
615 びわ湖大津プリンスホテル 滋賀 大津市におの浜４－７－７

616 ホテルニューオウミ 滋賀 近江八幡市鷹飼町１４８１

617 クサツエストピアホテル 滋賀 草津市西大路町４－３２

618 八日市ロイヤルホテル 滋賀 東近江市妙法寺町６９０

619 ひこね市文化プラザ 滋賀 彦根市野瀬町１８７－４

620 滋賀保健研究センター 滋賀 野洲市永原上町６６４

621 京都工場保健会総合健診センター 京都 京都市中京区西ノ京北壺井町６７

622 京都予防医学センター 京都 京都市中京区西ノ京左馬寮町２８

623 パルスプラザ（京都府総合見本市会館） 京都 京都市伏見区竹田鳥羽殿町５

624 ロームシアター京都 京都 京都市左京区岡崎最勝寺町１３

625 右京ふれあい文化会館 京都 京都市右京区太秦安井西裏町１１－６

626 西陣織会館（西陣産業会館） 京都 京都市上京区堀川通今出川南入

627 イオンモール京都桂川 京都 京都市南区久世高田町３７６－１

628 音羽病院健診センター 京都 京都市山科区音羽珍事町２

629 京都工場保健会宇治健診クリニック 京都 宇治市広野町成田１－７

630 八幡市文化センター 京都 八幡市八幡高畑５－３

631 けいはんなプラザ 京都 相楽郡精華町光台１－７

632 山城総合文化センター（アスピアやましろ） 京都 木津川市山城町平尾前田２４

633 大阪府結核予防会　大阪総合健診センター 大阪 大阪市中央区道修町４－６－５

634 オリエンタル労働衛生協会　大阪支部 大阪 大阪市中央区久太郎町１－９－２６

635 新長堀診療所 大阪 大阪市中央区島之内１－１１－１８

636 松下ＩＭＰビル 大阪 大阪市中央区城見１－３－７　松下ＩＭＰビル２階

637 ｍ・ｏクリニック 大阪 大阪市中央区難波２－２－３　御堂筋グランドビル１１階

638 淀屋橋健診プラザ 大阪 大阪市中央区伏見町４－１－１　明治安田生命大阪御堂筋ビル４階

639 大阪駅前第３ビル 大阪 大阪市北区梅田１－１－３　大阪駅前第３ビル

640 MeetingSpaceAP大阪駅前 大阪 大阪市北区梅田１－１２－１２　東京建物梅田ビル

641 日本予防医学協会　附属診療所　ウェルビーイング南森町 大阪 大阪市北区西天満５－２－１８　三共ビル東館５階

642 大阪国際交流センター 大阪 大阪市天王寺区上本町８－２－６

643 東淀川健康保険組合　東淀川ケンポ会館 大阪 大阪市東淀川区淡路３－２－２１

644 ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 大阪 大阪市福島区福島５－４－２１

645 多根クリニック 大阪 大阪市港区弁天１－２　大阪ベイタワー　ベイタワーイースト６階

646 大阪健康管理センター 大阪 大阪市港区築港１－８－２２

647 ニューオーサカホテル 大阪 大阪市淀川区西中島５－１４－１０

648 大阪府立体育会館 大阪 大阪市浪速区難波中３－４－３６

649 平野区画整理記念会館 大阪 大阪市東住吉区中野２－７－１６

650 池田市民文化会館 大阪 池田市天神町１－７－１

651 和泉市立人権文化センター 大阪 和泉市伯太町６－１－２０

652 テクスピア大阪 大阪 泉大津市旭町２２－４５

653 泉の森ホール 大阪 泉佐野市市場東１－２９５－１

654 大阪狭山市文化会館 大阪 大阪狭山市狭山１－８７５－１

655 貝塚市民文化会館（コスモスシアター） 大阪 貝塚市畠中１－１８－１

656 柏原市民文化会館リビエールホール 大阪 柏原市安堂町１－６０

657 大阪府立門真スポーツセンター 大阪 門真市三ツ島３－７－１６

658 河内長野市立文化会館（ラブリーホール） 大阪 河内長野市西代町１２－４６

659 浪切ホール 大阪 岸和田市港緑町１－１

660 交野市立総合体育施設（いきいきランド交野） 大阪 交野市向井田２－５－１

661 堺市産業振興センター 大阪 堺市北区長曽根町１８３－５

662 ホテル　リバティプラザ 大阪 堺市堺区翁橋１－１－１７

663 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ） 大阪 堺市南区茶山台１－８－１

664 四條畷市立市民総合体育館（サンアリーナ） 大阪 四條畷市西中野１－３－６

665 迎賓館 大阪 吹田市千里万博公園9－1

666 大阪健康倶楽部　小谷診療所 大阪 吹田市江坂町４－１０－１

667 サニーストンホテル 大阪 吹田市広芝町１０－３

668 泉南市立市民体育館 大阪 泉南市樽井２－２６－１

669 大東市立市民会館 大阪 大東市曙町４－６

670 大阪府立臨海スポーツセンター 大阪 高石市高師浜丁６－１

671 アンシェルデ・マリアージュ 大阪 高槻市中川町１－９

672 千里朝日阪急ビル　会議室 大阪 豊中市新千里東町１－５－３　千里朝日阪急ビル１４階
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673 豊中市立ローズ文化ホール 大阪 豊中市野田町４－１

674 富田林市民会館（レインボーホール） 大阪 富田林市粟ケ池町２９６９－５

675 シティホテルニューコマンダー 大阪 寝屋川市木田町１７－４

676 寝屋川市立市民会館 大阪 寝屋川市秦町４１－１

677 大阪府結核予防会　大阪複十字病院 大阪 寝屋川市打上高塚町３－１０

678 羽曳野市生活文化情報センター（ＬＩＣはびきの） 大阪 羽曳野市軽里１－１－１

679 阪南市立文化センター・サラダホール 大阪 阪南市尾崎町３５－３

680 大阪府立中央図書館ライティ・ホール 大阪 東大阪市荒本北１－２－１

681 東大阪市創造館 大阪 東大阪市御厨南２－３－４

682 枚方市総合文化芸術センター 大阪 枚方市新町２－１－６０

683 藤井寺市立市民総合会館 大阪 藤井寺市北岡１－２－８

684 ゆめニティプラザ 大阪 松原市上田３－６－１

685 箕面市立メイプルホール 大阪 箕面市箕面５－１１－２３

686 守口文化センター（エナジーホール） 大阪 守口市河原町８－２２

687 八尾市文化会館プリズムホール 大阪 八尾市光町２－４０

688 神戸サンセンタープラザ 兵庫 神戸市中央区三宮町２－１１－１－６０４

689 京都工場保健会神戸健診クリニック 兵庫 神戸市中央区元町通２－８－１４　オルタンシアビル３階

690 兵庫県予防医学協会　健診センター 兵庫 神戸市灘区岩屋北町１－８－１

691 兵庫県健康財団　保健検診センター 兵庫 神戸市兵庫区荒田町２－１－１２

692 兵庫県予防医学協会　健康ライフプラザ 兵庫 神戸市兵庫区駅南通５－１－２－３００

693 明石市民会館 兵庫 明石市中崎１－３－１

694 尼崎市総合文化センター 兵庫 尼崎市昭和通り２－７－１６

695 東リ　いたみホール 兵庫 伊丹市宮ノ前１－１－３

696 郷の音ホール（三田市総合文化センター） 兵庫 三田市天神１－３－１

697 加古川市民会館 兵庫 加古川市加古川町北在家２０００

698 キセラ川西プラザ 兵庫 川西市火打１－１２－１６

699 宝塚ホテル 兵庫 宝塚市栄町１－１－３３

700 西宮商工会館 兵庫 西宮市櫨塚町２－２０

701 京都工場保健会　姫路健診クリニック 兵庫 姫路市西駅前町７３　姫路ターミナルスクエア３階

702 姫路みなとドーム 兵庫 姫路市飾磨区細江１２２８－２

703 なら１００年会館 奈良 奈良市三条宮前町７－１

704 南コミュニティセンターせせらぎ 奈良 生駒市小瀬町１８

705 葛城メディカルセンター 奈良 大和高田市西町１－４５　大和高田市保健センター３階

706 ふたかみ文化センター 奈良 香芝市藤山１－１７－１７

707 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山 和歌山市七番丁２６－１

708 県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛 和歌山 和歌山市手平２－１－２

709 海南ノビノス 和歌山 海南市日方１５２５－６


