
説明会募集案内用

札幌 4月10日 4月5日
北海道経済産業局　第
一会議室

札幌市北区北8条西2丁目
http://www.hkd.meti.go.jp/ch
art/index.htm 80名 14時～16時

函館 4月11日 4月5日 サンリフレ函館 函館市大森町2-14
http://www.city.hakodate.hok
kaido.jp/keizai/roudou/s-
refre/access/address.html

80名 14時半～16時半

帯広 3月28日 3月22日 帯広商工会議所
帯広市西3条南9丁目1帯広経
済センタービル

http://www.occi.or.jp/access 45名 13時半～16時半

釧路 3月29日 3月22日 釧路商工会議所
釧路市大町1-1-1 道東経済セ
ンタービル

http://www.kuhcci.or.jp/index
.html 45名 13時半～16時半

青森 4月25日 4月19日 青森県水産ビル 青森県青森市安方一丁目1-32
http://maps.loco.yahoo.co.jp/
maps?lat=40.82997577&lon=1
40.73956207&ac=02201&az=9

80名 13時半～17時

盛岡 4月26日 4月19日 盛岡商工会議所会館 岩手県盛岡市清水町１４−１２
http://www.ccimorioka.or.jp/a
ccessmap/index.html 40名 13時半～17時

秋田 4月8日 4月3日
秋田市にぎわい交流館
ＡＵ

秋田市中通一丁目４番１号
http://www.akita-nigiwai-
au.jp/access 60名 13時半～17時

仙台 4月9日 4月5日
仙台市産業・情報プラ
ザ

仙台市青葉区中央1丁目3番1
号

http://www.siip.city.sendai.jp/
netu/accessmap.html 60名 13時半～17時

山形 4月10日 4月5日
霞城セントラル山形県
国際交流協会

山形県山形市城南町１丁目１−
１

http://kajocentral.com/acces
s/access.html 60名 13時半～17時

福島 4月18日 4月12日 コラッセふくしま 福島市三河南町1-20
http://www.corasse.com/cat
egory/access 80名 13時半～16時半

いわき 4月19日 4月12日 いわき産業創造館
福島県いわき市
平字田町１２０番地

http://iwaki-
sansoukan.com/map.htm 50名 13時半～17時

東京① 3月27日 3月22日 JICA東京 東京都渋谷区西原2-49-5
http://www.jica.go.jp/tokyo/o
ffice/about.html

16時～18時
16時までBOP

JICAのBOP F/S業務
説明会後に開催予定

東京② 4月8日 ジェトロ本部5階展示場
東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル5階展示場

http://www.jetro.go.jp/jetro/
profile/map.html 100名 13時半～17時

東京③ 4月26日 4月19日 東京商工会議所 東京都千代田区丸の内3-2-2
http://www.tokyo-
cci.or.jp/about/map/

横浜 4月5日 3月29日 JICA横浜 横浜市中区新港2-3-1
http://www.jica.go.jp/yokoha
ma/office/access.html 100名 13時半～17時

宇都宮 4月25日 4月19日
栃木県総合文化セン
ター

栃木県宇都宮市本町１－８
http://www.sobun-
tochigi.jp/04/index.html 70名 14時～17時半

前橋 4月4日 3月29日 前橋商工会議所 群馬県前橋市日吉町1-8-1
http://www.maebashi-
cci.or.jp/access2.html 50名 13時半～16時半

新潟 4月5日 3月29日
ときめいと（新潟大学駅
南）

新潟県新潟市中央区笹口1丁目1番地 プ
ラーカ１・２階

http://www1.niigata-
u.ac.jp/tokimate/access.html 60名 13時半～16時半

名古屋 4月18日 4月12日 JICA中部
愛知県名古屋市中村区平池町
4丁目60-7

http://www.jica.go.jp/chubu/
office/access_map.html 120名 13時半～17時

岐阜 4月17日 4月12日 ハートフルスクエアＧ 岐阜市橋本町1-10-23
http://www.ip.mirai.ne.jp/~hea
rtful/access.html 100名 13時半～17時

金沢 4月16日 4月12日
石川県地場産業振興
センター

石川県金沢市鞍月2丁目1番地
http://www.isico.or.jp/jibasan
/access 50名 14時～17時

神戸 3月28日 3月22日 JICA関西
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸
通1-5-2

http://www.jica.go.jp/kansai/
office/access.html 100名 13時半～17時

JICAのBOP F/S業務
説明会後に開催予定

大阪 4月5日 第二吉本ビル 大阪府大阪市北区梅田2丁目2
http://yb2-
kaigi.com/room/index.html 100名 13時半～17時

高松 4月9日 4月5日 高松商工会議所 香川県高松市番町2-2-2
http://www.takacci.or.jp/abou
t/access.html 60名 14時～

高知 4月10日 4月5日 高知商工会議所
高知県高知市本町1丁目6番24
号

http://www.cciweb.or.jp/koch
i/about/access.html 30名 14時～

松山 3月27日 3月22日 松山商工会議所 愛媛県松山市大手町2-5-7
http://www.jemcci.jp/informa
tion/map.html 80名 14時～

徳島 3月28日 3月22日
徳島県立工業技術セン
ター

徳島市雑賀町西開11-2
http://www.itc.pref.tokushima
.jp/03_profile/03access_01.sh
tm

100名 14時～

広島 3月26日 3月22日
中国経済産業局（合同
庁舎2号館）

広島市中区上八丁堀6番30号
http://www.chugoku.meti.go.j
p/info/shuhenzu.htm 100名 14時～17時

松江 4月8日 4月3日 松江テルサ 島根県松江市朝日町478-18
http://www.sanbg.com/terrsa
/access/index.html 45名 14時～17時

山口 4月18日 4月12日
山口県健康づくりセン
ター

山口市吉敷下東三丁目１番１
号

http://www.hwy.or.jp/center/
index/page/id/52 50名 14時～17時

大分 4月17日 4月12日 大分商工会議所 大分市長浜町3丁目15-19
http://www.oita-
cci.or.jp/akusesu.htm 80名 14時～17時

熊本 4月16日 4月12日 熊本市国際交流会館 熊本市中央区花畑町４番１８号
http://www.kumamoto-
if.or.jp/kcic/access/access.a
sp

80名 13時半～17時

福岡 4月2日 3月29日 天神ビル（本館）
福岡市中央区天神2丁目12番1
号

http://www.denki-
b.co.jp/company/map13.html 120名 13時半～17時

JICAのBOP F/S業務
説明会後に開催予定

浦添 4月22日 4月17日 JICA沖縄 沖縄県浦添市字前田1143-1
http://www.jica.go.jp/okinawa
/office/access.html 80名 14時半～17時半

開催都市 開催日 申込締切 備考施設名 住所 アクセス 参加受付人数
開始予定時間

（30分前から受付を開始
します）
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