
2020年3月11日 時点(随時更新)

※参加決済事業者は今後追加される可能性がございます。

※「※」は事務局にてデモンストレーションを行う会場になります。

都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

実施待ち：なし

開催場所



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

北海道 5月27日(月) 15:00~16:30
室蘭市商店街振興組合連合会（東室蘭商店街・中島台中央商店街・室蘭浜町商店街・大町商店会・中島西

口商店街）
JMS・PayPay・Origami 室蘭市宮の森町1丁目1−45 蓬崍殿（ホウライデン）２階　銀河の間

北海道 5月27日(月) 18:30~20:00 室蘭市商店街振興組合連合会（蘭北商店街・輪西商店街・中島中央商店会・中島商店会） JMS・PayPay 室蘭市宮の森町1丁目1−45 蓬崍殿（ホウライデン）２階　銀河の間

北海道 5月31日(金) 18:00~19:30 石山商店街振興組合・藤野商店街・札幌市商連・琴似商店街 JMS・リクルートライフスタイル・PayPay・Square 札幌市南区石山1条3丁目1-30 石山振興会館　大ホール

北海道 6月11日(火) 19:00~21:00
留萌市商店街振興組合連合会・留萌駅前大通商店街振興組合・留萌中央商店街振興組合・留萌市神社下商

店街振興組合・留萌三番街商店街振興組合・本町商店会・開運だるま通り商店街
PayPay 留萌市錦町1丁目1-15 留萌産業会館

北海道 6月12日(水) 15:00~17:00 紋別市商店街連合会(中央商店街・本町5丁目商店街・紋別町商店街連合会) PayPay 紋別市本町4丁目1-16 紋別経済センター商工会議所3階会議室

北海道 6月24日(月) 15:00~17:00 厚真町商工会 PayPay・JMS・Origami 勇払郡厚真町京町37番地 厚真町商工会館2階会議室

北海道 6月26日(水) 13:30~15:30
帯広商工会議所・帯広市商店街振興組合連合会（帯広緑ヶ丘商店街振興組合・帯広平原通商店街振興組

合・帯広市商店街振興組合連合会・帯広東銀座商店街・帯広駅前東商会協同組合・西帯広商工振興会)
PayPay・JMS 帯広市西3条南9丁目1-1 帯広経済センタービル6階　大会議室

北海道 7月10日(水) 19:00~20:30
滝川市商店街振興組合連合会(滝川駅前商店街振興組合・滝川大通商店街振興組合・滝川銀座商店街振興

組合・滝川鈴蘭中央商店街振興組合・滝川坂の上商店街振興組合)
PayPay・JMS・日専連旭川 滝川市栄町3丁目6番28号 滝川市まちづくりセンター　みんくる

北海道 7月16日(火) 14:00~16:00 稚内商工会議所・稚内商店会連合協議会（オレンジ通り商店街・稚内駅前商店街） PayPay・綜合警備保障・メルペイ・日専連旭川 稚内市中央2丁目4番8号 稚内商工会議所2階研修室

北海道 7月24日(水) 14:00~16:00 根室市商店連合会(梅ヶ枝町商店街振興組合・広小路商店街振興組合) PayPay・メルペイ・JMS・綜合警備保障 根室市松ヶ枝町2丁目7番地 根室商工会館　３階　大ホール

北海道 7月24日(水) 18:30~20:30 根室市商店連合会(緑町商店街振興組合) PayPay・メルペイ・JMS・綜合警備保障 根室市松ヶ枝町2丁目7番地 根室商工会館　３階　大ホール

北海道 8月27日(火) 13:30~15:30 登別商工会議所（中央商店街 ・登別商店会・登別温泉商店街・登別中央商店会) PayPay・綜合警備保障 登別市富士町7丁目33−1 登別市民会館 大会議室

北海道 8月28日(水) 15:00~17:00 恵庭商工会議所・恵庭駅通商店街振興組合　他 JMS・リクルートライフスタイル・PayPay 恵庭市京町80番地 恵庭商工会議所　中会議室

青森県 5月21日(火) 18:00~20:00 弘前上土手町商店街・百石振興会・弘前大町商店街 JMS・PayPay・ユーシーカード 弘前市上鞘師町18-1 弘前市商工会議所会館

青森県 6月5日(水) 14:00~15:30 舞戸商店街 PayPay・JMS 西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町209-2 鰺ヶ沢町中央公民館

青森県 6月19日(水) 18:00~19:00

柳町商店街振興組合・ニコニコ通り商店会・元気町あぶらかわ商店会・松原商店会・青森市夜店通り商店街振興

組合・国道古川振興会・青森駅西口大通り商店会・奥野商店会・昭和通り振興会(昭和通り商店街)  ・青森市

新町商店街振興組合・浪打銀座商店会

PayPay 青森市堤町1丁目1-23 ホテル青森

青森県 6月24日(月) 19:15~20:45 本町商店街・金沢商店街・下町商店街・東北町商店街 PayPay・JMS 上北郡野辺地町野辺地1-15 野辺地町中央公民館　2階第3会議室

青森県 6月25日(火) 18:00~20:00 新町商店会・博労町照栄会・上大町商店会・中央商店会・新郷村商工会 PayPay・JMS 五戸町新町24-1 五戸町商工会　2階

青森県 6月26日(水) 18:00~19:30 七戸町中央商店街協同組合 PayPay・JMS 上北郡七戸町七戸48-3 七戸町商工会研修室

青森県 7月3日(水) 13:30~15:30 ローズカントリー・南部縦貫鉄道・物産協会・観光協会他 PayPay・綜合警備保障 上北郡七戸町字荒熊内67-94 道の駅しちのへ　道路・観光情報館2階会議室

青森県 7月16日(火) 15:00~17:00 五所川原商工会 PayPay・メルペイ・JMS・綜合警備保障 五所川原市東町17-5 五所川原商工会館

青森県 7月17日(水) 14:00~16:00 小湊商店会
楽天ペイメント・PayPay・メルペイ・JMS・綜合警備保

障
東津軽郡平内町大字小湊字下槻12-1 平内町立山村開発センター　「大集会室」

青森県 7月22日(月) 13:30~15:30
三戸町商工会・田子町商工会(フェザン通り商店会・サンモール田子商店街 ・大向商業会 ・本町商店街 ・六日町

商店会 )
PayPay・メルペイ・綜合警備保障 田子町大字田子字柏木田169 田子町中央公民館

青森県 7月22日(月) 14:00~15:30 八戸駅前商店会 PayPay・メルペイ・綜合警備保障・JMS 八戸市一番町一丁目9-22 ユートリー　４F研修室

青森県 8月26日(月) 14:00~16:00 弘前市役所(百石商店街・弘前市商工会)
PayPay・メルペイ・綜合警備保障・日専連ホールディ

ングス
弘前市大字下白銀町2-1 弘前市立観光館　１階多目的ホール

青森県 11月29日(金) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 青森市安方1丁目1番40号 青森県観光物産館 アスパム　白鳥

岩手県 5月22日(水) 14:00~16:00
(協）二戸ショッピングセンター（ニコア）駅前商工業振興組合・浄法寺商店街・金田一商店街・五日町商店街・

中央振興会・銀座振興会・堀野振興会・谷橋商店街・米沢地区商店街
JMS・ユーシーカード・PayPay 二戸市石切所荷渡6−2 二戸市シビックセンター　カルチャールーム

岩手県 5月28日(火) 19:00~20:30 サンサン青山さん通り商店会・西青山商工振興会・青山中央通商店街・中ノ橋商店街・月が丘商店街 PayPay・JMS・リクルートライフスタイル・Origami 盛岡市青山2丁目6-8 盛岡ふれあい覆馬場プラザ

岩手県 6月26日(水) 14:00~16:00 本町商店街・栄町商工振興会・中央商工振興会・永沢商店街 PayPay 胆沢郡金ｹ崎町西根伊勢分23-5 金ヶ崎町商工会研修室

岩手県 8月7日(水) 18:00~20:00 岩手県中小企業団体中央会(花巻市一日市商店街振興組合) 綜合警備保障・PayPay 花巻市下小舟渡540-12 一日市公民館

北海道

サポート事務局

 011-252-7887
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都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

岩手県 8月20日(火) 13:30~15:30 宮古商工会議所(宮古市中央通り商店街・末広町商店街・たろちゃん協同組合) PayPay・綜合警備保障・楽天ペイメント 宮古市臨港通1−20 シートピアなあど 2階研修ホール

岩手県 8月29日(木) 14:00~16:00 大船渡商工会議所(おおふなと夢商店街・キャッセン大船渡) PayPay 大船渡市大船渡町字野々田12-34 おおふなと夢商店街　会議室

山形県 5月13日(月) 15:00~17:00
七日町商店街振興組合・駅前大通商店街・公園通り商店街・十日町商店街・すずらん商店街・旭銀座商店街・

一番組商店街・本町商店街
日専連ライフサービス・PayPay 山形市七日町一丁目2番39号 山形市中央公民館

山形県 7月9日(火) 19:00~21:00 鶴岡山王商店街振興組合 PayPay・綜合警備保障 鶴岡市山王町8-4 山王会館2階（鶴岡山王商店街事務所）

山形県 7月23日(火) 15:00~16:30 中町中和会商店街振興組合 PayPay 酒田市中町2-4-8 中町中和会商店街事務所

山形県 8月6日(火) 13:30~15:30 新庄商工会議所(新庄駅前通り商店会・南本町商店会・中央通り商店街） 綜合警備保障・PayPay 新庄市住吉町3−8 新庄商工会議所　2階会議室

山形県 8月8日(木) 14:00~15:30 本町大通り商店街振興組合・あらまち商店街・長井中央商店街振興会・大町通り商店街・高野町商店街 PayPay・メルペイ・綜合警備保障・楽天ペイメント 長井市ままの上7番10号 長井市保健センター　2階研修室

山形県 8月19日(月) 19:00~21:00 鶴岡銀座商店街振興組合
PayPay・綜合警備保障・リクルートライフスタイル・メル

ペイ・楽天ペイメント
鶴岡市本町1丁目7-45 まちづくりスタジオ　鶴岡Dada

宮城県 5月23日(木) 14:30~16:00 立町商店街・橘通り商店街・中央一商店街 JMS・PayPay・ユーシーカード 石巻市中央二丁目11番21 市民交流ﾎｰﾙ 石巻市かわまち交流センター　かわべい

宮城県 7月11日(木) 15:00~16:30 なかやま商店街組合 PayPay 仙台市青葉区中山4-14-40 仙台銀行中山支店２階

宮城県 7月29日(月) 19:00~21:00 河原町商店街振興組合 メルペイ・PayPay・綜合警備保障・楽天ペイメント 仙台市若林区河原町一丁目2-51 南仙台振興ビル　2階会議室

宮城県 8月5日(月) 14:00~16:00
登米地域商工会連絡協議会(中江商店街・佐沼中央商店街・登米市神社通り商店街・南方商店街・米川商店

街・佐沼東中央商店街)
パーク24・ネットスターズ 登米市迫町佐沼字上舟丁12-6 登米中央商工会　研修室

宮城県 11月19日(火) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館5階A会議室

秋田県 5月21日(火) 18:00~20:00 御成町２丁目商店街・大町商店街・大館中央商店街 PayPay 大館市字桜町南45-1 大館市立中央公民会 1階　第1・2研修会

秋田県 5月29日(水) 17:00~18:00 鹿角市花輪大町商店街振興組合・新町商店街・旭町商店街 PayPay・JMS 鹿角市花輪字堰向30-1 鹿角パークホテル

秋田県 6月17日(月) 19:00~21:00 花火通り商店街 PayPay 大仙市大曲通町3-3 のびのびらんど

秋田県 6月25日(火) 19:00~21:00 秋田市通町商店街振興組合 PayPay 秋田市大町1丁目2-25 みどり会館

福島県 6月11日(火) 19:00~21:00
宮先町商店街振興組合・中央商店街振興組合・本町商店会・東町商店街・上北町商店街・中町商店街・馬町

商店街
PayPay 須賀川市中町4-1 須賀川市民交流センター　ルーム1-1

福島県 6月17日(月) 14:00~16:00 鏡石町商工会 PayPay 岩瀬郡鏡石町中央245 鏡石町コミュニティセンター2階会議室

福島県 6月19日(水) 14:00~16:00 矢祭商店会・塙町商店会・棚倉商店会・鮫川村商店会 PayPay 東白川郡塙町塙字大町3-31-1 塙町商工会館

福島県 6月24日(月) 15:00~17:00 会津坂下町商工会 PayPay・JMS 河沼郡会津坂下町字西南町裏甲4005-13 会津坂下商工会館

福島県 6月24日(月) 15:00~17:00
白河市商店会連合会（白河市中央商店街・金屋町商工振興会・横町振興会・田町商店会・本町銀座会・道場

町商店街・年貢町振興会・天神町共栄会）
PayPay 白河市道場小路96-5 白河商工会議所　会議室

福島県 6月25日(火) 14:30~16:00 三島町商工会 PayPay 大沼郡三島町大字宮下字水尻1134 三島町商工会館

福島県 6月25日(火) 18:00~20:00 長者通り商店街・麓山商店街・さくら通り商店街 PayPay 郡山市虎丸町7-7 郡山市労働福祉会館

福島県 7月1日(月) 18:30~20:30 窪田町商店街 PayPay・綜合警備保障 いわき市勿来町窪田小島11-1 勿来公民館

福島県 7月8日(月) 18:00~19:30 国見町商工会(保原町中央通商店街･上町商店街) PayPay 伊達郡国見町大字藤田字南20番地 国見町商工会

福島県 7月9日(火) 19:00~20:30 ネーブルシティかしま PayPay・楽天ペイメント・綜合警備保障 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1 かしま病院　コミュニティホール

福島県 7月11日(木) 19:00~21:00 いわき平商店会連合会 PayPay・楽天ペイメント いわき市平田町120 ﾗﾄﾌﾞ6階 いわき商工会議所　会議室１

福島県 5月28日(火) 14:00~15:30 栄町商工振興会・船引商工会・常葉町商工会・滝根町商工会 JMS・PayPay・パーク24 田村市船引町船引字上田中34-1 ウエディングプラザ丸美　亀の間

福島県 6月17日(月) 13:00~15:00 飯野町中央商店会・本町商店会 PayPay 福島市飯野町字後川1番地 飯野町商工会

開催場所

東北

サポート事務局

022-796-6460
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都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

福島県 6月18日(火) 15:00~16:30 熱海町商工会(湯の町通り商店街・駅前通り商店街) PayPay 郡山市熱海町熱海4-47 萩姫の湯　栄楽館

福島県 6月18日(火) 17:30~18:00 小名浜地区商店連合会(西町商店会・小名浜銀座商店会・西町中央商店会・中島商店会・ネーブルシティかしま) ※ いわき市小名浜住吉字飯塚45-1 カルチェ ド シャン・ブリアン

福島県 7月2日(火) 19:00~21:00 田谷名店街 PayPay 二本松市木幡字松木下35 田谷ふれ愛センター

福島県 7月3日(水) 15:00~17:00 会津若松市商店街連合会 PayPay・JMS 会津若松市栄町3-50 會津稽古堂

福島県 7月23日(火) 14:00~16:00
二本松商工会議所(竹田共栄会･駅前上口商店会･若宮振興会･金色商店会･根崎商店会･亀谷振興会･本町

親交商店会)
PayPay・メルペイ・楽天ペイメント 二本松市本町1丁目60−1 二本松商工会議所　２階大研修室

福島県 8月8日(木) 18:00~18:30
福島県商店街振興組合(神明通り商店街振興組合・大町四ッ角中央商店街振興組合・会津若松市役所通り商

店街振興組合)
※ 会津若松市上町2−38 ルネッサンス中の島

茨城県 6月5日(水)
①15:00~17:00

②19:00~21:00
古河商工会議所・渡瀬坂商店街・オリオン商店街・西口振興組合・渡瀬坂通り商店街・壱商会 PayPay 古河市鴻巣1189-4 古河商工会議所

茨城県 7月16日(火) 17:00~19:00 潮来市商工会 PayPay・メルペイ・綜合警備保障 潮来市潮来1086-1 潮来市商工会　会議室

茨城県 7月23日(火) 15:00~17:00
御幸通り商店街振興組合・香丸商店街振興組合・東地区商店会・国分町商店会・金丸通り商栄会・中町商店

街
PayPay・綜合警備保障・メルペイ・楽天ペイメント 石岡市府中1丁目3-5 石岡商工会議所コミュニティセンター「サポート・ワン」

茨城県 5月29日(水) 12:30~13:30
水戸駅前・銀杏坂・南町1丁目・南町2丁目・南町3丁目・南町4丁目・泉町広小路・泉町西・偕楽園通り・末広

連合・本町1／2丁目・見和・見川・水戸駅前葵・水戸西原
JMS・PayPay・オリエントコーポレーション 水戸市桜川2-2-35 一般社団法人茨城県産業会館４階

茨城県 7月9日(火) 19:00~21:00 仲町商店会・高上町商店会・下宿 PayPay・綜合警備保障 桜川市真壁町真壁198 真壁伝承館

茨城県 7月17日(水) 13:30~14:10 土浦商工会議所・駅前商店街・桜橋商店街・中央商店街公園ビル商店街・本町商店街・桜町商店街
Origami・PayPay・LINEPay・楽天ペイメント・常陽

クレジット・クレディセゾン・エムティーアイ
土浦市城北町2-24 ホテルマロウド筑波 2F 飛天・飛翔

茨城県 7月24日(水) 14:00~16:00 神栖市商工会・大野原商店会 PayPay・Origami・楽天ペイメント・クレディセゾン 神栖市木崎1219-7 かみす防災アリーナ（大会議室）

茨城県 7月26日(金) 13:30~16:00 大子町 楽天ペイメント・Origami・クレディセゾン 大子町池田2669 大子町立中央公民館　講堂

茨城県 7月26日(金) 12:00~13:00 さくら町商店会・千石町商店会・駅前商店会多賀町商店会・金沢町商店会・多賀銀座商店会 ※ 日立市千石町1-15-18 多賀商業協同組合 2階

茨城県 7月30日(火) 13:30~14:10 駅前振興会・荒川沖商栄会・神立商工振興会・中央商工店会・中城商店会
Origami・PayPay・LINE Pay・楽天ペイメント・常

陽クレジット・クレディセゾン・エムティーアイ
土浦市城北町2-24 ホテルマロウド筑波 2F 飛天・飛翔

茨城県 8月6日(火) 18:00~20:00 大町商店街・ギャラリーロード商店街・岩間町商店街
PayPay・楽天ペイメント・JMS・メルペイ・綜合警備保

障
笠間市笠間1464-3 笠間市商工会議所　3階会議室

茨城県 8月6日(火) 19:00~20:00 まいづる商店会・鯨ヶ丘商店街・南口商店街 綜合警備保障 常陸太田市中城町3210 常陸太田市商工会館

茨城県 8月28日(水) 15:00~16:30 取手市商工会 楽天ペイメント・Square 取手市取手2-14-23 取手市商工会館

茨城県 11月1日(金) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 水戸市桜川2-23-5 茨城県産業会館　研修室

群馬県 6月19日(水) 16:00~16:30 太田商工会議所 ※ 太田市浜町3-6 太田商工会議所

群馬県 6月25日(火) 16:00~16:30 太田商工会議所 ※ 太田市浜町3-6 太田商工会議所

群馬県 7月29日(月) 16:00~16:30 太田商工会議所 ※ 太田市浜町3-6 太田商工会議所

群馬県 5月16日(木) 19:00~19:30 オリオン通り・弁天町・馬場川通り・立川町・銀一・中央・商工会議所・竪町通り PayPay・JMS 前橋市千代田町二丁目11-1 鈴木ｽﾄｱﾋﾞﾙ1階 まちなかサロン

群馬県 6月13日(木) 19:00~21:00 中部名店街・大通り商店街・南銀座商店街・レンガ通り商店街・慈光通り商店街・中央銀座商店街 JMS・PayPay 高崎市鞘町10 立駐高崎ビル3F

群馬県 6月19日(水) 14:35~15:05

前橋中心商店街協同組合・前橋市商店街連合会・前橋とんとん商店街・前橋東部商工会・前橋商工会会員・前

橋駅前通り商交会・城東町商工会・本町通り商交会・才川通り商店街・県民会館通り共栄会・岩神通り名店会・

三河町・東商工振興会・緑が丘町商店会・みなみまえばし倶楽部・前橋八展通商店会・文京町・中央駅前通り商

店会・昭和町商工会・淡島商店街・上電横町・住吉町商店会

Origami・JMS・PayPay・リクルートライフスタイル・楽

天ペイメント・コイニー
前橋市問屋町2丁目2 前橋問屋センター会館2階　陽光の間

群馬県 7月2日(火) 19:00~21:00
本六商店街・本三商店街・末広商店街・錦町商店街本二商店街・本四商店街・巴町商店街・中央商店街桐生

商工会
群銀カード・PayPay 桐生市錦町3-1-25 桐生商工会議所会館

群馬県 7月17日(水) 15:30~16:30 安中市松井田商工会 群銀カード 安中市松井田町新堀13 安中市松井田商工会館

群馬県 9月25日(水) 16:30~17:00 太田商工会議所 ※ 太田市浜町3-6 太田商工会議所

東北

サポート事務局

022-796-6460

【対象都道府県】

青森県

岩手県

山形県

宮城県

秋田県

福島県

関東

サポ―ト事務局

03-3551-2629

【対象都道府県】

茨城県

群馬県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

新潟県

長野県

静岡県

開催場所



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

栃木県 6月20日(木) 13:00~15:00 通1丁目商業会・通2丁目商業会・通3丁目商業会・通4丁目商業会 PayPay 足利市通3-2757 足利商工会議所

栃木県 6月25日(火) 14:30~16:30 大平ＰＣ倶楽部・大平町商工会 PayPay 栃木市大平町蔵井2007-10 大平町商工会館

栃木県 6月25日(火) 18:30~20:30 室町・万町二丁目・ミツワ通り共栄会・蔵の街二丁目とちぎ一番街・銀座通り・万町三丁目・蔵の街一丁目・倭一 PayPay・JMS 栃木市万町4-1 栃木市観光館　多目的ホール

栃木県 7月11日(木) 14:00~16:00 下野市商工会・小金井駅前商店街 PayPay・JMS・綜合警備保障・Square 下野市柴897−10番地 下野市商工会館

栃木県 7月22日(月) 14:00~16:00 高根沢町商工会・宝積寺商店街・仁井田商店街 PayPay・メルペイ 塩谷郡高根沢町宝積寺2416 高根沢町商工会館２階 会議室

栃木県 7月22日(月) 14:00~16:00
旭町商店会・田町商栄会・寿町商店会・みや通り街なみ協議会・真岡駅前通り商店会・山前支部・ときわ町商店

会
Square・PayPay・楽天ペイメント・メルペイ 真岡市荒町1203 真岡商工会議所 大会議室

栃木県 8月22日(木) 15:00~17:00 間々田商工会・桑絹商工会・小山市美田商工会
PayPay・楽天ペイメント・Square・JMS・綜合警備

保障・リクルートライフスタイル
小山市大字下河原田864番地 小山市中公民館

栃木県 11月21日(木) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 宇都宮市本町1-8 栃木県総合文化センター第2会議室

埼玉県 5月24日(金) 10:00~12:00 西みずほ台商店街・東みずほ台商店街・富士見市商店街・三芳町・つるせセーティロード ※ 入間郡三芳町藤久保537-1 きずなステーション　2階

埼玉県 6月24日(月) 18:30~20:30 中町商店会・上戸田商店会・喜沢一丁目商店会美笹商店会・戸田商店会・本町商店会 PayPay・綜合警備保障 戸田市上戸田1-21-23 戸田市商工会

埼玉県 7月1日(月) 18:00~20:00
パルコ南通り商店会・御幸商栄会・所沢ニュータウン中央商店会・しんとこはっぴーろーど商店街・所沢ファルマン通り

商店街・緑町1丁目商店会
コイニー・PayPay 所沢市泉町1861-1 こどもと福祉の未来館

埼玉県 7月2日(火) 14:00~16:00 本庄商店街連合会 PayPay・埼玉りそな銀行 本庄市朝日町3-1-35 本庄商工会議所

埼玉県 7月3日(水) 18:00~20:00 サンロード商店街 コイニー・PayPay 所沢市上安松1286-1 松井まちづくりセンター　（松井公民館）

埼玉県 7月4日(木) 15:00~17:00 西所沢・ライオンズロード山口商工会・小手指南口商工会 PayPay 所沢市小手指町4丁目22-2 小手指公民館分館

埼玉県 7月31日(水) 15:00~17:00
所沢プロペ商店街振興組合・御幸商栄会・ファルマン通り商店街・緑町三丁目商店会新所沢名店会・宮本町商盛

会・新所沢東口駅前商店会・所沢昭和会・金山町商栄会

PayPay・綜合警備保障・コイニー・Square・メルペ

イ・楽天ペイメント
所沢市元町27-5 所沢まちづくりセンター　中央公民館ホール

埼玉県 8月5日(月) 14:00~16:00 中央通り繁栄会・御成町商栄会・宮本東通り商店会
PayPay・リクルートライフスタイル・楽天ペイメント・綜

合警備保障・Square・メルペイ
鴻巣市本町6-4-20 鴻巣市商工会館

埼玉県 8月19日(月) 15:00~17:00
星川通り商店街振興会・星川通中央親交会・本町奉仕会・南本町商店街振興組合・門前商店会・篭原南商工

振興会

埼玉りそな銀行・メルペイ・PayPay・JMS・リクルートラ

イフスタイル・楽天ペイメント・綜合警備保障
熊谷市本町1−96 埼玉りそな銀行熊谷支店　4階ホール

埼玉県 8月23日(金) 14:00~16:00 塚越商店街・北町中央商店街・中央商店街・武銀通り商店街みゆき商店街・
PayPay・綜合警備保障・楽天ペイメント・リクルートラ

イフスタイル・Square
蕨市中央5-1-19 蕨商工会館　3階 多目的ホールA

埼玉県 8月26日(月) 19:30~21:30 サンロード商店街 Square・PayPay 川越市新富町2-30-5 脇田町自治会館

埼玉県 8月27日(火) 19:00~21:00 深谷商店街連合会・稲荷町共栄会・本住町深光会・仲町勉強会・西島商友会・深谷商業奉仕会
PayPay・メルペイ・Square・JMS・リクルートライフスタ

イル・綜合警備保障
深谷市仲町20-2 深谷生涯学習センター・深谷公民館  大会議室（1階)

埼玉県 10月21日(月) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 川越市新富町2-15-10 キムラヤ八幡通りルーム

千葉県 5月23日(木) 16:00~16:40

柏駅前通り商店街・豊住商店会・増尾共営商店会・東パル街商店会・柏本町通り商店会・協栄商店会・(協)光

ケ丘商店会・柏銀座通り商店会・スカイプラザテナント会・長全寺商店会・柏駅前第一商業協同組合・柏駅前通り

商店街振興組合・西口商店会

※ 柏市東上町7-18 柏商工会議所会館403会議室

千葉県 5月23日(木) 14:30~16:30 市原商工会議所 ※ 市原市惣社1-1-1 市原市市民会館　2F会議室

千葉県 6月11日(火) 17:00~18:00
館山銀座振興会・舟形奉仕会・那古商店連盟・長須賀商業会・渚銀座振興会・六軒町本通り商業会・館山商

工会議所・館山市商店街連合会・館山中央振興会
JMS・PayPay 館山市八幡821番地 館山商工会議所

千葉県 7月2日(火) 19:00~20:30 市原商工会議所（牛久地域） PayPay・リクルートライフスタイル・パーク24 市原市牛久520番地1 南総公民館　会議室

千葉県 7月2日(火) 13:00~15:00 市原商工会議所（五井地域） PayPay・リクルートライフスタイル・パーク24 市原市更級1-9-8 TTECビル1階　夢ホール

千葉県 7月8日(月) 19:30~20:30 市原商工会議所（姉ケ崎地域） ※ 市原市姉崎700-9 ひらい

千葉県 7月24日(水) 15:00~16:00 行徳パーク商店街・南行笑天会・大門通り商店会行徳駅前南口一番街商店会・南行徳メトロセンター会 LINE Pay 市川市末広1丁目1番31号 行徳公民館　レクリエーションホール

千葉県 7月26日(金) 15:00~16:00 八幡一番街商店会・南八幡商店会・市川駅前西通り商店会 LINE Pay 市川市南八幡2-20-1 勤労福祉センター　３階大会議室

千葉県 7月30日(火) 18:30~20:30
松戸東口商店会・新松戸商店会・八柱商店会・松戸駅前・根本商栄会・稔台一番街・松飛会商店会・あじさい

商店会・小金原中央・馬橋だるま会・馬橋本通り・栄町・馬橋西口中央

綜合警備保障・PayPay・楽天ペイメント・JMS・メル

ペイ
松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所　4階中会議室

開催場所

関東

サポ―ト事務局

03-3551-2629

【対象都道府県】

茨城県

群馬県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

新潟県

長野県

静岡県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

千葉県 8月28日(水) 14:00~16:00 市原商工会議所（八幡宿エリア） パーク24・USEN・リクルートライフスタイル・JMS 市原市八幡1050番地1 八幡公民館

千葉県 9月19日(木) 15:30~17:00 佐倉商工会議所 JMS 佐倉市表町3-3-10 佐倉商工会議所　３F大会議室

千葉県 10月24日(木) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 千葉市中央区中央2-5-1 千葉商工会議所　第2ホール AB面

東京都 5月15日(水) 19:00~21:00 キラキラ橘商店街・墨田区商店街連合会・夜店通り商店街 PayPay 墨田区京島3-52-8 きらきら会館（京島第２集会所）

東京都 6月17日(月) 14:00~16:00 東京都商工会議所連合会・東京都商工会連合会 PayPay・JMS 昭島市東町3-6-1 産業サポートスクエア多摩（経営サポート館２F　大会議室）

東京都 6月27日(木) 19:00~19:30 砂町銀座商店街 ※ 江東区北砂5-1-7 砂町文化センタ―　第５会議室

東京都 7月1日(月) 13:40~14:40

ダイヤ商店街協同組合・京成小岩商栄会・白山向丘商店街台東区商連・教会通り新栄会・烏山駅前通り商店街

自由が丘商店街・神田駅西口商店街・音羽中央街商店街立川商連・青梅商連・渋谷区商連・品川区商連・荒

川区商連葛飾区商連・目黒区商連・町田商連

PayPay・JMS 中央区銀座2-10-18 中小企業会館

東京都 7月5日(金) 19:00~21:00

大観音通り商栄会・春日駅通り商店会・京華通り商店会・追分通り三面大黒天商栄会・千川通り商店会・千川

通りミツワ商店街・千石本町通り商店会・団子坂下共栄会・地蔵通り商店街振興組合・東京ドームシティミーツポー

ト会・動坂商店会・白山上向丘商店街振興組合・氷川下共栄会・本郷四/五丁目商店会・八重垣謝恩会・真弓

商店会・福徳会・白山下商店会・本郷大横丁通り実業界・本郷田町商店会・音羽護国寺商店会・根津銀座通り

商店会・文京区商店街連合会会員

JMS・PayPay 文京区春日1-16-21 文京区シビックセンター　地下2F研修室

東京都 7月8日(月) 15:30~17:00
西宮２丁目商店会・武蔵台商店会・府中駅北口商店会是政駅前商店会・府中銀座商店会・卸売センター中河

原・フォーリス・ショウエイ会
Origami・クレディセゾン 府中市緑町3-5-2 むさし府中商工会議所

東京都 7月11日(木) 15:00~17:00 すずらん通り商店街・羽衣商店街・松町商店街錦商店街・シネマ通り商店会・いろは通り商店街 メルペイ・JMS・楽天ペイメント・PayPay 立川市錦町3丁目2番26号 立川市子ども未来センター　地下１階「 多目的室 」

東京都 7月18日(木) 19:00~21:00

きつね塚商店会・赤羽西口本通り商店会・西ヶ原商店街赤羽スズラン通り商店街・豊島中央通り商店街・浮間中

央駅前商店会東十条銀座商店街・十条銀座商店街・ララガーデン・飛鳥山商店街仲通り商店街・滝野川市場通

り商店街・森下通り商店街・田端銀座商店街白金商店会・梶原銀座商店街・東十条商店街・十条商店街

PayPay・Origami・リクルートライフスタイル 北区王子1丁目11−1 北とぴあ 9階 902

東京都 7月23日(火) 19:00~20:00

商和会・目黒区商店街・祐天寺・都立親和会・大鳥前元競馬場通振興組合学芸大学西口・昭和通り・平和通

り・洗足商店街・トリツフードセンター・学芸大学東口・五本木1丁目商店会・目黒銀座商店街・五本木商店会自

由が丘商店街・西銀座・柿の木坂商和会・西小山・緑ヶ丘二丁目中目黒駅前・清水稲荷通り・富志美会・東急

ショッピングモールコリドール会・中央中通り・駒場東大前・栄通り・区商連

Square・メルペイ 目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎　２階　大会議室

東京都 7月29日(月) 14:00~16:00 小平商工会・たかの台地区商店会・小川駅前商店会・中宿商興会 PayPay・コイニー 小平市小川町2-1268 小平商工会館

東京都 7月29日(月) 19:00~21:00 青梅本町・東栄会・河辺町商業界・西分町大通り・吉野梅郷商店会 PayPay・綜合警備保障・メルペイ 青梅市上町373-1 青梅商工会議所 3階会議室

東京都 8月9日(金) 19:00~19:45 西荻東銀座商店街・妙法寺門前通り商店街タウンセブン会・高円寺庚申通り商店街・商工会 LINE Pay 杉並区上荻1-2-1 インテグラルタワー2階 杉並区産業振興センター大会議室

東京都 8月27日(火) 14:00~15:40 本町西口商店会・羽村東口商店会・マミー商店街・羽村市商業協同組合 PayPay・綜合警備保障・JMS 羽村市緑ヶ丘2-11-1 羽村市産業福祉センター 2階 iホール

神奈川県 5月29日(水) 19:00~21:00 湯河原町商店街連合会・サンサン通り PayPay 足柄下郡湯河原町土肥1-7-1 湯河原町商工会館

神奈川県 6月25日(火) 14:00~16:00 一般社団法人川崎市商店街連合会 PayPay・JMS・リクルートライフスタイル 川崎市中原区小杉町3-1 川崎市総合自治会館

神奈川県 6月25日(火) 14:00~16:00 山北駅前商店街 Origami 足柄上郡山北町神尾田759-2 丹沢湖記念館

神奈川県 6月25日(火) 19:00~20:30 山北駅前商店街 Origami 足柄上郡山北町山北1889-36 山北町商工会館

神奈川県 7月24日(水) 14:00~16:00 あいちゃん商店会・水ノ部商店街 PayPay・メルペイ・綜合警備保障 愛甲郡愛川町角田104-4 愛甲商工会館２階会議室

神奈川県 5月23日(木) 15:00~17:00
ひらがな商店街・元町商店街・ウエスト商店街・石川町商店街・商栄会・本牧リボンファンストリート商店会・リセンヌ

小路

リクルートライフスタイル・コイニー・Square・JMS・

PayPay・オリエントコーポレーション
横浜市中区元町5-186 横浜銀行元町支店会議室

神奈川県 6月19日(水) 15:00~16:30

横浜市商店街総連合会・(鶴見区)市場銀座商店街・反町駅前通り商店街・中区商店街連合会・協同組合伊勢

佐木町商店街・ドンドン商店会・三吉橋通り商店会・横浜港南台商店会・洪福寺松原商店街振興組合・金沢文

庫ふれあい商店街・戸塚区商店街連合会・戸塚駅東ロラピス商店会・トツカーナモール商店会・瀬谷区商店街連合

会・川崎市商店街連合会・たちばな通商店街振興組合・チネッタ通り商店街振興組合・モトスミ/ブレーメン通り商店

街振興組合・相模原市商店連合会・藤沢市商店会連合会・厚木市商店会連合会・伊勢原市商店会連合会・一

色大滝商店会・パルフレックス

PayPay・メルペイ・リクルートライフスタイル 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル　６Ｆ　大研修室

神奈川県 6月26日(水) 18:00~20:00 小町商店会・八幡宮前商店会・大町商店会・表駅商友会・由比ヶ浜商店街振興組合 PayPay・JMS 鎌倉市御成町17-29 鎌倉商工会議所102会議室

神奈川県 7月10日(水) 14:00~16:00
ドブ板通り商店街(振)・衣笠仲通り商店街(協)・美和会・ハイランド商店会・衣笠商店街(振)・若松中央通り会・

追浜銀座通り商店会・九里浜商店会(協)・北九里浜商店街(振)

JMS・PayPay・リクルートライフスタイル・綜合警備保

障・パーク24・UFJニコス
横須賀市平成町2-14-4 横須賀商工会議所

神奈川県 7月10日(水) 19:00~21:00 船越商栄会・若松商店街(振)・馬堀商栄会・三笠ビル商店街(協)・浦賀商友会
PayPay・リクルートライフスタイル・綜合警備保障・

パーク24・UFJニコス
横須賀市平成町2-14-4 横須賀商工会議所

開催場所

関東

サポ―ト事務局

03-3551-2629

【対象都道府県】

茨城県

群馬県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都
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山梨県

新潟県

長野県

静岡県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

神奈川県 7月16日(火) 18:00~20:00

厚木市商店会連合会・厚木なかちょう大通り商店街(振)・林商工倶楽部・緑ヶ丘中央商店会・睦合商工振興会・

玉川商栄会・(一社)あつぎ商和会・宿愛甲商工振興会・高校通り商友会・厚木一番街商店街(振)・厚木みなみ

商工クラブ・晨を創る会

PayPay・綜合警備保障・メルペイ・リクルートライフスタ

イル・楽天ペイメント・JMS
厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所

神奈川県 7月24日(水) 19:30~21:30
六角橋商店街・松本通・白楽商興会・横浜中央市場通り松本町3丁目・中央会・ガーデン山商店会・興和会・商

和会
PayPay・JMS・メルペイ・楽天ペイメント 横浜市神奈川区六角橋1-10-11 すぺーすろっかく　２階会議室

神奈川県 7月30日(火) 20:00~22:00 大口１番街 コイニー・しんきんカード 横浜市神奈川区大口通130-1 横浜信用金庫　大口支店

神奈川県 7月30日(火) 18:00~20:00 駒岡商栄会・矢向商店街・岸谷商栄会・岸谷商店街・商栄会 綜合警備保障・PayPay・メルペイ・楽天ペイメント 横浜市鶴見区駒岡4丁目28-5 駒岡地区センター

神奈川県 8月5日(月) 14:00~15:30 横浜中華街発展会協同組合 JMS 横浜市 中区 山下町118-2 留日広東会館ビル2階

神奈川県 8月13日(火) 19:00~21:00 伊勢佐木町1・2丁目地区商店街振興組合協同組合伊勢佐木町商店街(3-6丁目) メルペイ・PayPay・楽天ペイメント 横浜市中区伊勢佐木町4丁目123 伊勢佐木倶楽部　CROSS STREET

山梨県 6月11日(火) 18:30~20:30 早川町商工会 山梨中銀ディーシーカード 南巨摩郡早川町高住758番地 早川町役場　2階　大会議室

山梨県 6月24日(月) 14:00~16:00
七日会・本町名店会・本町二丁目商店街・中央通り商店街・稲庭坂商店街・富士ゑびす商店街・本町三丁目商

店街・のれん会
PayPay・JMS 富士吉田市下吉田7-27-29 富士吉田商工会議所 大会議室

山梨県 6月26日(水) 14:00~16:00 市川三郷町商工会 （市川サービス店会） PayPay・JMS 西八代郡市川三郷町市川大門173 市川三郷町商工会本所

山梨県 7月8日(月) 13:30~15:30 御坂・石和・八代・春日居 楽天ペイメント 笛吹市石和町市部467-1 笛吹市商工会館

山梨県 7月8日(月) 14:00~16:00 南アルプス市商工会 PayPay 南ｱﾙﾌﾟｽ市寺部971 南アルプス市商工会 2階 研修室

山梨県 7月9日(火) 14:00~16:00 駅前商店街・しょうにん通り・源泉館・下部温泉・門前町 PayPay・綜合警備保障・JMS 南巨摩郡身延町梅平2483-36

山梨県 7月10日(水) 14:30~16:30 北斗市・大泉・小渕沢・高根・長坂・白州 PayPay・JMS 北杜市長坂町長坂上条2575-19 北斗市商工会議所　２F

山梨県 7月18日(木) 19:30~21:00 本町1丁目・本町2丁目・本町3丁目新町1丁目・新町2丁目・八ツ沢 PayPay・メルペイ・楽天ペイメント・綜合警備保障 上野原市上野原1658 上野原市商工会 2階研修室

山梨県 7月22日(月) 14:30~16:30 大月市商工会（大月商店街協同組合）
PayPay・楽天ペイメント・メルペイ・綜合警備保障・リ

クルートライフスタイル
大月市御太刀1-14-24 大月市商工会館3階大ホール

山梨県 8月21日(水) 14:30~16:30 昭和町商工会 PayPay・メルペイ・綜合警備保障 中巨摩郡昭和町押越665-2 昭和町商工会館 2階 会議室　  

山梨県 5月28日(火) 15:00~17:00 勉強組合・商栄会・銀座会・昭和町商工会・韮崎商工会・若栄会 JMS 韮崎市本町1-5-25 韮崎市商工会会館

山梨県 6月10日(月)
①15:00~17:00

②19:00~21:00
甲州市商工会 JMS・PayPay 甲州市塩山上於曽1154 甲州市商工会館

山梨県 6月27日(木) 14:00~16:00 中央市商工会 PayPay 中央市布施1555-1 中央市商工会

山梨県 7月1日(月) ①15:00~17:00 山梨市商工会 PayPay・綜合警備保障 山梨市上神内川1348番地 ゆめワーク山梨

山梨県 7月1日(月) ②19:00~21:00 山梨市商工会 PayPay 山梨市上神内川1348番地 ゆめワーク山梨

山梨県 7月12日(金) 15:00~17:00 南都留中部商工会 PayPay・JMS 南都留郡山中湖村山中865 南都留中部商工会館

新潟県 5月27日(月) 15:00~16:30
関川東部・高田寺町・高田仲町・高田北部・高田本町３丁目・高田本町４丁目・高田本町5丁目・直江津駅

前・直江津五智・直江津西部・直江津東部・直江津湊町・直江津中央・四ツ屋・旭
リクルートライフスタイル・コイニー・JMS・PayPay 上越市新光町1-10-20 上越商工会議所３Ｆ大ホール

新潟県 6月26日(水) 18:30~20:15
直江津商店連合会東部商工振興会・五智商工振興会・直江津駅南商店街四ツ谷/旭・西部商工振興会・直江

津中央
PayPay 上越市中央一丁目3番18号 直江津学びの交流館2F　多目的ホールA・B

新潟県 8月5日(月) 13:00~15:00 両津夷本町・天領通り PayPay 佐渡市相川二丁目浜町20-1 佐渡地域振興局 大会議室(４階)

新潟県 8月7日(水) 15:00~17:00 村上エリア PayPay・メルペイ・楽天ペイメント 村上市田端町6-25 村上地域振興局 会議室(２階)

新潟県 8月7日(水) 10:00~12:00 新発田エリア PayPay・メルペイ・楽天ペイメント 新発田市豊町3-3-2 新発田地域振興局 大会議室(３階)

新潟県 8月19日(月) 15:00~17:00 魚沼エリア PayPay・楽天ペイメント・リクルートライフスタイル 魚沼市大塚新田91-4 魚沼地域振興局　会議室（３階）

新潟県 8月19日(月) 10:00~12:00 南魚沼エリア
PayPay・綜合警備保障・楽天ペイメント・リクルートラ

イフスタイル
南魚沼市六日町960 南魚沼地域振興局　講堂（１階）

新潟県 8月20日(火) 15:00~17:00 長岡エリア
PayPay・メルペイ・綜合警備保障・楽天ペイメント・リ

クルートライフスタイル
長岡市沖田2-173-2 長岡地域振興局　大会議室（会議室棟）

開催場所
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都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

新潟県 8月21日(水) 15:00~17:00 十日町エリア PayPay 十日町市妻有町西2-1 十日町地域振興局　第１・２会議室（１階）

新潟県 8月26日(月) 10:00~12:00 柏崎エリア
PayPay・綜合警備保障・リクルートライフスタイル・楽

天ペイメント
柏崎市三和町5-55 柏崎地域振興局 大会議室(３階)

新潟県 8月26日(月) 15:00~17:00 上越エリア
PayPay・メルペイ・綜合警備保障・リクルートライフスタ

イル・楽天ペイメント
上越市本城町5-6 上越地域振興局 401 会議室(分館４階)

新潟県 9月26日(木) 10:00~12:00 粟島浦村役場 産業振興課 PayPay 岩船郡粟島浦村釜谷1113-4 粟島浦村　さっこい交流館													

新潟県 9月26日(木) 13:00~15:00 粟島浦村役場 産業振興課 PayPay 岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513-11					 粟島浦村役場 2階 公民館													 

長野県 5月22日(水) 14:30~16:30 岩村田本町・佐久市中込・天神堂・片野・長野 JMS・PayPay 佐久市岩村田543 浅間会館

長野県 6月10日(月) 14:00~16:00 海野町・原町一番街・松尾町・天神 Square・JMS・PayPay 上田市大手1-10-22 上田商工会議所５Fホール

長野県 7月5日(金) 15:00~17:00

門前西界隈商店街・東参道商店街・上松商店会・山王十字・権堂商店街・SBC通り・西後町・三輪通り・大門

上・大門南・岡田町新和会・椐花商工会・元善町・東後町・柳町通り・駅東・岩石町・箱清水・北長野通り・芹田

振興会・上田・銀座街・三輪中央

PayPay・綜合警備保障・リクルートライフスタイル 長野市鶴賀七瀬中町276 長野商工会議所

長野県 7月22日(月) 18:00~20:00 柳町・原町・川辺町 PayPay・綜合警備保障・楽天ペイメント 上田市大手1-10-22 上田商工会議所

長野県 7月24日(水) 15:00~17:00 相生町・南町・大手町鶴巻・与良・本町 PayPay・メルペイ 小諸市相生町3-3-12 小諸商工会議所３階研修室

長野県 11月28日(木) 18:30~19:00 天龍村商工会 － 下伊那郡阿南町東條44-1 阿南町商工会館　会議室

静岡県 6月7日(金) 17:30~18:10
富士宮駅前通り商店街(振)・中央商店会・富士宮本町商店街(振)・富士宮神田商店街(振)・富士宮宮町商店

街(振)・富士宮西町商店街(振)
※ 富士宮市宮町1-1 富士山本宮浅間大社敷地内　参集所

静岡県 5月14日(火) 14:00~16:00 駅前いろは商店街 JMS・PayPay 静岡市葵区呉服町2-2-22 呉服町ビル４階会議室

静岡県 6月17日(月) 18:00~20:00 駅中・二丁目・三丁目・四丁目・六丁目・七丁目 PayPay・JMS 島田市本通三丁目6-1 島田市地域交流センター歩歩路

静岡県 7月24日(水) 13:00~15:00 茶町通り・金座町・一番町 PayPay・JMS・楽天ペイメント・メルペイ 静岡市葵区土太夫町27番地 茶町ＫＩＮＺＡＢＵＲＯ

静岡県 8月6日(火) 14:30~16:30 中町・肴町・駅通りほか・連雀・塩町・大手町
綜合警備保障・PayPay・楽天ペイメント・JMS・メル

ペイ
掛川市掛川551-2 掛川商工会議所1階大会議室

静岡県 9月20日(金) 14:00~14:40

鍛冶町通商店街振興組合・有楽街商店街振興組合・松菱通り商店街振興組合・ジョイフルモール商店会・協同

組合浜松ショッピングセンター・田町中央通り繁栄会・田町東部繁栄会・田町第一通り発展会・砂山銀座サザンクロ

ス商店会・鍛冶町10丁目繁栄会・神明町繁栄会・しにせ通り大安路田町

静銀ディーシーカード・KDDI・中部しんきんカード綜合

警備保障・クレディセゾン・Origami・NTTドコモ・

PayPay・楽天ペイメント

浜松市中区東伊場2-7-1 浜松商工会議所10階 ＢＣ会議室

静岡県 11月22日(金) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 静岡市葵区黒金町20-8 静岡県商工会議所 静岡事務所会館401号室

愛知県 6月19日(水) 15:00~17:00 円頓寺商店街振興組合 PayPay・JMS 名古屋市西区那古野1-20-30 グループホーム円頓寺東館

愛知県 7月1日(月) 15:00~16:30

大須新天地通商店街振興組合大須門前町商店街振興組合・名古屋大須東仁王門通商店街振興組合・万松

寺通商店街振興組合・大須観音通商店街振興組合・大須仁王門通商店街振興組合・大須本通商店街振興組

合・大須赤門通商店街振興組合

※ 名古屋市中区大須3丁目38-9 大須商店街連盟　3階

愛知県 5月20日(月) 19:00~21:00
瀬戸銀座通商店街振興組合・中央通商店街振興組合・中央通商店街振興組合・末広町商店街振興組合・新

瀬戸商店街・效範西部商店街・品野商店街

リクルートライフスタイル・コイニー・JMS・PayPay・オリエ

ントコーポレーション
瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵 4階 多目的ホール

愛知県 6月4日(火) 19:00~21:00 大曽根本通商店街振興組合・大曽根商店街振興組合 PayPay・JMS 名古屋市北区大曽根二丁目9-25 大曾根コミュニティ会館3階会議室

愛知県 6月6日(木) 14:00~16:00 豊田市小坂発展会 PayPay・JMS 豊田市小坂町1-25 豊田商工会議所２階会議室

愛知県 6月6日(木) 15:00~16:00 豊橋発展会連盟（その１）(広小路商店街・大豊商店街） PayPay・JMS 豊橋市花田町字石塚42-1 豊橋商工会議所５階508会議室

愛知県 6月8日(土) 14:30~15:30 桜町本通り商店街 ※ 豊田市桜町2-47ｻﾝﾎﾟｲﾝﾄﾌｫﾙﾃ Rozetta（ロゼッタ）

愛知県 6月19日(水) 18:30~20:30 はなとき通り商店街 PayPay・JMS 田原市田原町萱町1番地 セントファーレ　２階会議室

愛知県 7月1日(月) 14:00~16:00 豊川商店街・門前通商店街・本町商店街・開運通商店街・中央商店街 PayPay 豊川市豊川町辺通4-4 豊川商工会議所２階　Ｂホール

愛知県 7月22日(月) 13:00~15:00 豊橋発展会連盟（その２）(広小路商店街・大豊商店街） ※ 豊橋市花田町字石塚42-1 豊橋商工会議所 ３階ホール

愛知県 8月21日(水) 14:30~16:30 安城北部商店街
PayPay・綜合警備保障・リクルートライフスタイル・楽

天ペイメント・JMS
安城市東栄町4丁目4番地3 東栄コミュニティセンター

関東

サポ―ト事務局

03-3551-2629

【対象都道府県】

茨城県

群馬県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

新潟県

長野県

静岡県

中部

サポート事務局

052-963-3917

【対象都道府県】

愛知県

岐阜県

富山県

石川県

三重県

開催場所



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

岐阜県 6月7日(金) 11:00~12:00 土岐市商店街連合会・中央商店街振興組合・ときし駅前商店街振興組合 PayPay・JMS 土岐市駄知町1343-1 駄知公民館　2階大ホール

岐阜県 6月18日(火) 19:00~21:00 恵那市商店街連合会・恵那銀座商店街振興組合・恵那中央通り商店街振興組合 PayPay・JMS 恵那市大井町176-1 中山道広重美術館　3階

岐阜県 6月24日(月) 19:00~20:30

高山市商店街振興組合連合会・高山本町一丁目商店街振興組合・高山本町会商店街振興組合・高山本町三

丁目商店街振興組合・高山安川商店街振興組合・高山下一之町商店街振興組合・高山国分寺通り第一商店

街振興組合・高山国分寺通り第二商店街振興組合・高山国分寺通り第三商店街振興組合・高山さんまち通り商

店街振興組合

PayPay・飛騨信用組合 高山市天満町5-1 飛騨地域地場産業振興センター　４F研修室

岐阜県 6月24日(月) 19:00~21:00 瑞浪市商店街連合会・瑞浪駅前商店街振興組合・瑞浪本町商店街振興組合 ※ 瑞浪市寺河戸町1043-2 瑞浪商工会議所2階大ホール

岐阜県 7月2日(火) 14:00~16:00
中津川商店街連盟・中津川西太田町通り商店街振興組合・中津川新町商店街振興組合・中津川駅前商店街

振興組合・本町商店街振興組合
PayPay 中津川市かやの木町1-20 まちピアＹＯＴＥＣＯ２階会議室

岐阜県 7月23日(火) 14:00~16:00
大垣市商店街振興組合連合会・大垣市本町商店街振興組合・大垣本町一番街商店街振興組合・大垣駅前商

店街振興組合・大垣郭町商店街振興組合・ブラツキ商店街振興組合

PayPay・メルペイ・楽天ペイメント・JMS・綜合警備保

障
大垣市郭町1丁目1 大垣西濃信用金庫　郭町　2階

岐阜県 7月24日(水) 14:00~16:00
古川町商工会（本光寺前発展会・栄美会・宮城会発展会・ひだしん前発展・駅前発展会・金森銀座発展会・栄

町発展会・広小路発展会・旭会発展会・加茂川発展会・袈裟丸発展会）

PayPay・楽天ペイメント・綜合警備保障・JMS・飛騨

信用組合
飛騨市古川町若宮2-1-66 古川町商工会研修室

岐阜県 5月20日(月) 19:00~21:00 岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会 JMS・PayPay 岐阜市柳ｹ瀬通2-17 柳ケ瀬あい愛ステーション

岐阜県 8月27日(火) 18:00~20:00
多治見市商店街連合会・多治見駅前商店街振興組合・多治見ながせ商店街振興組合・多治見広小路商店街

振興組合・多治見銀座商店街振興組合

PayPay・メルペイ・JMSリクルートライフスタイル・楽天

ペイメント・綜合警備保障
多治見市虎渓山町4丁目13番地1 とうしん　学びの丘　エール

富山県 5月21日(火) 16:00~17:00 富山市商店街連盟 JMS・PayPay 富山市大手町2番3号 ANAクラウンプラザホテル富山 4階朱鷺の間

富山県 6月3日(月) 13:00~15:00 福光商業会(富山県南砺市) リクルートライフスタイル・PayPay 南砺市福光7336-4 福光会館2F 福光会館 2 階

富山県 6月10日(月) 14:00~15:00 銀座商盛会・中町共栄会・二十四軒町商栄会 PayPay 下新川郡入善町入膳5232-5 入善うるおい館

富山県 6月11日(火) 19:30~21:00 小矢部市商工会（越前町商店街・石動駅前商店街・福町ニコニコ店会等） PayPay 小矢部市八和町5番15号 小矢部市商工会館

富山県 6月25日(火) 14:00~16:00 五百石商店街（立山町） PayPay 中新川郡立山町前沢2469番地 立山舟橋商工会

富山県 6月25日(火) 14:00~16:00
氷見市商店街連盟（氷見市比美町商店街振興組合・南上共栄会・　氷見市中央町商店街振興組合・御座町

商工会・加納町商店街振興会・　南中アーケード組合）
PayPay 氷見市南大町10-1 氷見商工会館

富山県 6月26日(水) 14:00~16:00 末広町商店街振興組合 ※ 高岡市小馬出町6 山町ヴァレー

富山県 7月16日(火) 14:00~16:00 新湊商店連合会（商工会議所管轄）　立町商店会・中新湊商店街振興組合・東新町商店会・西新町商店会 PayPay・楽天ペイメント・綜合警備保障・メルペイ 射水市本町2丁目10番35号 射水商工会議所200号会議室

富山県 7月17日(水) 14:00~16:00 商工会管轄　千成商店街協同組合・荒町商盛会 PayPay・綜合警備保障・メルペイ 射水市戸破4229番地 射水市商工会 会議室　3階

富山県 7月22日(月) 15:00~17:00 となみ本町商店街振興組合・となみ駅前商店街振興組合 PayPay・メルペイ・綜合警備保障 砺波市永福町6番28号 砺波商工会議所２階ホール

富山県 11月27日(水) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま　瑪瑙(めのう)

石川県 5月14日(火) 19:00~20:00 金沢市商店街連盟・石川県商店街振興組合連合会 JMS・コイニー・PayPay 金沢市武蔵町14-31 ITビジネスプラザ武蔵　第一研修室

石川県 6月17日(月) 19:00~20:00

小松商店会連盟三日市商店街振興組合・八日市商店街振興組合・小松中央通り商店街振興組合・駅前大通

り商店街振興組合・猫の御坊通り商店会・本折商店街振興組合・今江商店会・粟津駅前商交会・粟津温泉商

交会・石川県商店街振興組合連合会

PayPay 小松市園町ﾆ1 小松商工会議所

石川県 6月25日(火) 19:00~20:00 石引商店街振興組合（石川県商店街振興組合連合会） PayPay 金沢市石引1-11-1 石引商店会館 

石川県 6月26日(水) 19:00~20:00 加賀市商店会連盟①〈大聖寺〉大聖寺駅前商店会・石川県商店街振興組合連合会 ※ 加賀市大聖寺八間道65番地 市民交流プラザさくら

石川県 7月4日(木) 19:30~21:30
千代尼通り商店街協議会（中町商店街開発協同組合・大町商店街協同組合・安田町商店街協同組合・石川

県商店街振興組合連合会）
PayPay 白山市中町20番地 白山商工会議所　3F 　研修室

石川県 7月8日(月) 14:00~15:00 大徳商工振興会 （石川県商店街振興組合連合会） JMS・楽天ペイメント・PayPay 金沢市藤江北1丁目210 フラワーガーデン

石川県 7月8日(月) 19:00~20:00 平和町大通り商店街振興組合（石川県商店街振興組合連合会）
PayPay・楽天ペイメント・リクルートライフスタイル・

JMS
金沢市平和町2丁目12-35 平和町会館

石川県 7月29日(月) 19:00~21:00
輪島市商店街連合会（輪島市本町商店街振興組合・輪島市まんなか商店街振興組合・輪島駅前商店会・馬

場崎商店会・わいち商店会・石川県商店街振興組合連合会）
PayPay・メルペイ・綜合警備保障・JMS 輪島市河井町20部1番地1 輪島商工会議所（507会議室）

石川県 7月30日(火) 14:00~16:00
七尾商店街連合会（一本杉通り振興会・東部商店街振興会・七尾駅前通り商店街振興組合・石川県商店街

振興組合連合会）
PayPay・メルペイ・綜合警備保障・JMS 七尾市三島町70番地の1 七尾商工会議所　2階　研修室

中部

サポート事務局

052-963-3917

【対象都道府県】

愛知県

岐阜県

富山県

石川県

三重県

開催場所



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

三重県 5月28日(火) 19:00~20:30 桑名市寺町通り商店街振興組合 JMS・PayPay・パーク24 桑名市南寺町44番地 MAGO7(マゴヒチ)

三重県 6月10日(月) 16:00~17:00 名張市商店会及び商店街 ※ 名張市鴻之台1-1 名張市役所内　大会議室

三重県 6月12日(水) 19:00~21:00
松阪市新町商店街振興組合・ゆめの樹通り商店街・よいほ日野町商店会・松阪ミューカード協同組合・通り湊町商

店会
PayPay 松阪市本町2176番地 松阪市産業振興センター　2F　情報資料室

三重県 6月17日(月) 18:50~19:30 四日市諏訪商店街振興組合 PayPay 四日市市諏訪町11番6号 スワセントラルパーキング2階

三重県 6月18日(火) 14:00~16:00 熊野市記念通り商店街振興組合 PayPay・JMS 熊野市井戸町643-2 熊野市交流センター

三重県 6月24日(月) 19:30~21:30
外宮参道発展会・伊勢市駅前商店街振興組合・伊勢銀座新道商店街振興組合・伊勢高柳商店街振興組合・

伊勢市浦之橋商店街振興組合・浦口商店会・伊勢明倫商店街協同組合・栄町商店会・さくら通り発展会
PayPay・百五カード・リクルートライフスタイル 伊勢市岩渕1丁目7番17号 伊勢商工会議所　中ホール

三重県 7月3日(水) 14:00~16:00 鳥羽商工会議所 PayPay・三重銀カード 鳥羽市大明東町1-7 鳥羽商工会議所　3階　かもめホール

三重県 7月5日(金) 14:00~16:00
四日市一番街商店街振興組合・四日市諏訪商店街振興組合・四日市諏訪西商店街振興組合・四日市本町通

り商店街振興組合・四日市商店連合

PayPay・綜合警備保障・リクルートライフスタイル・百

五カード・三重銀カード
四日市市諏訪町2番2号 総合会館第一研修室

三重県 8月5日(月) 19:30~21:30
外宮参道発展会・伊勢市駅前書店街振興組合・伊勢銀座新道商店街振興組合・伊勢高柳商店街振興組合・

伊勢市浦之橋商店街振興組合・浦口商店会・伊勢明倫商店街振興組合・栄町商店会・さくら通り発展会

PayPay・楽天ペイメント・三重銀カード・リクルートライ

フスタイル・JMS
伊勢市岩渕1丁目7番17号 伊勢商工会議所　中ホール

福井県 5月23日(木) 19:00~21:00 福井駅前商店街振興組合・ガレリア元町協同組合
リクルートライフスタイル・コイニー・JMS・PayPay・

Square
福井市中央1丁目3−1 加藤ビル

福井県 6月4日(火) 15:00~17:00 七間商店街・五番商店街・三番商店街 JMS・リクルートライフスタイル・PayPay 大野市明倫町3-37 大野商工会議所内

福井県 6月4日(火) 19:00~21:00 神楽商店街 PayPay・JMS 敦賀市神楽町1-2-23 ブティックK2階

福井県 6月18日(火) 16:00~18:00 永平寺町商工会 PayPay・JMS 吉田郡永平寺町松岡春日1-15 永平寺町商工会2F

福井県 6月21日(金) 14:20~15:30 協同組合ゴールドショッピングセンター・同友店 ※ 福井市花堂南2丁目16-1 ショッピングシティベル

福井県 6月26日(水) 14:30~16:30 丸岡町商店連盟・三国商業振興協同組合・春江商業振興協同組合・福井商店街・坂井商業振興協同組合 PayPay 坂井市春江町随応寺第17号17番地 春江中コミュニティセンター

福井県 7月5日(金) 19:00~21:00
上呉服町商店街振興組合・藤島神社通り繁栄会・田原町商店街・呉服町中央商店街・大名町通り商店街・花

堂繁栄会・西別院前商店街・元町商店街・毛矢中央大通り商店街・呉服町商店街
PayPay・綜合警備保障・リクルートライフスタイル 福井市西木田2-8-1 福井市商工会議所内会議室

福井県 7月24日(水) 19:00~20:00 あわら市役所商工労働課 メルペイ・Square あわら市市姫1-9-21 あわら市商工会会議室

滋賀県 5月14日(火) 19:00~21:00 石山商店街 JMS・ユーシーカード 大津市粟津町17-11 石山らんらんサロン

滋賀県 5月16日(木) 19:00~21:00 博物館通り商店街・パルムカード商店街・ゆう壱番街商店街・川崎商店街・大手門通り商店街 リクルートライフスタイル・JMS・ユーシーカード・PayPay 長浜市元浜町14-8 長浜曳山博物館

滋賀県 6月4日(火) 19:30~21:30 元町商店街・旭町商店街・一丁目商店街・天新町商店街・垣見商店街・末広商店街・本町商店街 PayPay・JMS 東近江市猪子町110 能登川共盛会協同組合

滋賀県 6月19日(水) 18:30~20:30 四番町スクエア・銀座商店街・中央商店街・彦根駅前商栄会・花しょうぶ通り商店街 PayPay・Origami 彦根市中央町3-8 商工会議所4階

滋賀県 6月26日(水) 14:30~16:30 彦根駅前商栄会 PayPay・JMS・リクルートライフスタイル 彦根市旭町7-23 zuiho jr. café

滋賀県 7月24日(水) 19:00~21:00
丸屋町商店街・菱屋町商店街・膳所駅前商店街・疏水商店街・長等商店街・八丁商店街・京町商店街・大津市

商店街連盟

PayPay・Origami・クラブネッツ・メルペイ・綜合警備

保障
大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津 大津市ふれあいプラザ 5F大会議室

滋賀県 7月25日(木) 19:00~21:00 八日市大通り商店街振興組合・ときわ通商店街仲之町・八日市駅前近代化協同組合・大通り商栄会
PayPay・楽天ペイメント・綜合警備保障・メルペイ・

Origami・リクルートライフスタイル
東近江市八日市東浜町1-5 八日市商工会議所

滋賀県 8月27日(火) 18:00~20:00 守山商工会議所 JMS・Origami・楽天ペイメント・メルペイ 守山市吉身3丁目11−43 守山商工会議所

滋賀県 9月27日(金) 16:00~16:30 滋賀県商店街振興組合連合会 LINE Pay 草津市西大路町4-32 草津エストピアホテル

京都府 5月14日(火) 14:00~16:00 祇園商店街振興組合 リクルートライフスタイル・コイニー・JMS・PayPay 京都市東山区祇園町南側5-6-7-6 2F 祇園商店街振興組合事務所

京都府 6月10日(月) 19:00~21:00 平野屋商店街・中央商店街・マナイ商店街・新世界商店街・舞鶴振興会・西商事協・折原商店街 PayPay 舞鶴市字円満寺158-6 舞鶴市市民プラザ展示室

京都府 6月12日(水) 19:00~21:00 舞鶴南実業会 PayPay 舞鶴市倉梯町23-1 舞鶴南実業会館

京都府 6月12日(水) 14:00~16:00
アミティ・フリーネット・西友テナント会・クニッテル商店街・亀岡商業協同組合・H商店街・馬堀西部商店会・亀岡まる

なか共栄会
PayPay・Origami 亀岡市余部町宝久保1-1 ガレリアかめおか　亀岡商工会議所研修室

開催場所

近畿

サポート事務局

06-6262-2951

【対象都道府県】

福井県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

中部

サポート事務局

052-963-3917

【対象都道府県】

愛知県

岐阜県

富山県

石川県

三重県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

京都府 6月17日(月) 14:00~16:00
井倉町商工繁栄会・大本通商店街・広小路通り繁栄会・花の木商店街・南西町商店街・豊里商工繁栄会・北西

町商店街
コイニー・PayPay・メルペイ 綾部市西町1丁目50-1 綾部市I・Tビル

京都府 6月24日(月) 18:00~20:00 稲榮会・稲青会 PayPay 京都市伏見区深草開土町54−11 稲荷会館

京都府 6月27日(木) 18:00~20:00 新町商店街・広小路商店街 エヌケーシー・JMS 福知山市字内記(内記三丁目)100 ハピネスふくちやま3F 会議室

京都府 6月28日(金) 19:30~21:30 出町枡形商店街 Square・リクルートライフスタイル・PayPay・JMS 京都市上京区寺町通今出川上る東入一真町67 Deまち

京都府 7月17日(水) 19:00~21:00 北野商店街 PayPay・綜合警備保障・メルペイ・Origami 京都市上京区七本松一条下ﾙ三軒町 北野商店街振興組合事務局

京都府 8月7日(水) 19:00~21:00 中舞鶴実業会
PayPay・メルペイ・楽天ペイメント・綜合警備保障・

Origami
舞鶴市字余部上1-2 中舞鶴実業会館

京都府 8月28日(水) 19:30~20:10 協同組合東舞鶴商店街連盟 ※ 舞鶴市字浜606 五条立体駐車場（ホール）

京都府 12月12日(木) 16:00~17:30 全国商店街振興組合連合会 － 京都府京都市下京区堀川通五条下ル 京都 東急ホテル貴船(きふね)

大阪府 5月16日(木) 20:00~22:00
香里中央商店街・香里本通商店会・大利商店街・アドバンスロード商店街・香里かほりまちテラス・東寝屋川駅前

商店会・香里ダイエー本通り
リクルートライフスタイル・コイニー・JMS・PayPay 寝屋川市東大利町2番14号 寝屋川市産業振興センター第一セミナー室

大阪府 6月10日(月) 14:30~15:30

箕面市商連・貝塚・池田髙連・正雀駅前・貝塚市商店連合会・大東市商業連合会・茨木商団連・吹田市商連・

豊津ファミリーシップ協同組合・錦通商店街・枚方商店連合会・茨木JR駅前商店会・和泉市商店連合会・大東市

商連

Square・リクルートライフスタイル 大阪市中央区本町橋2-31 シティプラザ大阪

大阪府 6月13日(木) 19:00~21:00 茨木心斎橋商店会・中条まちづくり商店会・あい団地・本町通り・茨木阪急本通商店街 Square・JMS・PayPay 茨木市元町4番7号 茨木市立男女共生センターローズワム　404.405

大阪府 6月17日(月) 17:00~19:00
千日前道具屋筋商店街・相合橋筋商店街・黒門市場・戎橋筋商店街・道頓堀商店会・難波センター街商店街・

心斎橋筋商店街・アメリカ村の会
PayPay・JMS 大阪市中央区難波千日前5-19 河原センタービル　4階

大阪府 6月19日(水) 17:00~19:00
心斎橋筋商店街・戎橋筋商店街・道具屋筋商店街・道頓堀商店街・ギャラリーツイン21テナント会・大阪大手前1

丁目商店会・船場センタービル連盟・アメリカ村の会・ミナミ千日前商店会
PayPay 大阪市中央区難波千日前5-19 河原センタービル　4階

大阪府 6月19日(水) 15:00~17:00 北助松商店街・泉大津中央商店街 ※ 泉大津市旭町22-45 テクスピア大阪

大阪府 6月25日(火) 14:00~16:00
サンリバー柏里・十三元今里商店街・   十三フレンドリー商店街・三国新三商店街・十三一番街商店会・十三本

町商店街
PayPay・JMS 大阪市淀川区十三東2-3-3 淀川区役所会議室503

大阪府 6月27日(木) 15:30~16:30 北区商店会総連合会 ※ 大阪市北区 扇町2 丁目1 番 27 号 北区民 センター 1階 第 2会議室

大阪府 7月2日(火) 14:00~16:00 宮之阪商店街
綜合警備保障・クラブネッツ・JMS・PayPay・リクルー

トライフスタイル
枚方市宮之阪1-19-2 宮サポ

大阪府 7月7日(日) 10:00~12:00 御殿山渚商店会 PayPay 枚方市渚本町4-21 渚本町会館

大阪府 7月12日(金) 13:00~15:00
京橋駅前シャトー商店会・蕪村通り商店街・新京橋商店街・コニセルト京橋商店街・京橋東商店街協同組合・京

阪京橋商店街・京橋駅前商店会

PayPay・メルペイ・リクルートライフスタイル・楽天ペイメ

ント・JMS
大阪市都島区片町2-11-22 都島区商店街事務所5階

大阪府 7月16日(火) 19:00~21:00 豊中市産業振興課
メルペイ・楽天ペイメント・リクルートライフスタイル・クラブ

ネッツ・Origami
豊中市螢池中町3丁目9-20 豊中チャレンジセンター

大阪府 7月16日(火) 14:00~16:00
東淀川区商店会連盟・難波センター街・阿倍野区商店会連盟・西田辺駅商店会・巴通り商店会・住之江区商店

会連盟
PayPay・綜合警備保障・JMS・Origami・メルペイ 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス25階会議室D

大阪府 7月17日(水) 19:30~21:30 千林商店街
PayPay・JMS・楽天ペイメント・綜合警備保障・クラブ

ネッツ
旭区千林2-12-7 くらしエール館3F研修室

大阪府 7月19日(金) 18:00~20:30 忠岡町商工会
PayPay・Origami・メルペイ・楽天ペイメント・JMS・リ

クルートライフスタイル
泉北郡忠岡町忠岡中1丁目1−23 忠岡町商工会

大阪府 7月26日(金) 15:00~16:00 東大阪市小売商業団体連合会 クラブネッツ・Origami 東大阪市足代北2-1-13-101 クレアホールふせ

大阪府 7月30日(火) 14:00~16:00

堺東中瓦商店街・さつき商店会・堺山之口連合商店街・泉北光明池専門店事業・美原商店会・堺東駅南地区

再開発・中百舌鳥駅前商店街・深井プラザ商店会・泉ヶ丘南専門店会・堺駅前商店会・泉ヶ丘食品名店会・トナ

リエ栂・美木多テナント会・堺銀座北商店街・しらしぎ310商友会・堺銀座商店街・堺東駅前商店街

JMS・Square・Origami・PayPay・楽天ペイメント・

綜合警備保
堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所

大阪府 8月6日(火) 19:00~21:00 箕面市地域創造部箕面営業室 メルペイ・Square・Origami・JMS・楽天ペイメント 箕面市箕面6丁目3−1 箕面・文化交流センター 8F大会議室

大阪府 8月21日(水) 14:00~16:00 熊取町商工会
Origami・JMS・楽天ペイメント・リクルートライフスタイ

ル・メルペイ
泉南郡熊取町野田2丁目9−20 熊取町商工会

大阪府 8月28日(水) 15:50~16:30 阪南市商工会 ※ 阪南市尾崎町35-4 阪南市商工会　3階　研修室

大阪府 8月29日(木) 16:00~16:30 粉浜商店街振興組合 ※ 大阪市住吉区東粉浜3-27-12 住吉住之江産業会館

大阪府 8月29日(木) 14:00~14:30 守口門真商工会議所 ※ 門真市殿島町6番4号 商工会館

開催場所

近畿

サポート事務局

06-6262-2951

【対象都道府県】

福井県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

大阪府 9月24日(火) 14:00~16:00 岬町商工会 リクルートライフスタイル・PayPay 泉南郡岬町深日746−748 岬町商工会

兵庫県 5月16日(木)
①16:00~18:00

②18:30~20:00
元町商店街・元町1丁目商店街・元町2丁目商店街・元町3丁目商店街・元町5丁目商店街・一番街商店街 PayPay 神戸市元町通3丁目9-8 パルパローレ4階

兵庫県 6月11日(火) 14:30~16:30 ビバ甲子園協同組合 Square・JMS・Origami 西宮市甲子園網引町6-16 ビバ甲子園

兵庫県 6月11日(火) 10:00~12:00 サピエ会・猪名川町商工会 Square・Origami 猪名川町柏梨田字前ヶ谷158-1 猪名川町商工会館

兵庫県 6月11日(火) 14:00~16:00 淡路市商工会 Square・JMS・PayPay 淡路市志筑新島5-2 淡路市商工会議所

兵庫県 6月18日(火) 14:00~16:00 ソリオ宝塚・サンビオラ・宝塚市商店連合会 Square・PayPay 宝塚市栄町2-1-2 ｿﾘｵ2-6F 宝塚商工会議所

兵庫県 6月25日(火) 19:00~21:00
本町6丁目商店街・本町8丁目商店街・守山1丁目商店街・塩屋2丁目商店街・本町5丁目商店街・本町7丁目

商店街・本町2丁目商店街・洲本市商店連合会・塩屋筋商店街
Square・PayPay・JMS 洲本市本町四丁目五番三号 洲本商工会議所

兵庫県 7月3日(水) 19:00~21:00 赤穂市駅商店街・赤穂中央通商店街・赤穂市花岳寺商店街
PayPay・JMS・綜合警備保障・リクルートライフスタイ

ル
赤穂市加里屋68番地9 赤穂商工会議所

兵庫県 7月3日(水) 14:30~15:30 サンロード商店街・ナメラ商店街・明盛商店街・プリンスロード商店街 PayPay・綜合警備保障・JMS 三木市本町2丁目1番18号 三木商工会議所

兵庫県 7月9日(火) 13:30~14:30 中央・三和・出屋敷商業地区まちづくり協議会 クラブネッツ・Square 尼崎市竹谷町2-183 リベル3F地域産業課会議室

兵庫県 7月11日(木) 14:00~14:30 尼崎商店連盟 ※ 尼崎市昭和通3-96 商工会議所 尼崎商工会議所

兵庫県 7月22日(月) 19:00~21:00 三八会・川西商店街・芦屋山手サンモール商店街・うちで・JR西・商工会会員
PayPay・メルペイ・リクルートライフスタイル・楽天ペイメ

ント・JMS・Square
芦屋市公光町4-28 芦屋市商工会

兵庫県 7月31日(水) 14:00~16:00 西宮中央商店街 JMS・綜合警備保障・楽天ペイメント・メルペイ 西宮市社家町1−17 西宮神社会館1F　樟菖蒲の間

兵庫県 8月7日(水)
①11:00~12:00

②14:00~15:00
姫路市商店街連合会 ※ 姫路市西二階町85番地 西二階町七福座

奈良県 5月26日(日) 17:50~18:10 東向北商店街 ※ 奈良市東向中町6 月日亭 近鉄奈良駅前店

奈良県 6月19日(水) 14:00~16:00 サンタウンプラザすずらん館 PayPay・Square 奈良市右京1丁目3−4 サンタウンプラザすずらん内2階会議室

和歌山県 6月17日(月) 19:00~21:00 駅前商店街・仲之町商店街・谷王子商店街・丹鶴町商店街・神倉商店街 PayPay 新宮市井の沢3-8 新宮商工会議所内

和歌山県 11月28日(木) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 和歌山市西汀丁34 和歌山市勤労者総合センター　大会議室

鳥取県 5月14日(火) 15:00~15:45 水木しげるロード振興会 コイニー・PayPay 境港市大正町97-1 しおさい会館

鳥取県 6月10日(月) 17:00~19:00 智頭サービス商店会 PayPay 八頭郡智頭町智頭2081-4 智頭町産業会館

鳥取県 6月17日(月) 18:30~20:30 倉吉銀座商店街 PayPay 倉吉市大正町1075-4 倉吉信用金庫うつぶき支店2F

鳥取県 6月21日(金) 18:30~20:30 紺屋町商店街・四日市町商店街 PayPay・エヌケーシー 米子市紺屋町38 本通り商店街事務所

鳥取県 7月29日(月) 13:00~15:00 末広温泉町商店街・鳥取本通商店街 エヌケーシー・綜合警備保障 鳥取市弥生町323-1 パレットとっとり市民交流ホール　ホールＡ

鳥取県 8月6日(火) 13:00~15:00 新鳥取駅前地区商店街 綜合警備保障・リクルートライフスタイル・メルペイ 鳥取市今町2-221 新鳥取駅前地区商店街振興組合　2F会議室

鳥取県 8月7日(水) 10:30~12:30 新鳥取駅前地区商店街 PayPay・エヌケーシー・楽天ペイメント 鳥取市今町2-221 新鳥取駅前地区商店街振興組合　2F会議室

島根県 5月17日(金) 18:30~19:30 神門通りおもてなし協同組合（出雲大社正面前商店街・日御碕商店街） PayPay 出雲市大社町杵築南1344 出雲商工会　会議室

島根県 6月17日(月) 16:00~18:00
松江商店会連合会（松江天神町・タテ町・松江学園通り・茶町・松江京町・南殿町・北殿・松江駅本通り・末次

町えびす）
PayPay 松江市殿町369 サンラポーむらくも

島根県 6月19日(水) 19:00~21:00 奥出雲町商工会 ※ 仁多郡奥出雲町横田992-2 雲州そろばん伝統産業会館

島根県 7月2日(火) 14:00~15:30 邑南町商工会 PayPay 邑智郡邑南町矢上3854-2 邑南町商工会　本所　研修室

島根県 7月23日(火) 14:00~16:00 協同組合中町商店会 PayPay・メルペイ 出雲市今市町 本町1578−2 今市コミュニティセンター

開催場所

中国

サポート事務局

082-509-2716

【対象都道府県】

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

近畿

サポート事務局

06-6262-2951

【対象都道府県】

福井県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

島根県 8月5日(月)
①10:00~12:00

②14:00~16:00
浜田市 メルペイ・綜合警備保障・PayPay 浜田市黒川町3748−1 浜田市立中央図書館

島根県 8月5日(月) 13:00~15:00 益田市商店会連合会 綜合警備保障・メルペイ・PayPay 益田市元町12-7 益田商工会議所３階大会議室

島根県 9月24日(火) 13:30~15:30 平田本町商店街振興組合 リクルートライフスタイル・PayPay 出雲市平田町1057 ほんまちプラザ

岡山県 5月29日(水) 19:30~21:30 協同組合連合会岡山市表町商店街連盟（中之町・上之町・下之町・栄町・紙屋町・西大寺町・新西大寺町） PayPay・Spuare・ユーシーカード・パーク24 岡山市北区表町3-5-16 岡山市表町商店街会議室

岡山県 6月4日(火) 19:00~21:00 奉還町商店街振興組合・協同組合西奉還町商店会 PayPay・Square ・パーク24 岡山市北区奉還町2-14-7 奉還町リブラ2階

岡山県 6月4日(火) 14:00~16:00 協同組合トピア PayPay 倉敷市児島味野2丁目2番38号 児島市民交流センター

岡山県 6月5日(水) 14:00~16:00 井原市商店会協同組合 PayPay・パーク24 井原市七日市町10 井原市地場産業振興センター　3階　経営研修室

岡山県 6月18日(火) 15:00~17:00 岡山駅前商店街振興組合 PayPay 岡山市北区駅前町1-8-1 岡山新光ﾋﾞﾙ5F サムライスクエア

岡山県 6月19日(水) 14:00~16:00
協同組合津山銀天街・協同組合ソシオ一番街・協同組合本町３丁目・協同組合今津屋橋商店会・城南商店街

協同組合・協同組合津山二番街・協同組合元魚町商店街
PayPay・エヌケーシー 津山市元魚町69 グリーンライフ津山元魚町「きんちゃいホール」

岡山県 6月21日(金) 13:00~14:10 協同組合リブ ※ 総社市門田187番地 天満屋ハピータウンリブ21

岡山県 6月26日(水) 13:30~15:30 玉野市商店団体連合会・玉野マリンカード協同組合 PayPay 玉野市1-1-3 玉野産業振興ビル

岡山県 7月24日(水) 19:00~21:00 笠岡本通商店街振興組合・笠岡東本町商店街振興組合・笠岡大仙通商店街・笠岡中央商店街 PayPay・メルペイ 笠岡市中央町26-7 まちづくり寄合所（本町ビル）

岡山県 7月25日(木) 14:00~16:00 協同組合にいみプラザ PayPay・メルペイ 新見市高尾2477-1 にいみプラザホール

岡山県 7月26日(金) 15:00~16:00 協同組合ポルカ ※ 高梁市中原町1084番地の1 ポルカ天満屋ハピータウン　2階市民交流センター

広島県 5月15日(水) 17:30~18:30 宮島表参道商店街（宮島表参道商店街・宮島口商店街・宮島物産商業組合） リクルートライフスタイル・PayPay 廿日市宮島町527-1 宮島町商工会館　大会議室

広島県 6月5日(水) 19:00~21:00 尾道本通り連合会 PayPay・Square ・パーク24 尾道市土堂一丁目8番8号 尾道商業会議所記念館

広島県 6月11日(火) 19:00~21:00 きさ・ふれあいカード会 PayPay・パーク24 三次市吉舎町吉舎716 吉舎商工センター（吉舎共同福祉施設）2階　大会議室

広島県 6月11日(火) 14:00~16:00 しおまち商店街の輪 Square・PayPay 尾道市瀬戸田町瀬戸田311-1 尾道しまなみ商工会瀬戸田支所

広島県 6月12日(水) 14:00~16:00 江波商店街振興組合 Origami・Square・パーク24 広島市中区江波二本松2丁目4−20 江波二本松集会所

広島県 6月18日(火) 19:00~20:30 広島市タカノ橋商店街振興組合 PayPay・Square・JMS・パーク24 広島市中区大手町5丁目6番9号 ゆいぽーと

広島県 6月20日(木) 15:30~17:30 （協）東広島ショッピングモール PayPay 東広島市西条町御薗宇4405番地ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ東広島SC内 フジグラン東広島2F　特設会議室

広島県 6月24日(月) 14:30~16:30 広島市中央部商店街振興組合・広島シティーカード協同組合・広島市中の棚商店街振興組合 ※ 広島市中区袋町6-36 合人社ウェンディひと・まちプラザ

広島県 6月26日(水) 19:00~21:00 協同組合三良坂ビバスタンプ会 PayPay 三次市三良坂町三良坂877 三次広域商工会本所　2階講習会室

広島県 7月3日(水) 15:00~17:00 三次ショッピングセンター PayPay・綜合警備保障・Square 三次市十日市中一丁目1番10号 三次ショッピングセンター2階会議室

広島県 7月3日(水) 19:00~21:00 三次市商店街連合会 ※ 三次市三次町 1843−1 三次商工会議所

広島県 7月10日(水) 19:00~21:00 三原商栄会連合会 PayPay 三原市皆実4-8-1 三原商工会議所

広島県 7月23日(火) 14:00~16:30 安芸津中央商店街・（協）安芸津共栄会 PayPay・メルペイ 東広島市安芸津町三津1649-1 安芸津町商工会館

広島県 7月30日(火) 19:00~21:00 呉中通商店街振興組合・呉本通商店街振興組合 メルペイ・PayPay・綜合警備保障・Square 呉市中央4-1-6 呉市役所7階755～758会議室

広島県 7月31日(水) 19:00~21:00 広商店街振興組合 PayPay・綜合警備保障・メルペイ 呉市広本町3丁目16-1 広大新開自治会館

広島県 9月30日(月) 14:00~16:00 コイン通り商店街振興組合事務局 PayPay 広島市佐伯区五日市中央4丁目15−3 五日市商工会館　2階

開催場所

中国

サポート事務局

082-509-2716

【対象都道府県】

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

広島県 11月12日(火) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 広島市加古町4-17 JMS アステールプラザ　大会議室Ａ

山口県 5月20日(月) 13:30~15:30 山口市商店街連合会（米谷町・道場門前・中市） JMS・PayPay 山口市中市町1-10 山口商工会議所 5Fコミュニティホール

山口県 6月3日(月) 13:30~15:30 長門商工会議所 PayPay・JMS 長門市東深川1321-1 長門商工会議所

山口県 6月10日(月) 10:20~10:40 山口県商店街振興組合連合会(中市商店街・道場門前商店街・徳山銀座商店街・小野田駅前商店街） ※ 山口市湯田温泉2-6-24 ホテルニュータナカ　会議室

山口県 6月13日(木) 15:00~17:00 小野田駅前商店連盟 PayPay 山陽小野田市日の出 3-14-27 小野田オリエンタルホテル

山口県 7月1日(月) 14:00~16:00 柳井中央街商店街振興組合 JMS・パーク24 柳井市中央二丁目15番1号 柳井商工会議所大会議室

山口県 7月1日(月) 19:00~21:00 柳井中央街商店街振興組合 PayPay・綜合警備保障・JMS・パーク24 柳井市中央二丁目15番1号 柳井商工会議所大会議室

山口県 7月9日(火) 14:00~16:00
まちづくり岩国（I339岩国駅前本通商店街振興組合・岩国市中通商店街振興組合・中央通りを活性化する会・

人絹町商工連盟）
PayPay・JMS 岩国市山手町1丁目15番3号 岩国市民文化会館

山口県 7月9日(火) 15:00~17:00 協同組合唐戸商店会 ※ 下関市赤間町6丁目2番地 東京第一ホテル下関

山口県 7月10日(水) 15:00~17:00 グリーンモール自治繁栄会 ※ 下関市竹崎町2丁目6-3 竹崎集会所

山口県 7月16日(火) 19:00~21:00 宇部新天町名店街協同組合 PayPay・メルペイ 宇部市新天町2丁目7−3 宇部新天町名店街協同組合2階会議室

山口県 7月17日(水) 19:00~21:00 東田町商店街振興組合・田町通商店街振興組合 PayPay・メルペイ 萩市東田町84-2 JOY201 ジョイ201

山口県 8月21日(水) 15:00~16:30
徳山商店連合協同組合（徳山銀座商店街振興組合・徳山みなみ銀座商店街振興組合・銀南街商店街振興

組合）

PayPay・綜合警備保障・リクルートライフスタイル・

JMS
周南市糀町1丁目17 ピピ510　会議室

徳島県 5月31日(金) 19:00~21:00
東新町一丁目商店街振興組合・徳島市両国本町商店街振興組合・徳島市銀座商店街振興組会・徳島市新町

橋商店街協同組合
コイニー・PayPay 徳島市新町橋2丁目20番地 阿波おどり会館

徳島県 6月17日(月) 19:00~21:00 鳴門市大道商店街・サンロード商店街・本町商店街・本通り商店街 PayPay 鳴門市撫養町南浜字東浜645 ひかりや本店1F

徳島県 6月19日(水) 19:00~21:00 富岡商店街（阿南市） PayPay 阿南市富岡町ﾄﾉ町113-3 ホテル石松

徳島県 6月26日(水) 14:00~16:00
鴨島町商店街連合協同組合（吉野川市）・銀座商店街振興会（板野町）・駅前通り商店街振興会（板野

町）・本町商店街振興会（板野町）
PayPay 板野郡板野町大寺字亀山西169-5 板野町町民センター

徳島県 7月8日(月) 18:30~20:30 阿波池田駅前商店街・阿波池田銀座街
PayPay・JMS・リクルートライフスタイル・綜合警備保

障
三好市池田町ﾏﾁ2476 三好市中央公民館　大ホール

香川県 6月10日(月) 14:00~16:00 高松ライオン通商店街振興組合 Square・PayPay 高松市御坊町2-1 ライオン通Smile's

香川県 6月25日(火) 18:00~20:00
丸亀市通町商店街・丸亀市富屋町商店街・丸亀市浜町商店街・丸亀市本町商店街・丸亀市浜町ガレリア商店

街
PayPay 丸亀市通町18番地1 丸亀市中央商店街振興組合連合会会議室(FACE21内)

香川県 7月1日(月) 18:00~20:00 元町商店街・大黒通り商店街・本通り商店街・本町商店街・港町南商店街・京町商店街 PayPay・綜合警備保障 坂出市元町4丁目2-4 オアシス元町

香川県 7月18日(木) 8:00~10:00 高松常磐町商店街振興組合
PayPay・メルペイ・楽天ペイメント・リクルートライフスタ

イル
高松市南新町8-13 高松常磐町商店街振興組合事務所

香川県 5月20日(月) 15:00~17:00
高松南新町商店街振興組合・高松常磐町商店街振興組合・高松ライオン通商店街振興組合・高松丸亀町商店

街振興組合・高松田町商店街振興組合・高松兵庫町商店街振興組合
コイニー・JMS・PayPay 高松市丸亀町1番地1 高松丸亀町壱番街東館4階 丸亀町レッツホール・カルチャールーム

香川県 7月9日(火) 13:30~15:30
高松丸亀町商店街振興組合・香西商工振興会・一宮商工振興会・川岡商工振興会・円座商工振興会・前田商

工振興会・多肥商工振興会・仏生山商工振興会・弦打商工振興会
PayPay 高松市番町2-2-2 高松商工会議所会館5階 501会議室

香川県 7月17日(水) 14:00~16:00 高松ライオン通商店街振興組合 PayPay・メルペイ・楽天ペイメント 高松市御坊町2-1 ライオン通Smile's

香川県 8月5日(月) 13:30~15:30
高松兵庫町商店街振興組合・高松南新町商店街振興組合・高松常磐町商店街振興組合・香西商工振興会・

栗林共栄会・高松丸亀町商店街振興組合
PayPay・綜合警備保障・メルペイ 高松市番町2-2-2 高松商工会議所会館5階 501会議室

香川県 8月27日(火) 17:30~19:30 高松田町商店街振興組合 PayPay 高松市田町11-5 セントラルホール　会議室

愛媛県 5月30日(木) 18:00~20:00 松山大街道商店街振興組合・松山銀天街商店街振興組合・まつちか名店会 ※ 松山市大街道1丁目3-3 サンコーセントラルビル 3F

愛媛県 6月6日(木) 14:30~16:30 川之江栄町商店街振興組合・伊予三島中通商店街振興組合・伊予三島駅前商店街振興組合 PayPay 四国中央市三島朝日1丁目1−30 ホテルグランフォーレ

愛媛県 6月11日(火) 19:30~20:00 今治商店街 ※ 今治市常盤町2-7-7 まちなか広場　ほんからどんどん

開催場所

四国

サポート事務局

 087-873-2101

【対象都道府県】

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

中国

サポート事務局

082-509-2716

【対象都道府県】

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

愛媛県 6月12日(水) 14:00~16:00 新居浜ふれあいたうん商店街振興組合・新居浜喜光地商店街振興組合 Square・PayPay 新居浜市泉宮町5−8 YOURS(ユアーズ)

愛媛県 6月18日(火) 19:30~21:00 西条紺屋町商店街振興組合 PayPay 西条市栄町252-1

愛媛県 8月28日(水) 14:00~16:00 宇和島恵美須町商店街（振）・宇和島袋町商店街（振）・宇和島恵美須町二丁目商店街（振）
PayPay・メルペイ・楽天ペイメント・綜合警備保障・リ

クルートライフスタイル
宇和島市丸之内1-2-24 宇和島リージェントホテル

高知県 5月27日(月) 14:00~16:00
大橋通り商店街振興組合・壱番街商店街振興組合・帯屋町一丁目商店街振興組合・帯屋町二丁目商店街振

興組合・おびさんロード商店街振興組合・京町商店街振興組合

リクルートライフスタイル・コイニー・JMS・PayPay・パー

ク24
高知市本町1丁目6-24 高知商工会館

高知県 8月23日(金) 14:00~17:00
天神橋商店街振興組合・一条通商店街振興組合・中村大橋通商店街振興組合・東下町商店街振興組合・京

町商店街振興組合・真丁商店街振興組合・本町商店街振興組合・栄町商店街振興組合
PayPay・綜合警備保障・リクルートライフスタイル 四万十市中村小姓町26番地 新ロイヤルホテル四万十

高知県 8月29日(木) 14:00~17:00

大橋通り商店街振興組合・壱番街商店街振興組合・天神橋通商店街振興組合・はりまや橋商店街振興組合・

愛宕商店街振興組合・帯屋町一丁目商店街振興組合・京町・新京橋商店街振興組合・帯屋町二丁目商店街

振興組合・万々商店街振興組合・おびさんロード商店街振興組合・升形商店街振興組合・菜園場商店街振興組

合・東新町商店街振興組合・安芸本町商店街振興組合

PayPay・メルペイ・綜合警備保障・楽天ペイメント・リ

クルートライフスタイル
高知市本町2丁目2−31 高知サンライズホテル

高知県 9月19日(木) 14:00~15:30 安芸本町商店街振興組合 PayPay 安芸市本町2丁目7-5 本町コミュニティセンター

高知県 9月24日(火) 15:30~16:30 土佐郡大川村 PayPay 土佐郡大川村小松27番地1 山村開発センター

福岡県 6月6日(木) 11:30~13:30 周船寺商工連合会 リクルートライフスタイル・PayPay・JMS 福岡市西区周船寺2丁目7−1 福岡市農業協同組合 周船寺支店

福岡県 6月9日(日) 18:00~19:00 野芥商工連盟会 PayPay・JMS 福岡市早良区野芥3丁目2−22 中村屋

福岡県 6月11日(火) 19:00~21:00 飯塚市商店街連合会 コイニー・JMS・PayPay 飯塚市吉原町6−1 つなぐカフェ＠飯塚

福岡県 6月16日(日) 14:00~16:00 高宮商店街振興組合 Square・JMS・Origami 福岡市南区高宮3丁目3−1 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 視聴覚室

福岡県 6月17日(月)
①15:00~17:00

②19:00~21:00
戸畑商業連合会 PayPay・JMS 北九州市戸畑区千防1丁目1−1 戸畑区役所　3階　大会議室AB

福岡県 6月20日(木) 19:30~21:00 京町銀天街 PayPay 北九州市小倉北区京町1丁目5−9 北九州文学サロン

福岡県 7月3日(水) 14:00~15:00 大牟田全市商店連合会 PayPay・綜合警備保障・JMS 大牟田市新栄町6番地1 えるる(大牟田市市民活動等多目的交流施設)中研修室

福岡県 7月3日(水) 19:00~21:00 大牟田全市商店連合会 PayPay・綜合警備保障 大牟田市新栄町6番地1 えるる(大牟田市市民活動等多目的交流施設)中研修室

福岡県 7月4日(木) 19:00~21:00 大和町商工連合会 PayPay・綜合警備保障・JMS 福津市中央3丁目9−13 大和町公民館

福岡県 7月5日(金) 15:00~17:00 苅田町商業協同組合 PayPay・綜合警備保障・JMS 京都郡苅田町富久町1丁目22-14 苅田町商工会議所2階 会議室

福岡県 7月11日(木) 15:00~17:00 大里商店連合会
九州カード・PayPay・JMS・綜合警備保障・楽天ペイ

メント
北九州市門司区大里戸ﾉ上1丁目2−25 大里商工会館

福岡県 7月11日(木) 19:00~21:00 大里商店連合会 PayPay 北九州市門司区大里戸ﾉ上1丁目2−25 大里商工会館

福岡県 7月22日(月) 19:15~21:15 しんいいづか商店街振興組合 PayPay・メルペイ・綜合警備保障 飯塚市新飯塚17−3 新飯塚公民館

福岡県 7月23日(火) 19:30~21:30 周船寺商工連合会 PayPay・メルペイ・JMS 福岡市西区周船寺2丁目7−1 福岡市農業協同組合 周船寺支店

福岡県 7月25日(木) 19:00~20:00 八幡中央区商店街 PayPay・Square・メルペイ・綜合警備保障 北九州市八幡東区中央2-1-1 レインボープラザ　71会議室

福岡県 7月26日(金) 19:00~20:00 黒崎商店連合会 PayPay・Square・メルペイ・綜合警備保障・JMS 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 コムシティ　204会議室

福岡県 8月13日(火) 15:00~15:30 イオンマリナタウン同友店会 ※ 福岡市西区豊浜3丁目1-10 イオンマリナタウン社員食堂

福岡県 6月7日(金) 14:00~15:00 新天町商店街商業協同組合 リクルートライフスタイル・JMS 福岡市中央区天神2丁目9-510 新天町ホール

福岡県 6月11日(火) 14:00~16:00 (株)博多ステーションビル ※ 福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多バスターミナル貸ホール

福岡県 6月13日(木) 15:30~16:30 アクロス商店街 リクルートライフスタイル・Origami 福岡市中央区天神1丁目1−1 アクロス福岡

福岡県 6月13日(木) 16:00~18:00 博多リバレイン専門店振興会 リクルートライフスタイル・JMS・Origami 福岡市博多区下川端町3−1 リバレイン内会議室(9F)

開催場所

九州

サポート事務局

 092-753-6990

【対象都道府県】

福岡県

長崎県

佐賀県

熊本県

宮崎県

大分県

鹿児島県

四国

サポート事務局

 087-873-2101

【対象都道府県】

徳島県

香川県

愛媛県

高知県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

福岡県 6月13日(木) 19:15~21:15 協同組合 日専連北九州 Square・JMS・PayPay 北九州市小倉北区堺町1丁目6-15 日専連会館　9階会議室

福岡県 6月14日(金) 19:00~21:00 小倉中央商業連合会 Square・JMS・PayPay 北九州市小倉北区魚町3丁目3-20 中屋ビル

福岡県 7月1日(月) 19:00~20:00 和白商工連合会 PayPay 福岡市東区奈多2丁目13-1 雁ノ巣公民館

福岡県 7月8日(月) 9:30~10:30 サンローゼ博多 PayPay・九州カード 福岡市中央区渡辺通1丁目1−2 ホテルニューオータニ博多3階会議室

福岡県 7月11日(木) 12:00~14:00 藤崎商店街組合 九州カード・リクルートライフスタイル 福岡市早良区高取2丁目17−40 福岡信用金庫 藤崎出張所

福岡県 7月26日(金) 18:30~20:30 黄金地区商店連合会 PayPay・メルペイ 北九州市小倉北区黄金1丁目1-23 2F 黄金地区商店連合会事務所

福岡県 7月29日(月) 19:00~21:00 北九州生花商協同組合 綜合警備保障・PayPay・メルペイ・Square・JMS 北九州市小倉北区西港町122-7 北九州花市場　会議室

福岡県 7月30日(火) 10:00~12:00 博多バスターミナル 綜合警備保障・メルペイ・Square 福岡市博多区博多駅中央街2-1-9F 博多バスターミナル内貸ホール(13ホール)

福岡県 8月6日(火) 20:00~21:00 老司商店街連合会
綜合警備保障・リクルートライフスタイル・PayPay・メル

ペイ・JMS
福岡市南区老司3-1-8 老司公民館　学習室

福岡県 8月13日(火) 19:00~21:00 若松商店街連合会 メルペイ・PayPay・綜合警備保障 北九州市若松区本町2丁目5-14-2F 若松商店街連合会 会議室

福岡県 8月21日(水) 14:30~16:30 大橋商店連合会
九州カード・JMS・楽天ペイメント・メルペイ・Square・

綜合警備保障
福岡市南区大橋1丁目8−21 大橋西口ビル4階会議室

福岡県 8月21日(水) 19:30~21:30 大橋商店連合会
Square・PayPay・メルペイ・楽天ペイメント・リクルー

トライフスタイル・JMS
福岡市南区大橋1丁目8−21 大橋西口ビル4階会議室

福岡県 11月6日(水) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 福岡市博多区博多駅前1-14-16 ホフィスネット博多駅前店　会議室L

長崎県 6月14日(金) 19:30~21:30 大村市中央商店街 JMS 大村市本町444 まちかど研究室

長崎県 6月24日(月) 14:00~16:00 郷ノ浦地区商店街 PayPay・JMS 壱岐市郷ﾉ浦町本村触490-9 商工会館2階

長崎県 7月3日(水) 13:30~15:30 新上五島町商工会管轄商店街 PayPay・JMS・綜合警備保障 南松浦郡新上五島町青方郷1585-1 新上五島町役場F会議室

長崎県 7月23日(火) 14:00~15:00 福江商工会議所 PayPay・JMS・メルペイ 五島市中央町7-20 観光ビルはたなか3階

長崎県 6月4日(火)
①15:00~17:00

 ②19:00~21:00
諫早市中心市街地商店街協同組合 PayPay・JMS・パーク24 諫早市高城5-10 諫早商工会館

長崎県 6月20日(木) 19:45~20:45 住吉商店会 PayPay・JMS・パーク24 長崎市住吉町2 住吉中央公園 住吉集会所

長崎県 6月21日(金) 15:00~17:00 長崎県平戸市　商工物産課 PayPay・JMS 平戸市岩の上町1529 平戸文化センター　中ホール

長崎県 7月2日(火) 17:30~19:30 長崎市浜市商店街振興組合
PayPay・綜合警備保障・楽天ペイメント・リクルートラ

イフスタイル・JMS
長崎市築町3-18 メルカつきまち　5階ホール

長崎県 8月26日(月)
①15:00~17:00

②19:00~21:00
いづはらショッピングセンター PayPay・メルペイ・JMS・リクルートライフスタイル 対馬市厳原町今屋敷661 対馬市交流センター　第3会議室

長崎県 11月8日(金) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 長崎市桜町9-6 長崎勤労福祉会館　第2中会議室

佐賀県 6月5日(水) 14:00~16:00 有田焼卸団地協同組合 PayPay・JMS 西松浦郡有田町赤坂丙2351-170 有田焼卸団地組合事務所

佐賀県 6月5日(水) 18:00~20:00 有田商工会議所 PayPay・JMS 有田町本町丙954-9 有田商工会議所事務所

佐賀県 6月5日(水) 10:00~12:00 伊万里鍋島焼協同組合 PayPay・JMS 伊万里市大川内町丙221番地2 伊万里有田焼伝統産業会館

佐賀県 6月10日(月) 13:30~15:30 鳥栖市商店街連合会 Square・JMS・Origami 鳥栖市本通町1丁目810-43 本町通公民館

佐賀県 6月17日(月) 14:30~16:30 大町町商店街 PayPay・JMS 杵島郡大町町大字福母419-3 大町町商工会館

佐賀県 6月20日(木) 18:00~20:00 伊万里商店連合会 PayPay 伊万里市伊万里町甲358-1 伊萬里まちなか一番館

佐賀県 6月27日(木) 14:00~15:00 みやき町 PayPay 三養基郡みやき町大字東尾6436番地2 みやき町コミュニティーセンター（愛称　こすもす館）

開催場所

九州

サポート事務局

 092-753-6990

【対象都道府県】

福岡県

長崎県

佐賀県

熊本県

宮崎県

大分県

鹿児島県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

佐賀県 5月20日(月) 19:00~21:00 祐徳観光商店連盟 JMS・PayPay 鹿島市古枝甲1686番地 祐徳門前商店街（旧不二屋）

佐賀県 6月12日(水) 19:00~21:00 基山町商工会 JMS・PayPay 基山町大字宮浦666 基山町役場

佐賀県 6月18日(火) 14:00~16:00 白石町商工会 PayPay 杵島郡白石町福田1970-6 白石町商工会　会議室

佐賀県 6月19日(水) 15:00~17:00 小城市 PayPay 小城市小城町253-21 ゆめプラット小城　多目的ホール①②会議室2

佐賀県 6月26日(水) 19:00~21:00 小田商店街組合・ひふみ通り振興会 ※ 杵島郡江北町大字山口3360番地2 江北町商工会第一研修室

佐賀県 7月2日(火) 19:00~21:00 嬉野温泉商店街協同組合 PayPay 嬉野市嬉野町大字下宿乙908 うれしの交流センター

佐賀県 7月4日(木) 14:00~16:00 多久市商工会 PayPay 多久市北多久町 大字小待687-19 商工会議所

佐賀県 7月29日(月) 14:00~16:00 有田町 PayPay・綜合警備保障・メルペイ 西松浦郡有田町立部乙2499 有田庁舎 別館 西公民館

佐賀県 8月26日(月) 19:00~21:00 佐賀市 PayPay・メルペイ・綜合警備保障 佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル7F大会議室

佐賀県 11月14日(木) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 佐賀市唐人2-5-12 TOJIN茶屋多目的レンタルスペース

熊本県 5月28日(火) 14:00~16:00 下通繁栄会 JMS・Square・Origami・パーク24 熊本市中央区下通1丁目6-27高浜ﾋﾞﾙ4F 下通繁栄会事務所

熊本県 6月10日(月) 19:00~21:00 熊本県荒尾市商店連合会 Origami・Square・JMS 荒尾市大正町1丁目4番5号 荒尾商工会館

熊本県 6月18日(火) 15:00~17:00 大矢野スタンプ組合・二号橋商店会 PayPay・JMS・Origami 上天草市松島町合津4276-23 上天草市松島総合センターアロマ　研修室①,②

熊本県 6月18日(火) 19:00~21:00 大矢野スタンプ組合・二号橋商店会 PayPay・JMS 上天草市大矢野町上1514 上天草市役所大矢野庁舎　書庫棟2階会議室

熊本県 6月19日(水) 13:30~14:30 熊本市篭町通り商店街振興組合 PayPay・Square・JMS・パーク24 熊本市中央区安政町2-33 安政郵便局　3階会議室

熊本県 7月1日(月) 19:00~20:30 健軍商店街振興組合 リクルートライフスタイル・PayPay・楽天ペイメント 熊本市東区若葉1丁目35-18 健軍商店街ビル2Ｆ会議室

熊本県 7月9日(火) 18:00~19:30 子飼繁栄会商店街振興組合 PayPay 熊本市中央区井川淵町4番1号 碩台公民館

熊本県 7月23日(火) 14:00~16:00 阿蘇門前町商店街振興協会・内牧繁栄会 PayPay・メルペイ・綜合警備保障・JMS 阿蘇市内牧976-2 阿蘇市農村環境改善センター

熊本県 8月8日(木) 14:00~16:00 天草市
綜合警備保障・PayPay・Origami・日専連ファイナ

ンス
天草市東町3番地 天草市民センター　展示ホール

熊本県 8月21日(水) 13:30~15:30 人吉東九日町商店街振興組合 PayPay・綜合警備保障 人吉市南泉田町3-3 人吉商工会議所3Ｆ

熊本県 9月4日(水) 15:00~17:00 大矢野スタンプ組合 PayPay・綜合警備保障 上天草市松島町合津4276-23 上天草市松島総合センターアロマ 

熊本県 9月4日(水) 19:00~21:00 大矢野スタンプ組合 PayPay 上天草市大矢野町上1514 上天草市役所大矢野庁舎　書庫棟2階会議室

宮崎県 5月29日(水) 14:00~16:00 宮崎市商店街振興組合 JMS・リクルートライフスタイル・PayPay・Origami 宮崎市橘通西4丁目6番3号 エムアールティ・ミック 3階 エメラルドホール

宮崎県 6月30日(日) 15:00~17:00 ひむかの杜商店街振興組合 ※ 日向市上町7−3 ホテルベルフォート日向　シンフォニーホール2階

宮崎県 7月9日(火) 14:00~16:00 えびの市商工会 PayPay・JMS・綜合警備保障 えびの市大字大明司2146-2 えびの市文化センター　視聴覚音楽室

宮崎県 7月16日(火) 14:30~16:30 妻駅西地区商店街振興組合 PayPay・メルペイ・綜合警備保障・JMS 西都市小野崎1丁目76番地 西都市働く婦人の家

宮崎県 7月17日(水) 18:00~20:00 諸塚村商工会 PayPay・メルペイ・JMS・綜合警備保障 諸塚村大字家代2638-18 諸塚村商工会

宮崎県 7月18日(木) 13:30~15:30 新富町商工会 PayPay・メルペイ・綜合警備保障 新富町富田南一丁目112番地2 新富町商工業研修センター　大会議室

宮崎県 7月19日(金) 19:00~21:00 門川町商工会 PayPay・メルペイ・綜合警備保障 門川町大字門川尾末9246-2 門川町商工会館研修室

宮崎県 7月22日(月) 13:30~15:30 都農町商工会 PayPay・メルペイ 都農町大字川北5129 「道の駅つの」一の宮交流館

開催場所

九州

サポート事務局

 092-753-6990

【対象都道府県】

福岡県

長崎県

佐賀県

熊本県

宮崎県

大分県

鹿児島県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

宮崎県 7月26日(金) 19:00~21:00 日向商工会議所 PayPay・メルペイ・楽天ペイメント 日向市上町3-15 日向商工会館

宮崎県 8月2日(金) 14:00~16:00 三股町商工会 綜合警備保障・JMS・メルペイ・PayPay 三股町大字樺山4421-22 三股町商工会館コミュニティ室

宮崎県 8月5日(月) 19:00~21:00 延岡市商店会連合会 PayPay・JMS・メルペイ 延岡市東本小路121番地1 延岡市中小企業振興センター　4階研修室1

宮崎県 8月7日(水) 14:00~16:00 串間商工会議所 PayPay・JMS・メルペイ 串間市大字西方5657 串間商工会議所　3階会議室

宮崎県 8月19日(月) 14:00~16:00 日南市商工・マーケティング課 PayPay 日南市岩崎3丁目10-6 油津yotten

宮崎県 8月20日(火) 14:00~16:00 日南市商工・マーケティング課 PayPay・JMS 日南市飫肥4丁目2-20-1 日南市国際交流センター 小村記念館

宮崎県 8月21日(水) 14:00~16:00 高原町商工会 PayPay・綜合警備保障 高原町大字西麓627-7 高原町商工会会議室

宮崎県 8月26日(月) 10:00~12:00 小林市商工観光課
楽天ペイメント・PayPay・メルペイ・綜合警備保障・

JMS
小林市細野1655番地 小林市地域・観光交流センター　2階交流スペース 

宮崎県 8月26日(月) 19:00~21:00 川南町商工会 PayPay・JMS 児湯郡川南町大字川南13680-1 トロントロンプラザさざんかホール

宮崎県 8月27日(火) 14:00~16:00 高鍋商工会議所 PayPay・メルペイ・JMS・綜合警備保障 高鍋町大字北高鍋5138 高鍋商工会議所　会議室

宮崎県 9月5日(木) 19:00~21:00 延岡市 Origami・PayPay 延岡市東本小路121-1 延岡市中小企業振興センター　研修室3

宮崎県 9月6日(金) 10:00~12:00 延岡市 Origami・PayPay・綜合警備保障 延岡市東本小路121-1 延岡市中小企業振興センター　会議室1

宮崎県 9月13日(金) 14:00~16:00 都城商工会議所 JMS・PayPay 都城市姫城町4街区1号 都城商工会議所　31号室

大分県 5月17日(金) 13:30~14:00 キャッシュレスフェア － 中津市殿町1383-1 中津商工会議所

大分県 6月27日(木) 14:00~17:00 豊後高田市キャッシュレスフェア
オーシー、Origami、Jペイメントサービス、

SBペイメントサービス、楽天、リクルートライフスタイル
豊後高田市新町986-2 豊後高田商工会議所

鹿児島県 6月5日(水) 18:00~20:00 太平橋通り商店街 PayPay・JMS 薩摩川内市西向田町9-10 リブンプラス

鹿児島県 6月12日(水) 13:00~15:00 天文館にぎわい通商店街 Square・PayPay・JMS 鹿児島市東千石町9-8 天神ビル5階

鹿児島県 6月24日(月) 14:00~16:00 南さつま市 PayPay 南さつま市加世田川畑2648番地 南さつま市役所防災センターあんぼう21　２階会議室

鹿児島県 6月25日(火) 10:00~12:00 屋久島町商工会（宮之浦) PayPay・JMS・リクルートライフスタイル 熊毛郡屋久島町宮之浦1593 屋久島離島開発総合センター　第1会議室

鹿児島県 6月25日(火) 14:00~16:00 屋久島町商工会（安房） PayPay・JMS・リクルートライフスタイル 熊毛郡屋久島町安房187-1 屋久島町総合センター　大会議室

鹿児島県 6月26日(水) 14:00~16:00 指宿市 PayPay・リクルートライフスタイル・Origami 指宿市十町2424 指宿市中央公民館　講堂

鹿児島県 6月27日(木) 10:00~12:00 霧島市 PayPay・リクルートライフスタイル・Origami 霧島市国分中央3丁目45−1 国分シビックセンター多目的ホール

鹿児島県 6月28日(金) 10:00~12:00 奄美市 PayPay・リクルートライフスタイル 奄美市名瀬古田町1−1 鹿児島県立奄美図書館 第1研修室

鹿児島県 7月12日(金) 19:00~21:00 西伊敷商店街通り会 PayPay 鹿児島市西伊敷3丁目16-17 西伊敷福祉館

鹿児島県 7月12日(金) 15:00~16:00 古仁屋中央通り会 PayPay・リクルートライフスタイル 大島郡瀬戸内町古仁屋大湊6-1 瀬戸内町商工会館3階会議室

鹿児島県 7月19日(金) 18:30~20:30 竪馬場通り会 PayPay・メルペイ・JMS・綜合警備保障 鹿児島市上本町3-17 上本町公民館

鹿児島県 5月28日(火) 19:00~21:00 いづろ商店街振興組合 JMS・PayPay・Square・Origami・パーク24 鹿児島市呉服町6−5 マルヤガーデンズ8Ｆ

鹿児島県 6月6日(木) 16:00~18:00 宮之城温泉通り会 JMS・リクルートライフスタイル・PayPay 薩摩郡さつま町湯田1354-18 旅館湯田荘

鹿児島県 6月17日(月) 19:00~21:00 虎居商工振興会 PayPay・JMS 薩摩郡さつま町西新町11-3 虎居地区公民館

鹿児島県 6月18日(火) 18:00~20:00 垂水市本町通り会・上町通り会・本町通り会 PayPay・JMS 垂水市旭町32-2 垂水市商工会

開催場所

九州

サポート事務局

 092-753-6990

【対象都道府県】

福岡県

長崎県

佐賀県

熊本県

宮崎県

大分県

鹿児島県



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

鹿児島県 6月25日(火) 10:00~12:00 末吉町商店街研究会・財部文化通り会・麓通り会・本町通り会・曙商店街 PayPay 曽於市末吉町二之方1984-2 曽於市商工会会議室

鹿児島県 6月27日(木) 14:00~16:00 日置市商工会 PayPay・JMS 日置市伊集院町郡1丁目100番地 日置市中央公民館 1階大ホール

鹿児島県 8月6日(火) 15:00~16:00 鹿屋市商店街連合会 綜合警備保障・PayPay 鹿屋市新川町600 鹿屋市商工会　会議室

鹿児島県 8月7日(水) 13:30~15:30 西之表市商工会 PayPay・JMS 西之表市栄町2番地 産業会館3階　大会議室

鹿児島県 9月28日(土) 19:30~21:30 十島村 PayPay 鹿児島郡十島村大字宝島923 宝島コミュニティセンター

鹿児島県 10月4日(金) 15:30~18:00 三島村 PayPay 鹿児島郡三島村大字硫黄島90-61 三島開発総合センター

沖縄県 5月22日(水) 14:00~16:00 那覇市国際通り商店街振興組合連合会ほか18通り会
リクルートライフスタイル・コイニー・JMS・PayPay・ユー

シーカード
那覇市牧志3-3 牧志公設市場雑貨部3F 那覇市商人塾

沖縄県 5月22日(水) 19:00~21:00 那覇市国際通り商店街振興組合連合会ほか18通り会 リクルートライフスタイル・JMS・PayPay・ユーシーカード 那覇市牧志3-3 牧志公設市場雑貨部3F 那覇市商人塾

沖縄県 6月11日(火)
①13:00~14:30

②19:30~21:00
沖縄市一番街商店街・沖縄市センター商店街・沖縄市サンシティ商店街・沖縄市コザショッピング通り リクルートライフスタイル・JMS・PayPay 沖縄市中央1-15-1 商店街交流プラザ　コザBOX

沖縄県 6月27日(木) 14:00~16:00 久米島町中央通り・久米島町新興通り ※ 久米島町字嘉手苅658-1 久米島商工会 会議室

沖縄県 7月10日(水) 15:00~16:30 名護大通り・名護中央通り・名護十字路商店街 PayPay・リクルートライフスタイル・JMS 名護市大中1-19-24 名護市産業支援センター

沖縄県 7月9日(火) 14:00~15:30 本部町市場通り・本部町海洋博記念公園前 PayPay・JMS 国頭郡本部町大浜881-1 本部町産業支援センター

沖縄県 7月24日(水) 14:00~16:00 うるま市 PayPay・メルペイ・JMS うるま市みどり町1-1-1 うるま市役所西棟3階　第一会議室

沖縄県 8月5日(月)
①15:00~16:00

②19:00~20:00
浦添市 リクルートライフスタイル 浦添市安波茶一丁目1番1号 浦添市役所  102・103会議室

沖縄県 8月20日(火) 11:00~12:30 与那原町
PayPay・綜合警備保障・JMS・リクルートライフスタイ

ル
島尻郡与那原町字与那原3090−8 与那原町商工会

沖縄県 8月28日(水) 14:00~15:30 読谷村 JMS・PayPay 読谷村喜名2346-11 読谷村地域振興センター1階

沖縄県 9月11日(水) 14:00~15:30 宮古島 琉球銀行・PayPay・JMS 宮古島市平良字西里240-2琉球銀行ﾋﾞﾙ3F 宮古島商工会議所

沖縄県 11月11日(月) 19:00~20:30 全国商店街振興組合連合会 － 那覇市牧志3-3-4 なは商人塾 研修室

沖縄

サポート事務局

098-861-6055

【対象都道府県】

沖縄県

九州

サポート事務局

 092-753-6990

【対象都道府県】

福岡県

長崎県

佐賀県

熊本県

宮崎県

大分県

鹿児島県

開催場所



都道府県 開催日 開催時間 対象商店街 参加決済事業者等 問合せ先

調整中商店街：なし

開催場所


