
2018/6/18現在平成３０年度　全健協　巡回レディース健康診断　実施会場
会場開催コード 都道府県名 市町村名 会場名 郵便番号 会場住所 会場アクセス 実施予定日 曜日 マンモグラフィ
080030001 茨城県 取手市 取手市立福祉会館 302-0005 取手市東1-1-5 「取手駅」より徒歩15分 2018/7/30 月 ○
080030002 茨城県 取手市 取手市立福祉会館 302-0005 取手市東1-1-5 「取手駅」より徒歩15分 2018/9/11 火 ○
080030003 茨城県 取手市 取手市立福祉会館 302-0005 取手市東1-1-5 「取手駅」より徒歩15分 2018/11/1 木 ○
080030004 茨城県 取手市 取手市立福祉会館 302-0005 取手市東1-1-5 「取手駅」より徒歩15分 2019/1/16 水 ○
080040001 茨城県 牛久市 牛久市中央生涯学習センター 300-1211 牛久市柏田町1606-1 「牛久駅」より徒歩20分 2018/10/1 月 ×
080060001 茨城県 下妻市 下妻市民文化会館 304-0064 下妻市本城町3-36 「下妻駅」より徒歩10分 2019/1/30 水 ×
080070001 茨城県 つくば市 つくば国際会議場 305-0032 つくば市竹園2-20-3 ｢つくば駅｣より徒歩10分 2018/7/24 火 ○
080070002 茨城県 つくば市 つくば国際会議場 305-0032 つくば市竹園2-20-3 ｢つくば駅｣より徒歩10分 2018/8/25 土 ○
080070003 茨城県 つくば市 つくば国際会議場 305-0032 つくば市竹園2-20-3 ｢つくば駅｣より徒歩10分 2018/9/26 水 ○
080070004 茨城県 つくば市 つくば国際会議場 305-0032 つくば市竹園2-20-3 ｢つくば駅｣より徒歩10分 2018/10/25 木 ○
080070005 茨城県 つくば市 つくば国際会議場 305-0032 つくば市竹園2-20-3 ｢つくば駅｣より徒歩10分 2018/11/30 金 ○
080070006 茨城県 つくば市 つくば国際会議場 305-0032 つくば市竹園2-20-3 ｢つくば駅｣より徒歩10分 2018/12/11 火 ○
080070007 茨城県 つくば市 つくば国際会議場 305-0032 つくば市竹園2-20-3 ｢つくば駅｣より徒歩10分 2019/1/10 木 ○
080070008 茨城県 つくば市 つくば国際会議場 305-0032 つくば市竹園2-20-3 ｢つくば駅｣より徒歩10分 2019/2/4 月 ○
080070009 茨城県 つくば市 つくば国際会議場 305-0032 つくば市竹園2-20-3 ｢つくば駅｣より徒歩10分 2019/2/15 金 ○
080080001 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋勤労文化会館 314-0031 鹿嶋市宮中325-1 「鹿島神宮駅」より車5分 2018/10/16 火 ○
080090001 茨城県 日立市 日立市民会館 317-0063 日立市若葉町1-5-8 ｢日立駅｣より徒歩15分 2018/10/17 水 ○
080090002 茨城県 日立市 日立市民会館 317-0063 日立市若葉町1-5-8 ｢日立駅｣より徒歩15分 2019/1/28 月 ○
080150001 茨城県 水戸市 茨城県立県民文化センター 310-0851 水戸市千波町東久保697 「水戸駅」南口より徒歩15分 2018/8/7 火 ○
080150002 茨城県 水戸市 茨城県立県民文化センター 310-0851 水戸市千波町東久保697 「水戸駅」南口より徒歩15分 2018/9/7 金 ○
080150003 茨城県 水戸市 茨城県立県民文化センター 310-0851 水戸市千波町東久保697 「水戸駅」南口より徒歩15分 2018/11/22 木 ○
080150004 茨城県 水戸市 茨城県立県民文化センター 310-0851 水戸市千波町東久保697 「水戸駅」南口より徒歩15分 2019/1/10 木 ○
080150005 茨城県 水戸市 茨城県立県民文化センター 310-0851 水戸市千波町東久保697 「水戸駅」南口より徒歩15分 2019/2/1 金 ○
080160001 茨城県 笠間市 笠間市立友部公民館 309-1737 笠間市中央3-3-6 「友部駅」より徒歩15分 2018/9/20 木 ○
080170001 茨城県 猿島郡境町 境シンパシーホールＮＡ・ＫＡ・ＭＡ 306-0404 猿島郡境町大字長井戸1689-1 「南栗橋駅」より車20分 2019/1/29 火 ○
080200001 茨城県 守谷市 デュープレックス　セミナーホテル 302-0119 守谷市御所ヶ丘4-3-1 「新守谷駅」より徒歩12分 2018/11/5 月 ○
080210001 茨城県 ひたちなか市 ホテルクリスタルパレス 312-0023 ひたちなか市大平1-22-1 「勝田駅」より車6分、茨城交通那珂湊線「金上駅」より徒歩10分 2018/7/23 月 ○
080210002 茨城県 ひたちなか市 ホテルクリスタルパレス 312-0023 ひたちなか市大平1-22-1 「勝田駅」より車6分、茨城交通那珂湊線「金上駅」より徒歩10分 2018/10/3 水 ○
080210003 茨城県 ひたちなか市 ホテルクリスタルパレス 312-0023 ひたちなか市大平1-22-1 「勝田駅」より車6分、茨城交通那珂湊線「金上駅」より徒歩10分 2018/12/3 月 ○
080220001 茨城県 土浦市 ホテルグリーンコア土浦 300-0034 土浦市港町1-8-26 「土浦駅」より徒歩3分 2018/9/21 金 ○
080220002 茨城県 土浦市 ホテルグリーンコア土浦 300-0034 土浦市港町1-8-26 「土浦駅」より徒歩3分 2018/11/6 火 ○
080220003 茨城県 土浦市 ホテルグリーンコア土浦 300-0034 土浦市港町1-8-26 「土浦駅」より徒歩3分 2019/1/25 金 ○
080230001 茨城県 古河市 スペースU古河 306-0034 古河市長谷町38-18 「古河駅」より徒歩22分 2018/10/11 木 ○
090010001 栃木県 宇都宮市 栃木県青年会館コンセーレ 320-0066 宇都宮市駒生1-1-6 「宇都宮駅」より、バス「東中丸」下車徒歩2分 2018/9/7 金 ○
090010002 栃木県 宇都宮市 栃木県青年会館コンセーレ 320-0066 宇都宮市駒生1-1-6 「宇都宮駅」より、バス「東中丸」下車徒歩2分 2018/11/30 金 ○
090010003 栃木県 宇都宮市 栃木県青年会館コンセーレ 320-0066 宇都宮市駒生1-1-6 「宇都宮駅」より、バス「東中丸」下車徒歩2分 2019/1/21 月 ○
090020001 栃木県 小山市 小山商工会議所 323-0807 小山市城東1-6-36 ｢小山駅｣より徒歩10分 2018/10/22 月 ○
090020002 栃木県 小山市 小山商工会議所 323-0807 小山市城東1-6-36 ｢小山駅｣より徒歩10分 2018/11/27 火 ○
090020003 栃木県 小山市 小山商工会議所 323-0807 小山市城東1-6-36 ｢小山駅｣より徒歩10分 2018/12/21 金 ○
090020004 栃木県 小山市 小山商工会議所 323-0807 小山市城東1-6-36 ｢小山駅｣より徒歩10分 2019/2/20 水 ○
090030001 栃木県 足利市 足利商工会議所 326-0814 足利市通3-2757 「足利市駅」より徒歩10分 2018/10/29 月 ×
090040001 栃木県 鹿沼市 ニューサンピア栃木 322-0001 鹿沼市栃窪1255 「新鹿沼駅」より、バス「休暇センター前」下車徒歩2分 2019/1/17 木 ○
090050001 栃木県 栃木市 サンプラザ 328-0053 栃木市片柳町2-2-2 ｢栃木駅｣より徒歩5分 2018/11/1 木 ×
090070001 栃木県 大田原市 那須野が原ハーモニーホール 324-0041 大田原市本町1-2703-6 「西那須野駅」より車10分 2018/8/30 木 ○
090070002 栃木県 大田原市 那須野が原ハーモニーホール 324-0041 大田原市本町1-2703-6 「西那須野駅」より車10分 2018/10/15 月 ○
090070003 栃木県 大田原市 那須野が原ハーモニーホール 324-0041 大田原市本町1-2703-6 「西那須野駅」より車10分 2018/12/4 火 ○
090070004 栃木県 大田原市 那須野が原ハーモニーホール 324-0041 大田原市本町1-2703-6 「西那須野駅」より車10分 2019/2/7 木 ○
090100001 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2018/7/23 月 ○
090100002 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2018/8/22 水 ○
090100003 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2018/9/18 火 ○
090100004 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2018/10/23 火 ○
090100005 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2018/11/13 火 ○
090100006 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2018/12/10 月 ○
090100007 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2018/12/18 火 ○
090100008 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2019/1/17 木 ○
090100009 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2019/1/24 木 ○
090100010 栃木県 宇都宮市 マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) 321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 「宇都宮駅」より徒歩20分 2019/2/4 月 ○
090110001 栃木県 河内郡上三川町 上三川町農村環境改善センター 329-0604 河内郡上三川町大字上郷2140 「石橋駅」より車20分 2018/11/19 月 ○
100010001 群馬県 前橋市 ベイシア文化ホール 371-0017 前橋市日吉町1-10-1 ｢前橋駅｣より徒歩20分 2018/9/13 木 ○
100010002 群馬県 前橋市 ベイシア文化ホール 371-0017 前橋市日吉町1-10-1 ｢前橋駅｣より徒歩20分 2018/11/7 水 ○
100010003 群馬県 前橋市 ベイシア文化ホール 371-0017 前橋市日吉町1-10-1 ｢前橋駅｣より徒歩20分 2019/1/25 金 ○
100020001 群馬県 高崎市 高崎商工会議所 370-0006 高崎市問屋町2-7-8 「高崎問屋町駅」より徒歩8分 2018/7/26 木 ○
100020002 群馬県 高崎市 高崎商工会議所 370-0006 高崎市問屋町2-7-8 「高崎問屋町駅」より徒歩8分 2018/8/20 月 ○
100020003 群馬県 高崎市 高崎商工会議所 370-0006 高崎市問屋町2-7-8 「高崎問屋町駅」より徒歩8分 2018/10/24 水 ○
100020004 群馬県 高崎市 高崎商工会議所 370-0006 高崎市問屋町2-7-8 「高崎問屋町駅」より徒歩8分 2018/11/9 金 ○
100020005 群馬県 高崎市 高崎商工会議所 370-0006 高崎市問屋町2-7-8 「高崎問屋町駅」より徒歩8分 2018/12/21 金 ○
100020006 群馬県 高崎市 高崎商工会議所 370-0006 高崎市問屋町2-7-8 「高崎問屋町駅」より徒歩8分 2019/1/10 木 ○
100020007 群馬県 高崎市 高崎商工会議所 370-0006 高崎市問屋町2-7-8 「高崎問屋町駅」より徒歩8分 2019/2/19 火 ○
100030001 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎商工会議所 372-0014 伊勢崎市昭和町3919 「伊勢崎駅」より車10分 2018/12/3 月 ×
100040001 群馬県 館林市 館林市文化会館 374-0018 館林市城町3-1 「館林駅」より徒歩20分 2018/7/27 金 ○
100040002 群馬県 館林市 館林市文化会館 374-0018 館林市城町3-1 「館林駅」より徒歩20分 2018/9/28 金 ○
100040003 群馬県 館林市 館林市文化会館 374-0018 館林市城町3-1 「館林駅」より徒歩20分 2018/11/5 月 ○
100040004 群馬県 館林市 館林市文化会館 374-0018 館林市城町3-1 「館林駅」より徒歩20分 2019/1/28 月 ○
100040005 群馬県 館林市 館林市文化会館 374-0018 館林市城町3-1 「館林駅」より徒歩20分 2019/2/13 水 ○
100050001 群馬県 太田市 太田グランドホテル 373-0851 太田市飯田町1370 「太田駅」より徒歩3分 2018/8/29 水 ○
100050002 群馬県 太田市 太田グランドホテル 373-0851 太田市飯田町1370 「太田駅」より徒歩3分 2018/10/4 木 ○
100050003 群馬県 太田市 太田グランドホテル 373-0851 太田市飯田町1370 「太田駅」より徒歩3分 2018/12/18 火 ○
100050004 群馬県 太田市 太田グランドホテル 373-0851 太田市飯田町1370 「太田駅」より徒歩3分 2019/1/15 火 ○
100050005 群馬県 太田市 太田グランドホテル 373-0851 太田市飯田町1370 「太田駅」より徒歩3分 2019/2/1 金 ○
100060001 群馬県 渋川市 渋川市民会館 377-0008 渋川市渋川2795 「渋川駅」より徒歩20分 2018/9/6 木 ○
110020001 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2018/7/19 木 ○
110020002 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2018/7/27 金 ○
110020003 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2018/8/22 水 ○
110020004 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2018/9/5 水 ○
110020005 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2018/10/23 火 ○
110020006 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2018/11/5 月 ○
110020007 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2018/12/5 水 ○
110020008 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2018/12/20 木 ○
110020009 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2019/1/21 月 ○
110020010 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2019/1/31 木 ○
110020011 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2019/2/8 金 ○
110020012 埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 「大宮駅」より徒歩12分 2019/2/19 火 ○
110040001 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/7/21 土 ○
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110040002 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/7/26 木 ○
110040003 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/8/7 火 ○
110040004 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/8/21 火 ○
110040005 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/9/25 火 ○
110040006 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/10/16 火 ○
110040007 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/10/31 水 ○
110040008 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/11/13 火 ○
110040009 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/11/22 木 ○
110040010 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/12/6 木 ○
110040011 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2018/12/18 火 ○
110040012 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2019/1/15 火 ○
110040013 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2019/1/23 水 ○
110040014 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2019/2/1 金 ○
110040015 埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 332-0015 川口市川口3-1-1 ｢川口駅｣より徒歩1分 2019/2/14 木 ○
110060001 埼玉県 行田市 行田市産業文化会館 361-0052 行田市本丸2-20 「行田市駅」より徒歩10分 2018/7/23 月 ×
110060002 埼玉県 行田市 行田市産業文化会館 361-0052 行田市本丸2-20 「行田市駅」より徒歩10分 2018/9/11 火 ×
110060003 埼玉県 行田市 行田市産業文化会館 361-0052 行田市本丸2-20 「行田市駅」より徒歩10分 2018/11/2 金 ×
110070001 埼玉県 鴻巣市 鴻巣市文化センター 365-0032 鴻巣市中央29-1 「鴻巣駅」より、バス「免許センター」下車徒歩2分 2018/8/9 木 ○
110070002 埼玉県 鴻巣市 鴻巣市文化センター 365-0032 鴻巣市中央29-1 「鴻巣駅」より、バス「免許センター」下車徒歩2分 2018/10/9 火 ○
110070003 埼玉県 鴻巣市 鴻巣市文化センター 365-0032 鴻巣市中央29-1 「鴻巣駅」より、バス「免許センター」下車徒歩2分 2018/12/5 水 ○
110070004 埼玉県 鴻巣市 鴻巣市文化センター 365-0032 鴻巣市中央29-1 「鴻巣駅」より、バス「免許センター」下車徒歩2分 2019/1/24 木 ○
110070005 埼玉県 鴻巣市 鴻巣市文化センター 365-0032 鴻巣市中央29-1 「鴻巣駅」より、バス「免許センター」下車徒歩2分 2019/2/5 火 ○
110080001 埼玉県 熊谷市 熊谷文化創造館（さくらめいと） 360-0846 熊谷市拾六間111-1 「籠原駅」より徒歩15分 2018/7/20 金 ○
110080002 埼玉県 熊谷市 熊谷文化創造館（さくらめいと） 360-0846 熊谷市拾六間111-1 「籠原駅」より徒歩15分 2018/9/26 水 ○
110080003 埼玉県 熊谷市 熊谷文化創造館（さくらめいと） 360-0846 熊谷市拾六間111-1 「籠原駅」より徒歩15分 2018/11/14 水 ○
110080004 埼玉県 熊谷市 熊谷文化創造館（さくらめいと） 360-0846 熊谷市拾六間111-1 「籠原駅」より徒歩15分 2018/12/17 月 ○
110080005 埼玉県 熊谷市 熊谷文化創造館（さくらめいと） 360-0846 熊谷市拾六間111-1 「籠原駅」より徒歩15分 2019/1/11 金 ○
110080006 埼玉県 熊谷市 熊谷文化創造館（さくらめいと） 360-0846 熊谷市拾六間111-1 「籠原駅」より徒歩15分 2019/2/15 金 ○
110110001 埼玉県 所沢市 所沢市民文化センター(ミューズ） 359-0042 所沢市並木1-9-1 「航空公園駅」より徒歩10分 2018/7/23 月 ○
110110002 埼玉県 所沢市 所沢市民文化センター(ミューズ） 359-0042 所沢市並木1-9-1 「航空公園駅」より徒歩10分 2018/8/30 木 ○
110110003 埼玉県 所沢市 所沢市民文化センター(ミューズ） 359-0042 所沢市並木1-9-1 「航空公園駅」より徒歩10分 2018/9/10 月 ○
110110004 埼玉県 所沢市 所沢市民文化センター(ミューズ） 359-0042 所沢市並木1-9-1 「航空公園駅」より徒歩10分 2018/11/28 水 ○
110130001 埼玉県 入間市 入間市市民会館 358-0003 入間市豊岡3-10-10 「入間市駅」より徒歩18分 2018/11/29 木 ×
110150001 埼玉県 三郷市 三郷市文化会館 341-0018 三郷市早稲田5-4-1 「三郷駅」より、バス「文化会館東」下車徒歩1分 2018/9/14 金 ○
110150002 埼玉県 三郷市 三郷市文化会館 341-0018 三郷市早稲田5-4-1 「三郷駅」より、バス「文化会館東」下車徒歩1分 2018/11/14 水 ○
110150003 埼玉県 三郷市 三郷市文化会館 341-0018 三郷市早稲田5-4-1 「三郷駅」より、バス「文化会館東」下車徒歩1分 2018/12/13 木 ○
110150004 埼玉県 三郷市 三郷市文化会館 341-0018 三郷市早稲田5-4-1 「三郷駅」より、バス「文化会館東」下車徒歩1分 2019/1/22 火 ○
110160001 埼玉県 草加市 草加市文化会館 340-0013 草加市松江1-1-5 「松原団地駅」より徒歩5分 2018/8/10 金 ○
110160002 埼玉県 草加市 草加市文化会館 340-0013 草加市松江1-1-5 「松原団地駅」より徒歩5分 2018/9/20 木 ○
110160003 埼玉県 草加市 草加市文化会館 340-0013 草加市松江1-1-5 「松原団地駅」より徒歩5分 2018/11/26 月 ○
110160004 埼玉県 草加市 草加市文化会館 340-0013 草加市松江1-1-5 「松原団地駅」より徒歩5分 2018/12/11 火 ○
110160005 埼玉県 草加市 草加市文化会館 340-0013 草加市松江1-1-5 「松原団地駅」より徒歩5分 2019/1/22 火 ○
110160006 埼玉県 草加市 草加市文化会館 340-0013 草加市松江1-1-5 「松原団地駅」より徒歩5分 2019/2/12 火 ○
110170001 埼玉県 越谷市 サンシティーホール 343-0845 越谷市南越谷1-2876-1 「南越谷駅」より徒歩3分 2018/7/31 火 ×
110170002 埼玉県 越谷市 サンシティーホール 343-0845 越谷市南越谷1-2876-1 「南越谷駅」より徒歩3分 2018/9/4 火 ×
110170003 埼玉県 越谷市 サンシティーホール 343-0845 越谷市南越谷1-2876-1 「南越谷駅」より徒歩3分 2018/10/10 水 ×
110170004 埼玉県 越谷市 サンシティーホール 343-0845 越谷市南越谷1-2876-1 「南越谷駅」より徒歩3分 2018/11/15 木 ×
110170005 埼玉県 越谷市 サンシティーホール 343-0845 越谷市南越谷1-2876-1 「南越谷駅」より徒歩3分 2018/12/21 金 ×
110170006 埼玉県 越谷市 サンシティーホール 343-0845 越谷市南越谷1-2876-1 「南越谷駅」より徒歩3分 2019/1/23 水 ×
110170007 埼玉県 越谷市 サンシティーホール 343-0845 越谷市南越谷1-2876-1 「南越谷駅」より徒歩3分 2019/2/5 火 ×
110190001 埼玉県 久喜市 久喜総合文化会館 346-0022 久喜市下早見140 「久喜駅」より徒歩15分 2018/9/19 水 ×
110190002 埼玉県 久喜市 久喜総合文化会館 346-0022 久喜市下早見140 「久喜駅」より徒歩15分 2018/11/12 月 ×
110190003 埼玉県 久喜市 久喜総合文化会館 346-0022 久喜市下早見140 「久喜駅」より徒歩15分 2019/1/11 金 ×
110190004 埼玉県 久喜市 久喜総合文化会館 346-0022 久喜市下早見140 「久喜駅」より徒歩15分 2019/2/7 木 ×
110200001 埼玉県 越谷市 ベルヴィ　ギャザホール 343-0805 越谷市神明町2-170 「北越谷駅」より徒歩10分 2018/9/19 水 ○
110200002 埼玉県 越谷市 ベルヴィ　ギャザホール 343-0805 越谷市神明町2-170 「北越谷駅」より徒歩10分 2018/11/7 水 ○
110200003 埼玉県 越谷市 ベルヴィ　ギャザホール 343-0805 越谷市神明町2-170 「北越谷駅」より徒歩10分 2019/1/30 水 ○
110200004 埼玉県 越谷市 ベルヴィ　ギャザホール 343-0805 越谷市神明町2-170 「北越谷駅」より徒歩10分 2019/2/13 水 ○
110240001 埼玉県 さいたま市浦和区 埼玉県県民健康センター 330-0062 さいたま市浦和区仲町3-5-1 「浦和駅」より徒歩15分 2018/7/23 月 ○
110240002 埼玉県 さいたま市浦和区 埼玉県県民健康センター 330-0062 さいたま市浦和区仲町3-5-1 「浦和駅」より徒歩15分 2018/9/12 水 ○
110240003 埼玉県 さいたま市浦和区 埼玉県県民健康センター 330-0062 さいたま市浦和区仲町3-5-1 「浦和駅」より徒歩15分 2018/10/26 金 ○
110240004 埼玉県 さいたま市浦和区 埼玉県県民健康センター 330-0062 さいたま市浦和区仲町3-5-1 「浦和駅」より徒歩15分 2018/11/14 水 ○
110240005 埼玉県 さいたま市浦和区 埼玉県県民健康センター 330-0062 さいたま市浦和区仲町3-5-1 「浦和駅」より徒歩15分 2019/1/16 水 ○
110240006 埼玉県 さいたま市浦和区 埼玉県県民健康センター 330-0062 さいたま市浦和区仲町3-5-1 「浦和駅」より徒歩15分 2019/2/5 火 ○
110250001 埼玉県 さいたま市浦和区 彩の国すこやかプラザ 330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 「与野駅」より徒歩10分 2018/8/1 水 ○
110250002 埼玉県 さいたま市浦和区 彩の国すこやかプラザ 330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 「与野駅」より徒歩10分 2018/10/11 木 ○
110250003 埼玉県 さいたま市浦和区 彩の国すこやかプラザ 330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 「与野駅」より徒歩10分 2018/12/3 月 ○
110260001 埼玉県 川越市 川越市西文化会館(メルト) 350-0815 川越市鯨井1556-1 「霞ヶ関駅」より徒歩10分 2018/9/19 水 ○
110260002 埼玉県 川越市 川越市西文化会館(メルト) 350-0815 川越市鯨井1556-1 「霞ヶ関駅」より徒歩10分 2018/11/30 金 ○
110270001 埼玉県 川越市 川越市南文化会館(ジョイフル) 350-1151 川越市大字今福1295-2 「新河岸駅」より徒歩20分 2018/10/5 金 ○
110270002 埼玉県 川越市 川越市南文化会館(ジョイフル) 350-1151 川越市大字今福1295-2 「新河岸駅」より徒歩20分 2018/12/20 木 ○
110280001 埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 351-0033 朝霞市浜崎669-1 「朝霞台駅」・「北朝霞駅」より徒歩5分 2018/7/24 火 ○
110280002 埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 351-0033 朝霞市浜崎669-1 「朝霞台駅」・「北朝霞駅」より徒歩5分 2018/8/20 月 ○
110280003 埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 351-0033 朝霞市浜崎669-1 「朝霞台駅」・「北朝霞駅」より徒歩5分 2018/9/25 火 ○
110280004 埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 351-0033 朝霞市浜崎669-1 「朝霞台駅」・「北朝霞駅」より徒歩5分 2018/10/19 金 ○
110280005 埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 351-0033 朝霞市浜崎669-1 「朝霞台駅」・「北朝霞駅」より徒歩5分 2018/11/19 月 ○
110280006 埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 351-0033 朝霞市浜崎669-1 「朝霞台駅」・「北朝霞駅」より徒歩5分 2018/12/7 金 ○
110280007 埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 351-0033 朝霞市浜崎669-1 「朝霞台駅」・「北朝霞駅」より徒歩5分 2019/1/24 木 ○
110280008 埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 351-0033 朝霞市浜崎669-1 「朝霞台駅」・「北朝霞駅」より徒歩5分 2019/2/7 木 ○
110280009 埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 351-0033 朝霞市浜崎669-1 「朝霞台駅」・「北朝霞駅」より徒歩5分 2019/2/18 月 ○
110300001 埼玉県 春日部市 ふれあいキューブ（春日部） 344-0064 春日部市南1-1-7 「春日部駅」より徒歩5分 2018/8/28 火 ○
110300002 埼玉県 春日部市 ふれあいキューブ（春日部） 344-0064 春日部市南1-1-7 「春日部駅」より徒歩5分 2018/9/26 水 ○
110300003 埼玉県 春日部市 ふれあいキューブ（春日部） 344-0064 春日部市南1-1-7 「春日部駅」より徒歩5分 2018/10/24 水 ○
110300004 埼玉県 春日部市 ふれあいキューブ（春日部） 344-0064 春日部市南1-1-7 「春日部駅」より徒歩5分 2018/11/27 火 ○
110300005 埼玉県 春日部市 ふれあいキューブ（春日部） 344-0064 春日部市南1-1-7 「春日部駅」より徒歩5分 2018/12/19 水 ○
110300006 埼玉県 春日部市 ふれあいキューブ（春日部） 344-0064 春日部市南1-1-7 「春日部駅」より徒歩5分 2019/1/30 水 ○
110300007 埼玉県 春日部市 ふれあいキューブ（春日部） 344-0064 春日部市南1-1-7 「春日部駅」より徒歩5分 2019/2/19 火 ○
110310001 埼玉県 坂戸市 坂戸グランドホテルWIN 350-0215 坂戸市関間2-6-32 「坂戸駅」より徒歩12分 2018/10/29 月 ○
110310002 埼玉県 坂戸市 坂戸グランドホテルWIN 350-0215 坂戸市関間2-6-32 「坂戸駅」より徒歩12分 2019/1/28 月 ○
110320001 埼玉県 川越市 川越東武ホテル 350-1122 川越市脇田町29-1 「川越駅」より徒歩5分 2018/7/24 火 ○
110320002 埼玉県 川越市 川越東武ホテル 350-1122 川越市脇田町29-1 「川越駅」より徒歩5分 2018/8/31 金 ○
110320003 埼玉県 川越市 川越東武ホテル 350-1122 川越市脇田町29-1 「川越駅」より徒歩5分 2018/10/25 木 ○
110320004 埼玉県 川越市 川越東武ホテル 350-1122 川越市脇田町29-1 「川越駅」より徒歩5分 2018/12/10 月 ○
110320005 埼玉県 川越市 川越東武ホテル 350-1122 川越市脇田町29-1 「川越駅」より徒歩5分 2019/1/15 火 ○
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110320006 埼玉県 川越市 川越東武ホテル 350-1122 川越市脇田町29-1 「川越駅」より徒歩5分 2019/2/14 木 ○
110330001 埼玉県 上尾市 イコス上尾 362-0011 上尾市平塚951-2 「上尾駅」より、東口バス伊奈町役場行き「北の下」下車徒歩2分 2018/8/2 木 ○
110330002 埼玉県 上尾市 イコス上尾 362-0011 上尾市平塚951-2 「上尾駅」より、東口バス伊奈町役場行き「北の下」下車徒歩2分 2018/10/30 火 ○
110330003 埼玉県 上尾市 イコス上尾 362-0011 上尾市平塚951-2 「上尾駅」より、東口バス伊奈町役場行き「北の下」下車徒歩2分 2018/12/6 木 ○
110330004 埼玉県 上尾市 イコス上尾 362-0011 上尾市平塚951-2 「上尾駅」より、東口バス伊奈町役場行き「北の下」下車徒歩2分 2019/1/29 火 ○
110330005 埼玉県 上尾市 イコス上尾 362-0011 上尾市平塚951-2 「上尾駅」より、東口バス伊奈町役場行き「北の下」下車徒歩2分 2019/2/12 火 ○
110400001 埼玉県 さいたま市南区 プラザホテル浦和 336-0031 さいたま市南区鹿手袋1-1-1 「中浦和駅」より徒歩1分 2018/8/31 金 ○
110400002 埼玉県 さいたま市南区 プラザホテル浦和 336-0031 さいたま市南区鹿手袋1-1-1 「中浦和駅」より徒歩1分 2018/10/19 金 ○
110400003 埼玉県 さいたま市南区 プラザホテル浦和 336-0031 さいたま市南区鹿手袋1-1-1 「中浦和駅」より徒歩1分 2018/12/14 金 ○
110410001 埼玉県 さいたま市緑区 埼玉スタジアム２００２ 336-0972 さいたま市緑区中野田500 「浦和美園駅」より徒歩15分 2018/11/8 木 ○
110430001 埼玉県 深谷市 埼玉グランドホテル深谷 366-0824 深谷市西島町1-1-13 「深谷駅」より徒歩2分 2018/10/17 水 ○
110430002 埼玉県 深谷市 埼玉グランドホテル深谷 366-0824 深谷市西島町1-1-13 「深谷駅」より徒歩2分 2019/1/30 水 ○
110440001 埼玉県 所沢市 ベルヴィ　ザ・グラン 359-1127 所沢市星の宮1-3-5 「西所沢駅」より徒歩7分 2018/12/10 月 ○
110440002 埼玉県 所沢市 ベルヴィ　ザ・グラン 359-1127 所沢市星の宮1-3-5 「西所沢駅」より徒歩7分 2019/2/8 金 ○
110450001 埼玉県 越谷市 ベルヴィ　ヒルズマーキュリー 343-0822 越谷市西方3018 「新越谷駅」より車3分 2019/2/19 火 ○
110460001 埼玉県 狭山市 新狭山ホテル 350-1331 狭山市新狭山3-9-2 「新狭山駅」より徒歩1分 2018/9/18 火 ○
110460002 埼玉県 狭山市 新狭山ホテル 350-1331 狭山市新狭山3-9-2 「新狭山駅」より徒歩1分 2018/12/13 木 ○
110470001 埼玉県 さいたま市中央区 ラフレさいたま 330-0081 さいたま市中央区新都心3-2 「さいたま新都心駅」より徒歩10分 2018/10/11 木 ○
110470002 埼玉県 さいたま市中央区 ラフレさいたま 330-0081 さいたま市中央区新都心3-2 「さいたま新都心駅」より徒歩10分 2018/12/3 月 ○
120020001 千葉県 習志野市 幕張セミナーハウス 275-0024 習志野市茜浜2-3-2 「新習志野駅」より徒歩2分 2018/10/10 水 ○
120020002 千葉県 習志野市 幕張セミナーハウス 275-0024 習志野市茜浜2-3-2 「新習志野駅」より徒歩2分 2019/1/25 金 ○
120040001 千葉県 市川市 市川市勤労福祉センター 272-0023 市川市南八幡2-20-1 「本八幡駅」より徒歩15分 2018/9/28 金 ×
120040002 千葉県 市川市 市川市勤労福祉センター 272-0023 市川市南八幡2-20-1 「本八幡駅」より徒歩15分 2018/11/8 木 ×
120040003 千葉県 市川市 市川市勤労福祉センター 272-0023 市川市南八幡2-20-1 「本八幡駅」より徒歩15分 2018/12/12 水 ×
120050001 千葉県 浦安市 マイステイズ新浦安コンファレンスセンター 279-0014 浦安市明海2-1-4 「新浦安駅」より徒歩13分 2018/10/5 金 ×
120050002 千葉県 浦安市 マイステイズ新浦安コンファレンスセンター 279-0014 浦安市明海2-1-4 「新浦安駅」より徒歩13分 2018/12/6 木 ×
120080001 千葉県 印西市 ホテルマークワンCNT 270-1340 印西市中央南1-10 「千葉ニュータウン中央駅」より徒歩3分 2018/9/3 月 ×
120080002 千葉県 印西市 ホテルマークワンCNT 270-1340 印西市中央南1-10 「千葉ニュータウン中央駅」より徒歩3分 2018/11/28 水 ×
120080003 千葉県 印西市 ホテルマークワンCNT 270-1340 印西市中央南1-10 「千葉ニュータウン中央駅」より徒歩3分 2019/1/31 木 ×
120120001 千葉県 柏市 さわやかちば県民プラザ 277-0882 柏市柏の葉4-3-1 「柏駅」より、バス「柏の葉公園」下車徒歩1分 2018/7/18 水 ○
120120002 千葉県 柏市 さわやかちば県民プラザ 277-0882 柏市柏の葉4-3-1 「柏駅」より、バス「柏の葉公園」下車徒歩1分 2018/8/24 金 ○
120120003 千葉県 柏市 さわやかちば県民プラザ 277-0882 柏市柏の葉4-3-1 「柏駅」より、バス「柏の葉公園」下車徒歩1分 2018/10/3 水 ○
120120004 千葉県 柏市 さわやかちば県民プラザ 277-0882 柏市柏の葉4-3-1 「柏駅」より、バス「柏の葉公園」下車徒歩1分 2018/12/6 木 ○
120120005 千葉県 柏市 さわやかちば県民プラザ 277-0882 柏市柏の葉4-3-1 「柏駅」より、バス「柏の葉公園」下車徒歩1分 2019/2/4 月 ○
120130001 千葉県 佐倉市 湯ぱらだいす佐倉 285-0811 佐倉市表町3-26-1 「佐倉駅」より徒歩2分 2018/9/28 金 ×
120130002 千葉県 佐倉市 湯ぱらだいす佐倉 285-0811 佐倉市表町3-26-1 「佐倉駅」より徒歩2分 2018/11/20 火 ×
120140001 千葉県 成田市 成田国際文化会館 286-0021 成田市土屋303 「成田駅」より徒歩30分 2018/10/4 木 ○
120140002 千葉県 成田市 成田国際文化会館 286-0021 成田市土屋303 「成田駅」より徒歩30分 2018/12/14 金 ○
120140003 千葉県 成田市 成田国際文化会館 286-0021 成田市土屋303 「成田駅」より徒歩30分 2019/1/25 金 ○
120140004 千葉県 成田市 成田国際文化会館 286-0021 成田市土屋303 「成田駅」より徒歩30分 2019/2/7 木 ○
120160001 千葉県 茂原市 茂原卸商業団地協同組合 297-0074 茂原市小林1978-8 「新茂原駅」より徒歩25分 2018/10/10 水 ○
120160002 千葉県 茂原市 茂原卸商業団地協同組合 297-0074 茂原市小林1978-8 「新茂原駅」より徒歩25分 2018/12/19 水 ○
120170001 千葉県 木更津市 木更津市民会館 292-0833 木更津市貝渕2-13-40 「木更津駅」より、バス「木更津市役所前」下車徒歩3分 2018/11/21 水 ○
120170002 千葉県 木更津市 木更津市民会館 292-0833 木更津市貝渕2-13-40 「木更津駅」より、バス「木更津市役所前」下車徒歩3分 2019/1/28 月 ○
120190001 千葉県 柏市 柏商工会議所 277-0011 柏市東上町7-18 「柏駅」より徒歩8分 2018/9/21 金 ×
120190002 千葉県 柏市 柏商工会議所 277-0011 柏市東上町7-18 「柏駅」より徒歩8分 2018/11/20 火 ×
120190003 千葉県 柏市 柏商工会議所 277-0011 柏市東上町7-18 「柏駅」より徒歩8分 2018/12/4 火 ×
120190004 千葉県 柏市 柏商工会議所 277-0011 柏市東上町7-18 「柏駅」より徒歩8分 2019/1/17 木 ×
120190005 千葉県 柏市 柏商工会議所 277-0011 柏市東上町7-18 「柏駅」より徒歩8分 2019/2/13 水 ×
120220001 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/7/17 火 ○
120220002 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/7/27 金 ○
120220003 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/8/9 木 ○
120220004 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/8/27 月 ○
120220005 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/9/4 火 ○
120220006 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/9/18 火 ○
120220007 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/9/26 水 ○
120220008 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/10/4 木 ○
120220009 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/10/16 火 ○
120220010 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/10/25 木 ○
120220011 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/11/7 水 ○
120220012 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/11/16 金 ○
120220013 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/11/27 火 ○
120220014 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/12/3 月 ○
120220015 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/12/7 金 ○
120220016 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/12/13 木 ○
120220017 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2018/12/19 水 ○
120220018 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2019/1/16 水 ○
120220019 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2019/1/17 木 ○
120220020 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2019/1/24 木 ○
120220021 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2019/1/29 火 ○
120220022 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2019/2/1 金 ○
120220023 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2019/2/7 木 ○
120220024 千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 273-0005 船橋市本町7-11-1 「船橋駅」より徒歩5分 2019/2/21 木 ○
120250001 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/7/20 金 ○
120250002 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/7/25 水 ○
120250003 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/8/6 月 ○
120250004 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/9/18 火 ○
120250005 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/9/25 火 ○
120250006 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/10/9 火 ○
120250007 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/10/29 月 ○
120250008 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/11/12 月 ○
120250009 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/11/20 火 ○
120250010 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/12/4 火 ○
120250011 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2018/12/11 火 ○
120250012 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2019/1/15 火 ○
120250013 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2019/1/28 月 ○
120250014 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2019/2/5 火 ○
120250015 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2019/2/12 火 ○
120250016 千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 「千葉中央駅」直結 2019/2/18 月 ○
120260001 千葉県 八千代市 八千代市市民会館 276-0044 八千代市萱田町728 「八千代中央駅」より徒歩10分 2018/8/22 水 ○
120260002 千葉県 八千代市 八千代市市民会館 276-0044 八千代市萱田町728 「八千代中央駅」より徒歩10分 2018/9/27 木 ○
120260003 千葉県 八千代市 八千代市市民会館 276-0044 八千代市萱田町728 「八千代中央駅」より徒歩10分 2018/11/28 水 ○
120260004 千葉県 八千代市 八千代市市民会館 276-0044 八千代市萱田町728 「八千代中央駅」より徒歩10分 2019/1/21 月 ○
120270001 千葉県 松戸市 森のホール21 270-2252 松戸市千駄堀646-4 「八柱駅」より徒歩15分 2018/8/30 木 ○
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120270002 千葉県 松戸市 森のホール21 270-2252 松戸市千駄堀646-4 「八柱駅」より徒歩15分 2018/10/17 水 ○
120270003 千葉県 松戸市 森のホール21 270-2252 松戸市千駄堀646-4 「八柱駅」より徒歩15分 2018/12/13 木 ○
120270004 千葉県 松戸市 森のホール21 270-2252 松戸市千駄堀646-4 「八柱駅」より徒歩15分 2019/1/23 水 ○
120270005 千葉県 松戸市 森のホール21 270-2252 松戸市千駄堀646-4 「八柱駅」より徒歩15分 2019/2/6 水 ○
120280001 千葉県 流山市 流山市生涯学習センター 270-0153 流山市中110 「流山セントラルパーク駅」より徒歩3分 2018/9/30 日 ○
120280002 千葉県 流山市 流山市生涯学習センター 270-0153 流山市中110 「流山セントラルパーク駅」より徒歩3分 2018/11/15 木 ○
120280003 千葉県 流山市 流山市生涯学習センター 270-0153 流山市中110 「流山セントラルパーク駅」より徒歩3分 2019/1/18 金 ○
120280004 千葉県 流山市 流山市生涯学習センター 270-0153 流山市中110 「流山セントラルパーク駅」より徒歩3分 2019/2/6 水 ○
120290001 千葉県 市原市 市原マリンホテル 290-0081 市原市五井中央西2-22-8 「五井駅」より徒歩5分 2018/10/25 木 ○
120290002 千葉県 市原市 市原マリンホテル 290-0081 市原市五井中央西2-22-8 「五井駅」より徒歩5分 2018/12/12 水 ○
120290003 千葉県 市原市 市原マリンホテル 290-0081 市原市五井中央西2-22-8 「五井駅」より徒歩5分 2019/2/18 月 ○
120360001 千葉県 習志野市 モリシアホール 275-0026 習志野市谷津1-16-1 「津田沼駅」より徒歩4分 2018/8/1 水 ○
120360002 千葉県 習志野市 モリシアホール 275-0026 習志野市谷津1-16-1 「津田沼駅」より徒歩4分 2018/10/1 月 ○
120360003 千葉県 習志野市 モリシアホール 275-0026 習志野市谷津1-16-1 「津田沼駅」より徒歩4分 2018/11/13 火 ○
120360004 千葉県 習志野市 モリシアホール 275-0026 習志野市谷津1-16-1 「津田沼駅」より徒歩4分 2018/12/17 月 ○
120360005 千葉県 習志野市 モリシアホール 275-0026 習志野市谷津1-16-1 「津田沼駅」より徒歩4分 2019/1/30 水 ○
120360006 千葉県 習志野市 モリシアホール 275-0026 習志野市谷津1-16-1 「津田沼駅」より徒歩4分 2019/2/14 木 ○
120370001 千葉県 千葉市美浜区 アパホテル＆リゾート幕張 261-0021 千葉市美浜区ひび野2-3 「海浜幕張駅」より徒歩10分 2018/10/31 水 ○
120370002 千葉県 千葉市美浜区 アパホテル＆リゾート幕張 261-0021 千葉市美浜区ひび野2-3 「海浜幕張駅」より徒歩10分 2018/12/20 木 ○
120370003 千葉県 千葉市美浜区 アパホテル＆リゾート幕張 261-0021 千葉市美浜区ひび野2-3 「海浜幕張駅」より徒歩10分 2019/2/12 火 ○
120380001 千葉県 野田市 野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ） 278-0031 野田市中根323-3 「野田市駅」より徒歩22分 2018/10/21 日 ○
120380002 千葉県 野田市 野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ） 278-0031 野田市中根323-3 「野田市駅」より徒歩22分 2018/12/2 日 ○
120380003 千葉県 野田市 野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ） 278-0031 野田市中根323-3 「野田市駅」より徒歩22分 2019/1/27 日 ○
120420001 千葉県 四街道市 四街道市文化センター 284-0001 四街道市大日396 「四街道駅」より徒歩15分 2018/10/15 月 ○
120420002 千葉県 四街道市 四街道市文化センター 284-0001 四街道市大日396 「四街道駅」より徒歩15分 2018/12/11 火 ○
120430001 千葉県 千葉市美浜区 千葉市美浜文化ホール 261-0011 千葉市美浜区真砂5-15-2 「検見川浜駅」より徒歩8分 2018/7/20 金 ○
120430002 千葉県 千葉市美浜区 千葉市美浜文化ホール 261-0011 千葉市美浜区真砂5-15-2 「検見川浜駅」より徒歩8分 2018/10/29 月 ○
120430003 千葉県 千葉市美浜区 千葉市美浜文化ホール 261-0011 千葉市美浜区真砂5-15-2 「検見川浜駅」より徒歩8分 2018/12/7 金 ○
130010001 東京都 文京区 医療法人社団同友会春日クリニック 112-0002 文京区小石川1-12-16　TGビル 「春日駅」より徒歩2分 2019/1/27 日 ○
130040001 東京都 江東区 木材産業健康保険組合健保会館 135-0016 江東区東陽5-29-33 「東陽町駅」より徒歩5分 2018/7/31 火 ○
130040002 東京都 江東区 木材産業健康保険組合健保会館 135-0016 江東区東陽5-29-33 「東陽町駅」より徒歩5分 2018/9/6 木 ○
130040003 東京都 江東区 木材産業健康保険組合健保会館 135-0016 江東区東陽5-29-33 「東陽町駅」より徒歩5分 2018/11/29 木 ○
130040004 東京都 江東区 木材産業健康保険組合健保会館 135-0016 江東区東陽5-29-33 「東陽町駅」より徒歩5分 2018/12/10 月 ○
130040005 東京都 江東区 木材産業健康保険組合健保会館 135-0016 江東区東陽5-29-33 「東陽町駅」より徒歩5分 2019/1/16 水 ○
130040006 東京都 江東区 木材産業健康保険組合健保会館 135-0016 江東区東陽5-29-33 「東陽町駅」より徒歩5分 2019/2/1 金 ○
130050001 東京都 品川区 五反田TOC 141-0031 品川区西五反田7-22-17 「五反田駅」より徒歩8分 2018/10/19 金 ×
130050002 東京都 品川区 五反田TOC 141-0031 品川区西五反田7-22-17 「五反田駅」より徒歩8分 2018/12/12 水 ×
130050003 東京都 品川区 五反田TOC 141-0031 品川区西五反田7-22-17 「五反田駅」より徒歩8分 2019/1/18 金 ×
130050004 東京都 品川区 五反田TOC 141-0031 品川区西五反田7-22-17 「五反田駅」より徒歩8分 2019/2/8 金 ×
130070001 東京都 目黒区 中目黒GTプラザホール 153-0051 目黒区上目黒2-1-3 「中目黒駅」より徒歩1分 2018/9/18 火 ×
130070002 東京都 目黒区 中目黒GTプラザホール 153-0051 目黒区上目黒2-1-3 「中目黒駅」より徒歩1分 2018/11/21 水 ×
130080001 東京都 中野区 中野サンプラザ 164-0001 中野区中野4-1-1 「中野駅」より徒歩1分 2018/7/20 金 ○
130080002 東京都 中野区 中野サンプラザ 164-0001 中野区中野4-1-1 「中野駅」より徒歩1分 2018/8/21 火 ○
130080003 東京都 中野区 中野サンプラザ 164-0001 中野区中野4-1-1 「中野駅」より徒歩1分 2018/10/19 金 ○
130080004 東京都 中野区 中野サンプラザ 164-0001 中野区中野4-1-1 「中野駅」より徒歩1分 2018/11/29 木 ○
130080005 東京都 中野区 中野サンプラザ 164-0001 中野区中野4-1-1 「中野駅」より徒歩1分 2018/12/21 金 ○
130080006 東京都 中野区 中野サンプラザ 164-0001 中野区中野4-1-1 「中野駅」より徒歩1分 2019/1/18 金 ○
130080007 東京都 中野区 中野サンプラザ 164-0001 中野区中野4-1-1 「中野駅」より徒歩1分 2019/2/6 水 ○
130080008 東京都 中野区 中野サンプラザ 164-0001 中野区中野4-1-1 「中野駅」より徒歩1分 2019/2/19 火 ○
130100001 東京都 世田谷区 世田谷区民会館 154-0017 世田谷区世田谷4-21-27 「松陰神社前駅」より徒歩5分 2018/7/21 土 ○
130100002 東京都 世田谷区 世田谷区民会館 154-0017 世田谷区世田谷4-21-27 「松陰神社前駅」より徒歩5分 2018/8/23 木 ○
130100003 東京都 世田谷区 世田谷区民会館 154-0017 世田谷区世田谷4-21-27 「松陰神社前駅」より徒歩5分 2018/10/21 日 ○
130100004 東京都 世田谷区 世田谷区民会館 154-0017 世田谷区世田谷4-21-27 「松陰神社前駅」より徒歩5分 2018/11/18 日 ○
130100005 東京都 世田谷区 世田谷区民会館 154-0017 世田谷区世田谷4-21-27 「松陰神社前駅」より徒歩5分 2018/12/16 日 ○
130100006 東京都 世田谷区 世田谷区民会館 154-0017 世田谷区世田谷4-21-27 「松陰神社前駅」より徒歩5分 2019/1/19 土 ○
130100007 東京都 世田谷区 世田谷区民会館 154-0017 世田谷区世田谷4-21-27 「松陰神社前駅」より徒歩5分 2019/2/16 土 ○
130110001 東京都 世田谷区 成城ホール 157-0066 世田谷区成城6-2-1 「成城学園前駅」より徒歩4分 2018/9/7 金 ×
130110002 東京都 世田谷区 成城ホール 157-0066 世田谷区成城6-2-1 「成城学園前駅」より徒歩4分 2018/12/6 木 ×
130110003 東京都 世田谷区 成城ホール 157-0066 世田谷区成城6-2-1 「成城学園前駅」より徒歩4分 2019/1/22 火 ×
130110004 東京都 世田谷区 成城ホール 157-0066 世田谷区成城6-2-1 「成城学園前駅」より徒歩4分 2019/2/6 水 ×
130120001 東京都 大田区 大田区産業プラザ 144-0035 大田区南蒲田1-20-20 「京急蒲田駅」より徒歩3分 2018/9/13 木 ×
130120002 東京都 大田区 大田区産業プラザ 144-0035 大田区南蒲田1-20-20 「京急蒲田駅」より徒歩3分 2018/11/7 水 ×
130120003 東京都 大田区 大田区産業プラザ 144-0035 大田区南蒲田1-20-20 「京急蒲田駅」より徒歩3分 2019/1/11 金 ×
130120004 東京都 大田区 大田区産業プラザ 144-0035 大田区南蒲田1-20-20 「京急蒲田駅」より徒歩3分 2019/2/4 月 ×
130130001 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/7/19 木 ○
130130002 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/7/24 火 ○
130130003 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/8/20 月 ○
130130004 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/9/12 水 ○
130130005 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/10/17 水 ○
130130006 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/10/30 火 ○
130130007 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/11/12 月 ○
130130008 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/11/27 火 ○
130130009 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/12/4 火 ○
130130010 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2018/12/17 月 ○
130130011 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2019/1/10 木 ○
130130012 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2019/1/29 火 ○
130130013 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2019/2/5 火 ○
130130014 東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 170-0013 豊島区東池袋3-1-4 「東池袋駅」より徒歩8分 2019/2/20 水 ○
130140001 東京都 北区 北区赤羽会館 115-0044 北区赤羽南1-13-1 「赤羽駅」より徒歩5分 2018/10/16 火 ×
130150001 東京都 板橋区 高島平地域センター 175-0082 板橋区高島平3-12-28 「高島平駅」より徒歩5分 2018/11/29 木 ×
130150002 東京都 板橋区 高島平地域センター 175-0082 板橋区高島平3-12-28 「高島平駅」より徒歩5分 2019/1/25 金 ×
130160001 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2018/7/25 水 ○
130160002 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2018/8/29 水 ○
130160003 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2018/9/19 水 ○
130160004 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2018/10/22 月 ○
130160005 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2018/11/14 水 ○
130160006 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2018/12/3 月 ○
130160007 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2018/12/13 木 ○
130160008 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2019/1/17 木 ○
130160009 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2019/2/7 木 ○
130160010 東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 179-0075 練馬区高松5-8 J-CITY 「光が丘駅」より徒歩15分 2019/2/15 金 ○
130170001 東京都 足立区 足立区勤労福祉会館 120-0005 足立区綾瀬1-34-7 「綾瀬駅」より徒歩3分 2018/9/13 木 ×
130170002 東京都 足立区 足立区勤労福祉会館 120-0005 足立区綾瀬1-34-7 「綾瀬駅」より徒歩3分 2018/10/31 水 ×
130170003 東京都 足立区 足立区勤労福祉会館 120-0005 足立区綾瀬1-34-7 「綾瀬駅」より徒歩3分 2018/12/7 金 ×
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130170004 東京都 足立区 足立区勤労福祉会館 120-0005 足立区綾瀬1-34-7 「綾瀬駅」より徒歩3分 2019/1/11 金 ×
130170005 東京都 足立区 足立区勤労福祉会館 120-0005 足立区綾瀬1-34-7 「綾瀬駅」より徒歩3分 2019/2/13 水 ×
130190001 東京都 墨田区 国際ファッションセンター 130-0015 墨田区横網1-6-1　KFCビル10F 「両国駅」より徒歩7分 2018/12/17 月 ×
130200001 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2018/7/17 火 ○
130200002 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2018/8/8 水 ○
130200003 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2018/9/7 金 ○
130200004 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2018/10/22 月 ○
130200005 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2018/11/6 火 ○
130200006 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2018/11/21 水 ○
130200007 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2018/12/5 水 ○
130200008 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2018/12/14 金 ○
130200009 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2019/1/17 木 ○
130200010 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2019/1/31 木 ○
130200011 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2019/2/6 水 ○
130200012 東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 132-0021 江戸川区中央4-14-1 「新小岩駅」より、バス「江戸川高校前」下車徒歩3分 2019/2/19 火 ○
130210001 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/7/18 水 ○
130210002 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/7/31 火 ○
130210003 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/8/8 水 ○
130210004 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/8/24 金 ○
130210005 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/9/11 火 ○
130210006 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/9/27 木 ○
130210007 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/10/3 水 ○
130210008 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/10/18 木 ○
130210009 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/11/9 金 ○
130210010 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/11/28 水 ○
130210011 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/12/5 水 ○
130210012 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/12/11 火 ○
130210013 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2018/12/19 水 ○
130210014 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2019/1/10 木 ○
130210015 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2019/1/16 水 ○
130210016 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2019/1/28 月 ○
130210017 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2019/2/4 月 ○
130210018 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2019/2/13 水 ○
130210019 東京都 立川市 立川グランドホテル 190-0012 立川市曙町2-14-16 「立川駅」より徒歩2分 2019/2/22 金 ○
130220001 東京都 八王子市 八王子労政会館 192-0046 八王子市明神町3-5-1 「八王子駅」より徒歩10分 2018/8/2 木 ○
130220002 東京都 八王子市 八王子労政会館 192-0046 八王子市明神町3-5-1 「八王子駅」より徒歩10分 2018/9/27 木 ○
130220003 東京都 八王子市 八王子労政会館 192-0046 八王子市明神町3-5-1 「八王子駅」より徒歩10分 2018/10/31 水 ○
130220004 東京都 八王子市 八王子労政会館 192-0046 八王子市明神町3-5-1 「八王子駅」より徒歩10分 2018/11/21 水 ○
130220005 東京都 八王子市 八王子労政会館 192-0046 八王子市明神町3-5-1 「八王子駅」より徒歩10分 2018/12/4 火 ○
130220006 東京都 八王子市 八王子労政会館 192-0046 八王子市明神町3-5-1 「八王子駅」より徒歩10分 2019/1/31 木 ○
130220007 東京都 八王子市 八王子労政会館 192-0046 八王子市明神町3-5-1 「八王子駅」より徒歩10分 2019/2/8 金 ○
130230001 東京都 三鷹市 三鷹市公会堂 181-8555 三鷹市野崎1-1-1 「三鷹駅」より、バス「三鷹市役所前」下車徒歩1分 2018/8/9 木 ○
130230002 東京都 三鷹市 三鷹市公会堂 181-8555 三鷹市野崎1-1-1 「三鷹駅」より、バス「三鷹市役所前」下車徒歩1分 2018/10/15 月 ○
130230003 東京都 三鷹市 三鷹市公会堂 181-8555 三鷹市野崎1-1-1 「三鷹駅」より、バス「三鷹市役所前」下車徒歩1分 2018/12/21 金 ○
130230004 東京都 三鷹市 三鷹市公会堂 181-8555 三鷹市野崎1-1-1 「三鷹駅」より、バス「三鷹市役所前」下車徒歩1分 2019/2/1 金 ○
130240001 東京都 調布市 調布グリーンホール 182-0026 調布市小島町2-47-1 「調布駅」より徒歩2分 2018/8/8 水 ×
130250001 東京都 府中市 むさし府中商工会議所会館 183-0006 府中市緑町3-5-2 「東府中駅」より徒歩1分 2018/8/28 火 ○
130250002 東京都 府中市 むさし府中商工会議所会館 183-0006 府中市緑町3-5-2 「東府中駅」より徒歩1分 2018/9/14 金 ○
130250003 東京都 府中市 むさし府中商工会議所会館 183-0006 府中市緑町3-5-2 「東府中駅」より徒歩1分 2018/10/30 火 ○
130250004 東京都 府中市 むさし府中商工会議所会館 183-0006 府中市緑町3-5-2 「東府中駅」より徒歩1分 2018/12/10 月 ○
130250005 東京都 府中市 むさし府中商工会議所会館 183-0006 府中市緑町3-5-2 「東府中駅」より徒歩1分 2019/1/22 火 ○
130250006 東京都 府中市 むさし府中商工会議所会館 183-0006 府中市緑町3-5-2 「東府中駅」より徒歩1分 2019/2/13 水 ○
130270001 東京都 西東京市 スカイタワー西東京 188-0014 西東京市芝久保町5-8-2 「田無駅」より、バス「西原グリーンハイツ」下車徒歩10分 2018/12/18 火 ×
130270002 東京都 西東京市 スカイタワー西東京 188-0014 西東京市芝久保町5-8-2 「田無駅」より、バス「西原グリーンハイツ」下車徒歩10分 2019/1/18 金 ×
130280001 東京都 東久留米市 成美教育文化会館 203-0014 東久留米市東本町8-14 「東久留米駅」より徒歩4分 2018/9/30 日 ×
130280002 東京都 東久留米市 成美教育文化会館 203-0014 東久留米市東本町8-14 「東久留米駅」より徒歩4分 2018/11/25 日 ×
130280003 東京都 東久留米市 成美教育文化会館 203-0014 東久留米市東本町8-14 「東久留米駅」より徒歩4分 2019/1/27 日 ×
130290001 東京都 多摩市 パルテノン多摩 206-0033 多摩市落合2-35 「多摩センター駅」より徒歩5分 2018/7/25 水 ○
130290002 東京都 多摩市 パルテノン多摩 206-0033 多摩市落合2-35 「多摩センター駅」より徒歩5分 2018/9/4 火 ○
130290003 東京都 多摩市 パルテノン多摩 206-0033 多摩市落合2-35 「多摩センター駅」より徒歩5分 2018/10/22 月 ○
130290004 東京都 多摩市 パルテノン多摩 206-0033 多摩市落合2-35 「多摩センター駅」より徒歩5分 2018/11/6 火 ○
130290005 東京都 多摩市 パルテノン多摩 206-0033 多摩市落合2-35 「多摩センター駅」より徒歩5分 2018/12/18 火 ○
130290006 東京都 多摩市 パルテノン多摩 206-0033 多摩市落合2-35 「多摩センター駅」より徒歩5分 2019/1/30 水 ○
130290007 東京都 多摩市 パルテノン多摩 206-0033 多摩市落合2-35 「多摩センター駅」より徒歩5分 2019/2/20 水 ○
130300001 東京都 多摩市 多摩永山情報教育センター 206-0024 多摩市諏訪2-5-1 「永山駅」より徒歩5分 2018/10/30 火 ○
130300002 東京都 多摩市 多摩永山情報教育センター 206-0024 多摩市諏訪2-5-1 「永山駅」より徒歩5分 2018/12/10 月 ○
130300003 東京都 多摩市 多摩永山情報教育センター 206-0024 多摩市諏訪2-5-1 「永山駅」より徒歩5分 2019/1/10 木 ○
130310001 東京都 町田市 ぽっぽ町田 194-0013 町田市原町田4-10-20 「町田駅」より徒歩5分 2018/7/19 木 ×
130310002 東京都 町田市 ぽっぽ町田 194-0013 町田市原町田4-10-20 「町田駅」より徒歩5分 2018/9/4 火 ×
130310003 東京都 町田市 ぽっぽ町田 194-0013 町田市原町田4-10-20 「町田駅」より徒歩5分 2018/10/11 木 ×
130310004 東京都 町田市 ぽっぽ町田 194-0013 町田市原町田4-10-20 「町田駅」より徒歩5分 2018/11/27 火 ×
130310005 東京都 町田市 ぽっぽ町田 194-0013 町田市原町田4-10-20 「町田駅」より徒歩5分 2018/12/17 月 ×
130320001 東京都 昭島市 フォレスト・イン昭和館 196-8601 昭島市昭和の森 「昭島駅」より徒歩7分 2018/8/6 月 ○
130320002 東京都 昭島市 フォレスト・イン昭和館 196-8601 昭島市昭和の森 「昭島駅」より徒歩7分 2018/10/23 火 ○
130320003 東京都 昭島市 フォレスト・イン昭和館 196-8601 昭島市昭和の森 「昭島駅」より徒歩7分 2018/12/17 月 ○
130320004 東京都 昭島市 フォレスト・イン昭和館 196-8601 昭島市昭和の森 「昭島駅」より徒歩7分 2019/1/21 月 ○
130320005 東京都 昭島市 フォレスト・イン昭和館 196-8601 昭島市昭和の森 「昭島駅」より徒歩7分 2019/2/15 金 ○
130330001 東京都 青梅市 青梅商工会議所 198-0081 青梅市上町373-1 「青梅駅」より徒歩5分 2018/11/5 月 ×
130380001 東京都 江戸川区 ベストウェスタン東京西葛西 134-0088 江戸川区西葛西6-17-9 「西葛西駅」より徒歩2分 2018/9/20 木 ○
130380002 東京都 江戸川区 ベストウェスタン東京西葛西 134-0088 江戸川区西葛西6-17-9 「西葛西駅」より徒歩2分 2018/11/2 金 ○
130380003 東京都 江戸川区 ベストウェスタン東京西葛西 134-0088 江戸川区西葛西6-17-9 「西葛西駅」より徒歩2分 2019/1/22 火 ○
130380004 東京都 江戸川区 ベストウェスタン東京西葛西 134-0088 江戸川区西葛西6-17-9 「西葛西駅」より徒歩2分 2019/2/20 水 ○
130410001 東京都 立川市 トヨタドライビングスクール東京 190-0021 立川市羽衣町1-3-4 「立川駅」より徒歩13分　「立川駅」南口より無料送迎バスあり 2018/10/20 土 ○
130410002 東京都 立川市 トヨタドライビングスクール東京 190-0021 立川市羽衣町1-3-4 「立川駅」より徒歩13分　「立川駅」南口より無料送迎バスあり 2018/11/17 土 ○
130420001 東京都 千代田区 秋葉原ＵＤＸ 101-0021 千代田区外神田4-14-1 「秋葉原駅」より徒歩2分 2018/11/29 木 ○
130420002 東京都 千代田区 秋葉原ＵＤＸ 101-0021 千代田区外神田4-14-1 「秋葉原駅」より徒歩2分 2018/12/20 木 ○
130420003 東京都 千代田区 秋葉原ＵＤＸ 101-0021 千代田区外神田4-14-1 「秋葉原駅」より徒歩2分 2019/1/24 木 ○
130420004 東京都 千代田区 秋葉原ＵＤＸ 101-0021 千代田区外神田4-14-1 「秋葉原駅」より徒歩2分 2019/2/18 月 ○
130460001 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/7/18 水 ○
130460002 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/7/30 月 ○
130460003 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/8/10 金 ○
130460004 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/9/3 月 ○
130460005 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/9/21 金 ○
130460006 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/10/2 火 ○
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130460007 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/10/24 水 ○
130460008 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/11/1 木 ○
130460009 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/11/26 月 ○
130460010 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/12/6 木 ○
130460011 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2018/12/15 土 ○
130460012 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2019/1/15 火 ○
130460013 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2019/1/19 土 ○
130460014 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2019/2/4 月 ○
130460015 東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 160-0023 新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル 「新宿駅」より徒歩3分 2019/2/14 木 ○
130470001 東京都 港区 三田NNホール 108-0014 港区芝4-1-23 JR「田町駅」より徒歩5分 2018/12/11 火 ○
130470002 東京都 港区 三田NNホール 108-0014 港区芝4-1-23 JR「田町駅」より徒歩5分 2019/2/18 月 ○
130530001 東京都 東村山市 サンパルネ 189-0022 東村山市野口町1-46 「東村山駅」より徒歩1分 2018/10/1 月 ○
130530002 東京都 東村山市 サンパルネ 189-0022 東村山市野口町1-46 「東村山駅」より徒歩1分 2019/1/18 金 ○
130540001 東京都 立川市 ホテル日航立川　東京 190-0022 立川市錦町1-12-1 「立川駅」より徒歩7分 2018/10/12 金 ○
130540002 東京都 立川市 ホテル日航立川　東京 190-0022 立川市錦町1-12-1 「立川駅」より徒歩7分 2018/11/22 木 ○
130540003 東京都 立川市 ホテル日航立川　東京 190-0022 立川市錦町1-12-1 「立川駅」より徒歩7分 2018/12/14 金 ○
130540004 東京都 立川市 ホテル日航立川　東京 190-0022 立川市錦町1-12-1 「立川駅」より徒歩7分 2019/1/24 木 ○
130550001 東京都 中央区 ホテルマリナーズコート東京 104-0053 中央区晴海4-7-28 「勝どき駅」より徒歩13分 2018/11/19 月 ○
130560001 東京都 足立区 東京芸術センター 120-0034 足立区千住1-4-1 「北千住駅」より徒歩7分 2018/11/30 金 ○
130570001 東京都 台東区 東京電子機械工業健保会館 111-8530 台東区雷門1-13-8 「浅草駅」より徒歩6分 2018/11/8 木 ○
130580001 東京都 世田谷区 玉川区民会館 158-0094 世田谷区玉川1-20-21 「二子玉川駅」より徒歩8分 2018/11/22 木 ×
130590001 東京都 調布市 味の素スタジアム 182-0032 調布市西町376-3 「飛田給駅」より徒歩5分 2018/11/16 金 ○
140010001 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/7/19 木 ○
140010002 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/7/26 木 ○
140010003 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/8/7 火 ○
140010004 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/8/23 木 ○
140010005 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/9/5 水 ○
140010006 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/9/25 火 ○
140010007 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/10/2 火 ○
140010008 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/10/23 火 ○
140010009 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/11/6 火 ○
140010010 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/11/21 水 ○
140010011 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/12/5 水 ○
140010012 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/12/12 水 ○
140010013 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2018/12/18 火 ○
140010014 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2019/1/15 火 ○
140010015 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2019/1/23 水 ○
140010016 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2019/1/29 火 ○
140010017 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2019/2/6 水 ○
140010018 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2019/2/12 火 ○
140010019 神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 「横浜駅」より徒歩7分 2019/2/20 水 ○
140020001 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/7/20 金 ○
140020002 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/7/30 月 ○
140020003 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/8/10 金 ○
140020004 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/8/27 月 ○
140020005 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/9/3 月 ○
140020006 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/9/14 金 ○
140020007 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/9/20 木 ○
140020008 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/9/27 木 ○
140020009 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/10/5 金 ○
140020010 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/10/11 木 ○
140020011 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/10/15 月 ○
140020012 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/10/26 金 ○
140020013 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/11/2 金 ○
140020014 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/11/9 金 ○
140020015 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/11/15 木 ○
140020016 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/11/26 月 ○
140020017 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/12/7 金 ○
140020018 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/12/13 木 ○
140020019 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/12/14 金 ○
140020020 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2018/12/21 金 ○
140020021 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2019/1/11 金 ○
140020022 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2019/1/18 金 ○
140020023 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2019/1/21 月 ○
140020024 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2019/1/24 木 ○
140020025 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2019/2/14 木 ○
140020026 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2019/2/15 金 ○
140020027 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2019/2/18 月 ○
140020028 神奈川県 横浜市港北区 新横浜グレイスホテル 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 「新横浜駅」より徒歩1分 2019/2/25 月 ○
140040001 神奈川県 横浜市港南区 かながわ平和祈念館 233-0007 横浜市港南区大久保1-8-10 「上大岡駅」より徒歩6分 2018/10/12 金 ×
140040002 神奈川県 横浜市港南区 かながわ平和祈念館 233-0007 横浜市港南区大久保1-8-10 「上大岡駅」より徒歩6分 2018/12/19 水 ×
140050001 神奈川県 横浜市栄区 地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 「本郷台駅」より徒歩3分 2018/11/2 金 ○
140050002 神奈川県 横浜市栄区 地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 「本郷台駅」より徒歩3分 2018/12/18 火 ○
140050003 神奈川県 横浜市栄区 地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 「本郷台駅」より徒歩3分 2019/2/7 木 ○
140090001 神奈川県 横浜市泉区 泉公会堂 245-0016 横浜市泉区和泉町4636-2 「いずみ中央駅」より徒歩3分 2018/11/6 火 ×
140090002 神奈川県 横浜市泉区 泉公会堂 245-0016 横浜市泉区和泉町4636-2 「いずみ中央駅」より徒歩3分 2019/1/16 水 ×
140100001 神奈川県 横浜市戸塚区 男女共同参画センター横浜（フォーラム） 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町435-1 「戸塚駅」より徒歩7分 2018/9/3 月 ×
140100002 神奈川県 横浜市戸塚区 男女共同参画センター横浜（フォーラム） 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町435-1 「戸塚駅」より徒歩7分 2018/12/19 水 ×
140110001 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/7/29 日 ○
140110002 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/8/25 土 ○
140110003 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/9/1 土 ○
140110004 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/9/30 日 ○
140110005 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/10/14 日 ○
140110006 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/10/28 日 ○
140110007 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/11/3 土 ○
140110008 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/11/11 日 ○
140110009 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/12/2 日 ○
140110010 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2018/12/22 土 ○
140110011 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2019/1/12 土 ○
140110012 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2019/1/19 土 ○
140110013 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2019/2/3 日 ○
140110014 神奈川県 横浜市都筑区 横浜国際プール 224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1 「北山田駅」より徒歩5分 2019/2/24 日 ○
140120001 神奈川県 横浜市青葉区 青葉公会堂 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 「市ヶ尾駅」より徒歩8分 2018/9/28 金 ×
140120002 神奈川県 横浜市青葉区 青葉公会堂 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 「市ヶ尾駅」より徒歩8分 2018/11/20 火 ×
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140150001 神奈川県 川崎市中原区 川崎市総合自治会館 211-0063 川崎市中原区小杉町3-1 「武蔵小杉駅」より徒歩7分 2018/8/3 金 ○
140150002 神奈川県 川崎市中原区 川崎市総合自治会館 211-0063 川崎市中原区小杉町3-1 「武蔵小杉駅」より徒歩7分 2018/9/25 火 ○
140150003 神奈川県 川崎市中原区 川崎市総合自治会館 211-0063 川崎市中原区小杉町3-1 「武蔵小杉駅」より徒歩7分 2018/10/10 水 ○
140150004 神奈川県 川崎市中原区 川崎市総合自治会館 211-0063 川崎市中原区小杉町3-1 「武蔵小杉駅」より徒歩7分 2018/11/12 月 ○
140150005 神奈川県 川崎市中原区 川崎市総合自治会館 211-0063 川崎市中原区小杉町3-1 「武蔵小杉駅」より徒歩7分 2018/12/14 金 ○
140150006 神奈川県 川崎市中原区 川崎市総合自治会館 211-0063 川崎市中原区小杉町3-1 「武蔵小杉駅」より徒歩7分 2019/1/25 金 ○
140150007 神奈川県 川崎市中原区 川崎市総合自治会館 211-0063 川崎市中原区小杉町3-1 「武蔵小杉駅」より徒歩7分 2019/2/8 金 ○
140170001 神奈川県 川崎市多摩区 多摩市民館 214-0014 川崎市多摩区登戸1775-1 「向ヶ丘遊園駅」より徒歩5分 2018/9/21 金 ×
140170002 神奈川県 川崎市多摩区 多摩市民館 214-0014 川崎市多摩区登戸1775-1 「向ヶ丘遊園駅」より徒歩5分 2018/11/20 火 ×
140170003 神奈川県 川崎市多摩区 多摩市民館 214-0014 川崎市多摩区登戸1775-1 「向ヶ丘遊園駅」より徒歩5分 2019/1/17 木 ×
140190001 神奈川県 川崎市宮前区 宮前市民館 216-0006 川崎市宮前区宮前平2-20-4 「宮前平駅」より徒歩10分 2018/8/28 火 ○
140190002 神奈川県 川崎市宮前区 宮前市民館 216-0006 川崎市宮前区宮前平2-20-4 「宮前平駅」より徒歩10分 2018/10/3 水 ○
140190003 神奈川県 川崎市宮前区 宮前市民館 216-0006 川崎市宮前区宮前平2-20-4 「宮前平駅」より徒歩10分 2018/12/12 水 ○
140190004 神奈川県 川崎市宮前区 宮前市民館 216-0006 川崎市宮前区宮前平2-20-4 「宮前平駅」より徒歩10分 2019/1/31 木 ○
140190005 神奈川県 川崎市宮前区 宮前市民館 216-0006 川崎市宮前区宮前平2-20-4 「宮前平駅」より徒歩10分 2019/2/15 金 ○
140200001 神奈川県 藤沢市 藤沢市民会館 251-0026 藤沢市鵠沼東8-1 「藤沢駅」より徒歩10分 2018/7/20 金 ×
140200002 神奈川県 藤沢市 藤沢市民会館 251-0026 藤沢市鵠沼東8-1 「藤沢駅」より徒歩10分 2018/9/12 水 ×
140200003 神奈川県 藤沢市 藤沢市民会館 251-0026 藤沢市鵠沼東8-1 「藤沢駅」より徒歩10分 2018/10/2 火 ×
140200004 神奈川県 藤沢市 藤沢市民会館 251-0026 藤沢市鵠沼東8-1 「藤沢駅」より徒歩10分 2018/11/16 金 ×
140200005 神奈川県 藤沢市 藤沢市民会館 251-0026 藤沢市鵠沼東8-1 「藤沢駅」より徒歩10分 2018/12/11 火 ×
140200006 神奈川県 藤沢市 藤沢市民会館 251-0026 藤沢市鵠沼東8-1 「藤沢駅」より徒歩10分 2019/1/22 火 ×
140200007 神奈川県 藤沢市 藤沢市民会館 251-0026 藤沢市鵠沼東8-1 「藤沢駅」より徒歩10分 2019/2/13 水 ×
140230001 神奈川県 横須賀市 横須賀市文化会館 238-0016 横須賀市深田台50 「横須賀中央駅」より徒歩10分 2018/8/21 火 ○
140230002 神奈川県 横須賀市 横須賀市文化会館 238-0016 横須賀市深田台50 「横須賀中央駅」より徒歩10分 2018/9/10 月 ○
140230003 神奈川県 横須賀市 横須賀市文化会館 238-0016 横須賀市深田台50 「横須賀中央駅」より徒歩10分 2018/10/22 月 ○
140230004 神奈川県 横須賀市 横須賀市文化会館 238-0016 横須賀市深田台50 「横須賀中央駅」より徒歩10分 2018/11/5 月 ○
140230005 神奈川県 横須賀市 横須賀市文化会館 238-0016 横須賀市深田台50 「横須賀中央駅」より徒歩10分 2018/12/13 木 ○
140230006 神奈川県 横須賀市 横須賀市文化会館 238-0016 横須賀市深田台50 「横須賀中央駅」より徒歩10分 2019/1/8 火 ○
140230007 神奈川県 横須賀市 横須賀市文化会館 238-0016 横須賀市深田台50 「横須賀中央駅」より徒歩10分 2019/2/12 火 ○
140240001 神奈川県 相模原市緑区 サン・エールさがみはら 252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-20 「橋本駅」より徒歩10分 2018/8/3 金 ○
140240002 神奈川県 相模原市緑区 サン・エールさがみはら 252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-20 「橋本駅」より徒歩10分 2018/9/10 月 ○
140240003 神奈川県 相模原市緑区 サン・エールさがみはら 252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-20 「橋本駅」より徒歩10分 2018/10/18 木 ○
140240004 神奈川県 相模原市緑区 サン・エールさがみはら 252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-20 「橋本駅」より徒歩10分 2018/11/19 月 ○
140240005 神奈川県 相模原市緑区 サン・エールさがみはら 252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-20 「橋本駅」より徒歩10分 2018/12/12 水 ○
140240006 神奈川県 相模原市緑区 サン・エールさがみはら 252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-20 「橋本駅」より徒歩10分 2019/1/31 木 ○
140240007 神奈川県 相模原市緑区 サン・エールさがみはら 252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-20 「橋本駅」より徒歩10分 2019/2/13 水 ○
140250001 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2018/7/17 火 ○
140250002 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2018/7/27 金 ○
140250003 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2018/8/20 月 ○
140250004 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2018/9/25 火 ○
140250005 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2018/10/18 木 ○
140250006 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2018/11/16 金 ○
140250007 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2018/12/5 水 ○
140250008 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2018/12/20 木 ○
140250009 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2019/1/11 金 ○
140250010 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2019/2/5 火 ○
140250011 神奈川県 海老名市 オークラフロンティアホテル海老名 243-0432 海老名市中央2-9-50 「海老名駅」より徒歩5分 2019/2/19 火 ○
140270001 神奈川県 秦野市 秦野市文化会館 257-0015 秦野市平沢82 「秦野駅」より、バス「文化会館前」下車徒歩2分 2018/9/20 木 ○
140270002 神奈川県 秦野市 秦野市文化会館 257-0015 秦野市平沢82 「秦野駅」より、バス「文化会館前」下車徒歩2分 2018/11/8 木 ○
140270003 神奈川県 秦野市 秦野市文化会館 257-0015 秦野市平沢82 「秦野駅」より、バス「文化会館前」下車徒歩2分 2019/1/23 水 ○
140310001 神奈川県 川崎市幸区 川崎市産業振興会館 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 JR「川崎駅」より徒歩10分 2018/7/24 火 ○
140310002 神奈川県 川崎市幸区 川崎市産業振興会館 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 JR「川崎駅」より徒歩10分 2018/9/13 木 ○
140310003 神奈川県 川崎市幸区 川崎市産業振興会館 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 JR「川崎駅」より徒歩10分 2018/10/24 水 ○
140310004 神奈川県 川崎市幸区 川崎市産業振興会館 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 JR「川崎駅」より徒歩10分 2018/11/12 月 ○
140310005 神奈川県 川崎市幸区 川崎市産業振興会館 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 JR「川崎駅」より徒歩10分 2018/12/19 水 ○
140310006 神奈川県 川崎市幸区 川崎市産業振興会館 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 JR「川崎駅」より徒歩10分 2019/1/22 火 ○
140310007 神奈川県 川崎市幸区 川崎市産業振興会館 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 JR「川崎駅」より徒歩10分 2019/2/12 火 ○
140340001 神奈川県 川崎市高津区 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 213-0001 川崎市高津区溝口2-20-1 JR南武線「武蔵溝ノ口駅」北口より徒歩10分　東急田園都市線「溝の口駅」東口より徒歩10分 2018/10/16 火 ○
140340002 神奈川県 川崎市高津区 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 213-0001 川崎市高津区溝口2-20-1 JR南武線「武蔵溝ノ口駅」北口より徒歩10分　東急田園都市線「溝の口駅」東口より徒歩10分 2018/10/31 水 ○
140340003 神奈川県 川崎市高津区 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 213-0001 川崎市高津区溝口2-20-1 JR南武線「武蔵溝ノ口駅」北口より徒歩10分　東急田園都市線「溝の口駅」東口より徒歩10分 2018/11/14 水 ○
140340004 神奈川県 川崎市高津区 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 213-0001 川崎市高津区溝口2-20-1 JR南武線「武蔵溝ノ口駅」北口より徒歩10分　東急田園都市線「溝の口駅」東口より徒歩10分 2019/1/23 水 ○
140340005 神奈川県 川崎市高津区 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 213-0001 川崎市高津区溝口2-20-1 JR南武線「武蔵溝ノ口駅」北口より徒歩10分　東急田園都市線「溝の口駅」東口より徒歩10分 2019/2/13 水 ○
140370001 神奈川県 横浜市都筑区 都筑公会堂 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 「センター南駅」より徒歩6分 2018/11/22 木 ○
140370002 神奈川県 横浜市都筑区 都筑公会堂 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内 「センター南駅」より徒歩6分 2019/1/18 金 ○
140380001 神奈川県 鎌倉市 鎌倉プリンスホテル 248-0025 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 「七里ヶ浜駅」より徒歩8分 2018/12/12 水 ○
140380002 神奈川県 鎌倉市 鎌倉プリンスホテル 248-0025 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 「七里ヶ浜駅」より徒歩8分 2019/1/28 月 ○
140380003 神奈川県 鎌倉市 鎌倉プリンスホテル 248-0025 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 「七里ヶ浜駅」より徒歩8分 2019/2/20 水 ○
140390001 神奈川県 横浜市西区 パシフィコ横浜 220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1 「みなとみらい駅」より徒歩3分 2018/10/23 火 ○
140390002 神奈川県 横浜市西区 パシフィコ横浜 220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1 「みなとみらい駅」より徒歩3分 2018/12/3 月 ○
140400001 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/7/17 火 ○
140400002 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/7/27 金 ○
140400003 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/8/27 月 ○
140400004 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/9/10 月 ○
140400005 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/9/19 水 ○
140400006 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/10/9 火 ○
140400007 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/10/23 火 ○
140400008 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/11/9 金 ○
140400009 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/11/30 金 ○
140400010 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/12/10 月 ○
140400011 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2018/12/17 月 ○
140400012 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2019/1/11 金 ○
140400013 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2019/1/25 金 ○
140400014 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2019/2/5 火 ○
140400015 神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 「新百合ヶ丘駅」より徒歩2分 2019/2/20 水 ○
140410001 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市金沢産業振興センター 236-0004 横浜市金沢区福浦1-5-2 「産業振興センター駅」より徒歩1分 2018/10/5 金 ○
140410002 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市金沢産業振興センター 236-0004 横浜市金沢区福浦1-5-2 「産業振興センター駅」より徒歩1分 2018/12/21 金 ○
140420001 神奈川県 小田原市 小田原アリーナ 250-0866 小田原市中曽根263 「富水駅」より徒歩15分 2018/9/11 火 ○
140420002 神奈川県 小田原市 小田原アリーナ 250-0866 小田原市中曽根263 「富水駅」より徒歩15分 2018/10/30 火 ○
140420003 神奈川県 小田原市 小田原アリーナ 250-0866 小田原市中曽根263 「富水駅」より徒歩15分 2018/11/28 水 ○
140420004 神奈川県 小田原市 小田原アリーナ 250-0866 小田原市中曽根263 「富水駅」より徒歩15分 2019/1/31 木 ○
140420005 神奈川県 小田原市 小田原アリーナ 250-0866 小田原市中曽根263 「富水駅」より徒歩15分 2019/2/18 月 ○
140430001 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 252-0318 相模原市南区上鶴間本町3-11-8 「町田駅」より徒歩5分 2018/7/30 月 ○
140430002 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 252-0318 相模原市南区上鶴間本町3-11-8 「町田駅」より徒歩5分 2018/8/23 木 ○
140430003 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 252-0318 相模原市南区上鶴間本町3-11-8 「町田駅」より徒歩5分 2018/9/27 木 ○
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140430004 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 252-0318 相模原市南区上鶴間本町3-11-8 「町田駅」より徒歩5分 2018/10/26 金 ○
140430005 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 252-0318 相模原市南区上鶴間本町3-11-8 「町田駅」より徒歩5分 2018/11/14 水 ○
140430006 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 252-0318 相模原市南区上鶴間本町3-11-8 「町田駅」より徒歩5分 2018/12/4 火 ○
140430007 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 252-0318 相模原市南区上鶴間本町3-11-8 「町田駅」より徒歩5分 2019/1/21 月 ○
140430008 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 252-0318 相模原市南区上鶴間本町3-11-8 「町田駅」より徒歩5分 2019/2/6 水 ○
140430009 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 252-0318 相模原市南区上鶴間本町3-11-8 「町田駅」より徒歩5分 2019/2/19 火 ○
140440001 神奈川県 横浜市青葉区 アートフォーラムあざみ野 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 「あざみ野駅」より徒歩5分 2018/9/6 木 ×
140440002 神奈川県 横浜市青葉区 アートフォーラムあざみ野 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 「あざみ野駅」より徒歩5分 2018/10/19 金 ×
140440003 神奈川県 横浜市青葉区 アートフォーラムあざみ野 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 「あざみ野駅」より徒歩5分 2018/12/10 月 ×
140440004 神奈川県 横浜市青葉区 アートフォーラムあざみ野 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 「あざみ野駅」より徒歩5分 2019/1/29 火 ×
140580001 神奈川県 平塚市 平塚プレジール 254-0811 平塚市八重咲町3-8 「平塚駅」より徒歩1分 2018/7/26 木 ○
140580002 神奈川県 平塚市 平塚プレジール 254-0811 平塚市八重咲町3-8 「平塚駅」より徒歩1分 2018/9/26 水 ○
140580003 神奈川県 平塚市 平塚プレジール 254-0811 平塚市八重咲町3-8 「平塚駅」より徒歩1分 2018/11/26 月 ○
140580004 神奈川県 平塚市 平塚プレジール 254-0811 平塚市八重咲町3-8 「平塚駅」より徒歩1分 2018/12/3 月 ○
140580005 神奈川県 平塚市 平塚プレジール 254-0811 平塚市八重咲町3-8 「平塚駅」より徒歩1分 2019/1/17 木 ○
140590001 神奈川県 綾瀬市 綾瀬市オーエンス文化会館 252-1103 綾瀬市深谷3838 「さがみの駅」より、バス「文化センター前」下車徒歩1分 2019/1/21 月 ×
140660001 神奈川県 横浜市神奈川区 TKP横浜駅西口カンファレンスセンター 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 「横浜駅」より徒歩5分 2018/10/21 日 ○
140660002 神奈川県 横浜市神奈川区 TKP横浜駅西口カンファレンスセンター 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 「横浜駅」より徒歩5分 2018/11/11 日 ○
140660003 神奈川県 横浜市神奈川区 TKP横浜駅西口カンファレンスセンター 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 「横浜駅」より徒歩5分 2018/12/1 土 ○
140670001 神奈川県 厚木市 レンブラントホテル厚木 243-0018 厚木市中町2-13-1 「本厚木駅」より徒歩5分 2018/8/2 木 ○
140670002 神奈川県 厚木市 レンブラントホテル厚木 243-0018 厚木市中町2-13-1 「本厚木駅」より徒歩5分 2018/10/1 月 ○
140670003 神奈川県 厚木市 レンブラントホテル厚木 243-0018 厚木市中町2-13-1 「本厚木駅」より徒歩5分 2018/12/6 木 ○
140670004 神奈川県 厚木市 レンブラントホテル厚木 243-0018 厚木市中町2-13-1 「本厚木駅」より徒歩5分 2019/1/28 月 ○
140670005 神奈川県 厚木市 レンブラントホテル厚木 243-0018 厚木市中町2-13-1 「本厚木駅」より徒歩5分 2019/2/8 金 ○
140680001 神奈川県 藤沢市 ココテラス湘南 251-0041 藤沢市辻堂神台2-2-2 「辻堂駅」より徒歩5分 2018/7/24 火 ○
140680002 神奈川県 藤沢市 ココテラス湘南 251-0041 藤沢市辻堂神台2-2-2 「辻堂駅」より徒歩5分 2018/8/29 水 ○
140680003 神奈川県 藤沢市 ココテラス湘南 251-0041 藤沢市辻堂神台2-2-2 「辻堂駅」より徒歩5分 2018/9/21 金 ○
140680004 神奈川県 藤沢市 ココテラス湘南 251-0041 藤沢市辻堂神台2-2-2 「辻堂駅」より徒歩5分 2018/10/31 水 ○
140680005 神奈川県 藤沢市 ココテラス湘南 251-0041 藤沢市辻堂神台2-2-2 「辻堂駅」より徒歩5分 2018/11/26 月 ○
140680006 神奈川県 藤沢市 ココテラス湘南 251-0041 藤沢市辻堂神台2-2-2 「辻堂駅」より徒歩5分 2018/12/20 木 ○
140680007 神奈川県 藤沢市 ココテラス湘南 251-0041 藤沢市辻堂神台2-2-2 「辻堂駅」より徒歩5分 2019/1/23 水 ○
140680008 神奈川県 藤沢市 ココテラス湘南 251-0041 藤沢市辻堂神台2-2-2 「辻堂駅」より徒歩5分 2019/2/4 月 ○
140680009 神奈川県 藤沢市 ココテラス湘南 251-0041 藤沢市辻堂神台2-2-2 「辻堂駅」より徒歩5分 2019/2/14 木 ○
190010001 山梨県 甲府市 コラニー文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 400-0033 甲府市寿町26-1 「甲府駅」より徒歩20分 2018/9/21 金 ○
190010002 山梨県 甲府市 コラニー文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 400-0033 甲府市寿町26-1 「甲府駅」より徒歩20分 2018/11/19 月 ○
190010003 山梨県 甲府市 コラニー文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 400-0033 甲府市寿町26-1 「甲府駅」より徒歩20分 2019/1/31 木 ○
190030001 山梨県 富士吉田市 富士吉田市民会館 403-0013 富士吉田市緑が丘2-5-23 「月江寺駅」より徒歩3分 2018/12/14 金 ○
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