
全国商工会連合会における説明会 更新日 2019年8月16日

■開催決定会場一覧

エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

青森県連 9月11日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス化　超入門講座 南郷商工会 八戸市南郷区市野沢中市野沢44-33 南郷商工会館 0178-82-2348 ○

岩手県連 調整中 平泉商工会 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志山152番地2 平泉商工会館 0191-46-3560 ○

岩手県連 調整中 山田町商工会 岩手県下閉伊郡山田町長崎三丁目6番18 0193-82-2515 ○

岩手県連 調整中 岩泉商工会 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中野40番地42 0194-22-3245 ○

宮城県連 9月開催予定 中小企業・小規模事業者のための消費税軽減税率対策セミナー 宮城県商工会連合会・七ヶ宿町商工会 七ヶ宿町開発センター  0224-37-2629  ○

茨城県連 8月22日(木) 14:30~16:30 消費税軽減税率対策セミナー「小売店・飲食店のための現場対応策」 坂東市商工会 坂東市岩井3230－1 坂東市商工会２階会議室 0297-35-3317 ○

茨城県連 8月22日(木) 18:30~20:30 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 城里町商工会 城里町大字石塚1428-1 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ城里３Ｆ会議室 029-289-2132 ○

茨城県連 9月3日(火) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 常総市商工会 常総市水海道橋本町3552－1 常総市商工会水海道事務所 0297-22-2121 ○

茨城県連 9月4日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 神栖市商工会 神栖市溝口4991 神栖市商工会 0299-92-5111 ○

茨城県連 9月11日(水) 15:00~17:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 土浦市新治商工会 土浦市高岡1902－7 土浦市新治商工会 029-862-2325 ○

栃木県連 12月17日(火) 14:00~16:00 キャッシュレス決済の導入に係るポイント開設について うつのみや市商工会 栃木県宇都宮市中岡本町３２２５−５ うつのみや市商工会館 028-673-1830 ○

栃木県連 調整中 18:00~20:00 消費税軽減税率対応及びキャッシュレス決済対応セミナー 足尾町商工会 栃木県日光市足尾町通洞８−２ 足尾公民館 0288-93-2267 ○

栃木県連 調整中 調整中 キャッシュレスセミナー　導入編 芳賀町商工会 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井南１丁目 芳賀町商工会館 028-677-0144 ○

栃木県連 調整中 調整中 軽減税率制度及びキャッシュレス決済について 石橋商工会 栃木県下野市石橋７９０−１７ 石橋商工会館 0285-53-0463 ○

栃木県連 9月上旬 15:00~16:30 未定 小山市美田商工会 栃木県小山市下河原田８６４ 小山市中公民館 0285-37-0631 ○

栃木県連 9月中旬 14:00~17:00 軽減税率制度の導入について・キャッシュレス決済について 氏家商工会 栃木県さくら市氏家４５０４−１ 氏家商工会館 028-682-2019 ○

栃木県連 調整中 14:00~16:00 キャッシュレス決済対応セミナー 喜連川商工会 栃木県さくら市喜連川４１４５−１６ 喜連川商工会館 028-686-2122 ○

栃木県連 10月上旬 調整中 キャッシュレス決済対応の必要性・導入によりもたらされるメリットとデメリット事例 那須烏山商工会 栃木県那須烏山市金井２丁目５−１１ 那須烏山商工会館 0287-82-2323 ○

千葉県連 8月20日(火) 15:00~ （仮）軽減税率への対応とキャッショレス決済・ポイント還元事業 柏市沼南商工会 柏市風早1-6-16 柏市沼南商工会館 04-7191-2803 会員

千葉県連 8月30日(金) 17:00~ （仮）軽減税率への対応とキャッショレス決済・ポイント還元事業 柏市沼南商工会 柏市風早1-6-16 柏市沼南商工会館 04-7191-2803 会員

千葉県連 9月24日(火) 14:00~16:00 ｢集客・売上に結びつくキャッシュレス決済の事例と動向｣ 富里市商工会 千葉県富里市七栄653-1 富里市商工会 0476-93-0136 ○

千葉県連 8月27日(火) 18:00~ 軽減税率対策＆キャシュレス対応セミナー 睦沢町商工会 睦沢町下之郷１６５０-１ 睦沢町役場　３階会議室 0475-44-0112 ○

千葉県連 9月3日(火) 14:00~16:00 キャッシュレス講習会 香取市商工会 香取市小見川778-2 香取市商工会　２階会議室 0478-82-3307 ○

神奈川県連 調整中 調整中 キャッシュレス決裁対応セミナー 湯河原町商工会 足柄下郡湯河原町土肥1-7-1 湯河原町商工会館 0465-63-0111 地元旅館飲食組合等対象

山梨県連 9月6日(金) 14:00~16:00
～全ての業種で知っておきたい価格転嫁・軽減税率制度・インボイス制度～

軽減税率導入に向けた事前準備と実務対策
都留市商工会 山梨県都留市中央3-9-3

山梨県立男女共同参画推進センター

（ぴゅあ富士）
0554-43-1570 ○

新潟県連 調整中 調整中 キャッシュレス対応セミナー 見附商工会 新潟県見附市本町1-4-41 見附商工会館 0258-62-1365 ○

新潟県連 調整中 14:00~16:00 軽減税率及びキャッシュレスへの対応 川西商工会 新潟県十日町市水口沢76番地15 川西商工会館　２階研修室 025-768-2176 ○

長野県連 調整中 14:00~16:00 レジ補助金とキャッシュレス決済の軽減税率導入基礎講座 浅科商工会 長野県佐久市甲1190-1 浅科商工会館 0267-58-0220 浅科商工会員

長野県連 調整中 14:00~17:00 キャッシュレス化について 売木村商工会 長野県下伊那郡売木村915-2
売木村文化センター「ぶなの木」

情報交換室
0260-28-2568 売木村商工会委員

長野県連 調整中 調整中 知って得するキャッシュレス化！！０から始める超入門講座 栄村商工会 長野県下水内郡栄村大字北信３４３３番地 栄村役場研修室 0269-87-2353  栄村商工会員

長野県連 8月28日(水) 14:00~16:00 知って得するキャッシュレス化 箕輪町商工会 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 10286-1 箕輪町商工会館  0265-79-2117 箕輪町商工会員

長野県連 9月10日(火) 14:00~16:00 知って得するキャッシュレス化！！０から始める超入門講座 松川村商工会 長野県北安曇郡松川村7019-11 松川村商工会館 0261-62-2557 松川村商工会員

長野県連 調整中 15:00~17:00 キャッシュレス化　入門講座 生坂村商工会 長野県東筑摩郡生坂村6042番地1 生坂村商工会館 0263-69-3047 生坂村商工会員



エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

岐阜県連 調整中 調整中 キャッシュレス決済セミナー 古川町商工会 岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66 古川町商工会館 0577-73-2624 ○

岐阜県連 8月20日(火) 14:00~15:30 キャッシュレス決済セミナー 下呂商工会 岐阜県下呂市森801-10 下呂商工会館 0576-25-5522 ○

岐阜県連 8月20日(火) 19:00~20:30 キャッシュレス決済セミナー 下呂商工会 岐阜県下呂市森801-10 下呂商工会館 0576-25-5522 ○

岐阜県連 8月21日(水) 14:00~16:10 キャッシュレスセミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県可児郡御嵩町御嵩959-1 御嵩町商工会館 058-273-1071 ○

岐阜県連 8月28日(水) 13:30～16:30 消費税改正とキャッシュレスセミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県羽島郡笠松町春日町15-1 笠松町商工会 058-273-1071 ○

岐阜県連 9月9日(月) 14:00～17:00 キャッシュレス決済セミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県加茂郡坂祝町取組18-1 坂祝町商工会 058-273-1071 ○

富山県連 8月21日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス決済導入セミナー 小矢部市商工会（津沢支所） 小矢部市津沢345 小矢部市商工会津沢支所 0766-61-2356 ○

富山県連 8月29日(木) 19:00～21:00 キャッシュレス決済導入セミナー 南砺市商工会（利賀村支部） 南砺市利賀村171 利賀村行政センター 0763-68-2527 ○

三重県連 8月23日(金) 14:00~16:30 キャッシュレス・消費税還元事業、消費税軽減税率制度説明会 玉城町商工会 三重県度会郡玉城町田丸１０４ 玉城町商工会 0596-58-3211 ○

三重県連 調整中 キャッシュレス決済説明会 津市商工会 津市白山町二本木1139-2 津市白山総合文化センター 059-262-3250 ○

三重県連 調整中 キャッシュレス決済説明会 津市商工会 津市芸濃町椋本1845-10 津市商工会　芸濃支所 059-265-2304 ○

広島県連 調整中 調整中 集団講習会（キャッシュレス・還元事業） 神辺町商工会 福山市神辺町川北948-1 神辺町商工会館 084-963-2001 神辺町商工会会員

長崎県連 8月30日(金) 14:00~16:00 消費税ポイント還元事業のすべて　～キャッシュレスとポイント還元をゼロから理解しよう～ 長崎南商工会 長崎市布巻町88番地1 長崎南商工会　本所2階研修室 095-892-0078 商工会会員向け

熊本県連 8月20日(火) 14:00~17:00 消費税増税・軽減税率制度への対応策について 上益城地区商工会広域連携 熊本県上益城郡御船町木倉1168 御船町カルチャーセンター 096--286-2551 ○

熊本県連 8月22日(木) 13:30~16:30 消費税増税・軽減税率導入を迎える前に知っておきたいポイント 長洲町商工会 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2772-2 長洲町中央公民館 0968-78-0410 ○

熊本県連 8月28日(水) 19:00～22:00 キャッシュレス決済の普及に伴う消費者の動向と事業所の対応について 熊本市城南商工会 熊本市南区城南町宮地1080-1 熊本市城南商工会 0964-28-2317 ○

熊本県連 9月3日(火) 19:00～22:00 キャッシュレス決済の現状とメリット 熊本市植木町商工会 熊本市北区植木町岩野238-1 熊本市植木公民館 096-272-0236 ○



■開催済み会場一覧

エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

北海道連 6月12日(水) 15:00~17:00 消費税転嫁対策としてのキャッシュレス化導入セミナー 羅臼町商工会 北海道目梨郡羅臼町船見町46番地1 羅臼町商工会 0153-87-2300 ○

北海道連 6月13日(木) 19:00~21:00 キャッシュレス、軽減税率補助金セミナー 新冠町商工会 北海道新冠郡新冠町字本町44 新冠町商工会 0146-47-2421 ○

北海道連 6月18日(火) 18:00~20:00 乗り遅れるな！キャッシュレス決済セミナー 雨竜町商工会 北海道雨竜郡雨竜町第８町内 雨竜町ふれあいセンター 0125-77-2155 ○

北海道連 6月19日(水) 19:00~20:30 キェッシュレス決済を活用した消費税増税対策セミナー ニセコ町商工会 北海道虻田郡ニセコ町字富士見95 ニセコ町民センター 0136-44-2214 ○

北海道連 6月27日(木) 14:30~16:30 消費税転嫁対策としてのキャッシュレス化導入セミナー 積丹町商工会 北海道積丹郡積丹町大字美国町字大沢313番地 積丹町産業会館（積丹町商工会） 0135-44-2011 ○

青森県連 6月4日(火) 14:00~15:30 キャッシュレス決済の基礎知識と導入のポイント おいらせ町商工会 上北郡おいらせ町野中下田123-7 おいらせ町商工会館 0178-56-2511 ○

青森県連 6月10日(月) 18:30~20:30 キャッシュレス決済の基礎知識と導入のポイント 野辺地町商工会 上北郡野辺地町野辺地1 野辺地町商工会館 0175-64-2164 ○

青森県連 6月19日(水) 14:00~15:30 キャッシュレス決済の基礎知識と導入のポイント 田子町商工会 三戸郡田子町田子風張13-1 田子町商工会館 0179-32-2177 ○

青森県連 6月19日(水) 17:30~18:30 キャッシュレス決済の基礎知識と導入のポイント 板柳町商工会・鶴田町商工会(合同開催) 北津軽郡板柳町福野田実田30-7 板柳町商工会館
板 0172-73-3254

鶴 0173-22-3414
○

青森県連 6月20日(木) 14:00~15:30 軽減税率の概要　キャッシュレス決済対応について 五戸町商工会 三戸郡五戸町新町24-1 五戸町商工会館 0178-62-3151 ○

青森県連 6月24日(月) 14:00~16:00 軽減税率の概要　キャッシュレス決済対応について 深浦町商工会 西津軽郡深浦町深浦浜町352-1 深浦町商工会　深浦まるごと市場 0173-74-2509 ○

青森県連 6月24日(月) 18:30~20:30 軽減税率の概要　キャッシュレス決済対応について 鯵ヶ沢町商工会 西津軽郡鯵ヶ沢町米町25-1 鯵ヶ沢町商工会館 0173-72-2376 ○

青森県連 6月25日(火) 14:00~16:00 軽減税率の概要　キャッシュレス決済対応について 中泊町商工会 北津軽郡中泊町中里亀山443 中泊町商工会館 0173-57-2733 ○

青森県連 6月25日(火) 18:00~20:00 軽減税率の概要　キャッシュレス決済対応について 市浦商工会 五所川原市相内349-1　あおもりあすなろホール内 市浦商工会　あすなろホール 0173-62-2232 ○

青森県連 6月26日(水) 14:00~15:30 軽減税率の概要　キャッシュレス決済対応について 六戸町商工会 上北郡六戸町犬落瀬明土53-2 六戸町商工会館 0176-55-2095 ○

青森県連 6月26日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス決済の基礎知識と導入のポイント
平川市・藤崎町・岩木山・青森市浪岡・大鰐町・

田舎館村・西目屋村商工会(合同開催)
平川市柏木町藤山27-2 平川市商工会館

・平0172-44-3055

･藤0172-75-2370

･岩0172-82-3325

･青0172-62-2511

･大0172-48-2335

･田0172-58-2417

･西0172-85-2828

○

青森県連 6月27日(木) 17:00~18:00 キャッシュレス決済の基礎知識と導入のポイント 今別町商工会 東津軽郡今別町今別今別45-2 今別町商工会館 0174-35-2014 ○

岩手県連 6月5日(水) 15:00~16:30 消費税軽減税率制度講習会 矢巾町商工会 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅8-261 矢巾町商工館2階研修室 019-697-5111 ○

岩手県連 6月7日(金) 14:00~16:00 消費税軽減税率制度講習会 遠野市商工会 岩手県遠野市新穀町6-1 あすもあ遠野3階　多目的ホール 0198-62-2456 ○

岩手県連 6月25日(火) 15:00~16:00 消費税軽減税率制度講習会 二戸市商工会 岩手県二戸市福岡字横丁24番地 二戸市商工会館 0195-23-4362 ○

岩手県連 6月25日(火) 15:00~16:00 消費税軽減税率制度講習会 雫石商工会 岩手県岩手郡雫石町7-4 雫石商工会館 019-692-3321 ○

岩手県連 6月25日(火) 16:00~17:00 消費税軽減税率制度講習会 大槌商工会 岩手県上閉伊郡大槌町新町38番1 大槌商工会館 0193-42-2536 ○

岩手県連 6月26日(水) 13:30~16:30 消費税軽減税率制度等講習会 八幡平市商工会 岩手県八幡平市大更35地割63番地85 八幡平商工会館 0195-76-2040 ○

岩手県連 6月26日(水) 13:00~14:00 消費税軽減税率制度講習会 葛巻町商工会館 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第13地割7番地28 葛巻町商工会館 0195-66-2658 ○

岩手県連 6月28日(金) 15:00~17:00 消費税軽減税率対応セミナー 一戸町商工会 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森117-2 一戸町コミュニティセンター 0195-33-2354 ○

山形県連 6月5日(水) 14:00~16:00 「軽減税率まるわかり講習会」「キャッシュレス・消費者還元事業」 中山町商工会 山形県東村山郡中山町いずみ1番地 ひまわり温泉　ゆらら 023-662-2207 ○

山形県連 6月11日(火) 15:00~17:00 消費税軽減税率業種別対策セミナー 河北町商工会 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂654-1 河北町産業振興センター 0237-73-2122 小売業・卸売業対象

山形県連 6月12日(水) 15:00~17:00 消費税軽減税率業種別対策セミナー 河北町商工会 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂654-1 河北町産業振興センター 0237-73-2122 飲食業対象

宮城県連 7月1日(月) 13:00~15:00 中小企業・小規模事業者のための消費税軽減税率対策セミナー 宮城県商工会連合会・〇〇商工会 宮城県　〇〇　市 商工会館 022-225-8751 ○

宮城県連 6月19日(水) 13:00~16:10 消費税軽減税率対応窓口相談等事業講習会 宮城県商工会連合会・名取市商工会 宮城県名取市増田字柳田243 名取市商工会館 022-382-3236 ○

宮城県連 6月24日(月) 14:00~16:00 軽減税率制度と知って得するキャッシュレスポイントのしくみ 宮城県商工会連合会・蔵王町商工会 宮城県　蔵王町 蔵王町商工会館 0224-33-2138 ○

宮城県連 6月24日(月) 15:30~17:30 軽減税率制度導入とキャッシュレス決済の基礎講座 宮城県商工会連合会・玉造商工会 大崎市鳴子温泉字黒崎118 ドライブインおーとり 0229-72-0027 ○

宮城県連 6月26日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス対応セミナー 宮城県商工会連合会・角田市商工会 宮城県角田市角田字大坊34-2 角田市商工会館 0224-62-1242 ○



エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

宮城県連 6月26日(水) 不明 ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ･ｷｬｯｼﾚｽ決済対応ｾﾐﾅｰ
宮城県経済商工観光部富県宮城推進室柴田・

大河原・村田商工会協力
宮城県柴田郡柴田町船岡中央1-2-3 ホテル原田inさくら ○

宮城県連 6月27日(木) 13:00~15:00 中小企業・小規模事業者のための消費税軽減税率対策・キャッシュレス決済セミナー 宮城県商工会連合会・亘理山元商工会 宮城県亘理郡亘理町字西郷140 亘理山元商工会 02234-34-3121 ○

宮城県連 6月27日(木) 14:00~15:30 消費税軽減税率対策セミナー 宮城県商工会連合会・多賀城・七ヶ浜商工会 宮城県多賀城市 多賀城・七ヶ浜商工会　多賀城会館 022-365-7830 ○

宮城県連 6月27日(木) 15:30~16:15 キャッシュレスセミナー 多賀城・七ヶ浜商工会・株式会社仙台銀行・杜の都信用金庫 宮城県多賀城市 多賀城・七ヶ浜商工会　多賀城会館 022-365-7830 ○

宮城県連 6月27日(木) 13:30~15:30 消費税軽減税率対応窓口相談等事業事業者向け講習会 宮城県商工会連合会・一迫花山商工会 宮城県　栗原市 一迫花山商工会館 0228-52-3300 ○

宮城県連 6月28日(金) 16:30~18:00 消費税軽減税率制度講習会 みやぎ北上商工会・宮城県商工会連合会 宮城県　登米市登米町 みやぎ北上商工会登米支所会館 0220-52-2259
登米支部会員・登米町青色申告

会員

宮城県連 7月2日(火) 14:00~16:00 消費税軽減税率制度対応講習会 宮城県商工会連合会・岩沼市商工会 宮城県岩沼市中央2丁目5-25 岩沼市商工会 0223-22-2526 ○

宮城県連 7月2日(火) 13:30~15:30 消費税軽減税率導入時の実務上の留意点について みやぎ北上商工会・宮城県商工会連合会 宮城県　登米市東和町 東和総合支所　３階委員会室 0220-45-2121
東和支部会員・法人会東和支部・

東和町青申会・東和スタンプ会

宮城県連 7月10日(水) 14:00~ 消費税軽減税率対応セミナー 宮城県商工会連合会・大崎商工会 宮城県大崎市三本木字しらとり３－７ 大崎商工会本所 0229-52-2272 地域指定

宮城県連 7月11日(木) 14:00~16:00 キャッシュレス決済導入に備える３つのポイント 宮城県商工会連合会・みやぎ仙台商工会 宮城県仙台市 みやぎ仙台商工会館 022-372-3545 ○

宮城県連 7月17日(水) 16:00~17:30 キャッシュレス・消費者還元事業とレジ補助金の概要について みやぎ北上商工会・宮城県商工会連合会 宮城県　登米市登米町 とよま観光物産センター　遠山之里内ホール 0220-34-3255 みやぎ北上商工会理事

宮城県連 7月22日(月) 14:00~16:00 消費税軽減税率制度対応講習会 宮城県商工会連合会・岩沼市商工会 宮城県岩沼市中央2丁目5-25 岩沼市商工会 0223-22-2526 ○

宮城県連 7月24日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス決済導入に備える３つのポイント 宮城県商工会連合会・みやぎ仙台商工会 宮城県仙台市 中小企業大学校仙台校 022-372-3546 ○

宮城県連 7月25日(木) 18:00~20:00 （仮題）軽減税率対策とキャッシュレス決済に向けて小規模事業者がしておくべき基本対応について 宮城県商工会連合会・遠田商工会 宮城県遠田郡美里町字藤ヶ崎町16 上野屋 0229-33-2309 遠田商工会会員事業所

福島県連 6月13日(木) 14:00~16:00 キャッシュレス決済対応セミナー 岩瀬管内商工会広域連携協議会 福島県鏡石町不時沼345番地 鏡石町コミュニティーセンター 0248-65-3210 ○

福島県連 6月21日(金) 14:00~16:00 キャッシュレス決済対応セミナー 岩瀬管内商工会広域連携協議会 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑61 天栄村山村開発センター 0248-65-3210 ○

福島県連 6月12日(水) 13:30~16:30 キャッシュレス対応経営計画セミナー 郡山地区商工会広域連携協議会 福島県郡山市片平町字町南7-2 片平ふれあいセンター 024-984-2341 ○

福島県連 6月13日(木) 13:30~16:30 キャッシュレス対応経営計画セミナー 郡山地区商工会広域連携協議会 福島県郡山市田村町岩作字穂多礼40-3 田村公民館 024-984-2341 ○

福島県連 6月14日(金) 13:30~16:30 キャッシュレス対応経営計画セミナー 郡山地区商工会広域連携協議会 福島県郡山市富久山町福原字泉崎181-1 富久山総合学習センター 024-984-2341 ○

福島県連 6月12日(水) 18:30~20:30 消費税対策セミナー 東白川地区商工会広域連携協議会 福島県東白川郡塙町大字塙字大町3-31-1 塙町商工会 0247-43-0371 ○

福島県連 6月20日(木) 18:00~20:00 キャッシュレス対策セミナー 伊達市商工会 福島県伊達市梁川町青葉町3 伊達市商工会 024-577-0057 ○

福島県連 7月10日(水) 18:00~20:00 キャッシュレス決済セミナー 中島村商工会 福島県西白河郡中島村大字滑津字二ツ山20-4 中島村商工会 0248-52-2716 ○

福島県連 7月9日(火) 14:00~16:00 キャッシュレスセミナー 西郷村商工会 福島県西白河郡西郷村道南東7番地 東京第一ホテル新白河 0248-25-1266 ○

茨城県連 6月4日(火) 14:30~16:30 消費税軽減税率対策セミナー「キャッシュレス決済入門」 つくばみらい市商工会 つくばみらい市福田671－2 つくばみらい市商工会 0297-58-1700 ○

茨城県連 6月7日(金) 14:00~15:30 消費税軽減税率対策セミナー「あなたのお店に必要な決済方法」 下妻市商工会 下妻市長塚74－1 下妻市商工会本所 0296-43-3412 ○

茨城県連 6月11日(火) 14:30~16:30 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 筑西市商工会 筑西市門井1942－4 筑西市商工会明野事務所 0296-57-2124 ○

茨城県連 6月12日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 神栖市商工会 神栖市溝口4991 神栖市商工会 0299-92-5111 ○

茨城県連 6月14日(金) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「小売店・飲食店のための現場対応策」 桜川市商工会 桜川市東桜川1－21－1 桜川市商工会本所会議室 0296-76-1800 ○

茨城県連 6月19日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 日立市十王商工会 日立市十王町友部1596－3 日立市十王商工会館 0294-39-2086 ○

茨城県連 6月19日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「小売店・飲食店のための現場対応策」 大洗町商工会 東茨城郡大洗町磯浜町6881－275 大洗町商工会大会議室 029-266-1711 ○

茨城県連 6月20日(木) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 行方市商工会 行方市麻生1222－1 行方市商工会２階会議室 0299-72-0520 ○

茨城県連 6月21日(金) 15:30~17:30 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 龍ケ崎市商工会 龍ケ崎市上町4264－1 龍ケ崎市商工会 0297-62-1444 ○

茨城県連 6月21日(金) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「あなたのお店に必要な決済方法」 東海村商工会 那珂郡東海村村松北1－2－34 東海村商工会館 029-282-3238 ○

茨城県連 6月21日(金) 19:00~21:00 消費税軽減税率対策セミナー「あなたのお店に必要な決済方法」 石岡市八郷商工会 石岡市柿岡2009－3 石岡市八郷商工会館 0299-43-0247 ○

茨城県連 6月24日(月) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「あなたのお店に必要な決済方法」 稲敷市商工会 稲敷市江戸崎甲548－3 稲敷市商工会 029-892-2603 ○



エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

茨城県連 6月25日(火) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「小売店・飲食店のための現場対応策」 高萩市商工会 高萩市下手綱2000 高萩市商工会 0293-22-2501 ○

茨城県連 6月25日(火) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「あなたのお店に必要な決済方法」 鉾田市商工会 鉾田市鉾田2482－1 鉾田市商工会 0291-32-2246 ○

茨城県連 6月25日(火) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 茨城町商工会 東茨城郡茨城町奥谷33－1 茨城町商工会 029-292-5979 ○

茨城県連 6月26日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 古河市商工会 古河市下大野2209－9 古河市商工会総和事務所 0280-92-4500 ○

茨城県連 6月26日(水) 18:00~20:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 利根町商工会 北相馬郡利根町布川2947 利根町商工会館研修室 0297-68-7417 ○

茨城県連 6月27日(木) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 境町商工会 猿島郡境町965－29 境町商工会大会議室 0280-87-0380 ○

茨城県連 6月27日(木) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 阿見町商工会 稲敷郡阿見町岡崎3－17－9 阿見町商工会２階会議室 029-887-0552 ○

茨城県連 7月5日(金) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「あなたのお店に必要な決済方法」 坂東市商工会 坂東市岩井3230－1 坂東市商工会２階会議室 0297-35-3317 ○

茨城県連 7月10日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 牛久市商工会 牛久市上柏田4－1－1 牛久市商工会 029-872-2520 ○

茨城県連 7月11日(木) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 古河市商工会 古河市下大野2209－9 古河市商工会総和事務所 0280-92-4500 ○

茨城県連 7月12日(金) 15:00~17:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 大子町商工会 大子町大子722-1
大子町文化福祉会館まいん

「観光ホール」
0295-72-0191 ○

茨城県連 7月16日(火) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 潮来市商工会 潮来市潮来1086－1 潮来市商工会 0299-94-6489 ○

茨城県連 7月17日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 八千代町商工会館 結城郡八千代町菅谷1177－27 八千代町商工会館 0296-49-3232 ○

茨城県連 7月18日(木) 18:30~20:30 消費税軽減税率対策セミナー「決済方法の選択と対策」 守谷市商工会 守谷市本町19 守谷市商工会 0297-48-0339 ○

茨城県連 7月19日(金) 15:00~17:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 かすみがうら市商工会 かすみがうら市上土田433－2 かすみがうら市商工会 0299-59-3755 ○

茨城県連 7月22日(月) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 水戸市常澄商工会 水戸市大串町2140－2 水戸市常澄商工会２階研修室 029-269-4214 ○

茨城県連 7月23日(火) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ」 つくば市商工会 つくば市筑穂1-10-4　大穂庁舎2階 つくば市商工会　桜会館 029-879-8200 ○

茨城県連 7月29日(月) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー「軽減税率とキャッシュレス対策」 北茨城市商工会 北茨城市磯原町本町1－3－9 北茨城市商工会　２階大会議室 0293-42-2511 ○

群馬県連 6月14日(金) 14:00~17:00 消費税軽減税率制度の概要及びキャッシュレス決済セミナー 前橋東部商工会 前橋市鼻毛石町1426-1 前橋東部商工会館 027-283-2422 ○

群馬県連 6月25日(火) 14:00~16:00 キャッシュレス決済導入セミナー 安中市商工会 安中市安中3-11-3 安中市商工会館 027-382-2828 ○

群馬県連 6月11日(火) 18:00~20:00 キャッシュレス決済＆消費税転嫁対策 太田市新田商工会 太田市新田金井町607 太田市新田商工会館 0276-57-3535 ○

群馬県連 6月3日(月) 19:00~21:00 キャッシュレス決済導入セミナー① みどり市商工会 みどり市大間々町大間々1549 みどり市商工会館 0277-73-6611 ○

群馬県連 6月10日(月) 18:30~21:00 キャッシュレス決済導入セミナー② みどり市商工会 みどり市大間々町大間々1549 みどり市商工会館 0277-73-6611 ○

栃木県連 7月17日(水) 14:00~16:00 キャッシュレスセミナー 矢板市商工会 栃木県矢板市本町２−１８ 矢板市商工会館 0287-43-0272 ○

栃木県連 6月11日(火) 14:00~16:00 軽減税率対応・キャッシュレス決済導入セミナー 下野市商工会 栃木県下野市柴８９７−１０ 下野市商工会館 0285-44-0202 ○

栃木県連 7月23日(火) 15:00~16:30 消費税軽減税率対策、キャッシュレス決済について にのみや商工会 栃木県真岡市久下田845-5 久下田駅前どんとこい広場 0285-74-0324 ○

栃木県連 7月29日(月) 14:00~15:00 キャッシュレス対応セミナー 壬生町商工会 栃木県下都賀郡壬生町大師町３−１３ 壬生町商工会 0282-82-0475 ○

栃木県連 7月4日(木) 18:00~20:00 軽減税率制度の導入について・キャッシュレス決済について 氏家商工会 栃木県さくら市氏家４５０４−１ 氏家商工会館 028-682-2019 ○

栃木県連 6月12日(水) 15:00~17:00 キャッシュレス決済導入の基礎講座 那須烏山商工会 栃木県那須烏山市金井２丁目５−１１ 那須烏山商工会館 0287-82-2323 ○

栃木県連 6月21日(金) 14:00~16:00 消費税軽減税率制度について・キャッシュレス決済について 黒羽商工会 栃木県大田原市黒羽向町１１２−２ 黒羽商工会館 0287-54-0568 ○

埼玉県連 6月20日(木) 13:30~16:00 埼玉キャッシュレスセミナー2019 埼玉県・埼玉県商工会連合会 埼玉県春日部市粕壁東２－２－２９ 春日部商工会議所 048-641-3613
県内商工会員・

春日部商工会議所会員等

埼玉県連 7月17日(水) 13:30~16:00 埼玉キャッシュレスセミナー2019 埼玉県・埼玉県商工会連合会 埼玉県川越市新宿町１－１７－１７ ウェスタ川越 048-641-3613
県内商工会員・

川越商工会議所会員等

千葉県連 7月17日(水) 14:00~ 消費増税とポイント還元制度に対応するためのセミナー 旭市商工会 千葉県旭市ロの795番地6 旭市商工会 0479-62-1348 旭市商工会会員限定

千葉県連 8月7日(水) 14:00~16:00 軽減税率制度と知って得するキャッシュレスポイントのしくみ 酒々井町商工会 印旛郡酒々井町酒々井1659-1 酒々井町商工会 043-496-0063 ○



エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

東京都連 6月4日(火) 14:00~16:00 消費税の軽減税率制度説明会 清瀬商工会 清瀬市松山2-6-23 清瀬商工会 042-491-6648 ○

東京都連 6月18日(火) 14:30~16:00 キャッシュレス決済対応セミナー
国立市・(協)国立旭通り商店会・

多摩信用金庫・国立市商工会
東京都国立市東1－14 コミュニティ・スペース旭通り 042-575-1000 ○

東京都連 6月18日(火) 19:30~21:00 キャッシュレス決済対応セミナー
国立市・(協)国立旭通り商店会・

多摩信用金庫・国立市商工会
東京都国立市東1－14 コミュニティ・スペース旭通り 042-575-1000 ○

東京都連 6月24日(月) 14:30~16:30 軽減税率・キャッシュレス決済対応セミナー 狛江市商工会 東京都狛江市東和泉１－３－１８ 狛江市商工会館 03-3489-0178 狛江市内限定

東京都連 7月11日(木) 14:00~16:00
キャッシュレス決済導入セミナー

「やるぞ！いますぐキャッシュレス！！」
東久留米市商工会 東京都東久留米市幸町3-4-12 東久留米市商工会館 ３階 大会議室 042-471-7577 ○

神奈川県連 6月7日(金) 19:30~21:30 消費税10%導入転嫁対策 キャッシュレスセミナー 相模湖商工会 相模原市緑区与瀬896 相模湖総合事務所　3階会議室 042-684-3347 地元商店会等対象

神奈川県連 7月17日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス決裁対応セミナー 伊勢原市商工会館 伊勢原市伊勢原2-7-31 伊勢原市商工会館 0463-95-3233 地元商店会等対象

山梨県連 6月13日(木) 14:00~16:00 キャッシュレス決済で売上アップする秘訣セミナー 北杜市商工会 山梨県北杜市長坂町長坂上条2575-19 北杜市商工会 0551-32-1211 ○

山梨県連 6月18日(火) 14:00~16:00 １０月までにここだけは知っておきたい！小売店・飲食店のための軽減税率現場対応とキャッシュレス決済セミナー 北杜市商工会 山梨県北杜市長坂町長坂上条2575-20 北杜市商工会 0551-32-1212 ○

山梨県連 6月26日(水) 14:00~16:00 １１月までにここだけは知っておきたい！小売店・飲食店のための軽減税率現場対応とキャッシュレス決済セミナー 昭和町商工会 山梨県中巨摩郡昭和町押越665-2 昭和町商工会 055-275-3344 ○

山梨県連 7月11日(木) 14:00~16:00
消費税増税・軽減税率導入に伴うキャッシュレス消費者還元事業対策

集客・売上に結びつくキャッシュレス決済の事例と動向セミナー
市川三郷町商工会 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門173 市川三郷町商工会 055-272-4711 ○

山梨県連 7月19日(金) 14:00~16:00 消費税改正でどうかわる・・・　全ての事業者に影響！急いで備えたい！消費税改正対策セミナー 都留市商工会 山梨県都留市中央3-9-3
山梨県立男女共同参画推進センター

（ぴゅあ富士）
0554-43-1570 ○

山梨県連 6月6日(木) 13:30~16:30 消費税軽減税率制度導入に備える社内体制の構築及びキャッシュレス・消費者還元事業について 清水町商工会 駿東郡清水町卸団地132 清水町商工会館 055-975-6987 ○

山梨県連 6月6日(木) 13:30~16:30 消費税軽減税率対策セミナー導入直前！「消費税軽減税率」と「キャッシュレス決済」 吉田町商工会 榛原郡吉田町片岡1669-1 吉田町商工会館 0548-32-3366 ○

山梨県連 6月6日(木) 14:00~17:00 よくわかる消費税軽減税率制度とキャッシュレス決済の導入 裾野市商工会 裾野市深良451 裾野市商工会館 055-992-0057 ○

山梨県連 6月13日(木) 14:00~17:00 キャッシュレス導入による売上UP術と軽減税率制度による変化 伊豆市商工会 伊豆市修善寺838-1 修善寺総合会館 0558-72-8511 ○

山梨県連 6月17日(月) 13:30~16:30 消費税軽減税率制度の概要及びキャッシュレス決済による新規顧客獲得策について 函南町商工会館 田方郡函南町仁田68-2 函南町商工会館 055-978-3995 ○

山梨県連 6月17日(月) 13:30~16:30
消費税軽減税率説明

小さなお店のキャッシュレス決済セミナー
牧之原市商工会 牧之原市波津691-2 牧之原市防災研修センター 0548-52-0640 ○

山梨県連 6月18日(火) 14:00~17:00 軽減税率実務処理もポイントとキャッシュレス・消費者還元事業 西伊豆町商工会 賀茂郡西伊豆町仁科423-1 西伊豆町商工会館 0558-52-0270 ○

山梨県連 6月18日(火) 13:30~16:30 消費税軽減税率制度の概要及びキャッシュレス決済による新規顧客獲得策について 河津町商工会 賀茂郡河津町浜159-1 河津町商工会 0558-34-0821 ○

山梨県連 6月19日(水) 13:30~16:30 消費税軽減税率制度の概要及びキャッシュレス決済による新規顧客獲得策 東伊豆町商工会 賀茂郡東伊豆町工稲取383-5 東伊豆町商工会館 0557-95-2167 ○

山梨県連 6月24日(月) 14:00~17:00 消費税軽減税率制度の概要及びキャッシュレス決済による生産性向上について 大井川商工会 焼津市宗高900 大井川商工会 　研修センター 054-622-0393 ○

山梨県連 6月26日(水) 13:30~16:30 消費税軽減税率制度の概要及びキャッシュレス決済による新規顧客獲得策について 森町商工会 周智郡森町森20-9 森町商工会館 0538-85-3126 ○

山梨県連 6月28日(金) 13:00~16:00 消費税軽減税率制度の概要及び、商売繁盛に活かすためのキャッシュレス決済導入と軽減税率対策 伊豆の国市商工会 伊豆の国市四日町290 伊豆の国市商工会 055-949-3090 ○

山梨県連 7月3日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス決済まるわかりセミナー 西伊豆町商工会 賀茂郡西伊豆町仁科423-1 西伊豆町商工会本所 0558-52-0270 ○

山梨県連 7月30日(火) 14:00~16:30
消費税軽減税制度への対応とキャッシュレス決済

～電子ﾏﾈｰやｶｰﾄﾞ決済、QRｺｰﾄﾞ決済等の最新動向と導入へのﾎﾟｲﾝﾄ～
都留市商工会 山梨県都留市中央3-9-3

山梨県立男女共同参画推進センター

（ぴゅあ富士）
0554-43-1570 ○



エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

新潟県連 6月3日(月) 13:00~15:00 まだ間に合う！増税・軽減税率対策セミナー（キャッシュレス決済、レジ補助金等） 新潟県商工会連合会 新潟県新潟市中央区新光町7-2 新潟県商工会館 025-283-1311 ○

新潟県連 6月18日(火) 14:00~16:00 キャッシュレスセミナー　～キャッシュレス決済の最新動向～ 名立商工会 新潟県上越市名立区名立大町193-4 名立商工会館 025-537-2203 ○

新潟県連 6月11日(火) 14:00~16:00
「キャッシュレス決済入門」セミナー

売上・集客に結びつくキャッシュレス事例と動向
牧商工会 新潟県上越市牧区柳島1212番地 牧商工会館 025-533-5070 ○

新潟県連 6月18日(火) 13:30~16:30
消費税軽減税率導入直前対策 キャッシュレス決済入門セミナー

地元金融機関で取り扱うキャッシュレス決済のご紹介
山北商工会 新潟県村上市府屋219-1 山北商工会館　2階研修室 0254-77-2259 ○

新潟県連 7月17日(水) 14:30~16:00 各社のキャッシュレス決済システムについて等 佐渡連合商工会 新潟県佐渡市畑野甲559番地7 畑野商工会館 0259-66-2458 ○

新潟県連 6月17日(月) 15:00~17:00 集客・売り上げに結びつくキャッシュレス決済の事例と動向 湯沢町商工会 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2882-2 湯沢町商工会館 025-784-2522 ○

新潟県連 6月25日(火)
第一部13:30~16:00

第二部18:30~20:30
キャッシュレス対応セミナー 六日町商工会 新潟県南魚沼市六日町７６-４ 六日町商工会　２階研修室 025-772-2590 ○

新潟県連 7月12日(金) 14:00~16:00
消費税軽減税率制度について

レジ補助金、キャッシュレスポイント還元、インボイスってなに？

三島町商工会・関原地区商工会・二和地区商工会・

和島村商工会・出雲崎町商工会
新潟県長岡市岩井1260-1 みしま会館 0258-42-2504 ○

新潟県連 7月9日(火) 14:00~16:00
キャッシュレス決済セミナー

～なぜキャッシュレス決済に取り組まなければならないのか？～
寺泊町商工会　観光部会・商業部会　共催 新潟県長岡市寺泊坂井町9769-31 寺泊町商工会館２階 0258-75-2474 ○

新潟県連 6月21日(金) 14:00~16:00
「キャッシュレス決済入門」セミナー

集客・売上に結びつくキャッシュレス決済の事例と動向
村松商工会 新潟県五泉市村松乙245 村松商工会館　２階大会議室 0250-58-2201 ○

長野県連 6月11日(火) 18:00~20:00 キャッシュレス決済の事例と動向（予定） 木祖村商工会 長野県木曽郡木祖村薮原189-1 木祖村商工会館 0264-36-2048 木祖村商工会員

長野県連 6月14日(金) 15:30~17:30 軽減税率制度導入に向けた　レジ補助金・キャッシュレス決済基礎講座 山ノ内町商工会 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏4015-1 山ノ内町文化センター２階　学習室 0269-33-5666 山ノ内町商工会員

長野県連 6月18日(火) 14:00~16:00 キャッシュレス決済導入に備える３つのポイント 伊那市商工会 長野県伊那市高遠町西高遠833-6 伊那市商工会館 0265-94-2309 伊那市商工会員

長野県連 6月24日(月) 14:00~16:00 キャッシュレス決済導入に備える３つのポイント 坂城町商工会 長野県埴科郡坂城町坂城10051 坂城町商工会館 0268-82-3351 坂城町と戸倉上山田商工会員

長野県連 6月28日(金) 未定 キャッシュレス 阿南町商工会 長野県下伊那郡阿南町東条44-1 阿南町商工会館 0260-22-2203 阿南町商工会員

長野県連 6月28日(金) 14:30~16:30 キャッシュレス対応セミナー 阿智村商工会 長野県下伊那郡阿智村駒場1078-5 阿智村商工会 0265-43-2241 阿智村商工会員

長野県連 7月3日(水) 19:00~21:00 導入するなら今がチャンス！キャッシュレス超入門講座 木曽町商工会 長野県木曽郡木曽町福島6442-6 木曽町商工会館 0264-22-3618 木曽町商工会員

長野県連 7月16日(火) 13:30~15:30 キャッシュレス化について 売木村商工会 長野県下伊那郡売木村915-2
売木村文化センター「ぶなの木」

情報交換室
0260-28-2568

売木村商工会員・天龍村商工会

員

長野県連 8月9日(金) 14:30~16:30 軽減税率とインボイス制度の概要、キャッシュレス決済について 佐久穂町商工会 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町561-1 佐久穂町商工会本所 0267-86-2275 佐久穂町商工会員

愛知県連 6月5日(水) 14:00~16:00 軽減税率制度と知って得するキャッシュレスポイントの仕組み 内海商工会 知多郡南知多町内海字崎苅31番地2 内海商工会館 0569-62-0403 ○

愛知県連 6月11日(火) 14:00~16:00
消費税引き上げにも負けない！

【業界・客層・レジ・経理】キャッシュレス化実用編　決済方法の選択と対策
美浜商工会 知多郡美浜町北方字山鼻48番地1 美浜町商工会館 0569-82-3951 ○

愛知県連 6月19日(水) 14:00~16:00
軽減税率導入に向けた直前対策

～経理手続きを確認しましょう～
高浜市商工会 知多郡南知多郡豊浜字会下坪27番地2 高浜エコハウス 0569-65-0004 ○

愛知県連 6月20日(木) 19:00~21:00
消費税引き上げにも負けない！

スマホ6,000万人時代の販売促進～写真が命！売上アップにつながるWEB・SNS活用術～
設楽町商工会 北設楽郡設楽町田口字上原2番地6 設楽町商工会館 0536-62-0004 ○

愛知県連 6月21日(金) 14:00~16:00
軽減税率導入に向けた直前対策

～経理手続きを確認しましょう～
武豊町商工会 知多郡武豊町字忠白田11番地1 武豊町商工会館 0569-73-1100 ○

愛知県連 6月25日(火) 14:00~16:00
キャッシュレス決済　売上増と業務効率化の秘訣

～軽減税率導入準備に備え多様化する決済の取組み～
岡崎市ぬかた商工会 岡崎市樫山町字山ノ神10番地5 岡崎市ぬかた商工会館 0564-82-3077 ○

愛知県連 6月25日(火) 19:00~21:00
キャッシュレス決済　売上増と業務効率化の秘訣

～軽減税率導入準備に備え多様化する決済の取組み～
一色町商工会 西尾市一色町前野新田34番地 一色町商工会館 0563-72-8276 ○

愛知県連 6月28日(金) 14:00~16:00
消費税引き上げにも負けない！

知って得するキャッシュレス化　０から始める超入門講座
守山商工会 名古屋市守山区守山2丁目8番地54号 守山商工会館 052-791-2500 ○



エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

岐阜県連 7月23日(火) 13:30~16:30 キャッシュレス対応・推進フェア 岐阜県商工会連合会 岐阜県大垣市万石2-31 大垣フォーラムホテル 058-273-1071 ○

岐阜県連 6月10日(月) 13:30~15:30 初級キャッシュレスセミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県本巣郡北方町北方1524-1 北方町商工会館 058-273-1071 ○

岐阜県連 6月24日(月) 14:00~16:00 キャッシュレス決済ことはじめ 岐阜県商工会連合会 岐阜県加茂郡東白川村神土582-1 東白川村商工会館 058-273-1071 ○

岐阜県連 7月8日(月) 14:00~16:00 キャッシュレス決済セミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県加茂郡白川町河岐1674 白川町商工会館 058-273-1071 ○

岐阜県連 7月8日(月) 14:00~16:00 キャッシュレス決済セミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県加茂郡白川町河岐1674 白川町商工会館 058-273-1071 ○

岐阜県連 7月12日(金) 13:30~16:00 キャッシュレスセミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県羽島郡岐南町平成1-3 岐南町商工会館 058-273-1071 ○

岐阜県連 7月12日(金) 19:00~20:30 キャッシュレスセミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県安八郡安八町氷取159-1 安八町商工会館 058-273-1071 ○

岐阜県連 8月8日(木) 14:00~15:30 キャッシュレスセミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県安八郡神戸町神戸520-1 神戸町商工会館 058-273-1071 ○

岐阜県連 8月6日(火) 13:00～16:00 キャッシュレス決済セミナー 岐阜県商工会連合会 岐阜県下呂市金山町大船渡600-8 金山町商工会 058-273-1071 ○

富山県連 6月10日(月) 18:30~20:30 キャッシュレス決済導入セミナー 上市町商工会 富山県中新川郡上市町西中町11 カミール 076-472-0716 ○

富山県連 6月11日(火) 19:30~21:00 キャッシュレス説明会 小矢部市商工会 小矢部市八和町5-15 小矢部市商工会館 0766-67-0756 ○

富山県連 6月10日(月) 14:00~16:30 キャッシュレス決済導入セミナー 入善町商工会 富山県下新川郡入善町入膳5232-5 入善町商工会 0765-72-0163 ○

富山県連 6月25日(火) 14:00~16:00 キャッシュレス決済導入セミナー 富山市北商工会 富山市四方385-28 富山市北商工会館 076-435-5588 ○

富山県連 8月7日(水) 14:00~17:30 キャッシュレス決裁導入セミナー＆個別相談会 富山県商工会連合会 富山県富山市赤江町1番7号 富山県中小企業研修センター 076-441-2716　 ー

石川県連 7月12日(金) 13:30~16:20 キャッシュレス決済セミナー
主催：美川商工会

共催：石川県商工会連合会
石川県白山市美川中町ソ５８ 美川商工会　２階会議室 076-278-3328 ○

石川県連 7月19日(金) 14:00~16:00 キャッシュレス決済の仕組みと導入について
主催：津幡町商工会

共催：石川県商工会連合会
石川県河北郡津幡町字清水チ３２６番地の３ 津幡町商工会　２階ホール 076-288-2131 ○

福井県連 6月18日(火) 18:00~20:00 消費税転嫁対策及び軽減税率制度、キャッシュレス説明会 福井北商工会 福井市下森田町3-36 福井市河合公民館 0776-56-1610 ○

福井県連 6月25日(火) 18:30~20:00 キャッシュレス決済　対応セミナー ～早めの対応でキャッシュレス時代を迎えるために～ 越前市商工会 越前市粟田部町9-1-9 越前市　あいぱーく今立 0778-43-0877 ○

滋賀県連 6月5日(水) 14:00~16:00 軽減税率導入に向けた事前準備と実務対策 大津北商工会 滋賀県大津市本堅田3-7-14 大津北商工会　本所 077-572-0425 ○

滋賀県連 6月13日(木) 18:30~20:30 レジ補助金・キャッスレス決済セミナー 米原市商工会 滋賀県米原市下多良3-1-1 米原市商工会　本所 0749-52-3045 ○

滋賀県連 6月20日(木) 15:00~17:00 小売店・飲食店のための軽減税率現場対応 甲賀市商工会 滋賀県甲賀市水口町水口5577-2 甲賀市商工会　本所 0748-62-1676 ○

京都府連 6月5日(水) 14:00~16:00 コスト削減・新規顧客獲得・消費税転嫁のためのキャッシュレスセミナー 京丹後市商工会 京都府京丹後市峰山町杉谷943 プラザホテル吉翠苑 0772-62-0342 ○

京都府連 6月5日(水) 18:30~20:30 コスト削減・新規顧客獲得・消費税転嫁のためのキャッシュレスセミナー 京丹後市商工会 京都府京丹後市峰山町杉谷943 プラザホテル吉翠苑 0772-62-0342 ○

京都府連 6月10日(月) 18:30~20:30 コスト削減・新規顧客獲得・消費税転嫁のためのキャッシュレスセミナー 精華町商工会 京都府相楽郡精華町南稲八妻北尻70 精華町商工会館 0774-94-5525 ○

京都府連 6月25日(火) 13:00~15:00 消費税軽減税率制度、キャッシュレス・消費者還元事業説明会 京都商工会議所 京都市下京区烏丸通り四条下ル からすま京都ホテル 075-341-9790 ○

京都府連 6月26日(水) 14:00~16:00 コスト削減・新規顧客獲得・消費税転嫁のためのキャッシュレスセミナー 山城区域商工会広域連携協議会 京都府京田辺市田辺中央4-3-3 京田辺市商工会館 0774-68-1120 ○

大阪府連 6月20日(木) 14:00~15:30 キャッシュレス決済を学ぼう！～キャッシュレス・消費者還元事業と軽減税率対策補助金の活用～ 三種町商工会 秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢115-72 ホテル　森山館 0185-83-3010
三種町商工会 管内中小企業・小

規模事業者

大阪府連 7月4日(木) 14:00~15:30 キャッシュレス・消費者還元事業の活用 潟上市商工会 秋田県潟上市昭和大久保元木田12-1 潟上市商工会本所 018-877-3456
潟上市商工会 管内中小企業・小

規模事業者

大阪府連 7月17日(水) 14:30~16:00 消費税増税に向けたキャッシュレス決済基本講座 北秋田市商工会 秋田県北秋田市花園町10-5 北秋田市ふれあいプラザ「コムコム」 0186-62-1850
北秋田市商工会 管内中小企業・

小規模事業者

大阪府連 6月17日(月) 14:00~17:00 キャッシュレス決済導入セミナー
島本町商工会・吹田市商工会議所・摂津市商工会・

高槻商工会議所・茨木商工会議所
大阪府茨木市西駅前町9-32 北大阪信用金庫本店　７階会議室 072-622-6631

小売店、飲食店、サービス業、出

展販売事業者、移動販売車経営

者等

大阪府連 6月17日(月) 19:00~21:00 キャッシュレス決済導入セミナー
島本町商工会・吹田市商工会議所・摂津市商工会・

高槻商工会議所・茨木商工会議所
大阪府茨木市西駅前町9-32 北大阪信用金庫本店　７階会議室 072-622-6631

小売店、飲食店、サービス業、出

展販売事業者、移動販売車経営

者等

大阪府連 7月5日(金) 15:00~17:30 キャッシュレス決済入門セミナー 泉南市商工会 大阪府泉南市りんくう南浜2-5 泉南市商工会館２階　会議室 072-483-6365 ○

三重県連 6月24日(月) 19:00~21:30 キャッシュレス・消費税還元事業、消費税軽減税率制度説明会 大紀町商工会 三重県度会郡大紀町崎2200番地1 大紀町コンベンションホール 0598-74-1379 ○

三重県連 7月8日(月) 14:00~16:30 キャッシュレス・消費税還元事業、消費税軽減税率制度説明会 志摩市商工会 三重県志摩市阿児町鵜方字小向井5012番地 志摩市商工会　多目的ホール 0599-44-0700 ○



エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

兵庫県連 6月20日(木) 14:00~16:00 消費税軽減税率・キャッシュレス・ポイント還元の概要を周知するセミナー たつの市商工会 兵庫県たつの市 揖保川町 原 849-37 たつの市商工会館 078-371-1362 地域限定

兵庫県連 6月19日(水) 19:00~20:30
税理士によるキャッシュレス対応セミナー

軽減税率についても支援策を学ぶ
川西市商工会 兵庫県川西市栄町25番1-601号 アステ市民プラザ 078-371-1362 地域限定

兵庫県連 6月11日(火) 10:00~12:00 キャッシュレスポイント還元に関するセミナー 猪名川町商工会 兵庫県川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷１５８－１ 猪名川町商工会館 078-371-1362 地域限定

兵庫県連 6月19日(水) 15:00~17:00 キャッシュレス決済導入支援セミナー 猪名川町商工会 兵庫県川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷１５８－１ 猪名川町商工会館 078-371-1362 地域限定

兵庫県 6月19日(水) 14:00~15:00 キャッシュレス・消費者還元事業セミナー 神戸商工会議所 神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所本部３階会議室 078-303-5810 ○

兵庫県連 7月2日(火) 14:00~16:00 キャッシュレス対応セミナー 養父市商工会 兵庫県養父市八鹿町八鹿1672 養父市商工会館 078-371-1362 地域限定

奈良県連 6月18日(火)
昼の部15:00~16:30

夜の部18:00~19:00
キャッシュレス決済導入セミナー 天理市商工会　商業部会 奈良県天理市川原城町５３－３ ウエルカムハウスコトブキ 0743-62-1945

先着順、会員優先　応募人数が

少なければ昼または夜のみとなる可

能性があります

奈良県連 6月20日(木) 14:00~16:00 消費税率の引き上げを味方にする！キャッシュレス決済導入セミナー 王寺町商工会・河合町商工会・上牧町商工会 奈良県北葛城郡王寺町王寺 2-1-23 王寺町やわらぎ会館 0745-72-5105 ○

和歌山県連 6月3日(月) 14:00~ 消費税軽減税率への対応キャッシュレス決済の色は
広域商工会大辺路協議会・

和歌山県商工会連合会
 西牟婁郡白浜町日置９８０－１ 日置川町商工会 0739-42-3275 地域指定

和歌山県連 6月3日(月) 19:00~ 消費税軽減税率への対応キャッシュレス決済の色は
広域商工会大辺路協議会・

和歌山県商工会連合会
西牟婁郡白浜町３０３１－１００ 白浜町商工会 0739-52-3592 地域指定

和歌山県連 6月10日(月) 19:00~ キャッシュレス決済の事例と動向 由良町商工会・和歌山県商工会連合会 日高郡由良町網代２５０－２ 由良町商工会 0738-65-1432 地域指定

和歌山県連 6月11日(火)
14:00~

19:00~
キャッシュレス決済セミナー 印南町商工会・和歌山県商工会連合会 日高郡印南町印南２２６５－４ 印南町商工会 0738-42-0217 地域指定

和歌山県連 6月12日(水) 19:00~ キャッシュレス決済セミナー 広域商工会くまの協議会・和歌山県商工会連合会  西牟婁郡上富田町朝来７６３ 上富田町商工会 0739-47-1531 地域指定

和歌山県連 6月27日(木) 14:00~16:00 キャッシュレスって何？ 有田川町商工会・和歌山県商工会連合会  有田郡有田川町下津野２７６－３ 有田川町商工会 0737-52-2999 地域指定

鳥取県連 6月12日(水) 18:30~20:30 軽減税率制度と知って得するキャッシュレスポイントのしくみ 八頭町商工会 鳥取県八頭郡八頭町船岡385-8 八頭町商工会館 0857-31-5556 ○

鳥取県連 6月14日(金) 13:30~15:30 消費税軽減税率対策とキャッシュレス対応セミナー 鳥取市西商工会 鳥取県鳥取市気高町勝見670-22 鳥取市西商工会館 0857-31-5556 ○

鳥取県連 6月27日(木) 10:00~11:00 軽減税率制度とキャッシュレス決済対応セミナー 鳥取市東商工会 鳥取県鳥取市国府町宮下1073 鳥取市東商工会館 0857-31-5556 ○

島根県連 6月12日(水) 13:00~14:00 キャッシュレスセミナー 銀の道商工会 島根県大田市温泉津町小浜イ308-6 銀の道商工会館 0855-65-1110 会員事業所

島根県連 6月25日(火) 14:00~16:00 キャッシュレス決済最新動向と導入のポイント 島根県商工会連合会 島根県出雲市西新町2丁目2456-4 朱鷺会館　2Ｆ中ホール 本所:0852-21-0651 ○

島根県連 6月26日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス決済最新動向と導入のポイント 島根県商工会連合会 島根県浜田市野原町2433-2
島根県立大学浜田キャンパス

　　　交流センター　研修室

石見事務所:

0855-22-3590
○

島根県連 7月1日(月) 10:00~12:00 キャッシュレス対応セミナー 隠岐國商工会 島根県隠岐郡海士町大字福井1375-1 マリンポートホテル海士 08514-2-0376 ○

岡山県連 6月5日(水) 14:00~16:00
消費税転嫁対策及び支援制度

セミナー
岡山北商工会 岡山市北区御津宇垣1630-1 岡山北商工会本部 086-724-2131 ○

岡山県連 6月12日(水) 13:30~15:30
消費税軽減税率とキャッシュレス

対策セミナー
岡山西商工会 岡山市北区庭瀬488-6 岡山西商工会本部 086-293-0454 ○

岡山県連 6月26日(水) 14:00~17:00
消費税軽減税率＆キャッシュレス

対策セミナー
岡山南商工会 岡山市南区片岡８３７−７ 岡山南商工会灘崎支所 086-362-0321 ○

岡山県連 6月20日(木) 18:00~20:30
消費税軽減税率対応及び

転嫁対策対応セミナー
赤磐商工会 赤磐市下市357-7 赤磐商工会本部 086-955-0144 ○

岡山県連 6月19日(水) 14:00~16:00
軽減税率制度の理解促進及び

キャッシュレスセミナー
備前東商工会 備前市日生町寒河2570-31 備前東商工会本部 0869-72-2151 ○

岡山県連 6月14日(金) 13:30~15:30
消費税軽減税率・価格転嫁対策

セミナー
和気商工会 和気郡和気町尺所２ 和気商工会本部 0869-93-0522 ○

岡山県連 6月19日(水) 19:00~21:00
消費税軽減税率対応セミナー

(キャッシュレス)
つくぼ商工会 倉敷市茶屋町2087 つくぼ商工会本部 086-428-0256 ○

岡山県連 6月25日(火) 14:00~16:00 消費税転嫁対策としてキャッシュレス決済導入セミナー 真庭商工会 真庭市鍋屋17-1 久世エスパスセンター 0867-42-7000 ○

岡山県連 6月18日(火) 18:00~20:00
消費税軽減税率対応セミナー

(キャッシュレス決済支援)
鏡野町商工会 苫田郡鏡野町竹田747 鏡野町商工会館 0868-54-3311 ○

岡山県連 6月20日(木) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策「キャッシュレス決済入門講座」 みまさか商工会 美作市栄町187-4 みまさか商工会本部 0868-73-6520 ○



エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

岡山県連 6月24日(月) 14:30~16:30 キャッシュレス決済導入セミナー 南砺市商工会（井波支部） 南砺市山見1739-2 ショッピングセンター　アスモ 0763-82-0184 ○

岡山県連 6月25日(火) 14:00~16:00 キャッシュレス・消費者還元事業説明会 立山舟橋商工会 立山町前沢2469 立山舟橋商工会 076-463-1221 ○

岡山県連 8月7日(水) 19:00~21:00 キャッシュレス決済導入セミナー 高岡市商工会（中田支所） 高岡市下麻生1292 高岡市商工会中田支所 0766-36-0246 ○

岡山県連 8月8日(木) 19:00~21:00 キャッシュレス決済導入セミナー 高岡市商工会（福岡支所） 福岡町大滝12 福岡庁舎3階大会議室 0766-64-3088 ○

岡山県連 8月9日(金) 16:00~18:00 キャッシュレス決済導入セミナー 高岡市商工会（戸出支所） 高岡市戸出町3-8-10 高岡市商工会戸出支所 0766-63-0792 ○

徳島県連 5月17日(金) 10:00~11:15 令和元年度　第１回　徳島県よろず支援拠点連絡会議
徳島県よろず支援拠点・（公財）とくしま産業振興機構・

徳島商工会議所
徳島市南末広町５-8-8 とくしま産業会館（キズナプラザ） 088-676-4625 ○

香川県連 7月8日(月) 14:00~16:00 軽減税率制度と知って得するキャッシュレスポイントのしくみ 東かがわ市商工会 香川県東かがわ市湊1810-1 東かがわ市商工会館 0879-25-3200 商業部会員

香川県連 7月8日(月) 19:00~21:00 軽減税率制度と知って得するキャッシュレスポイントのしくみ 東かがわ市商工会 香川県東かがわ市湊1810-1 東かがわ市商工会館 0879-25-3200 商業部会員

香川県連 7月4日(木) 13:00~ 消費税講習会 綾川町商工会 香川県綾歌郡綾川町東分乙36-1 綾川町商工会 087-878-2190 ○

香川県連 7月9日(火)
14:00~15:30/

19:00~20:30
中小企業・小規模事業者のためのキャッシュレス導入セミナー 三豊市商工会 香川県三豊市豊中町本山甲203-1 三豊市商工会豊中支所 0875-72-3123 ○

香川県連 7月16日(火)
14:00~15:30/

19:00~20:30
中小企業・小規模事業者のためのキャッシュレス導入セミナー 三豊市商工会 香川県三豊市三野町下高瀬2014-1

三豊市商工会本所

（インパルみの）
0875-72-3123 ○

愛媛県連 7月3日(水) 14:00~16:00 キャッシュレスセミナー 愛媛県商工会連合会 愛媛県今治市旭町２丁目３番５号１
今治地場産業振興センター

２階大会議室
089-924-1103 ○

愛媛県連 7月4日(木) 14:00~16:00 キャッシュレスセミナー 愛媛県商工会連合会 愛媛県松山市南堀端町６－１６
東京第一ホテル松山

11階スカイブリリアン
089-924-1103 ○

愛媛県連 7月5日(金) 14:00~16:00 キャッシュレスセミナー 愛媛県商工会連合会 愛媛県宇和島市錦町10番１号
JRホテルクレメント宇和島

２階ｸﾚﾒﾝﾄﾎｰﾙ
089-924-1103 ○

福岡県連 6月6日(木) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー 添田町商工会 福岡県田川郡添田町大字庄952 添田町オークホール 0947-82-0244 ○

福岡県連 6月12日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率対策セミナー 添田町商工会 福岡県田川郡大任町大行事３０４２−１ 大任町商工会 0947-63-2241 ○

福岡県連 6月13日(木) 14:00~16:00 消費税軽減税率制度説明会・電子マネーセミナー 田主丸町商工会 福岡県久留米市田主丸町田主丸５１０−４ 田主丸商工会館 0943-72-2816 ○

福岡県連 6月19日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率制度の概要と対策について 小郡市商工会 福岡県小郡市祇園１丁目６−２ 小郡市商工会館 0942-72-4121 ○

福岡県連 6月20日(木) 19:00~21:00 消費税軽減税率制度対策セミナー 福智町商工会 福岡県田川郡福智町赤池９６８ 福智町商工会館 0947-28-2195 ○

福岡県連 6月24日(月) 18:00~20:00 電子マネーセミナー 久留米南部商工会 福岡県久留米市三潴町玉満2779-1 久留米南部商工会 0942-64-3649 ○

福岡県連 7月3日(水) 14:00~17:00 消費税軽減税率対策セミナー 宗像市商工会 宗像市久原180 メイトム宗像 0940-36-2268 ○

福岡県連 7月9日(火) 19:00~21:00 キャッシュレスセミナー（予定） 岡垣町商工会 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前９−３６ 岡垣町商工会（予定） 093-282-0294 ○

長崎県連 6月13日(木) 16:00~18:00 消費税軽減税率制度とキャッシュレスセミナー 西そのぎ商工会 長崎県西彼杵郡時津町浦郷428－14 西そのぎ商工会　本所3Ｆ研修室 095-882-2240 商工会会員向け

長崎県連 7月24日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率制度対策セミナー（キャッシュレス決済の活用・集客方法） 西海市商工会 長崎県西海市西海町黒口郷488-1 西海公民館研修室５ 0959-37-5400 商工会会員向け

長崎県連 7月24日(水) 15:00~17:00 飲食店・小売店のためのわかりやすいキャッシュレス・軽減税率セミナー 東彼商工会 東彼杵郡川棚町百津郷364-185 東彼商工会本所2階研修室 0956-82-2068 商工会会員向け

長崎県連 7月24日(水) 19:00~21:00 飲食店・小売店のためのわかりやすいキャッシュレス・軽減税率セミナー 東彼商工会 東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷１３０３ Sorriso riso（ソリッソ　リッソ） 0956-82-2068 商工会会員向け

佐賀県連 6月12日(水) 14:00~16:00 消費税軽減税率とキャッシュレス決済対応セミナー 吉野ヶ里町商工会 神崎郡吉野ヶ里町吉田283-6 吉野ヶ里町商工会館2階研修室 0952-52-4644 地域指定

佐賀県連 6月12日(水) 14:00~16:00 消費税率引上げ・軽減税率でこう変わる～で、具体的にどうすればいいの？ 嬉野市商工会 嬉野市塩田町大字馬場下甲1777-1 嬉野市商工会　塩田本所 0954-66-2555 地域指定

佐賀県連 6月20日(木) 14:00~16:00 消費税増税に備える！　キャッシュレス決済の活用・集客方法 神埼市商工会 神埼市神埼町神埼413-3 神埼市商工会館2階ホール 0952-52-7131 地域指定

佐賀県連 7月17日(水) 14:00~16:00 10月スタート消費税増税対策はお済ですか？ポイント還元で新規顧客を獲得しよう！『キャッシュレス決済導入セミナー』 唐津東商工会 唐津市相知町相知2044番地10 唐津東商工会本所会議室 0955-62-2901 地域指定

熊本県連 6月20日(木) 14:00~17:00 キャッシュレス決済の現状とメリット 熊本市北部商工会・熊本市植木町商工会 熊本県熊本市北区鹿子木町６６
北部公民館

（北部まちづくりセンター内）
096-2450127

熊本市北部商工会・

熊本市植木町商工会管内の会員

等

熊本県連 6月27日(木) 14:00~17:00 レジ補助金とキャッシュレス関連について 宇城市商工会 熊本県宇城市松橋町大野８５ ウイング松橋 0964-42-8111 宇城市商工会管内の会員等



エリア 実施日程 実施時間 説明会名称 主催団体名 実施会場住所 実施会場 お問い合わせ先 参加対象者

宮崎県連 4月25日(木) 13:00~15:00 キャッシュレス決済導入セミナー 国富町商工会・宮崎県商工会連合会 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4049 国富町商工会館 0985-75-2211 商工業者

宮崎県連 6月19日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス決済セミナー 川南町商工会・宮崎県商工会連合会 宮崎県児湯県郡川南町大字川南13680-1 トロントロンプラザ 0983-27-0263 商工業者

宮崎県連 6月24日(月) 14:00~16:00 キャッシュレス決済導入セミナー 北郷町商工会・宮崎県商工会連合会 宮崎県日南市北郷町郷之原1738-4 北郷町商工会 0987-55-3639 商工業者

宮崎県連 6月26日(水) 18:00~20:00 キャッシュレス決済セミナー 都農町商工会・宮崎県商工会連合会 宮崎県児湯郡都農町大字川北5129 都農町商工会館 0983-25-0200 商工業者

宮崎県連 7月10日(水) 14:00~16:00 キャッシュレス決済導入セミナー 北郷町商工会・宮崎県商工会連合会 宮崎県日南市北郷町郷之原1738-4 北郷町商工会 0987-55-3639 商工業者

宮崎県連 7月17日(水) 14:00~17:00 キャッシュレス決済セミナー 中郷商工会・宮崎県商工会連合会 宮崎県都城市中町17-19 まちなか交流センター 0986-39-0334 商工業者

鹿児島県連 6月3日(月) 13:00~14:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 伊仙町 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙2293-4 商工会館 0997-86-2390 ○

鹿児島県連 6月3日(月) 15:00~16:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 徳之島町 鹿児島県大島郡徳之島町亀津986-4 商工会館 0997-82-1409 ○

鹿児島県連 6月4日(火) 13:00~14:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 天城町 鹿児島県大島郡天城町平土野35-4 商工会館 0997-85-2037 ○

鹿児島県連 6月6日(木) 14:00~16:00 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 肝付町 鹿児島県肝属郡肝付町南方286-3 商工会館（内之浦支所） 0994-62-2043 ○

鹿児島県連 6月6日(木) 18:30~20:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 肝付町 鹿児島県肝属郡肝付町新富117-1 商工会館（高山本所） 0994-65-2226 ○

鹿児島県連 6月11日(火) 19:00~20:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 龍郷町 鹿児島県大島郡龍郷町瀬留906 商工会館 0997-62-2131 ○

鹿児島県連 6月12日(水) 10:00~10:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 宇検村 鹿児島県大島郡宇検村湯湾7-1 商工会館 0997-67-2661 ○

鹿児島県連 6月12日(水) 13:30~15:00 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 かさり 鹿児島県奄美市笠利町里 公民館 0997-63-0058 ○

鹿児島県連 6月13日(木) 13:30~15:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 里支所 鹿児島県薩摩川内市里町里 里定住センター 09969-3-2664 ○

鹿児島県連 6月14日(金) 13:30~15:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 下甑支所 鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜 長浜地区コミュニティーセンター 09969-7-0014 ○

鹿児島県連 6月17日(月) 15:00~16:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 南大隅町（佐多支所） 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷 役場支所 0994-26-0116 ○

鹿児島県連 6月17日(月) 18:00~19:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 南大隅町（本所） 鹿児島県肝属郡大隅町根占川北220 商工会館 0994-24-2320 ○

鹿児島県連 6月21日(金) 13:30~15:00 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 大口本所 鹿児島県伊佐市大口元町20-2 商工会館 0995-22-0224 ○

鹿児島県連 6月21日(金) 15:30~17:00 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 菱刈支所 鹿児島県伊佐市菱刈前目1986-2 商工会館 0995-26-0179 ○

鹿児島県連 6月25日(火) 13:00~14:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 頴娃支所 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2796 商工会館 0993-36-0380 ○

鹿児島県連 6月25日(火) 15:30~17:00 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 川辺本所 鹿児島県南九州市川辺町平山6978 商工会館 0993-56-0247 ○

鹿児島県連 6月26日(水) 13:30~15:00 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 菜の花 鹿児島県指宿市山川福元 山川文化センター 0993-34-1141 ○

鹿児島県連 7月2日(火) 15:00~17:00 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 喜界町 鹿児島県大島郡喜界町湾384-1 喜界町商工会館 0997-65-0169 ○

鹿児島県連 7月4日(木) 14:00~15:30 軽減税率制度概要及び消費者還元キャッシュレス対応 かごしま市（谷山） 鹿児島県鹿児島市谷山中央 陵雲閣 099-268-3576 ○

沖縄県連 6月24日(月) 14:00~17:00 「今からでも分かる　消費税基礎セミナー」 宜野湾市商工会 沖縄県宜野湾市大山7-5-27 宜野湾マリン支援センター 098-897-0111 ○

沖縄県連 6月5日(水) 18:30~20:30 大宜味村商工会消費税セミナー 大宜味村商工会 沖縄県大宜味村字喜如嘉320 大宜味村農村環境改善センター 0980-44-3442 ○

沖縄県連 7月9日(火) 14:00~ キャッシュレス・消費税還元説明会 本部町商工会 沖縄県本部町大浜881-1 本部産業支援センター2階 0980-47-2749 ○


