ（呉市総合体育館） 呉市広大新開1-7-1 ○
12月10日 (土) 340140003 シシンヨーオークアリーナ（呉市総合体育館） 呉市広大新開1-7-1 ○
7月14日 (木) 340170001 広島県立広島産業会館 広島市南区比治山本町12-18 ○
8月1日 (月) 340170002 広島県立広島産業会館 広島市南区比治山本町12-18 ○

8月18日 (木) 340170004 広島県立広島産業会館 広島市南区比治山本町12-18 ○
10月7日 (金) 340170005 広島県立広島産業会館 広島市南区比治山本町12-18 ○

11月10日 (木) 340170006 広島県立広島産業会館 広島市南区比治山本町12-18 ○
12月9日 (金) 340170007 広島県立広島産業会館 広島市南区比治山本町12-18 ○
2月3日 (金) 340170008 広島県立広島産業会館 広島市南区比治山本町12-18 ○

9月30日 (金) 340190001 みやび 福山市南蔵王町4-5-18 ○
8月8日 (月) 340210001 下見福祉会館 東広島市西条下見5-4-8 ○

12月26日 (月) 340210002 下見福祉会館 東広島市西条下見5-4-8 ○
9月12日 (月) 340220001 広島マリーナホップ 広島市西区観音新町4-14-35 ○
9月21日 (水) 340220002 広島マリーナホップ 広島市西区観音新町4-14-35 ○

10月21日 (金) 340220003 広島マリーナホップ 広島市西区観音新町4-14-35 ○
11月4日 (金) 340220004 広島マリーナホップ 広島市西区観音新町4-14-35 ○
12月1日 (木) 340220005 広島マリーナホップ 広島市西区観音新町4-14-35 ○
1月20日 (金) 340220006 広島マリーナホップ 広島市西区観音新町4-14-35 ○
2月1日 (水) 340220007 広島マリーナホップ 広島市西区観音新町4-14-35 ○
8月5日 (金) 340220008 広島マリーナホップ 広島市西区観音新町4-14-35 ○

7月11日 (月) 340230001 広島県立ふくやま産業交流館（ビッグローズ） 福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5 ○
7月29日 (金) 340230002 広島県立ふくやま産業交流館（ビッグローズ） 福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5 ○
1月16日 (月) 340230003 広島県立ふくやま産業交流館（ビッグローズ） 福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5 ○
2月2日 (木) 340230004 広島県立ふくやま産業交流館（ビッグローズ） 福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5 ○

8月10日 (水) 360010001 徳島グランヴィリオホテル 徳島市万代町3-5-1 ○
11月2日 (水) 360020001 イオンモール徳島 徳島市南末広町4-1 ○
1月6日 (金) 360020002 イオンモール徳島 徳島市南末広町4-1 ○

7月25日 (月) 370010001 オークラホテル丸亀 丸亀市富士見町3-3-50 ○
8月29日 (月) 370010002 オークラホテル丸亀 丸亀市富士見町3-3-50 ○

11月21日 (月) 370010003 オークラホテル丸亀 丸亀市富士見町3-3-50 ○
8月22日 (月) 370020001 サンメッセ香川 高松市林町2217-1 ○
9月26日 (月) 370020002 サンメッセ香川 高松市林町2217-1 ○
10月3日 (月) 370020003 サンメッセ香川 高松市林町2217-1 ○

11月28日 (月) 370020004 サンメッセ香川 高松市林町2217-1 ○
12月19日 (月) 370020005 サンメッセ香川 高松市林町2217-1 ○
1月23日 (月) 370020006 サンメッセ香川 高松市林町2217-1 ○

12月12日 (月) 370040001 レグザムボールパーク丸亀（丸亀市民球場） 丸亀市金倉町975番地 ○

7月28日 (木) 380030001 ウエルピア伊予 伊予市下三谷1761-1 ○
8月25日 (木) 380030002 ウエルピア伊予 伊予市下三谷1761-1 ○
9月29日 (木) 380030003 ウエルピア伊予 伊予市下三谷1761-1 ○
1月18日 (水) 380030004 ウエルピア伊予 伊予市下三谷1761-1 ○
2月9日 (木) 380030005 ウエルピア伊予 伊予市下三谷1761-1 ○

8月24日 (水) 380040002 愛媛県県民文化会館（旧ひめぎんホール） 松山市道後町2-5-1 ○
9月28日 (水) 380040003 愛媛県県民文化会館（旧ひめぎんホール） 松山市道後町2-5-1 ○

12月22日 (木) 380040004 愛媛県県民文化会館（旧ひめぎんホール） 松山市道後町2-5-1 ○
2月8日 (水) 380040005 愛媛県県民文化会館（旧ひめぎんホール） 松山市道後町2-5-1 ○

7月27日 (水) 380050001 アイテムえひめ 松山市大可賀2-1-28 ○
7月21日 (木) 380060001 新居浜テレコムプラザ 新居浜市坂井町2-3-17 ○

12月23日 (金) 380060002 新居浜テレコムプラザ 新居浜市坂井町2-3-17 ○

7月20日 (水) 390040001 高知市総合体育館 高知市大原町158番地 ○
12月15日 (木) 390040002 高知市総合体育館 高知市大原町158番地 ○

8月17日 (水) 350040001 山口市民会館 山口市中央2-5-1 ○
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12月15日 (木) 350060001 下関市民会館 下関市竹崎町4-5-1 ○
8月19日 (金) 350070001 ＣＯＣＯＬＡＮＤ山口・宇部 宇部市上宇部75 ○

12月22日 (木) 350110001 周南市文化会館 周南市徳山5854-41 ○
12月21日 (水) 350150001 岩国市周東勤労青少年ホーム 岩国市周東町用田10137-8 ○

9月9日 (金) 400010001 イオンモール筑紫野 筑紫野市立明寺434-1 ○
10月12日 (水) 400010002 イオンモール筑紫野 筑紫野市立明寺434-1 ○
11月14日 (月) 400010003 イオンモール筑紫野 筑紫野市立明寺434-1 ○
12月9日 (金) 400010004 イオンモール筑紫野 筑紫野市立明寺434-1 ○

11月30日 (水) 400020001 イオンモール直方 直方市湯野原2-1-1 ○
8月2日 (火) 400030001 イオンモール福岡 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 ○
9月7日 (水) 400030002 イオンモール福岡 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 ○

11月28日 (月) 400030003 イオンモール福岡 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 ○
12月3日 (土) 400030004 イオンモール福岡 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 ○
1月13日 (金) 400030005 イオンモール福岡 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 ○
9月9日 (金) 400040001 イオンモール香椎浜 福岡市東区香椎浜3-12-1 ○

12月13日 (火) 400040002 イオンモール香椎浜 福岡市東区香椎浜3-12-1 ○
1月24日 (火) 400040003 イオンモール香椎浜 福岡市東区香椎浜3-12-1 ○
8月22日 (月) 400050001 ヒルトン福岡シーホーク 福岡市中央区地行浜2-2-3 ○
9月21日 (水) 400050002 ヒルトン福岡シーホーク 福岡市中央区地行浜2-2-3 ○

11月25日 (金) 400050003 ヒルトン福岡シーホーク 福岡市中央区地行浜2-2-3 ○
1月10日 (火) 400050004 ヒルトン福岡シーホーク 福岡市中央区地行浜2-2-3 ○

12月10日 (土) 400070001 健康福祉センター　あごら 糸島市大字潤1-22-1 ○
9月28日 (水) 400080001 宗像ユリックス 宗像市久原400 ○
12月7日 (水) 400080002 宗像ユリックス 宗像市久原400 ○
8月9日 (火) 400150001 THE STEEL HOUSE(ザ・スティールハウス)旧：アルモニーサンク 北九州市小倉北区大手町12-3 ○

9月13日 (火) 400150002 THE STEEL HOUSE(ザ・スティールハウス)旧：アルモニーサンク 北九州市小倉北区大手町12-3 ○
11月17日 (木) 400150003 THE STEEL HOUSE(ザ・スティールハウス)旧：アルモニーサンク 北九州市小倉北区大手町12-3 ○
12月6日 (火) 400150004 THE STEEL HOUSE(ザ・スティールハウス)旧：アルモニーサンク 北九州市小倉北区大手町12-3 ○
1月11日 (水) 400150005 THE STEEL HOUSE(ザ・スティールハウス)旧：アルモニーサンク 北九州市小倉北区大手町12-3 ○
9月2日 (金) 400160001 ユメニティのおがた 直方市大字山部364-4 ○

11月5日 (土) 400180001 行橋商工会議所 行橋市中央1-9-50 ○
9月17日 (土) 400200001 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○

10月30日 (日) 400200002 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○
11月5日 (土) 400200003 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○

12月14日 (水) 400200004 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○
12月17日 (土) 400200005 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○

1月6日 (金) 400200006 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○
1月10日 (火) 400200007 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○
1月11日 (水) 400200008 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○
1月12日 (木) 400200009 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○

12月15日 (木) 400200010 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○
12月16日 (金) 400200011 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○
12月19日 (月) 400200012 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○
12月20日 (火) 400200013 福岡労衛研健診センター 福岡市南区那の川1-11-27 ○
11月29日 (火) 400210001 アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ 福岡市中央区輝国1-1-33 ○
1月28日 (土) 400220001 筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 ○
8月20日 (土) 400280001 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
8月28日 (日) 400280002 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
9月3日 (土) 400280003 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○

9月11日 (日) 400280004 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
10月1日 (土) 400280005 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○

10月23日 (日) 400280006 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
11月5日 (土) 400280007 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○

11月13日 (日) 400280008 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
12月3日 (土) 400280009 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○

12月18日 (日) 400280010 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
1月6日 (金) 400280011 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○

1月10日 (火) 400280012 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
1月11日 (水) 400280013 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
1月12日 (木) 400280014 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
1月13日 (金) 400280015 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○

12月15日 (木) 400280016 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
12月16日 (金) 400280017 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
12月19日 (月) 400280018 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
12月20日 (火) 400280019 労衛研天神健診センター 福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F ○
11月18日 (金) 400290001 のがみプレジデントホテル 飯塚市新立岩12-37 ○
8月20日 (土) 400330001 久留米ビジネスプラザ 久留米市宮ノ陣4-29-11 ○

12月16日 (金) 400360001 とびうめアリーナ(太宰府市総合体育館) 太宰府市向佐野21-2 ○
1月23日 (月) 400360002 とびうめアリーナ(太宰府市総合体育館) 太宰府市向佐野21-2 ○
8月1日 (月) 400370001 ロイヤルチェスター福岡 大野城市雑餉隈町3-3-15 ○

9月30日 (金) 400370002 ロイヤルチェスター福岡 大野城市雑餉隈町3-3-15 ○
11月4日 (金) 400370003 ロイヤルチェスター福岡 大野城市雑餉隈町3-3-15 ○
1月6日 (金) 400370004 ロイヤルチェスター福岡 大野城市雑餉隈町3-3-15 ○

8月31日 (水) 400400001 福岡リーセントホテル 福岡市東区箱崎2-52-1 ○
11月1日 (火) 400410001 久留米シティプラザ 久留米市六ツ門町8-1 ○
1月26日 (木) 400410002 久留米シティプラザ 久留米市六ツ門町8-1 ○

10月29日 (土) 400420001 伊都文化会館 糸島市前原東2-2-7 ○
12月12日 (月) 400440001 古賀市保健福祉総合センター　サンコスモ古賀 古賀市庄205 ○

9月8日 (木) 400460001 イオンモール福津 福津市日蒔野6-16-1 ○
11月21日 (月) 400460002 イオンモール福津 福津市日蒔野6-16-1 ○
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8月29日 (月) 400470001 イオンモール大牟田 大牟田市岬町3-4 ○
1月27日 (金) 400470002 イオンモール大牟田 大牟田市岬町3-4 ○
9月22日 (木) 400480001 うきは市民ホール(愛称・かわせみホール) うきは市浮羽町朝田561-1 ○

10月11日 (火) 400490001 みやこ町総合文化センター　サン・グレートみやこ 京都郡みやこ町勝山黒田86-1 ○
9月29日 (木) 400500001 三潴生涯学習センター 久留米市三潴町玉満2949-1 ○
9月1日 (木) 400510001 田川文化センター 田川市平松町3-36 ○

11月23日 (水) 400520001 ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2-5-1 ○
11月16日 (水) 400530001 ピーポート甘木 朝倉市甘木198-1 ○
8月18日 (木) 400550001 なかまハーモニーホール 中間市蓮花寺3-7-1 ○
8月10日 (水) 400560001 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 ○

10月31日 (月) 400560002 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 ○
11月22日 (火) 400560003 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 ○
12月20日 (火) 400560004 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 ○

8月5日 (金) 400570001 大川文化センター 大川市大字酒見221-11 ○
11月7日 (月) 400580001 ホテル日航福岡 福岡市博多区博多駅前2-18-25 ○
9月20日 (火) 400590001 アイランド・アイ（福岡アイランドシティフォーラム） 福岡市東区香椎照葉6-6-6 ○
9月27日 (火) 400660001 グローカルホテル糸島 糸島市泊844-1 ○

11月24日 (木) 400670001 博多サンヒルズホテル 福岡市博多区吉塚本町13-55 ○

8月4日 (木) 410020001 ホテルグランデはがくれ 佐賀市天神2-1-36 ○
10月3日 (月) 410020002 ホテルグランデはがくれ 佐賀市天神2-1-36 ○
8月3日 (水) 410040001 サンメッセ鳥栖 鳥栖市本鳥栖町1819 ○

12月5日 (月) 410060001 伊万里市民センター 伊万里市松島町391-1 ○
9月3日 (土) 410070001 唐津市高齢者ふれあい会館　りふれ 唐津市二タ子3-155-4 ○

11月2日 (水) 420030001 長崎ブリックホール 長崎市茂里町2-38 ○
12月14日 (水) 420030002 長崎ブリックホール 長崎市茂里町2-38 ○
9月12日 (月) 420040001 アルカスＳＡＳＥＢＯ 佐世保市三浦町2-3 ○

12月19日 (月) 420040002 アルカスＳＡＳＥＢＯ 佐世保市三浦町2-3 ○
8月8日 (月) 420080001 アルカディア大村 大村市雄ケ原町1298-29 ○

1月30日 (月) 420110001 長崎県立総合体育館 長崎市油木町21-2 ○
11月26日 (土) 420120001 大村市体育文化センター（シーハットおおむら） 大村市幸町25-33 ○
8月27日 (土) 420130001 出島メッセ長崎 ⻑崎市尾上町4-1 ○

11月15日 (火) 420130002 出島メッセ長崎 ⻑崎市尾上町4-1 ○

9月26日 (月) 430020001 桜十字ホールやつしろ(やつしろハーモニーホール) 八代市新町5-20 ○
12月17日 (土) 430020002 桜十字ホールやつしろ(やつしろハーモニーホール) 八代市新町5-20 ○

8月6日 (土) 430040001 ホテル熊本テルサ 熊本市中央区水前寺公園28-51 ○
10月1日 (土) 430040002 ホテル熊本テルサ 熊本市中央区水前寺公園28-51 ○

11月19日 (土) 430040003 ホテル熊本テルサ 熊本市中央区水前寺公園28-51 ○
1月25日 (水) 430040004 ホテル熊本テルサ 熊本市中央区水前寺公園28-51 ○
9月6日 (火) 430040005 ホテル熊本テルサ 熊本市中央区水前寺公園28-51 ○

12月2日 (金) 430060001 イオンモール宇城 宇城市小川町河江1-1 ○
8月30日 (火) 430070001 イオンモール熊本 上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 ○
1月14日 (土) 430090001 くまもと森都心プラザ 熊本市西区春日1-14-1 ○

12月8日 (木) 440020001 中津文化会館 中津市豊田町14-38 ○
9月14日 (水) 440030001 イオンモール三光 中津市三光佐知1032 ○
8月23日 (火) 440050001 あけのアクロスタウントキハインダストリー 大分市明野東1-1-1 ○
10月4日 (火) 440050002 あけのアクロスタウントキハインダストリー 大分市明野東1-1-1 ○

9月17日 (土) 450010001 イオンモール宮崎 宮崎市新別府町江口862-1 ○
11月11日 (金) 450010002 イオンモール宮崎 宮崎市新別府町江口862-1 ○
1月21日 (土) 450020001 ＪＡ・ＡＺＭホール 宮崎市霧島1-1-1 ○
8月24日 (水) 450030001 （公財）労衛研　延岡健診センター 延岡市愛宕町2-1-5　センコービル5階 ○
9月15日 (木) 450030002 （公財）労衛研　延岡健診センター 延岡市愛宕町2-1-5　センコービル5階 ○
10月5日 (水) 450030003 （公財）労衛研　延岡健診センター 延岡市愛宕町2-1-5　センコービル5階 ○
11月9日 (水) 450030004 （公財）労衛研　延岡健診センター 延岡市愛宕町2-1-5　センコービル5階 ○
1月16日 (月) 450030005 （公財）労衛研　延岡健診センター 延岡市愛宕町2-1-5　センコービル5階 ○

11月12日 (土) 450040001 日向市文化交流センター 日向市中町1-31 ○
1月17日 (火) 450040002 日向市文化交流センター 日向市中町1-31 ○
8月25日 (木) 450070001 ニューウェルシティ宮崎 宮崎市宮崎駅東1-2-8 ○
12月1日 (木) 450070002 ニューウェルシティ宮崎 宮崎市宮崎駅東1-2-8 ○
10月8日 (土) 450080001 イオンモール都城駅前店 都城市栄町4672-5 ○
10月6日 (木) 450090001 新富町文化会館 児湯郡新富町上富田6367-1 ○
1月19日 (木) 450100001 KITTO小林 小林市細野1829-16 ○
1月18日 (水) 450120001 天然温泉ひなたの宿日南 日南市星倉2228-1 ○

8月26日 (金) 460010001 イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 ○
11月10日 (木) 460010002 イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 ○
1月20日 (金) 460010003 イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7 ○
9月16日 (金) 460040001 マリンパレスかごしま 鹿児島市与次郎2-8-8 ○

1月12日 (木) 470030001 沖縄商工会議所 沖縄市中央4-15-20 ×
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