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ᖹᡂ３０ᖺᗘ　⿕ᢇ㣴⪅ᕠᅇ（ሙ）デ　ሙ୍ぴ

（ᐇᮇ㛫　ᖹᡂ３０ᖺ７᭶１７᪥～ᖹᡂ３１ᖺ３᭶２０᪥）

　※デணᐃ᪥、デሙは㤋➼の㒔ྜによりኚ᭦となるሙྜがあります。ごᢎください。

༊ᕷ⏫ᮧ デணᐃ᪥ 　ሙ　ྡ ఫ　　ᡤ

31ᖺ1᭶15᪥(ⅆ)

31ᖺ1᭶16᪥(Ỉ)

31ᖺ1᭶17᪥(ᮌ)

31ᖺ1᭶18᪥(㔠)

31ᖺ1᭶19᪥(ᅵ)

31ᖺ2᭶18᪥(᭶)

31ᖺ2᭶19᪥(ⅆ)

31ᖺ2᭶20᪥(Ỉ)

31ᖺ2᭶21᪥(ᮌ)

31ᖺ2᭶22᪥(㔠)

31ᖺ2᭶23᪥(ᅵ)

31ᖺ2᭶25᪥(᭶)

31ᖺ2᭶26᪥(ⅆ)

31ᖺ3᭶14᪥(ᮌ)

31ᖺ3᭶15᪥(㔠)

31ᖺ3᭶18᪥(᭶)

31ᖺ3᭶19᪥(ⅆ)

31ᖺ3᭶20᪥(Ỉ)

ᩥி༊ 31ᖺ2᭶13᪥(Ỉ) ᩥி༊ປ⚟♴㤋 ᩥி༊ᮏ㥖㎸4-35-15

ྎᮾ༊ 31ᖺ2᭶21᪥(ᮌ) ྎᮾ༊ὸⲡබᇽ ྎᮾ༊ὸⲡ1-38-6

ቚ⏣༊ 30ᖺ7᭶17᪥(ⅆ) ቚ⏣༊❧᭥⯚ᩥセンター ቚ⏣༊ிᓥ1-38-11

Ụᮾ༊ 31ᖺ2᭶18᪥(᭶) Ụᮾ༊スポーツ㤋 Ụᮾ༊◁1-2-9

ရᕝ༊ 31ᖺ2᭶20᪥(Ỉ) ＴＯＣビル ရᕝ༊す⏣7-22-17

⏣༊ 31ᖺ1᭶26᪥(ᅵ) ⏣༊⏘ᴗプラザ ⏣༊༡ⵦ⏣1-20-20

31ᖺ2᭶5᪥(ⅆ) Ꮚ⋢ᕝᗇ⯋ ୡ⏣㇂༊⋢ᕝ1-20-21

31ᖺ2᭶8᪥(㔠) ᡂᇛホール ୡ⏣㇂༊ᡂᇛ6-2-1

31ᖺ2᭶12᪥(ⅆ) ୡ⏣㇂༊ⅲᒣ༊Ẹセンター ୡ⏣㇂༊༡ⅲᒣ6-2-19

31ᖺ2᭶14᪥(ᮌ) ୡ⏣㇂༊Ẹ㤋 ୡ⏣㇂༊ୡ⏣㇂4-21-27

ᮡ୪༊ 31ᖺ1᭶26᪥(ᅵ) セシオンᮡ୪ ᮡ୪༊ᱵ㔛1-22-32

㇏ᓥ༊ 31ᖺ1᭶24᪥(ᮌ) サンシャインシティᩥ㤋 ㇏ᓥ༊ᮾụ⿄3-1-4

Ⲩᕝ༊ 30ᖺ11᭶29᪥(ᮌ) サンパールⲨᕝ Ⲩᕝ༊Ⲩᕝ1-1-1

30ᖺ12᭶19᪥(Ỉ) ᯈᶫ༊❧グリーンホール ᯈᶫ༊ᰤ⏫36-1

31ᖺ1᭶29᪥(ⅆ) ᯈᶫ༊❧㧗ᓥᖹ༊Ẹ㤋 ᯈᶫ༊㧗ᓥᖹ3-12-28

31ᖺ3᭶11᪥(᭶) ⦎㤿⏘ᴗ㤋 ⦎㤿༊㇏⋢ୖ2-23-10

31ᖺ3᭶13᪥(Ỉ) ホテルカデンツァගがୣ ⦎㤿༊㧗ᯇ5-8

㊊❧༊ 31ᖺ1᭶25᪥(㔠) ㊊❧༊ປ⚟♴㤋 ㊊❧༊⥤℩1-34-7-102　⥤℩プルミエෆ

ⴱ㣭༊ 31ᖺ1᭶30᪥(Ỉ) テクノプラザかつしか ⴱ㣭༊㟷ᡞ7-2-1

ᮾ ி 㷗

ᯈᶫ༊

᪂ᐟ༊ す᪩✄⏣クリニック ᪂ᐟ༊す᪩✄⏣2-21-16

ୡ⏣㇂༊

⦎㤿༊

་⒪ἲே♫ᅋあさひ　す᪩✄⏣クリニック



༊ᕷ⏫ᮧ デணᐃ᪥ 　ሙ　ྡ ఫ　　ᡤ

30ᖺ11᭶22᪥(ᮌ) ᑠᯇᕝさくらホール Ụᡞᕝ༊ᑠᯇᕝ3┠6␒3ྕ

31ᖺ2᭶9᪥(ᅵ) Ụᡞᕝ༊ᮾ㒊༊Ẹ㤋 Ụᡞᕝ༊ᮾ⍞Ụ1-17-1

31ᖺ2᭶12᪥(ⅆ) Ụᡞᕝ༊⥲ྜᩥセンター Ụᡞᕝ༊୰ኸ4-14-1

31ᖺ2᭶16᪥(ᅵ) Ụᡞᕝ༊❧ⴱす༊Ẹ㤋 Ụᡞᕝ༊୰ⴱす３－１０－１

30ᖺ12᭶13᪥(ᮌ) ඵ⋤Ꮚᕷ༡ἑᩥ㤋 ඵ⋤Ꮚᕷ༡ἑ2-27

31ᖺ1᭶15᪥(ⅆ)

31ᖺ1᭶22᪥(ⅆ)

31ᖺ1᭶18᪥(㔠)

31ᖺ1᭶21᪥(᭶)

31ᖺ1᭶29᪥(ⅆ)

୕㮚ᕷ 31ᖺ2᭶15᪥(㔠) ୕㮚ᕷබᇽ ୕㮚ᕷ㔝ᓮ1-1-1

ᗓ୰ᕷ 30ᖺ11᭶14᪥(Ỉ) むさしᗓ୰ၟᕤ㆟ᡤ ᗓ୰ᕷ⥳⏫3-5-2

31ᖺ2᭶13᪥(Ỉ)

31ᖺ2᭶26᪥(ⅆ)

᪥㔝ᕷ 31ᖺ2᭶1᪥(㔠) ᪥㔝ᕷẸ㤋 ᪥㔝ᕷ⚄1-12-1

ᅜศᑎᕷ 31ᖺ2᭶8᪥(㔠) ᅜศᑎᕷ❧いずみホール ᅜศᑎᕷἨ⏫3-36-12

ᮾᕷ 31ᖺ1᭶23᪥(Ỉ) ᮾᕷẸ㤋 ᮾᕷྥཎ6-1

30ᖺ11᭶11᪥(᪥)

30ᖺ11᭶18᪥(᪥)

ከᦶᕷ 31ᖺ1᭶16᪥(Ỉ) パルテノンከᦶ ከᦶᕷⴠྜ2-35

すᮾிᕷ 31ᖺ3᭶8᪥(㔠) すᮾிᕷẸ㤋 すᮾிᕷ⏣↓⏫4-15-11

31ᖺ1᭶17᪥(ᮌ) さいたまᕷẸ㤋いわつき さいたまᕷᒾᵳ༊ኴ⏣3-1-1

31ᖺ1᭶21᪥(᭶) ᇸ⋢┴ᘓ⏘㐃◊ಟセンター さいたまᕷ༡༊㮵ᡭ⿄4-1-7

31ᖺ1᭶30᪥(Ỉ) ラフレさいたま さいたまᕷ୰ኸ༊᪂㒔ᚰ3-2

31ᖺ2᭶6᪥(Ỉ) ＪＡඹ῭ᇸ⋢ビル さいたまᕷᐑ༊ᅵᡭ⏫1-2

31ᖺ2᭶2᪥(ᅵ)

31ᖺ2᭶20᪥(Ỉ)

⇃㇂ᕷ 30ᖺ8᭶20᪥(᭶) マロウドイン⇃㇂ ⇃㇂ᕷ㖟ᗙ1-64

ᕝཱྀᕷ 30ᖺ12᭶7᪥(㔠) 㟷ᮌ㤋 ᕝཱྀᕷ㟷ᮌ3-3-1

⾜⏣ᕷ 30ᖺ9᭶29᪥(ᅵ) ⾜⏣ᕷ⏘ᴗᩥ㤋 ⾜⏣ᕷᮏ2-20

30ᖺ11᭶10᪥(ᅵ)

30ᖺ11᭶21᪥(Ỉ)

30ᖺ11᭶30᪥(㔠)

30ᖺ12᭶1᪥(ᅵ)

30ᖺ11᭶5᪥(᭶)

30ᖺ11᭶12᪥(᭶)

30ᖺ11᭶19᪥(᭶)

30ᖺ11᭶26᪥(᭶)

ຍ㡲ᕷ 31ᖺ2᭶7᪥(ᮌ) ᕷẸプラザかぞ ຍ㡲ᕷ୰ኸ2-4-17

ᮏᗉᕷ 30ᖺ9᭶19᪥(Ỉ) ᮏᗉၟᕤ㆟ᡤ ᮏᗉᕷᮅ᪥⏫3-1-35

31ᖺ1᭶16᪥(Ỉ)

31ᖺ1᭶29᪥(ⅆ)

Ụᡞᕝ༊

ඵ⋤Ꮚᕷ オリンパスホール（᪂ඵ⋤Ꮚ
ᕷẸ㤋）

ඵ⋤ᏊᕷᏊᏳ⏫4-7-1　サザンスカイ
タワーඵ⋤Ꮚ4㝵

Ύ℩ᕷ ➉ୣᆅᇦᕷẸセンター Ύ℩ᕷ➉ୣ1-11-1

ㄪᕸᕷグリーンホール ㄪᕸᕷᑠᓥ⏫2-47-1ㄪᕸᕷ

❧ᕝᕷ ❧ᕝグランドホテル ❧ᕝᕷ᭖⏫2-14-16

ᇸ ⋢ ┴

ᕝ㉺すᩥ㤋（メルト） ᕝ㉺ᕷ㪒1556-1

᪥㒊ᕷ ふれあいキューブ ᪥㒊ᕷ༡1-1-7

㣤⬟ᕷ

ᡤἑᕷ ᡤἑᕷẸᩥセンター ᡤἑᕷ୪ᮌ1-9-1

マロウドイン㣤⬟ 㣤⬟ᕷᰗ105-8

さいたまᕷ

ᕝ㉺ᕷ

་⒪ἲே♫ᅋあさひ　す᪩✄⏣クリニック



༊ᕷ⏫ᮧ デணᐃ᪥ 　ሙ　ྡ ఫ　　ᡤ

31ᖺ1᭶19᪥(ᅵ)

31ᖺ1᭶22᪥(ⅆ)

31ᖺ1᭶25᪥(㔠)

31ᖺ1᭶30᪥(Ỉ)

㬨ᕢᕷ 30ᖺ9᭶21᪥(㔠) クレアこうのす 㬨ᕢᕷ୰ኸ29-1

30ᖺ7᭶23᪥(᭶)

30ᖺ8᭶29᪥(Ỉ)

30ᖺ9᭶26᪥(Ỉ)

ୖᑿᕷ 31ᖺ3᭶5᪥(ⅆ) ୖᑿᕷᩥセンター ୖᑿᕷツᐑ750

31ᖺ1᭶20᪥(᪥) ⲡຍᕷ℩ᓮコミュニティセンター ⲡຍᕷ℩ᓮ6-6-22

31ᖺ1᭶27᪥(᪥) ⲡຍᕷඵᖭコミュニティセンター ⲡຍᕷඵᖭ⏫259

30ᖺ12᭶4᪥(ⅆ)

30ᖺ12᭶5᪥(Ỉ)

30ᖺ12᭶19᪥(Ỉ)

30ᖺ12᭶20᪥(ᮌ)

ⷘᕷ 31ᖺ2᭶26᪥(ⅆ) ⷘᕷẸ㤋 ⷘᕷ୰ኸ4-21-29

31ᖺ2᭶6᪥(Ỉ)

31ᖺ2᭶7᪥(ᮌ)

31ᖺ2᭶21᪥(ᮌ)

31ᖺ2᭶22᪥(㔠)

30ᖺ12᭶11᪥(ⅆ)

30ᖺ12᭶21᪥(㔠)

᪂ᗙᕷ 30ᖺ12᭶20᪥(ᮌ) ᪂ᗙᕷẸ㤋 ᪂ᗙᕷ㔝ⅆṆ1-1-2

31ᖺ1᭶19᪥(ᅵ)

31ᖺ1᭶31᪥(ᮌ)

ᮏᕷ 31ᖺ2᭶22᪥(㔠) ᮏᕷᩥセンター ᮏᕷᮏ⏫1-2-1

ඵ₻ᕷ 30ᖺ12᭶12᪥(Ỉ) ඵ₻ᕷẸᩥ㤋（ඵ₻メセナ） ඵ₻ᕷ୰ኸ1-10-1

୕㒓ᕷ 31ᖺ2᭶27᪥(Ỉ) ୕㒓ᕷᩥ㤋 ୕㒓ᕷ᪩✄⏣5-4-1

ᆏᡞᕷ 31ᖺ2᭶14᪥(ᮌ) ᆏᡞᕷワークプラザ ᆏᡞᕷᏐ▼2327-5

ᖾᡭᕷ 31ᖺ3᭶12᪥(ⅆ) アスカルᖾᡭ ᖾᡭᕷᏐᖹ㡲㈡2380-1

ふじみ㔝ᕷ 31ᖺ3᭶2᪥(ᅵ) ふじみ㔝ᕷ❧⏘ᴗᩥセンター ふじみ㔝ᕷうれし㔝2-10-48

ⓑᒸᕷ 30ᖺ12᭶10᪥(᭶) グリーンコアⓑᒸ ⓑᒸᕷす10-9-2

30ᖺ12᭶4᪥(ⅆ) ༓ⴥ┴ᩥ㤋 ༓ⴥᕷ୰ኸ༊ᕷሙ⏫11-2

30ᖺ12᭶3᪥(᭶)

30ᖺ12᭶10᪥(᭶)

31ᖺ1᭶16᪥(Ỉ) ༓ⴥᕷ⨾ᩥホール ༓ⴥᕷ⨾༊┿◁5-15-2

30ᖺ12᭶12᪥(Ỉ)

30ᖺ12᭶13᪥(ᮌ)

31ᖺ2᭶19᪥(ⅆ) ⾜ᚨᩥホール ᕷᕝᕷᮎᗈ1-1-48

⯪ᶫᕷ 30ᖺ11᭶26᪥(᭶) ⯪ᶫグランドホテル ⯪ᶫᕷᮏ⏫7-11-1

30ᖺ11᭶9᪥(㔠) ᯇᡞᕷ᳃のホール２１ ᯇᡞᕷ༓㥏ᇼ646-4

31ᖺ1᭶18᪥(㔠) ᯇᡞᕷᖖ┙ᖹᕷẸセンター ᯇᡞᕷᖖ┙ᖹ3-30

㉺㇂ᕷ༡㉺㇂1-2876-1

ᮅ㟘ᕷ ᮅ㟘ᕷẸ㤋 ᮅ㟘ᕷᮏ⏫1-26-1

῝㇂ᕷすᓥ⏫1-1-13

⊃ᒣᕷ ⊃ᒣᕷᕷẸ㤋 ⊃ᒣᕷධ㛫ᕝ2-33-1

ⲡຍᕷ

ஂ႐ᕷᏐୗ᪩ぢ140␒ᆅ

ධ㛫ᕷ ධ㛫ᕷᕷẸ㤋 ධ㛫ᕷ㇏ᒸ3-10-10

㉺㇂ᕷ

ஂ႐ᕷ ஂ႐⥲ྜᩥ㤋

῝㇂ᕷ ᇸ⋢グランドホテル῝㇂

サンシティホール

༓ ⴥ ┴

ᕷᕝᕷ
ᕷᕝᕷᩥ㤋 ᕷᕝᕷ⏣1-1-5

ᯇᡞᕷ

༓ⴥᕷ ヴェルシオーネⱝ₻ ༓ⴥᕷ⨾༊㧗Ὢ3-8-5

་⒪ἲே♫ᅋあさひ　す᪩✄⏣クリニック



༊ᕷ⏫ᮧ デணᐃ᪥ 　ሙ　ྡ ఫ　　ᡤ

㔝⏣ᕷ 30ᖺ12᭶2᪥(᪥) さわやかワークのだ 㔝⏣ᕷ୰᰿323-3

ⱱཎᕷ 31ᖺ2᭶6᪥(Ỉ) ⱱཎᕷ⥲ྜᕷẸセンター ⱱཎᕷ⏫ಖ13-20

ᡂ⏣ᕷ 30ᖺ12᭶15᪥(ᅵ) ᡂ⏣ᅜ㝿ᩥ㤋 ᡂ⏣ᕷᅵᒇ303

ᮾ㔠ᕷ 31ᖺ3᭶12᪥(ⅆ) ᮾ㔠ᩥ㤋 ᮾ㔠ᕷඵᆏྎ1-2107-3

⩦ᚿ㔝ᕷ 31ᖺ1᭶22᪥(ⅆ) ⩦ᚿ㔝ᕷẸ㤋 ⩦ᚿ㔝ᕷᮏஂಖ3-8-20

31ᖺ2᭶4᪥(᭶)

31ᖺ2᭶18᪥(᭶)

ᕷཎᕷ 30ᖺ11᭶28᪥(Ỉ) ᕷཎマリンホテル ᕷཎᕷ୰ኸす2-22-8

30ᖺ9᭶14᪥(㔠) ὶᒣᕷᩥ㤋 ὶᒣᕷຍ1-16-2

30ᖺ11᭶30᪥(㔠) ὶᒣᕷ⏕ᾭᏛ⩦センター ὶᒣᕷ୰110

ඵ༓௦ᕷ 30ᖺ11᭶29᪥(ᮌ) ඵ༓௦ྎᩥセンター ඵ༓௦ᕷඵ༓௦ྎす1-8

ᡃᏞᏊᕷ 31ᖺ2᭶8᪥(㔠) ༓ⴥ┴⚟♴ふれあいプラザ ᡃᏞᏊᕷᮏ⏫3-1-2（けやきプラザෆ）

ᾆᏳᕷ 31ᖺ1᭶15᪥(ⅆ) ᾆᏳၟᕤ㆟ᡤ ᾆᏳᕷ⊧ᐇ1-19-36

ᅄ⾤㐨ᕷ 31ᖺ2᭶5᪥(ⅆ) ᅄ⾤㐨ᕷᩥセンター ᅄ⾤㐨ᕷ᪥396

༳すᕷ 31ᖺ3᭶6᪥(Ỉ) ホテルマークワンＣＮＴ ༳すᕷ୰ኸ༡1-10

30ᖺ12᭶11᪥(ⅆ)

31ᖺ3᭶6᪥(Ỉ)

31ᖺ3᭶15᪥(㔠)

31ᖺ3᭶13᪥(Ỉ) ᶓᕷ㔠ἑ⏘ᴗ⯆センター ᶓᕷ㔠ἑ༊⚟ᾆ1-5-2

31ᖺ1᭶17᪥(ᮌ)

31ᖺ1᭶25᪥(㔠)

31ᖺ1᭶28᪥(᭶)

30ᖺ11᭶7᪥(Ỉ) フォーラム(⏨ዪඹྠཧ⏬センターᶓ) ᶓᕷᡞሯ༊ୖ⏣⏫435-1

30ᖺ11᭶17᪥(ᅵ) かながわᖹ♳ᛕ㤋 ᶓᕷ ༡༊ஂಖ1-8-10

30ᖺ11᭶2᪥(㔠)

30ᖺ11᭶16᪥(㔠)

30ᖺ11᭶10᪥(ᅵ) メロンディアあざみ㔝 ᶓᕷ㟷ⴥ༊᪂▼ᕝ1-1-9

31ᖺ2᭶4᪥(᭶) ᕝᓮᕷ⏘ᴗ⯆㤋 ᕝᓮᕷᖾ༊ᇼᕝ⏫66␒ᆅ20

31ᖺ2᭶13᪥(Ỉ) ᕝᓮᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬センター（すくらむ２１） ᕝᓮᕷ㧗ὠ༊⁁ཱྀ2-20-1

31ᖺ2᭶19᪥(ⅆ) ᕝᓮᕷᐑ๓ᕷẸ㤋（ᐑ๓ᩥセンター） ᕝᓮᕷᐑ๓༊ᐑ๓ᖹ2-20-4

30ᖺ12᭶6᪥(ᮌ)

30ᖺ12᭶18᪥(ⅆ)

31ᖺ3᭶1᪥(㔠)

31ᖺ3᭶14᪥(ᮌ)

31ᖺ2᭶5᪥(ⅆ)

31ᖺ2᭶22᪥(㔠)

31ᖺ3᭶4᪥(᭶)

31ᖺ3᭶5᪥(ⅆ)

⸨ἑᕷ 31ᖺ2᭶1᪥(㔠) ⸨ἑᕷẸ㤋 ⸨ἑᕷ㭀ᮾ8-1

ⱴヶᓮᕷ 31ᖺ3᭶10᪥(᪥) ⱴヶᓮᕷၟᕤ㆟ᡤ ⱴヶᓮᕷ᪂ᰤ⏫13-29

⛙㔝ᕷ 31ᖺ2᭶15᪥(㔠) ⛙㔝ၟᕤ㆟ᡤ ⛙㔝ᕷᖹἑ2550-1

ཌᮌᕷ 31ᖺ2᭶7᪥(ᮌ) プロミティあつぎ ཌᮌᕷ୰⏫4-16-21

ὶᒣᕷ

⚄ ዉ ᕝ ┴

᯽ᕷ

ホテルモリノ᪂ⓒྜୣ ᕝᓮᕷ㯞⏕༊ୖ㯞⏕1-1-1

┦ᶍཎᕷ ホテルラポール༓ᑑ㛶 ┦ᶍཎᕷ༡༊ୖ㭯㛫ᮏ⏫3-11-8

ᖹሯᕷ ⚄ዉᕝ┴༠ྠಖ㤋

ᶓᕷ

ワークピアᶓ

ザ・クレストホテル᯽ ᯽ᕷᮎᗈ⏫14-1

ᖹሯᕷᯇ㢼⏫6-1

ᶓ㡲㈡ᕷ ᶓ㡲㈡ᕷᩥ㤋 ᶓ㡲㈡ᕷ῝⏣ྎ50

ᶓᕷ୰༊ᒣୗ⏫24-1

ᕝᓮᕷ

ᆅ⌫ᕷẸかながわプラザ ᶓᕷᰤ༊ᑠⳢｹ㇂1-2-1

᪂ᶓグレイスホテル ᶓᕷ ༊᪂ᶓ3-6-15
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༊ᕷ⏫ᮧ デணᐃ᪥ 　ሙ　ྡ ఫ　　ᡤ

ᾏ⪁ྡᕷ 30ᖺ12᭶12᪥(Ỉ) オークラフロンティアホテルᾏ⪁ྡ ᾏ⪁ྡᕷ୰ኸ2-9-50

⥤℩ᕷ 30ᖺ11᭶28᪥(Ỉ) ⥤℩ᕷᩥ㤋 ⥤℩ᕷ῝㇂3838

30ᖺ8᭶29᪥(Ỉ)

31ᖺ3᭶8᪥(㔠)

ᅵᾆᕷ 31ᖺ2᭶15᪥(㔠) グリーンコアᅵᾆ ᅵᾆᕷ ⏫1-8-26

30ᖺ8᭶20᪥(᭶)

31ᖺ2᭶18᪥(᭶)

▼ᒸᕷ 31ᖺ3᭶1᪥(㔠) ▼ᒸᕷẸ㤋 ▼ᒸᕷ⥲♫1-2-5

㱟ケᓮᕷ 31ᖺ1᭶18᪥(㔠) 㱟ヶᓮᕷᩥ㤋 㱟ヶᓮᕷ㥆㤿⏫2612

Ⲉᮌᕷ 30ᖺ9᭶26᪥(Ỉ) Ⲉᇛၟᕤ㤋 Ⲉᇛᕷ☾ཎᮏ⏫1-3-9

ྲྀᡭᕷ 31ᖺ1᭶24᪥(ᮌ) ྲྀᡭᕷ❧⚟♴㤋 ྲྀᡭᕷᮾ1-1-5

∵ஂᕷ 31ᖺ1᭶15᪥(ⅆ) ∵ஂᕷ୰ኸ⏕ᾭᏛ⩦センター ∵ஂᕷ᯽⏣⏫1606-1

つくばᕷ 31ᖺ3᭶7᪥(ᮌ) つくばᅜ㝿㆟ሙ（エポカルつくば） つくばᕷ➉ᅬ2-20-3

Ᏺ㇂ᕷ 31ᖺ1᭶19᪥(ᅵ) Ᏺ㇂ᕷᩥ㤋 Ᏺ㇂ᕷஂಖヶୣ1-19-2

スペースＵྂἙ ྂἙᕷ㛗㇂⏫38-18

Ⲉ ᇛ ┴

ྂἙᕷ

Ỉᡞᕷ Ỉᡞᕷᐑ⏫1-6-1ホテルレイクビューỈᡞ
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