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たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ホール たつの市龍野町富永字田井屋畑地先 興行場 一般興行場（演芸） たつの市 平成9年3月26日 竜保第151-1 791631888 兵庫県たつの市龍野町富永1005番地の1 791633131 市長 山本 実
芦屋市民センター（ルナ・ホール） 芦屋市業平町８－２４ 興行場 一般興行場（映画） 芦屋市 昭和47年6月22日 環第13-1-5 314995 兵庫県芦屋市精道町７－６ 312121 市長 伊藤 舞
伊丹市立演劇ホール（アイホール） 伊丹市伊丹２丁目４番１号 興行場 一般興行場（演劇） 伊丹市 昭和63年11月22日 伊保第1 727822000 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 727831234 市長 藤原 保幸
伊丹市立文化会館（いたみホール） 伊丹市宮ノ前１丁目１番地３号 興行場 一般興行場（その他） 伊丹市 平成10年10月29日 伊保第1 727788788 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 727831234 市長 藤原 保幸
伊丹市立音楽ﾎｰﾙ（伊丹ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ） 伊丹市宮ノ前１丁目３番３０号 興行場 一般興行場（音楽） 伊丹市 平成3年12月7日 伊保第1 727802110 兵庫県伊丹市千僧１丁目１番地 727831234 市長 藤原 保幸
ＴＯＨＯシネマズ伊丹 伊丹市藤ノ木１丁目１―１イオンモール伊丹テラス内４Ｆ 興行場 一般興行場（映画） ＴＯＨＯシネマズ株式会社 平成14年9月30日 神北(伊健)第3-1 727783780 東京都千代田区有楽町１丁目２―２ 355121234 代表取締役社長 池田 隆之
稲美町立文化会館（コスモホール） 加古郡稲美町国安字運上林1286-1 興行場 一般興行場（その他） 稲美町 平成4年11月2日 加保第151 794927700 兵庫県加古郡稲美町国岡１-１ 794921212 町長 中山 哲郎
加古川市民会館　大ホール 加古川市加古川町北在家２０００番地 興行場 一般興行場（その他） 加古川市 昭和49年1月28日 環第13-1-8 794245381 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 市長 岡田 康裕
加古川市民会館　小ホール 加古川市加古川町北在家２０００番地 興行場 一般興行場（その他） 加古川市 昭和49年1月28日 環第13-1-9 794245381 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 市長 岡田 康裕
加古川ウェルネスパーク　音楽ホール 加古川市東神吉町天下原３７０番地 興行場 一般興行場（音楽） 加古川市 平成21年11月27日 東播(加健)第151-4 794331100 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 市長 岡田 康裕
イオンシネマ加古川 加古川市平岡町新在家７１３の２ 興行場 一般興行場（映画） イオンエンターテイメント株式会社 平成13年1月19日 加保第151-3 794206171 東京都港区台場２－３－１ 332620201 代表取締役 浅田 靖浩
加西市民会館 加西市北条町古坂1丁目1番地 興行場 一般興行場（その他） 加西市 昭和53年5月19日 環第13-1-1 兵庫県加西市北条町横尾1000番地 790421110 市長 西村 和平
加東市やしろ国際学習塾 加東市上三草字陣屋内1175 興行場 一般興行場（その他） 加東市 平成3年5月15日 社保第92-2 795427700 兵庫県加東市社50 795423301 市長 岩根 正
加東市東条文化会館 加東市天神66　外30筆 興行場 一般興行場（その他） 加東市 平成2年3月20日 社保第81-5 795471500 兵庫県加東市社50 795423301 市長 岩根 正
高砂市文化会館 高砂市高砂町朝日町1丁目２番１号 興行場 一般興行場（その他） 高砂市 昭和43年6月10日 環第42-1-3 079-442-4831 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号 市長 都倉 達殊
高砂市総合体育館 高砂市米田町島526番地 興行場 一般興行場（スポーツ） 高砂市 平成1年10月20日 高保第61-1 794329090 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号 794422101 市長 都倉 達殊
イオンシネマ三田ウッディタウン 三田市けやき台1丁目6番4 興行場 一般興行場（映画） イオンエンターテイメント株式会社 平成12年10月27日 三保第49-1 795638787 東京都港区台場二丁目3番1号 332620201 代表取締役 浅田 靖浩
三田市総合文化センター （郷の音ホール） 三田市天神1丁目3番1号 興行場 一般興行場（演劇） 三田市長 平成19年6月28日 神北(宝健)第129-1 795598100 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 795631111 市長 森 哲男
三木市文化会館 三木市福井1937 興行場 一般興行場（その他） 三木市 昭和61年4月10日 三木保第81-1 794833300 兵庫県三木市上の丸町10-30 794822000 市長 仲田 一彦
三木ホースランドパーク 三木市別所町高木三木ホースランドパーク 興行場 一般興行場（スポーツ） 公益財団法人　三木山人と馬とのふれあいの森協会 平成11年3月11日 三木保第101-1 794838110 兵庫県三木市別所町高木三木ホースランドパーク 794838110 代表理事 伊東 茂治
洲本市文化体育館 洲本市塩屋1丁目300番28　外5筆 興行場 一般興行場（その他） 洲本市 平成17年8月4日 淡路(洲健)第85-1 799253321 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号 799223321 上崎 勝規
オリオン 洲本市本町５丁目４－１１ 興行場 一般興行場（映画） （有）オリオン 昭和51年10月14日 環第13-1-6 799220265 兵庫県洲本市本町５丁目４－８ 取締役 野口 仁
小野市うるおい交流館エクラ 小野市中島町72番地 興行場 一般興行場（その他） 小野市 平成17年2月25日 北播(社健)第62-5 794648650 兵庫県小野市王子町806番地の1 794631000 市長 蓬莱 務
西脇市市民交流施設 西脇市下戸田１２８番地の１ 興行場 一般興行場（その他） 西脇市 令和3年4月30日 北播(加健)第65-1 795223111 兵庫県西脇市下戸田１２８番地の１ 795223111 市長 片山 象三
オプトピア 赤穂郡上郡町光都２丁目２３番１号 興行場 一般興行場（映画） 兵庫県企業庁 平成13年5月11日 西播（赤健）第71-1 791581155 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目１０番1号 783623697 公営企業管理者 水埜 浩
プラット赤穂シネマ 赤穂市加里屋290-10 興行場 一般興行場（映画） 赤穂駅周辺整備株式会社 平成29年2月6日 西播(赤健)第71-1 791450258 兵庫県赤穂市加里屋290-10 791457400 代表取締役
赤穂市文化会館（ハーモニーホール） 赤穂市中広８６４番地外２筆 興行場 一般興行場（その他） 赤穂市 平成4年3月27日 赤保第65-1 791435111 兵庫県赤穂市加里屋８１番地 791433201 赤穂市長
川西市 みつなかホール 川西市小花2-7-2 興行場 一般興行場（その他） 川西市 平成8年6月7日 川保第1 727401117 兵庫県川西市中央町12-1 727401111 市長 越田 謙治郎
多可町文化会館 多可郡多可町中区中村町135 興行場 一般興行場（その他） 多可町 平成2年7月11日 西脇保第31-3 795321300 兵庫県多可郡多可町中区中村町123 795322380 町長 吉田 一四
丹波の森公苑ホール 丹波市柏原町柏原字三原５６００外２９筆 興行場 一般興行場（映画） 公益財団法人兵庫丹波の森協会 平成8年6月14日 柏保第53-1 795722127 兵庫県丹波市柏原町柏原字三原５６００ 795722127 理事長 酒井 隆明
ヱビスシネマ。 丹波市氷上町成松263番地３ 興行場 一般興行場（映画） 株式会社コドルニス 令和3年7月15日 丹波(丹健)第６３ 795885910 兵庫県丹波市青垣町山垣字イ子ノ上1250番地２ 795789397 代表取締役 近兼 拓史
丹波篠山市立田園交響ホール 丹波篠山市北新町41 興行場 一般興行場（音楽） 丹波篠山市 平成19年3月22日 丹波(柏健)第63-1 795523600 兵庫県丹波篠山市北新町41 795521111 市長 酒井 隆明
丹波篠山市立四季の森生涯学習センター 丹波篠山市網掛字市ノ坪４２９ 興行場 一般興行場（その他） 丹波篠山市 平成1年3月23日 篠保第2-4 795941180 兵庫県丹波篠山市北新町４１番地 795521111 市長 酒井 隆明
兵庫県立淡路夢舞台公苑野外劇場 淡路市夢舞台３７５番２ 興行場 一般興行場（その他） 兵庫県 平成12年2月16日 津保第232-1 799741000 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 783417711 兵庫県知事 齋藤 元彦
波乗亭 淡路市野島大川字松ノ本７０番、７１番５ 興行場 一般興行場（演劇） 株式会社パソナグループ 令和4年8月25日 淡路(洲健)第456-1 799709020 東京都千代田区丸の内１－５－１ 799709020 代表取締役 南部 靖之
パソナワールドバレエテントシアター 淡路市野島大川字松ノ本７１番４、７１番６ 興行場 一般興行場（演劇） 株式会社パソナグループ 令和4年10月13日 淡路(洲健)第456-2 799709020 東京都千代田区丸の内１－５－１ 799709020 代表取締役 南部 靖之
ハローキティスマイル 淡路市野島蟇浦985-1 興行場 一般興行場（その他） 株式会社パソナスマイル 平成30年4月26日 淡路(洲健)第456-1 799709037 兵庫県淡路市野島蟇浦985-1 799709037 代表取締役 山本 絹子
和田山ジュピターホール 朝来市和田山町玉置字中井田877－1 興行場 一般興行場（その他） 朝来市 平成4年8月19日 和保第187-1 6721000 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地の1 796722774 市長 ＊ ＊
淡路人形浄瑠璃館 南あわじ市福良甲１５２８－１地先 興行場 一般興行場（演劇） 南あわじ市 平成24年7月31日 淡路(洲健)第456-1 799520260 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 799373020 市長 守本 憲弘
香美町立香住区中央公民館 美方郡香美町香住区香住字丸野１１７番１　１１４番１ 興行場 一般興行場（その他） 香美町 昭和60年11月29日 豊保第100-2 796363764 兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 796361111 町長 浜上 勇人
バウホール 宝塚市栄町1丁目1番57号 興行場 一般興行場（演劇） 阪急電鉄株式会社 昭和52年6月15日 環第13-1-1 797856244 大阪府池田市栄町1番1号 797856703 代表取締役社長 嶋田 泰夫
宝塚大劇場 宝塚市栄町1丁目1番57号 興行場 一般興行場（演劇） 阪急電鉄株式会社 平成4年10月22日 宝保第1 797856244 大阪府池田市栄町1番1号 797856703 代表取締役社長 嶋田 泰夫
宝塚市立文化施設ソリオホール 宝塚市栄町2丁目1番1号 興行場 一般興行場（その他） 宝塚市 平成5年4月13日 宝保第1 797818200 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797772009 市長 山﨑 晴恵
日本中央競馬会阪神競馬場 宝塚市駒の町1番1号 興行場 一般興行場（スポーツ） 日本中央競馬会 平成3年11月28日 宝保第1 798517151 東京都港区西新橋1丁目1番1号 798517151 理事長 後藤 正幸
宝塚市立文化施設ベガ・ホール 宝塚市清荒神1丁目2番18号 興行場 一般興行場（音楽） 宝塚市 昭和55年6月11日 環第55-2 797846192 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797772009 市長 山﨑 晴恵
シネ・ピピア 宝塚市売布２丁目５番１号　ピピアめふ５階 興行場 一般興行場（映画） 有限会社宝塚シネマ 平成31年3月29日 神北(宝健)第651-1 797873565 兵庫県宝塚市売布２丁目５番１号ピピアめふ５Ｆ 797873565 代表取締役 飯塚 理
宝塚市立宝塚文化創造館 （宝塚音楽学校旧校舎） 宝塚市武庫川町6番12号 興行場 一般興行場（音楽） 宝塚市 平成23年6月20日 神北(宝健)第651-1 797871136 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 797772009 市長 山﨑 晴恵
豊岡劇場 豊岡市元町２３番地外９筆 興行場 一般興行場（映画） 有限会社　石橋設計 平成26年12月18日 但馬(豊健)第301-1 796346256 兵庫県豊岡市日高町水上６９番地 796346256 代表取締役 石橋 秀彦
豊岡市立出石永楽館 豊岡市出石町柳１７番地の２ 興行場 一般興行場（演劇） 豊岡市 平成21年7月30日 但馬(豊健)第301-1 796525300 兵庫県豊岡市中央町２－４ 796231160 市長 関貫 久仁郎
豊岡市民プラザ 豊岡市大手町４－５ 興行場 一般興行場（映画） 豊岡市 平成16年4月27日 但馬(豊健)第100-1 243000 兵庫県豊岡市中央町２－４ 231111 関貫 久仁郎
江原河畔劇場 豊岡市日高町日置字久語田６５番１０ 興行場 一般興行場（演劇） 有限会社アゴラ企画 令和2年7月9日 但馬(豊健)第301-1 796421155 東京都目黒区駒場１－１１－１３ 334672743 代表取締役 平田 香奈
豊岡市民会館文化ホール 豊岡市立野町２０－３４ 興行場 一般興行場（その他） 豊岡市 昭和49年2月9日 環第13-1-10 兵庫県豊岡市中央町２番４号 市長 関貫 久仁郎
但馬全天候運動場 養父市八鹿町国木697番地の1 興行場 一般興行場（スポーツ） 養父市 平成6年11月4日 和保第182-1 796632021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675番地 796623161 市長 ＊ ＊


