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【大会会場案内（アクセスマップ）
】
会場：日本大学三軒茶屋キャンパス １号館（３階）
〒154-0002 東京都世田谷区下馬 3-34-1

日本大学危機管理学部ウェブページより参照

東急東横線「祐天寺」駅から東急バスで 10 分「日大前」下車
東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅下車，徒歩約 15 分
※会場は 1 号館のみとなります。会場へは 1 号館正面入口からお入りください。
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