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申請サポート会場一覧（中国地域分、５月27日公表版）

会場
コード 会場名 施設名 会議室名 住所 開設日 定休日

鳥取県

鳥取市 3101 鳥取会場 鳥取商工会議所2F 特設会場 鳥取市本町3-201 5月14日 毎週土日、祝日

米子市 3102 米子会場 国際ファミリープラザ2F 特設会場 米子市加茂町2-180 5月21日

境港市 3103 境港会場 境港市立誠道小学校跡 職員室 境港市誠道町2062 5月28日

倉吉市★ 3104 倉吉会場 倉吉市文化活動センター1F 第一活動室 倉吉市住吉町77-1 6月9日 毎週月曜

島根県

松江市 3201 松江会場 松江商工会議所1F 教養文化センター 松江市母衣町55-4 5月14日

浜田市 3202 浜田会場 浜田商工会議所3F 大ホール 浜田市殿町124-2 5月21日

出雲市 3203 出雲会場 出雲商工会議所6F 大ホール 出雲市大津町1131-1 5月22日 5月31日、6月16日、25日、7月8日~11日、16日、21日、26日

安来市 3204 安来会場 安来商工会議所1F 大ホール 安来市安来町878-8 5月26日

益田市 3205 益田会場 益田商工会議所1F 大ホール 益田市元町12-7 5月28日 6月5日、21日、7月8日、14日~19日、22日

大田市 3206 大田会場 大田商工会議所3F 大ホール 大田市大田町大田イ309-2 5月28日 6月14日、21日、26日、27日、7月4日、11日、17日、19日、22日、31日

出雲市 3207 平田会場 平田商工会議所2F 大会議室 出雲市平田町2280-1 5月29日

江津市 3208 江津会場 江津商工会議所3F 大会議室 江津市嘉久志町2306-4 5月29日 6月11日、17日、18日、26日、29日、7月20日

岡山県

岡山市 3301 岡山会場 岡山商工会議所4F 大会議室401/402号室 岡山市北区厚生町3ｰ1-15 5月14日 5月23日、6月1日、3日、6日、11日~13日、16日

倉敷市 3302 倉敷会場 倉敷商工会議所3F 第五会議室 倉敷市白楽町249-5 5月21日

総社市 3303 総社会場 総社商工会議所4F 特設会場 総社市中央6-9-108 5月21日

井原市 3304 井原会場 井原市労働福祉会館2F 室内球技施設兼大会議室 井原市七日市町952 5月22日

備前市 3305 備前会場 備前商工会議所3F 研修室 備前市東片上230 5月22日

津山市 3306 津山会場 津山商工会議所1F 大ホール 津山市山下30-9 5月23日

新見市 3307 新見会場 新見商工会議所3F 特設会場 新見市高尾2475-7 5月23日

高梁市 3308 高梁会場 高梁商工会議所3F 講習室/研修室 高梁市南町16-2 5月28日

玉野市★ 3309 玉野会場 玉野土建本社ビル5F 多目的ホール 玉野市宇野4-10-10 6月8日

笠岡市★ 3310 笠岡会場 サンライフ笠岡2F 第一研修室 笠岡市十一番町16-2 6月8日

倉敷市★ 3311 玉島会場 ホテルセントイン倉敷2F 玉ノ浦 倉敷市新倉敷駅前5-203 6月25日 7月5日、19日

※5月27日に新たに公表した会場は、市名の後ろに★を記載しています。
※サポート会場は常設しておりますが、会場によって対応できる日時が異なりますので、予約の際にご確認ください。
※新たに公表した会場は、下記のスケジュールで予約開始とさせていただきます。
　　長門会場、防府会場、萩会場　 ：5月27日（水）に予約開始
　　倉吉会場、玉野会場、笠岡会場：6月　1日（月）に予約開始
　　倉敷会場　　　　　　　　　　　　　　 ：6月15日（月）に予約開始
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広島県

広島市 3401 広島会場 広島商工会議所9F 特設会場 広島市中区基町5-44 5月14日

呉市 3402 呉会場 呉商工会議所6F 大会議室 呉市本通4-7-1 5月21日

福山市 3403 福山会場 福山商工会議所9F 会議室 福山市西町2-10-1 5月21日

廿日市市 3404 廿日市会場 廿日市商工会議所4F 特別会議室/会議室(3) 廿日市市本町5-1 5月21日

三原市 3405 三原会場 三原商工会議所2F 中会議室 三原市皆実4-8-1 5月22日

府中市 3406 府中会場 府中商工会議所1F ホール 府中市元町445-1 5月22日

尾道市 3407 尾道会場 尾道商工会議所2F 大会議室202号室 尾道市土堂2-10-3 5月23日

庄原市 3408 庄原会場 庄原グランドホテル1F 向日奏（ひまわり） 庄原市西本町2-16-5 5月23日

大竹市 3409 大竹会場 大竹商工会議所3F 特設会場 大竹市油見3-18-11 5月24日

竹原市 3410 竹原会場 竹原商工会議所3F 大会議室 竹原市中央5-6-28 5月24日

三次市 3411 三次会場 CCプラザ2F 会議室 三次市十日市中1-1-10 5月28日

尾道市 3412 因島会場 因島商工会議所4F ホール 尾道市因島土生町1762-38 5月28日

東広島市 3413 東広島会場 CRUXビル1F 特設会場 東広島市西条栄町6-18 5月28日

山口県

山口市 3501 山口会場 山口井筒屋2F 特設会場 山口市中市町3ｰ3 5月14日

岩国市 3502 岩国会場 岩国市民文化会館1F 展示室 岩国市山手町1-15-3 5月21日 7月4日、5日、11日、31日

山陽小野田市 3503 小野田会場 小野田オリエンタルホテル2F 会議室 山陽小野田市日の出3-14-27 5月21日

徳山市 3504 徳山会場 徳山商工会議所6F ホール 周南市栄町2-15 5月22日 6月23日

周南市 3505 新南陽会場 新南陽商工会議所3F 大講座室 周南市宮の前2-6-13 5月22日

光市 3506 光会場 光商工会議所2F 青年部婦人会研修室 光市島田4-14-15 5月23日 6月28日

柳井市 3507 柳井会場 柳井商工会議所1F研修センター 研修・講習会室 柳井市中央2-15-1 5月23日

下関市 3508 下関会場 海峡メッセ下関7F 703号室 下関市豊前田町3-3-1 5月28日

宇部市 3509 宇部会場 COCOLAND SPORTS&RESORT2F 亀浦 宇部市上宇部75 5月29日 6月28日

下松市 3510 下松会場 下松商工会議所2F 第1会議室 下松市新川2-1-38 5月30日

山陽小野田市 3511 山陽会場 山陽商工会議所2F 大研修室 山陽小野田市大字鴨庄101-29 5月31日 6月12日

長門市★ 3512 長門会場 長門商工会議所3F 大研修室 長門市東深川1321-1 6月1日

防府市★ 3513 防府会場 デザインプラザHOFU4F 大研修室 防府市八王子2-8-9 6月4日

萩市★ 3514 萩会場 千春楽別館2F 城山 萩市堀内467-2 6月4日
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