■開催済み会場一覧
主催及び
共催情報

都道府県

開催日

開催時間

説明会名

埼玉県

4月15日(月)

14:00~16:00

キャッシュレス＆商店街補助金公募説明会開催

北海道

4月18日(木)

13:30~15:00

キャッシュレス・消費者還元事業に関する説明会
（中小・小規模事業者向け）

北海道

4月19日(金)

①13:15~14:30
②15:15~16:30

消費税軽減税率制度等説明会
（キャッシュレス・消費者還元事業、
軽減税率対応制度も説明）

愛知県

4月22日(月)

14:00~15:30

「キャッシュレス・消費者還元事業」
に関する説明会

島根県

4月22日(月)

14:00~16:30

キャッシュレス対応セミナー

北海道

4月23日(火)

①13:15~14:30
②15:15~16:30

消費税軽減税率制度等説明会
（キャッシュレス・消費者還元事業、
軽減税率対応制度も説明）

富山県

5月7日(火)

14:00~17:00

キャッシュレス推進セミナー

富山県

5月8日(水)

10:00~13:00

キャッシュレス推進セミナー

北海道

5月9日(木)

①13:15~14:30
②15:15~16:30

消費税軽減税率制度等説明会
（キャッシュレス・消費者還元事業、
軽減税率対応制度も説明）

主催:札幌商工会議所
共催:北海道経済産業局、札幌国税局、札幌市

福岡県

5月10日(金)

13:30~16:10

消費税増税に伴う関連施策説明会

主催：福岡国税局
共催：九州経済産業局

大分県

5月10日(金)

13:30~14:00

キャッシュレスフェア

北海道

5月14日(火)

①13:15~14:30
②15:15~16:30

消費税軽減税率制度等説明会
（キャッシュレス・消費者還元事業、
軽減税率対応制度も説明）

大分県

5月14日(火)

14:00~14:30

キャッシュレスフェア

福岡県

5月15日(水)

13:30~16:10

消費税増税に伴う関連施策説明会

大分県

5月16日(木)

14:00~14:30

キャッシュレスフェア

開催場所
会場名

住所

関東経済産業局

部屋名

予定定員数

関東経済産業局
2階講堂

300

お問い合わせ先
TEL

URL

札幌第1合同庁舎

札幌市北区北8条西2丁目

北海道経済産業局
第１会議室

100

011-709-1728

https://www.hkd.meti.go.jp/hokir/20190
327/index.htm

札幌市南区民センター

札幌市南区真駒内幸町２丁目

２階視聴覚室Ａ・Ｂ

100

011-231-1374

https://www.sapporocci.or.jp/web/events/details/post542.html

主催：中部経済産業局

TKP名駅桜通口カンファレンス
センター

名古屋市中村区名駅3-13-5 名古屋
ダイヤビル3号館

ホール3D

80

052-951-0597

https://www.chubu.meti.go.jp/c51ryutu/
190403/index.html

主催：島根県
共催：中国経済産業局

くにびきメッセ

島根県松江市学園南1-2-1

601大会議室

150

ー

ー

札幌市清田区民センター

札幌市清田区清田１条２丁目

１階 視聴覚室

100

011-231-1374

https://www.sapporocci.or.jp/web/events/details/post542.html

主催：富山県
共催：中部経済産業局

富山県民会館

富山市新総曲輪4-18

611号室

150

076-444-3253

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/130
6/kj00020226.html

主催：富山県
共催：中部経済産業局

高岡商工ビル

高岡市丸の内1-40

403・405号室

150

076-444-3253

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/130
6/kj00020226.html

札幌市厚別区民センター

札幌市厚別区厚別中央１条５丁目

２階 視聴覚室

100

011-231-1374

https://www.sapporocci.or.jp/web/events/details/post542.html

福岡市民会館

福岡市中央区天神５－１－２３

大ホール

1700

092-482-5455

https://www.kyushu.meti.go.jp/event/19
04/190405_1.html

宇佐商工会議所

宇佐市大字辛島198番地の2

大ホール

－

0978-33-3433

－

札幌市手稲区民センター

札幌市手稲区前田１条１１丁目

２階 第１・２会議室

100

011-231-1374

https://www.sapporocci.or.jp/web/events/details/post542.html

ホテルますの井

豊後大野市三重町市場95

－

－

0974-22-1193

－

主催：福岡国税局
共催：九州経済産業局

久留米シティプラザ

久留米市六ツ門町８－１

グランドホール

1500

092-482-5455

https://www.kyushu.meti.go.jp/event/19
04/190405_1.html

主催：大分商工会議所

大分商工会議所

大分市長浜町3丁目15-19

－

－

097-536-3248

－

主催：北海道経済産業局

主催:札幌商工会議所
共催:北海道経済産業局、札幌国税局、
札幌市

主催:札幌商工会議所
共催:北海道経済産業局、札幌国税局、
札幌市

主催：宇佐商工会議所、宇佐両院商工会

主催:札幌商工会議所
共催:北海道経済産業局、札幌国税局、
札幌市

主催：豊後大野市商工会

主催及び
共催情報

都道府県

開催日

開催時間

説明会名

長崎県

5月22日(水)

13:30~16:10

消費税増税に伴う関連施策説明会

主催：福岡国税局
共催：九州経済産業局

北海道

5月23日(木)

①13:15~14:30
②15:15~16:30

消費税軽減税率制度等説明会
（キャッシュレス・消費者還元事業、
軽減税率対応制度も説明）

主催:札幌商工会議所
共催:北海道経済産業局、札幌国税局、
札幌市

岡山県

5月24日(金)

13:30~15:10

キャッシュレス対応セミナー

広島県

5月24日(金)

9:30~10:30

鹿児島県

5月24日(金)

石川県

開催場所
会場名

住所

部屋名

長崎ブリックホール

長崎市茂里町２－３８

大ホール

札幌市白石区民センター

札幌市白石区南郷通１丁目南８

主催：岡山県
共催：中国経済産業局

おかやま西川原プラザ

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：広島商工会議所
共催：中国経済産業局

10:00 ~ (第1部)
14:00 ~ (第2部)

消費税増税に伴う関連施策説明会

5月27日(月)

14:00~15:30

「キャッシュレス・消費者還元事業」
に関する説明会

北海道

5月28日(火)

①13:15~14:30
②15:15~16:30

消費税軽減税率制度等説明会
（キャッシュレス・消費者還元事業、
軽減税率対応制度も説明）

山口県

5月28日(火)

13:00~17:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

福岡県

5月28日(火)

13:30~16:10

消費税増税に伴う関連施策説明会

岡山県

5月29日(水)

13:30~15:10

キャッシュレス対応セミナー

愛知県

5月29日(水)

13:30~16:30

キャッシュレス決済ってどうしたらいいの！？

佐賀県

5月30日(木)

13:30~16:10

消費税増税に伴う関連施策説明会

主催：福岡国税局
共催：九州経済産業局

北海道

6月3日(月)

①13:15~14:30
②15:15~16:30

消費税軽減税率制度等説明会
（キャッシュレス・消費者還元事業、
軽減税率対応制度も説明）

主催:札幌商工会議所
共催:北海道経済産業局、札幌国税局、
札幌市

福岡県

6月5日(水)

13:30~16:10

消費税増税に伴う関連施策説明会

熊本県

6月6日(木)

13:00~17:00

くまもとキャッシュレス体験会

予定定員数

お問い合わせ先
TEL

URL

1200

092-482-5455

https://www.kyushu.meti.go.jp/event/19
04/190405_1.html

豊平区民センター
５階 集会室Ａ・Ｂ

100

011-231-1374

https://www.sapporocci.or.jp/web/events/details/post542.html

岡山市中区西川原255

大会議室B

100

ー

ー

広島商工会議所

広島市中区基町5-44

101会議室

50

ー

ー

主催：熊本国税局
共催：九州経済産業局

出水市音楽ホール

鹿児島県出水市文化町23番地

現在調整中

200

092-482-5455

ー

主催：中部経済産業局
共催：石川県

石川県行政庁舎

金沢市鞍月1-1

801会議室

50

052-951-0597

https://www.chubu.meti.go.jp/c51ryutu/
190507/index.html

主催:札幌商工会議所
共催:北海道経済産業局、札幌国税局、
札幌市

札幌市豊平区民センター

札幌市豊平区平岸６条１０丁目

２階 視聴覚室

100

011-231-1374

https://www.sapporocci.or.jp/web/events/details/post542.html

主催：やまぐちキャッシュレス化実現会議
共催：中国経済産業局

ニューメディアプラザ山口

山口県山口市熊野町1-10

多目的シアター

200

ー

ー

主催：福岡国税局
共催：九州経済産業局

イイヅカコスモスコモン

飯塚市飯塚14-66

中ホール

560

092-482-5455

https://www.kyushu.meti.go.jp/event/19
04/190405_1.html

主催：岡山県
共催：中国経済産業局

おかやま西川原プラザ

岡山市中区西川原255

大会議室B

100

現在調整中

現在調整中

ウインク愛知

名古屋市中村区名駅4-4-38

15階

30

052-561-6305

https://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/se
minar190419_6.pdf

佐賀市文化会館

佐賀市日の出1丁目21-10

大ホール

1800

092-482-5455

https://www.kyushu.meti.go.jp/event/19
04/190405_1.html

北海道経済センター

札幌市中央区北１条西２丁目

８階 Ａホール

200

011-231-1374

https://www.sapporocci.or.jp/web/events/details/post542.html

主催：福岡国税局
共催：九州経済産業局

北九州芸術劇場

北九州市小倉北区室町
１－１－１－１１

大ホール

2000

092-482-5455

https://www.kyushu.meti.go.jp/event/19
04/190405_1.html

主催：熊本県、熊本市
共催九州経済産業局

グランメッセ熊本

熊本県上益城郡益城町福富１０１０

（個別体験）1F展示
ホールA
（説明会）2Fコンベン
ションホール

250

092-482-5455

https://www.kyushu.meti.go.jp/event/19
05/190523_1.html

共催：日本政策金融公庫・
中部経済産業局・
あいち産業振興機構・名古屋産業振興公社

都道府県

開催日

開催時間

説明会名

愛知県

6月11日(火)

14:00~16:00

インバウンド受入れセミナー

大分県

6月12日(水)

14:00~17:00

杵築・国東・日出合同キャッシュレスフェア

北海道

6月13日(木)

①13:15~14:30
②15:15~16:30

消費税軽減税率制度等説明会
（キャッシュレス・消費者還元事業、
軽減税率対応制度も説明）

愛媛県

6月13日(木)

14:00~16:00

キャッシュレスセミナー

岐阜県

6月14日(金)

14:00~16:30

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

愛媛県

6月14日(金)

14:00~16:00

キャッシュレスセミナー

香川県

6月17日(月)

13:30~15:30

キャッシュレス・消費者還元事業及び
IT導入補助金に係る説明会

北海道

6月18日(火)

①13:15~14:30
②15:15~16:30

消費税軽減税率制度等説明会
（キャッシュレス・消費者還元事業、
軽減税率対応制度も説明）

広島県

6月18日(火)

10:00~12:00

軽減税率制度説明会・
キャッシュレス消費者還元事業説明会

愛媛県

6月18日(火)

14:00~16:00

キャッシュレスセミナー

岡山県

6月19日(水)

15:30~16:30

軽減税率制度説明会・
キャッシュレス消費者還元事業説明会

広島県

6月19日(水)

14:00~15:30

軽減税率制度説明会・
キャッシュレス消費者還元事業説明会

愛媛県

6月19日(水)

14:00~16:00

キャッシュレスセミナー

大分県

6月19日(水)

14:00~17:00

由布市キャッシュレスフェア

広島県

6月20日(木)

13:00~15:30

軽減税率制度説明会・
キャッシュレス消費者還元事業説明会

主催及び
共催情報

開催場所
会場名

住所

部屋名

ウインク愛知

名古屋市中村区名駅4-4-38

18階セミナールーム

主催：杵築市商工会、国東市商工会、
日出町商工会
共催：九州経済産業局

杵築市健康福祉センター

大分県杵築市猪尾９４１

主催:札幌商工会議所
共催:北海道経済産業局、札幌国税局、
札幌市

札幌市西区民センター

予定定員数

お問い合わせ先
TEL

URL

80

052-954-6476

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai
-kanko/inbound-seminar-1.html

現在調整中

50

092-482-5455

現在調整中

札幌市西区琴似２条７丁目

３階 視聴覚室

80

011-231-1374

https://www.sapporocci.or.jp/web/events/details/post542.html

松山商工会議所

愛媛県松山市大手町2-5-7

現在調整中

100

株式会社伊予銀行 ダイレクト営業部
担当泉田 電話089-941-1141
株式会社愛媛銀行 お客様サービス部
担当武智 電話089-933-1111

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_relea
ses/2019/05/20190515b/20190515b.htm
l

ハートフルスクエアーＧ

岐阜市橋本町1丁目10番地23号

大研修室

50

中部サポート事務局
052-963-3917

本サイトよりお申し込みください

松山商工会議所

愛媛県松山市大手町2-5-7

現在調整中

100

株式会社伊予銀行 ダイレクト営業部
担当泉田 電話089-941-1141
株式会社愛媛銀行 お客様サービス部
担当武智 電話089-933-1111

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_relea
ses/2019/05/20190515b/20190515b.htm
l

主催：四国経済産業局、高松商工会議所

高松商工会議所会館

香川県高松市番町2-2-2

５０１会議室

60

087-811-8524

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_relea
ses/2019/05/20190520a/20190520a.htm
l

主催:札幌商工会議所
共催:北海道経済産業局、札幌国税局、
札幌市

札幌市東区民センター

札幌市東区北１１条東７丁目

３階 視聴覚室

120

011-231-1374

https://www.sapporocci.or.jp/web/events/details/post542.html

広島東税務署

広島市中区上八丁堀3-19

２階 第１会議室

60

082-227-1343

本サイトよりお申し込みください

新居浜商工会議所

愛媛県新居浜市一宮町二丁目4-8

現在調整中

100

株式会社伊予銀行 ダイレクト営業部
担当泉田 電話089-941-1141
株式会社愛媛銀行 お客様サービス部
担当武智 電話089-933-1111

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_relea
ses/2019/05/20190515b/20190515b.htm
l

主催：岡山東税務署
共催：中国経済産業局

岡山東税務署

岡山市北区天神町3-23

２階 第１会議室

60

086-897-3640

本サイトよりお申し込みください

主催：福山税務署
共催：中国経済産業局

福山税務署

福山市三吉町４丁目4-8

３階 大会議室

50

084-975-7619

本サイトよりお申し込みください

今治商工会議所

愛媛県今治市旭町2丁目3-20

現在調整中

100

株式会社伊予銀行 ダイレクト営業部
担当泉田 電話089-941-1141
株式会社愛媛銀行 お客様サービス部
担当武智 電話089-933-1111

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_relea
ses/2019/05/20190515b/20190515b.htm
l

主催：由布市、由布市商工会
共催：九州経済産業局

由布市湯布院福祉センター

大分県由布市湯布院町川上２８６３

大会議室

80

092-482-5455

現在調整中

主催：広島北税務署
共催：中国経済産業局

広島市安佐北区民文化セン
ター

広島市安佐北区可部7-28-25

大ホール

700

082-814-2111

本サイトよりお申し込みください

主催：愛知県
共催：中部経済産業局、名古屋市、名古屋商
工会議所

主催：伊予銀行、愛媛銀行、いよぎんディーシー
カード、愛媛ジェーシービー
共催：四国経済産業省

主催：中部経済産業局

主催：伊予銀行、愛媛銀行、いよぎんディーシー
カード、愛媛ジェーシービー
共催：四国経済産業省

主催：広島東税務署
共催：中国経済産業局

主催：伊予銀行、愛媛銀行、いよぎんディーシー
カード、愛媛ジェーシービー
共催：四国経済産業省

主催：伊予銀行、愛媛銀行、いよぎんディーシー
カード、愛媛ジェーシービー
共催：四国経済産業省

都道府県

開催日

開催時間

説明会名

大分県

6月20日(木)

13:00～16:00

竹田市キャッシュレスフェア

大分県

6月21日(金)

14:00～17:00

玖珠町・九重町合同キャッシュレスフェア

三重県

6月24日(月)

15:00~16:30

ＭＩＥキャッシュレス＆軽減税率対応セミナー

山口県

6月24日(月)

13:30~15:00

軽減税率制度説明会・
キャッシュレス消費者還元事業説明会

徳島県

6月24日(月)

13:30~15:30

キャッシュレス・消費者還元事業及び
IT導入補助金に係る説明会

山梨県

6月25日(火)

14:00~16:30

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

大分県

6月25日(火)

13:00~15:30

姫島村軽減税率・キャッシュレス説明会

大阪府

6月26日(水)

13:00~15:30
(うち、キャッシュレス・消費者還元事業
の説明は14:30~15:30)

軽減税率制度及びキャッシュレス・
消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

愛媛県

6月26日(水)

14:00~16:00

キャッシュレスセミナー

愛媛県

6月27日(木)

14:00~16:00

キャッシュレスセミナー

沖縄県

6月27日(木)

13:00~14:30

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

沖縄県

6月27日(木)

15:30~17:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

兵庫県

7月1日(月)

13:00~15:30
(うち、キャッシュレス・消費者還元事業
の説明は14:30~15:30)

軽減税率制度及びキャッシュレス・
消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

京都府

7月2日(火)

13:00~15:30
(うち、キャッシュレス・消費者還元事業
の説明は14:30~15:30)

大阪府

7月2日(火)

13:00~15:30
(うち、キャッシュレス・消費者還元事業
の説明は14:30~15:30)

主催及び
共催情報

開催場所
会場名

住所

部屋名

竹田市社会福祉センター

竹田市会々１６５０

－

主催：玖珠町商工会、九重町商工会、玖珠町、
九重町

九重町商工会

玖珠郡九重町大字右田3157-7

主催：三重県、津市、津商工会議所、
津市商業団体連合会、中部経済産業局

津商工会議所

予定定員数

お問い合わせ先
TEL

URL

－

0974-63-4807

－

－

－

0973-76-2424

－

津市丸之内29-14津商工会議所

1F丸之内ホール

30

059-224-2227

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m003
1500111.htm

下関税務署

下関市竹崎町４丁目6-1
下関地方合同庁舎

２階第１会議室

60

083-265-2044

本サイトよりお申し込みください

主催：四国経済産業局
共催：徳島県、とくしま産業振興機構、徳島県よ
ろず支援拠点

アスティとくしま

徳島県徳島市山城町東浜傍示1番地1

第３会議室

75

087-811-8524

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_relea
ses/2019/05/20190531a/20190531a.htm
l

主催：公益社団法人やまなし観光推進機構、関
東経済産業局

富士吉田市民会館

山梨県富士吉田市緑ケ丘２丁目５−２
３

ギャラリースペース

80

関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
048-600-0345

https://www.yamanashikankou.jp/kankou/topics/201906_dmo_s
eminar.html

姫島村商工会

若者宿 城山

東国東群姫島村948-4

－

－

0978-87-3026

－

主催：大阪国税局
共催：近畿経済産業局

ドーンセンター

大阪府大阪市中央区大手前1－3－49

7階 ホール

300

近畿経済産業局 流通・サービス産業課
06-6966-6025

https://www.kansai.meti.go.jp/5ryusa/ca
shless/kokuzeisetsumeikai.html

主催：伊予銀行、愛媛銀行、いよぎんディーシー
カード、愛媛ジェーシービー
共催：四国経済産業省

宇和島商工会議所

愛媛県宇和島市丸之内1-3-24

現在調整中

50

株式会社伊予銀行 ダイレクト営業部
担当泉田 電話089-941-1141
株式会社愛媛銀行 お客様サービス部
担当武智 電話089-933-1111

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_relea
ses/2019/05/20190515b/20190515b.htm
l

主催：伊予銀行、愛媛銀行、いよぎんディーシー
カード、愛媛ジェーシービー
共催：四国経済産業省

八幡浜商工会議所

愛媛県八幡浜市北浜一丁目3番25号

現在調整中

50

株式会社伊予銀行 ダイレクト営業部
担当泉田 電話089-941-1141
株式会社愛媛銀行 お客様サービス部
担当武智 電話089-933-1111

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_relea
ses/2019/05/20190515b/20190515b.htm
l

主催：沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄県那覇市おもろまち２－１－１
沖縄総合事務局10階会議室

10階会議室

40

沖縄サポート事務局
098-861-6055

本サイトよりお申し込みください

主催：沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄県那覇市おもろまち２－１－１
沖縄総合事務局10階会議室

10階会議室

40

沖縄サポート事務局
098-861-6055

本サイトよりお申し込みください

主催：大阪国税局
共催：近畿経済産業局、税務研究会

兵庫県民会館

神戸市中央区下山手通4－16－3

けんみんホール

360

税務研究会 06ｰ6943ｰ2251

https://www.zeiken.co.jp/r1kansai/

軽減税率制度及びキャッシュレス・
消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：大阪国税局
共催：近畿経済産業局、税務研究会

メルパルク京都

京都府京都市下京区 東洞院通七条下
ル東塩小路町676番13

貴船

400

税務研究会 06ｰ6943ｰ2251

https://www.zeiken.co.jp/r2kansai/

軽減税率制度及びキャッシュレス・
消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：大阪国税局
共催：近畿経済産業局、税務研究会

エル大阪（大阪府立労働セン
ター）

大阪市中央区北浜東3-14

エルシアター

800

税務研究会 06ｰ6943ｰ2251

https://www.zeiken.co.jp/r1kansai/

主催：竹田商工会議所、九州アルプス商工会

主催：下関税務署
共催：中国経済産業局

主催及び
共催情報

都道府県

開催日

開催時間

説明会名

千葉県

7月4日(木)

14:00~15:30

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

滋賀県

7月4日(木)

13:00~15:30
(うち、キャッシュレス・消費者還元事業
の説明は14:30~15:30)

軽減税率制度及びキャッシュレス・
消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

和歌山県

7月4日(木)

13:00~15:30
(うち、キャッシュレス・消費者還元事業
の説明は14:30~15:30)

軽減税率制度及びキャッシュレス・
消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

岩手県

7月5日(金)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会
（レジ補助金についても説明）

主催：東北経済産業局

茨城県

7月5日(金)

13:30~17:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：関東経済産業局、茨城県、日立商工会
議所、茨城県キャッシュレス推進連絡会議

奈良県

7月5日(金)

13:00~15:30
(うち、キャッシュレス・消費者還元事業
の説明は14:30~15:30)

軽減税率制度及びキャッシュレス・
消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

青森県

7月8日(月)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会
（レジ補助金についても説明）

島根県

7月8日(月)

10:00~11:30

軽減税率制度説明会・
キャッシュレス消費者還元事業説明会

秋田県

7月9日(火)

13:00~15:30

秋田県キャッシュレス推進セミナー

高知県

7月10日(水)

13:30~15:30

キャッシュレス・消費者還元事業及び
IT導入補助金に係る説明会

石川県

7月12日(金)

14:00~16:30

キャッシュレス推進フォーラム

東京都

7月16日(火)

10:00~11:30

茨城県

7月16日(火)

山形県

新潟県

開催場所
会場名

住所

部屋名

君津地域振興事務所

千葉県木更津市貝渕3-13-34

４階 大会議室

主催：大阪国税局
共催：近畿経済産業局、税務研究会

滋賀県教育会館

滋賀県大津市梅林1丁目4−15

主催：大阪国税局
共催：近畿経済産業局、税務研究会

シティイン和歌山

予定定員数

お問い合わせ先
TEL

URL

70

関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
048-600-0345

本サイトよりお申し込みください

大会議室

90

税務研究会 06ｰ6943ｰ2251

https://www.zeiken.co.jp/r1kansai/

和歌山県和歌山市吉田432

アーバンルーム

120

税務研究会 06ｰ6943ｰ2251

https://www.zeiken.co.jp/r1kansai/

マリオス

岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9-1

188会議室

80

022-221-4914

本サイトよりお申し込みください

多賀市民プラザ

茨城県日立市千石町2丁目4番20号

1階 小ホール

50

関東サポ―ト事務局
03-3551-2629

本サイトよりお申し込みください

橿原市商工経済会館

奈良県橿原市久米町652番地の2

会館ホール

100

税務研究会 06ｰ6943ｰ2251

https://www.zeiken.co.jp/r1kansai/

主催：東北経済産業局

青森県観光物産館アスパム

青森県青森市安方一丁目1番40号

5階 あすなろ

80

022-221-4914

本サイトよりお申し込みください

主催：松江税務署
共催：中国経済産業局

松江税務署

松江市向島町134-10
松江地方合同庁舎

２階共用第３会議室

50

0852-78-0330

本サイトよりお申し込みください

秋田県庁第二庁舎

秋田県秋田市山王三丁目1番1号

8階大会議室

200

018-860-2244

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archiv
e/42448

主催：四国経済産業局
共催：高知県、高知県産業振興センター、高知
県よろず支援拠点

グレース浜すし

高知県南国市大埇甲1504-8

リゲルホール

80

087-811-8524

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_relea
ses/2019/06/20190613a/20190613a.htm
l

主催：金沢市キャッシュレス決済普及促進協
議会
共催：中部経済産業局

金沢商工会議所

金沢市尾山町9番13号

1階ホール

100

金沢市 経済局 商工業振興課
076-220-2193

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/17031/syo
ugyou/kyasyuresu/kyassyuresu.html

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：関東経済産業局

都庁第二本庁舎

東京都新宿区西新宿２−８−１

１階二庁ホール

100

関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
048-600-0345

本サイトよりお申し込みください

13:30~17:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：関東経済産業局、茨城県、日立商工会
議所、茨城県キャッシュレス推進連絡会議

日立商工会議所

茨城県日立市幸町1-21-2

4階 ドームホール

50

関東サポ―ト事務局
03-3551-2629

本サイトよりお申し込みください

7月17日(水)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会
（レジ補助金についても説明）

主催：東北経済産業局

ホテル キャッスル

山形県山形市十日町 4-2-7

大宴会場「万葉」

80

022-221-4914

本サイトよりお申し込みください

7月17日(水)

14:00~15:30

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：関東経済産業局

朱鷺メッセ新潟コンベンションセ
ンター

新潟県新潟市中央区万代島6番1号

中会議室

100

関東サポ―ト事務局
03-3551-2629

本サイトよりお申し込みください

主催：関東経済産業局

主催：大阪国税局
共催：近畿経済産業局、税務研究会

主催：東北経済産業局、秋田県

主催及び
共催情報

開催場所

都道府県

開催日

開催時間

説明会名

富山県

7月17日(水)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元事業）説明会

宮城県

7月18日(木)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会
（レジ補助金についても説明）

主催：東北経済産業局

ＴＫＰ仙台
カンファレンスセンター

神奈川県

7月18日(木)

14:00~15:30

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：神奈川県、関東経済産業局

福島県

7月19日(金)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会
（レジ補助金についても説明）

鹿児島県

7月19日(金)

14:00~16:00

福井県

7月22日(月)

福井県

主催：中部経済産業局
共催：富山県

会場名

住所

中部経済産業局 電力・ガス事 富山市牛島新町11番7号
業北陸支局
合同庁舎

部屋名

富山地方

予定定員数

お問い合わせ先
TEL

URL

5階共用会議室

80

中部サポート事務局
052-963-3917

本サイトよりお申し込みください

宮城県仙台市青葉区
花京院1丁目2-3

ホール2Ｂ

80

022-221-4914

本サイトよりお申し込みください

かながわ県民センター

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

2階 ホール

200

関東サポ―ト事務局
03-3551-2629

本サイトよりお申し込みください

主催：東北経済産業局

コラッセふくしま

福島県福島市三河南町1-20

研修室

80

022-221-4914

本サイトよりお申し込みください

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：九州経済産業局

鹿児島商工会議所

鹿児島市東千石町1-38

アイムホール

80

092-482-5455

本サイトよりお申し込みください

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：近畿経済産業局

福井商工会議所

福井県福井市西木田2-8-1

地下１階 コンベンショ
ンホールＢ

100

近畿サポート事務局
06-6262-2951

本サイトよりお申し込みください

7月23日(火)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：近畿経済産業局

小浜商工会議所

福井県小浜市大手町5-32

3階 大ホール

50

近畿サポート事務局
06-6262-2951

本サイトよりお申し込みください

佐賀県

7月23日(火)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：九州経済産業局、佐賀県

唐津総合庁舎

佐賀県唐津市二夕子3-1-5

大会議室

90

092-482-5455

本サイトよりお申し込みください

宮崎県

7月24日(水)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：九州経済産業局、宮崎県

メディキット県民文化センター

宮崎県宮崎市船塚３丁目210番地

イベントホール

150

092-482-5455

本サイトよりお申し込みください

神奈川県

7月25日(木)

14:00~15:30

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：関東経済産業局、神奈川県、平塚市、平
塚商工会議所

平塚商工会議所

神奈川県平塚市松風町２ー１０

３階 大ホール

250

関東サポ―ト事務局
03-3551-2629

本サイトよりお申し込みください

埼玉県

7月29日(月)

14:00~15:30

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：埼玉県、関東経済産業局

新都心ビジネス交流プラザ

埼玉県さいたま市中央区
上落合２丁目３−２

会議室

200

関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
048-600-0345

本サイトよりお申し込みください

長崎県

7月29日(月)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：九州経済産業局、松浦商工会議所

松浦シティホテル

長崎県松浦市志佐町浦免1782-1

ホールC

50

0956-72-2151

本サイトよりお申し込みください

大分県

7月29日(月)

14:00～16:00

臼杵市キャッシュレスフェア

臼杵市・臼杵商工会議所

臼杵市観光交流プラザ

臼杵市大字臼杵100-2

－

－

0972-63-8811

－

鳥取県

7月30日(火)

15:30~16:30

軽減税率制度説明会・
キャッシュレス消費者還元事業説明会

主催：鳥取税務署
共催：中国経済産業局

鳥取税務署

鳥取市富安2-89-4
鳥取第一地方合同庁舎

2F会議室

40

0857-77-2274

本サイトよりお申し込みください

山口県

7月31日(水)

13:30~14:30

軽減税率制度説明会・
キャッシュレス消費者還元事業説明会

主催：山口税務署
共催：中国経済産業局

山口税務署

山口市中河原町6-16
山口地方合同庁舎

２階共用第２会議室

30

083-966-1051

本サイトよりお申し込みください

主催及び
共催情報

開催場所

都道府県

開催日

開催時間

説明会名

北海道

8月1日(木)

13:30~16:00

「キャッシュレス・消費者還元事業」
「軽減税率対策補助金」
中小・小規模事業者向け説明会

宮城県

8月6日(火)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会
（レジ補助金についても説明）

主催：東北経済産業局

ＴＫＰ仙台
カンファレンスセンター

福島県

8月7日(水)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会
（レジ補助金についても説明）

主催：東北経済産業局

東京都

8月7日(水)

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：関東経済産業局

栃木県

8月8日(木)

13:30~17:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：関東経済産業局、宇都宮商工会議所

静岡県

8月8日(木)

19:00~20:30

キャッシュレス解説セミナー
～キャッシュレス・消費者還元事業の詳細～

青森県

8月9日(金)

14:00~16:00

長野県

8月20日(火)

群馬県

会場名

住所

お問い合わせ先
TEL

URL

はなます

150

北海道サポート事務局
011-252-7887

本サイトよりお申し込みください

宮城県仙台市青葉区
花京院1丁目2-3

ホール2Ｂ

60

022-221-4914

本サイトよりお申し込みください

ホテル辰巳屋

福島県福島市栄町5-1

瑞雲の間

80

022-221-4914

本サイトよりお申し込みください

ＴＫＰ神田
カン
ファレンスセンター

東京都千代田区神田美土代町3-2 神
田アベビル3F

ホール301

150

関東サポ―ト事務局
03-3551-2629

本サイトよりお申し込みください

宇都宮東武ホテルグランデ

栃木県宇都宮市本町５－１２

4階松柏

50

関東サポ―ト事務局
03-3551-2629

本サイトよりお申し込みください

主催：静岡市、関東経済産業局

静岡市東部勤労者福祉セン
ター（清水テルサ）

静岡市清水区島崎町223

７Ｆ中会議室Ｃ

50

関東経済産業局 流通・サービス産業課
048-600-0345

本サイトよりお申し込みください

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会
（レジ補助金についても説明）

主催：東北経済産業局

青森県観光物産館アスパム

青森県青森市安方一丁目1番40号

5階 あすなろ

80

022-221-4914

本サイトよりお申し込みください

14:00~16:00

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：関東経済産業局

JA長野県ビル

長野県長野市大字南長野北石堂町
1177番地3

12B会議室

100

関東サポ―ト事務局
03-3551-2629

本サイトよりお申し込みください

8月21日(水)

14:00~15:30

キャッシュレス・消費者還元事業
（ポイント還元事業）説明会

主催：群馬県、関東経済産業局

群馬県産業技術センター

前橋市亀里町８８４番地１

多目的ホール

150

関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
048-600-0345

本サイトよりお申し込みください

三重県

9月10日(火)

13:00~16:00

商品券取扱店説明会及びキャッシュレス＆軽減税率対応 主催：三重県、津市
共催：中部経済産業局
セミナー

三重県庁

三重県津市広明町13番地

講堂

100

059-229-3169

本サイトよりお申し込みください

三重県

9月10日(火)

18:00~21:00

商品券取扱店説明会及びキャッシュレス＆軽減税率対応 主催：三重県、津市
共催：中部経済産業局
セミナー

三重県庁

三重県津市広明町13番地

講堂

100

059-229-3169

本サイトよりお申し込みください

大分県

11月25日(月)

13:30～15:00

日田市役所

大分県日田市田島２丁目６－１

7階 大会議室

－

0973-22-8229

－

キャッシュレス・消費者還元事業説明会

主催：北海道経済産業局

主催：日田市商工労政課

ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤 北海道札幌市中央区北４条西６丁目
れんが前
１ 毎日札幌会館 5階

部屋名

予定定員数

