
番号 都道府県 中小企業応援センター名称 お問い合せ先 電話番号

1 北海道 北海道商工会連合会 北海道商工会連合会 011-251-0102

2 北海道 札幌商工会議所 札幌商工会議所 011-231-1768

3 北海道 （財）北海道中小企業総合支援センター
（財）北海道中小企業総合支援セン
ター

011-232-2402

4 北海道 コンソーシアム北海道 （社）北海道中小企業診断士会 011-241-8556

5 北海道 （株）北海道銀行 （株）北海道銀行 011-233-1379

6 北海道 （株）北洋銀行 （株）北洋銀行 011-261-1321

7 北海道 （社）北海道中小企業家同友会 （社）北海道中小企業家同友会 011-611-3411

8 青森県 青森県中小企業応援センター
（財）２１あおもり産業総合支援セン
ター

017-777-4066

9 岩手県 いわて中小企業応援センター 岩手県商工会連合会 019-622-4165

10 宮城県 みやぎ中小企業応援センター 仙台商工会議所 022-265-8181

11
宮城県・山形
県

宮城・山形しんくみネットワーク 石巻商工信用組合 0225-95-3333

12 秋田県 あきた中小企業応援ネットワーク （財）あきた企業活性化センター 018-860-5611

13 山形県 やまがた中小企業支援ネットワーク （財）山形県企業振興公社 023-647-0663

14 山形県 山形大学「学金連携システムネットワーク」 山形大学
0238-26-3601
0238-26-3602

15 福島県 ふくしま中小企業支援ネットワーク （財）福島県産業振興センター 024-525-4034

16 茨城県 いばらき地域創造ネットワーク
（社）中小企業診断協会茨城県支
部

029-224-5086

17 茨城県 茨城県中小企業応援センター （財）茨城県中小企業振興公社 029-224-5339

18 栃木県 とちぎ中小企業支援ネットワーク （財）栃木県産業振興センター 028-670-2600

19 群馬県 群馬県中小企業支援ネットワーク （財）群馬県産業支援機構 027-255-6503

20 埼玉県 埼玉県中小企業支援ネットワーク会議 埼玉県商工会連合会 048-641-3613

21 埼玉県 （財）埼玉県中小企業振興公社 （財）埼玉県中小企業振興公社 048-647-4085

22 千葉県 ちばネットワーク （財）千葉県産業振興センター 047-426-9011

23 東京都 東京中小企業応援ネットワーク 東京商工会議所 03-3283-7760

24 東京都 東京東信用金庫 東京東信用金庫 03-3633-5505

25 東京都 多摩地域中小企業応援センター 多摩信用金庫 042-526-7728

26 東京都 首都圏・西部地域支援ネットワーク 西武信用金庫 03-3384-6111

27 神奈川県 かながわ中小企業支援ネットワーク （財）神奈川産業振興センター 045-633-5202

28 神奈川県 リレーショナルかながわ 神奈川県中小企業団体中央会 045-633-5132

29 新潟県 にいがた中小企業応援センター （財）にいがた産業創造機構 025-246-0038

30 長野県 （財）上田繊維科学振興会 （財）上田繊維科学振興会 0268-21-4377

31 長野県 中小企業応援センターながの （財）長野県中小企業振興センター 026-227-5028

32 山梨県 支援ネットワークやまなし （財）やまなし産業支援機構 055-243-1888
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33 静岡県 浜松地域中小企業応援センター 浜松信用金庫 053-450-3315

34 静岡県 しずおか中小企業応援センター （財）しずおか産業創造機構 054-273-4434

35 静岡県 富士山中小企業支援ネットワーク 三島信用金庫 055-973-5637

36 愛知県 あいち中小企業応援センター （財）あいち産業振興機構 052-715-3063

37 愛知県 愛知５しんきん中小企業応援センター 碧海信用金庫 0566-77-8118

38 岐阜県 岐阜県中小企業応援センター （財）岐阜県産業経済振興センター 058-277-1084

39 岐阜県 岐阜県商工会連合会中小企業支援ネットワーク 岐阜県商工会連合会 058-277-1071

40 三重県 みえ中小企業応援センター （財）三重県産業支援センター 059-271-5780

41 三重県 三重県商工会連合会中小企業応援センター 三重県商工会連合会 059-225-3161

42 富山県 元気とやま創造中小企業支援ネットワーク （財）富山県新世紀産業機構 076-444-5600

43 富山県 とやま中小企業応援ネットワーク 株式会社北陸銀行 076-423-7180

44 石川県 中小企業応援センター いしかわ （財）石川県産業創出支援機構 076-267-1001

45 石川県 かが能登かなざわ中小企業応援センター 株式会社北國銀行 076-223-9747

46 福井県 福井県中小企業応援センター 財団法人ふくい産業支援センター 0776-67-7400

47 滋賀県 滋賀県中小企業応援センター 財団法人滋賀県産業支援プラザ 077-511-1413

48 京都府 京都中小企業応援センター 財団法人京都産業２１ 075-315-8660

49 大阪府 大阪府商工会・中央会ネットワーク 大阪府商工会連合会 06-6947-4340

50 大阪府 大阪中小企業応援センター 大阪商工会議所 06-6944-6471

51 大阪府 近畿大阪中小企業応援センター 株式会社近畿大阪銀行 06-6945-4169

52 大阪府 だいしんネットワーク 大阪信用金庫 06-6775-6571

53 兵庫県 ひょうご中小企業応援センター
財団法人ひょうご産業活性化セン
ター

078-230-8149

54 奈良県 奈良県中小企業応援センター
財団法人奈良県中小企業支援セン
ター

0742-36-8312

55 和歌山県 和歌山県中小企業応援センター 財団法人わかやま産業振興財団 073-432-3412

56 鳥取県 とっとりコンソーシアム 鳥取県商工会連合会 0857-31-5555

57 島根県 島根県中小企業応援センター （財）しまね産業振興財団 0852-60-5115

58 岡山県 岡山県中小企業応援センター 経営支援ネットワーク 岡山商工会議所 086-232-2266

59 岡山県 岡山県中小企業応援センター 産業振興ネットワーク （財）岡山県産業振興財団 086-286-9626

60 広島県 広島県中小企業応援センター 広島商工会議所 082-222-6691

61 広島県 中国地域支援ネットワーク ㈱広島銀行 082-504-3826

62 広島県 ひろしま診断協会
（社）中小企業診断協会広島県支
部

082-221-5031

63 山口県 山口県中小企業応援センター 経営支援ネットワーク 下関商工会議所 083-222-3333

64 山口県 山口県中小企業応援センター 産業振興ネットワーク （財）やまぐち産業振興財団 083-922-3700
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65 徳島県 徳島県中小企業応援センター 中小企業支援ネットワーク 徳島県商工会連合会 088-623-2014

66 徳島県 とくしま中小企業応援センター （財）とくしま産業振興機構 088-654-0101

67 香川県 かがわ中小企業応援センター （財）かがわ産業支援財団 087-840-0391

68 香川県 四国産学連携中小企業応援センター （株）テクノネットワーク四国 087-811-5039

69 愛媛県 えひめビジネスサポートネットワーク 「チームえびす」 （財）えひめ産業振興財団 089-960-1100

70 高知県 高知県中小企業応援センター （財）高知県産業振興センター 088-845-6600

71 福岡県 中小企業支援ネットワーク福岡 （財）福岡県中小企業振興センター 092-622-5432

72 福岡県 北九州地域中小企業支援ネットワーク 北九州商工会議所 093-541-0188

73 福岡県 中小企業応援センター福岡 福岡商工会議所 092-441-2161

74 佐賀県 佐賀県中小企業応援センター 佐賀県中小企業団体中央会 0952-23-4598

75 長崎県 長崎中小企業応援センター 長崎県商工会連合会 095-824-5413

76 長崎県 佐世保商工会議所中小企業応援センター 佐世保商工会議所 0956-22-6121

77 熊本県 くまもと中小企業応援センター （財）くまもとテクノ産業財団 096-286-3311

78 大分県 中小企業支援ネットおおいた （財）大分県産業創造機構 097-537-9111

79 大分県 おおいた中小企業応援センター 大分県商工会連合会 097-534-9507

80 宮崎県 宮崎県中小企業応援センター 宮崎県商工会連合会 0985-24-2057

81 宮崎県 宮崎県中小企業支援ネットワーク （財）宮崎県産業支援財団 0985-74-3850

82 鹿児島県 かごしま中小企業応援センター （財）かごしま産業支援センター 099-219-1273

83 沖縄県 中小企業応援センターおきなわ 沖縄県商工会連合会 098-859-6150

84 沖縄県 沖縄中小企業支援ネットワーク 財団法人沖縄県産業振興公社 098-859-6237


