
（別添資料）

都道府県 日程 開始時間 市区町村 会場

北海道 1月20日 (火) 14:00 札幌市 札幌コンベンションセンター

青森県 2月05日 (木) 14:00 青森市 リンクステーションホール青森　（青森市文化会館）

岩手県 2月06日 (金) 10:00 盛岡市 岩手教育会館

宮城県 1月22日 (木) 14:00 仙台市 イズミティ21　（仙台市泉文化創造センター）

秋田県 1月29日 (木) 14:00 秋田市 秋田市文化会館

山形県 1月30日 (金) 10:00 山形市 山形国際ホテル

福島県 2月03日 (火) 15:30 福島市 福島県文化センター

茨城県 1月28日 (水) 14:00 水戸市 茨城県立県民文化センター

栃木県 2月03日 (火) 10:00 宇都宮市 宇都宮市文化会館

群馬県 1月30日 (金) 14:00 前橋市 ベイシア文化ホール　（群馬県民会館）

埼玉県 1月26日 (月) 14:00 さいたま市 埼玉会館

千葉県 1月23日 (金) 14:00 千葉市 青葉の森公園芸術文化ホール

10:00

13:30

2月06日 (金) 14:00 渋谷区 渋谷公会堂

神奈川県 1月21日 (水) 14:00 横浜市 神奈川県民ホール

新潟県 1月21日 (水) 14:00 新潟市 朱鷺メッセ　（新潟コンベンションセンター）

富山県 1月30日 (金) 10:30 富山市 富山国際会議場

石川県 1月22日 (木) 14:00 金沢市 金沢市文化ホール

福井県 1月23日 (金) 10:00 福井市 福井商工会議所

山梨県 1月26日 (月) 14:00 甲府市 コラニー文化ホール　（山梨県立県民文化ホール）

長野県 1月29日 (木) 13:30 長野市 JA長野県ビル

岐阜県 1月27日 (火) 14:00 岐阜市 じゅうろくプラザ　（岐阜市文化産業交流センター）

静岡県 2月03日 (火) 10:00 静岡市 静岡市民文化会館

1月21日 (水) 14:00 名古屋市 名古屋市公会堂

2月02日 (月) 14:00 名古屋市 名古屋市公会堂

三重県 2月06日 (金) 14:00 津市 三重県総合文化センター

滋賀県 1月23日 (金) 10:00 大津市 ピアザ淡海　（滋賀県立県民交流センター）

京都府 1月28日 (水) 14:00 京都市 国立京都国際会館

1月20日 (火) 14:00 大阪市 大阪市中央公会堂

2月02日 (月) 14:00 大阪市 サンケイホールブリーゼ

兵庫県 1月22日 (木) 14:00 神戸市 神戸ポートピアホール　（神戸ポートピアホテル）

奈良県 1月28日 (水) 10:00 奈良市 なら100年会館

和歌山県 1月29日 (木) 10:00 和歌山市 和歌山市民会館

鳥取県 1月22日 (木) 14:00 鳥取市 とりぎん文化会館

島根県 1月23日 (金) 10:00 松江市 くにびきメッセ

岡山県 1月20日 (火) 14:00 岡山市 岡山コンベンションセンター　（ママカリフォーラム）

1月21日 (水) 14:00 広島市 広島国際会議場

2月04日 (水) 10:00 広島市 広島県JAビル

山口県 2月03日 (火) 14:00 山口市 山口市民会館

徳島県 1月28日 (水) 14:00 徳島市 あわぎんホール　（徳島県郷土文化会館）

香川県 1月29日 (木) 10:00 高松市 アルファあなぶきホール

愛媛県 1月21日 (水) 10:00 松山市 松山市民会館

高知県 1月22日 (木) 10:00 高知市 高知新聞放送会館

福岡県 1月20日 (火) 14:00 福岡市 福岡国際会議場

佐賀県 2月04日 (水) 10:00 佐賀市 佐賀市民会館

長崎県 2月04日 (水) 15:00 長崎市 長崎ブリックホール

熊本県 1月26日 (月) 14:00 熊本市 熊本森都心プラザ

大分県 1月29日 (木) 10:00 大分市 コンパルホール

宮崎県 1月28日 (水) 14:00 宮崎市 MRT-MICC　（エムアールティ　ミック）

鹿児島県 1月27日 (火) 10:00 鹿児島市 鹿児島市民文化ホール

沖縄県 2月04日 (水) 10:00 宜野湾市 沖縄コンベンションセンター

※定員に達した場合、他の日時を追加することがあります。詳しくはホームページをご覧下さい。

【申込み方法】①電話による申込み：0120-301-920
②FAXによる申込み：0120-301-925

 ③インターネットでの申込み：https://krs.bz/jyutaku-setsumeikai/m/j2015

省エネ住宅ポイント制度及び長期優良住宅化リフォーム推進事業等に関する説明会

東京都

大阪府

広島県

愛知県

1月19日 (月) ゆうぽうと品川区


