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町名・番地以下

TEL

FAX
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北海道よろず支援拠点

（公財）北海道中小企業総合支援センター

○

060‑0001

北海道

札幌市中央区

北1条西2丁目 経済センタービル 9階

011‑232‑2407

011‑232‑2011

soudan@hsc.or.jp

青森県よろず支援拠点

（公財）２１あおもり産業総合支援センター

○

030‑0801

青森県

青森市

新町2‑4‑1 青森県共同ビル 7階

017‑721‑3787

017‑721‑2514

岩手県よろず支援拠点

（公財）いわて産業振興センター

○

020‑0857

岩手県

盛岡市

北飯岡2‑4‑26 岩手県先端科学技術研究センター2階

019‑631‑3826

019‑631‑3830

aomori̲yorozu2606@21aomori.or.jp
yorozu@joho‑iwate.or.jp

宮城県よろず支援拠点

宮城県商工会連合会

○

980‑0011

宮城県

仙台市青葉区

022‑225‑8751

022‑265‑8009

yorozushien8823@gmail.com

秋田県よろず支援拠点

（公財）あきた企業活性化センター

○

010‑8572

秋田県

秋田市

山王三丁目1‑1 秋田県庁第二庁舎 ２階

018‑860‑5605

018‑863‑2390

komuro@bic‑akita.or.jp

山形県よろず支援拠点

（公財）山形県企業振興公社

○

990‑8580

山形県

山形市

城南町一丁目１番１号 霞城セントラル １３階

023‑647‑0708

023‑647‑0666

haken@ynet.or.jp

福島県よろず支援拠点

（公財）福島県産業振興センター

○

963‑8005

福島県

郡山市

清水台1‑3‑8 郡山商工会議所会館4階 403号室

024‑954‑4161

024‑954‑4164

yorozu@f‑open.or.jp

茨城県よろず支援拠点

（公財）茨城県中小企業振興公社

○

310‑0801

茨城県

水戸市

桜川2‑2‑35 茨城県産業会館9階

029‑224‑5339

029‑227‑2586

n‑kurihashi@iis‑net.or.jp

栃木県よろず支援拠点

（公財）栃木県産業振興センター

○

321‑3226

栃木県

宇都宮市

ゆいの杜1‑5‑40 とちぎ産業創造プラザ内

028‑670‑2618

028‑670‑2611

yorozu@tochigi‑iin.or.jp

群馬県よろず支援拠点

（公財）群馬県産業支援機構

○

371‑0854

群馬県

前橋市

亀里町884‑1 群馬産業技術センター内

027‑265‑5016

027‑265‑5075

yorozu@g‑inf.or.jp

埼玉県よろず支援拠点

（公財）埼玉県産業振興公社

‑

330‑8669

埼玉県

さいたま市大宮区

桜木町1‑7‑5 ソニックシティビル 10階

0120‑973‑248

048‑645‑3286

yorozu@saitama‑j.or.jp

千葉県よろず支援拠点

（公財）千葉県産業振興センター

○

261‑7123

千葉県

千葉市美浜区

中瀬2‑6‑1 WBGマリブイースト 23階

043‑299‑2921

043‑299‑3411

yorozu@ccjc‑net.or.jp

東京都よろず支援拠点

東京都信用金庫協会

○

104‑0031

東京都

港区

新橋１−１８−６

03‑6205‑4728

03‑6205‑4739

yorozu@tasb.jp

神奈川県よろず支援拠点

（公財）神奈川産業振興センター

○

231‑0015

神奈川県

横浜市中区

尾上町5‑80

045‑633‑5071

045‑633‑5194

onda@kipc.or.jp

新潟県よろず支援拠点

（公財）にいがた産業創造機構

○

950‑0051

新潟県

新潟市中央区

万代島5番1号 万代島ビル 10階

025‑246‑0058

025‑246‑0030

j‑yamazaki@nico.or.jp

山梨県よろず支援拠点

（公財）やまなし産業支援機構

○

400‑0055

山梨県

甲府市

大津町2192‑8 アイメッセ山梨 ３階

055‑243‑0650

055‑243‑1885

yorozu@yiso.or.jp

長野県よろず支援拠点

（公財）長野県中小企業振興センター

○

380‑0928

長野県

長野市

若里1‑18‑1 長野県工業技術総合センター ３階

026‑227‑5875

026‑227‑6086

yorozu‑nagano@icon‑nagano.or.jp

静岡県よろず支援拠点

静岡商工会議所

○

420‑0851

静岡県

静岡市葵区

黒金町20‑8 静岡商工会議所会館 1階

054‑253‑5117

054‑254‑6713

c‑sugiyama@shizuoka‑cci.or.jp

愛知県よろず支援拠点

（公財）あいち産業振興機構

○

450‑0002

愛知県

名古屋市中村区

名駅四丁目4番38号

052‑715‑3188

052‑563‑5430

info‑yorozu@aibsc.jp

岐阜県よろず支援拠点

（公財）岐阜県産業経済振興センター

○

500‑8505

岐阜県

岐阜市

薮田南5‑14‑53 ふれあい福寿会館10階(県民ふれあい会館)

058‑277‑1088

058‑273‑5961

yorozu@gpc‑gifu.or.jp

三重県よろず支援拠点

（公財）三重県産業支援センター

○

514‑0004

三重県

津市

栄町1丁目891 三重県合同ビル 5階

059‑228‑3326

059‑228‑3800

yu‑kajio@miesc.or.jp

富山県よろず支援拠点

（公財）富山県新世紀産業機構

○

930‑0866

富山県

富山市

076‑444‑5605

076‑444‑5646

yorozu@tonio.or.jp

石川県よろず支援拠点

（公財）石川県産業創出支援機構

○

920‑8203

石川県

金沢市

鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館1階

076‑267‑6711

076‑267‑3622

shinki@isico.or.jp

福井県よろず支援拠点

（公財）ふくい産業支援センター

○

910‑0296

福井県

坂井市

丸岡町熊堂第3号7番地1‑16 ソフトパークふくい福井県産業情報センタービル 3階

0776‑67‑7402

0776‑67‑7429

yorozu@fisc.jp

滋賀県よろず支援拠点

（公財）滋賀県産業支援プラザ

○

520‑0806

滋賀県

大津市

打出浜2‑1 コラボしが21 2階

077‑511‑1425

077‑511‑1418

yorozu@shigaplaza.or.jp

京都府よろず支援拠点

（公財）京都産業２１

○

600‑8813

京都府

京都市下京区

中堂寺南町134 京都府産業支援センター内

075‑315‑8660

075‑315‑9091

okyaku@ki21.jp

大阪府よろず支援拠点

（公財）大阪産業振興機構

○

540‑0029

大阪府

大阪市中央区

本町橋2ｰ5 マイドームおおさか 7階

06‑6947‑4375

06‑6947‑4326

yorozu@mydome.jp

兵庫県よろず支援拠点

（公財）ひょうご産業活性化センター

○

651‑0096

兵庫県

神戸市中央区

雲井通5丁目3‑1 サンパル 6階

078‑291‑8518

078‑291‑8190

h̲yorozu@staff.hyogo‑iic.ne.jp

奈良県よろず支援拠点

（公財）奈良県地域産業振興センター

○

630‑8031

奈良県

奈良市

柏木町129‑1 奈良県産業振興総合センター 3階

0742‑81‑3840

0742‑36‑4010

j.matsumura@nara‑sangyoshinko.or.jp

和歌山県よろず支援拠点

（公財）わかやま産業振興財団

○

640‑8033

和歌山県

和歌山市

本町二丁目1番地 フォルテ・ワジマ 6階

073‑433‑3100

073‑432‑3314

yorozu@yarukiouendan.jp

鳥取県よろず支援拠点

鳥取県商工会連合会

○

680‑0942

鳥取県

鳥取市

湖山町東4丁目100番地

0857‑30‑5780

0857‑31‑5500

nishikawa‑ko@tori‑skr.jp

島根県よろず支援拠点

（公財）しまね産業振興財団

○

690‑0816

島根県

松江市

北陵町1番地 テクノアークしまね内

0852‑60‑5103

0852‑60‑5106

con@joho‑shimane.or.jp

岡山県よろず支援拠点

（公財）岡山県産業振興財団

○

701‑1221

岡山県

岡山市北区

芳賀5301（岡山リサーチパーク内） テクノサポート岡山 １階

086‑286‑9667

086‑286‑9679

yorozu@optic.or.jp

広島県よろず支援拠点

（公財）ひろしま産業振興機構

○

730‑0052

広島県

広島市中区

千田町3‑7‑47 広島県情報プラザ

082‑240‑7706

082‑249‑3232

h‑yorozushien@hiwave.or.jp

山口県よろず支援拠点

（公財）やまぐち産業振興財団

○

753‑0077

山口県

山口市

熊野町1‑10 NPYビル 10階

083‑922‑3700

083‑921‑2013

kanri@yg‑yorozu.jp

徳島県よろず支援拠点

（公財）とくしま産業振興機構

○

770‑0865

徳島県

徳島市

南末広町5番地8‑8 徳島経済産業会館 2階

088‑654‑0103

088‑653‑7910

yorozu@our‑think.or.jp

香川県よろず支援拠点

（公財）かがわ産業支援財団

○

761‑0301

香川県

高松市

林町2217‑15 香川産業頭脳化センタービル 2階

087‑868‑6090

087‑869‑3710

yorozu@kagawa‑isf.jp

愛媛県よろず支援拠点

（公財）えひめ産業振興財団

○

791‑1101

愛媛県

松山市

久米窪田町337‑1

089‑960‑1131

089‑960‑1105

yorozu@ehime‑iinet.or.jp

高知県よろず支援拠点

（公財）高知県産業振興センター

○

781‑5101

高知県

高知市

布師田3992‑2

088‑846‑0175

088‑856‑2556

yorozu@joho‑kochi.or.jp

福岡県よろず支援拠点

（公財）福岡県中小企業振興センター

○

812‑0046

福岡県

福岡市博多区

吉塚本町9番15号

092‑622‑7809

092‑624‑3300

yorozu@joho‑fukuoka.or.jp

佐賀県よろず支援拠点

（公財）佐賀県地域産業支援センター

○

849‑0932

佐賀県

佐賀市

鍋島町大字八戸溝114番地 （公財）佐賀県地域産業支援センター内

0952‑34‑4433

0952‑34‑4412

info@with‑biz.jp

長崎県よろず支援拠点

長崎県商工会連合会

○

850‑0031

長崎県

長崎市

桜町4‑1 長崎商工会館 9階

095‑828‑1462

095‑828‑1466

yorozu‑shien@citrus.ocn.ne.jp

熊本県よろず支援拠点

（公財）くまもと産業支援財団

○

861‑2202

熊本県

上益城郡

益城町大字田原2081番地10

096‑286‑3355

096‑289‑2457

kawaguchi@kmt‑ti.or.jp

大分県よろず支援拠点

（公財）大分県産業創造機構

○

870‑0037

大分県

大分市

東春日町17‑20 ソフトパークセンタービル

097‑537‑2837

097‑534‑4320

yorozu@columbus.or.jp

宮崎県よろず支援拠点

（公財）宮崎県産業振興機構

○

880‑0303

宮崎県

宮崎市

佐土原町東上那珂16500番地2 宮崎県工業技術センター2階 （宮崎テクノリサーチパーク内）

0985‑74‑0786

0985‑74‑3950

y‑tsumagari@i‑port.or.jp

鹿児島県よろず支援拠点

（公財）かごしま産業支援センター

○

892‑0821

鹿児島県

鹿児島市

名山町9番1号 鹿児島県産業会館1F

099‑219‑3740

099‑223‑7117

yorozu@kric.or.jp

沖縄県よろず支援拠点

（公財）沖縄県産業振興公社

○

901‑0152

沖縄県

那覇市

字小禄1831番地1 沖縄産業支援センター 4階

098‑851‑8460

098‑859‑6233

yorozu@okinawa‑ric.or.jp

上杉1‑14‑2

宮城県商工振興センター 2階

高田527 情報ビル1階・2階

