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第４回経営発達支援計画 認定商工会・商工会議所（419 件（488 単会）） 

都道府県 商工会・商工会議所名 法人番号 備考 

北海道（55 件（55 単会）） 函館東商工会 法人番号 2440005000676  

きたみ市商工会 法人番号 5460305000198  

山部商工会 法人番号 2450005002143  

福島町商工会 法人番号 3440005000857  

知内商工会 法人番号 2440005000858  

木古内商工会 法人番号 1440005000859  

八雲商工会 法人番号 2440005001567  

今金町商工会 法人番号 3440005001681  

寿都商工会 法人番号 4440005002134  

黒松内町商工会 法人番号 3440005002192  

蘭越町商工会 法人番号 2430005008373  

京極町商工会 法人番号 7430005008369  

共和町商工会 法人番号 3430005008554  

泊村商工会 法人番号 4430005008553  

神恵内村商工会 法人番号 5430005008552  

積丹町商工会 法人番号 9430005008128  

古平町商工会 法人番号 1430005008127  

仁木町商工会 法人番号 3430005008125  

南幌町商工会 法人番号 6430005006935  

奈井江町商工会 法人番号 3430005007481  

由仁町商工会 法人番号 4430005006937  

月形商工会 法人番号 9430005006734  

浦臼町商工会 法人番号 8430005007477  

秩父別町商工会 法人番号 4450005001606  

北竜町商工会 法人番号 8450005001610  

沼田町商工会 法人番号 1450005001609  

南富良野町商工会 法人番号 3450005002142  

風連商工会 法人番号 3450005002365  

美深町商工会 法人番号 2450005002366  

増毛町商工会 法人番号 3450005003157  

猿払村商工会 法人番号 6450005002940  

中頓別町商工会 法人番号 1450005002581  

豊富町商工会 法人番号 8450005002963  

利尻町商工会 法人番号 2450005003083  

津別町商工会 法人番号 7460305001095  

清里町商工会 法人番号 3460305001537  

小清水町商工会 法人番号 4460305001536  

佐呂間町商工会 法人番号 9460305001085  

西興部村商工会 法人番号 1450005003522  

雄武町商工会 法人番号 2450005003521  

別紙 
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大空町商工会 法人番号 1460305001489  

白老町商工会 法人番号 8430005008822  

厚真町商工会 法人番号 1430005008820  

洞爺湖町商工会 法人番号 4430005009733  

平取町商工会 法人番号 3430005009511  

様似町商工会 法人番号 1430005009455  

えりも町商工会 法人番号 7430005009458  

清水町商工会 法人番号 9460105001351  

釧路町商工会 法人番号 9460005000445  

標茶町商工会 法人番号 4460005001150  

阿寒町商工会 法人番号 8460005000446  

別海町商工会 法人番号 4462505000029  

標津町商工会 法人番号 7462505000026  

羅臼町商工会 法人番号 5462505000028  

旭川商工会議所 法人番号 6450005000481  

青森県（2 件（2 単会）） 平内町商工会 法人番号 9420005001034  

南部町商工会 法人番号 1420005003392  

岩手県（15 件（15 単会）） 陸前高田商工会 法人番号 3402705000207  

二戸市商工会 法人番号 6400005004719  

岩手町商工会 法人番号 8400005002737  

紫波町商工会 法人番号 2400005002461  

矢巾町商工会 法人番号 1400005002405  

西和賀商工会 法人番号 5400005003408  

大槌商工会 法人番号 3400005004374  

山田町商工会 法人番号 8400005004171  

田野畑村商工会 法人番号 6400005004248  

普代商工会 法人番号 8400005004329  

野田村商工会 法人番号 3400005004944  

九戸村商工会 法人番号 7400005004718  

一関商工会議所 法人番号 8400505000133  

奥州商工会議所 法人番号 9400605000131  

久慈商工会議所 法人番号 5400005004942  

宮城県（6 件（6 単会）） 石巻かほく商工会 法人番号 6370305000504  

河南桃生商工会 法人番号 7370305000791  

石巻市牡鹿稲井商工会 法人番号 3370305000622  

登米みなみ商工会 法人番号 1370405000144  

大河原町商工会 法人番号 7370105000125  

加美商工会 法人番号 3370205001357  

秋田県（2 件（2 単会）） 大仙市商工会 法人番号 4410005004620  

羽後町商工会 法人番号 5410005002557  

山形県（14 件（14 単会）） 酒田ふれあい商工会 法人番号 7390005003861  

上山市商工会 法人番号 4390005002511  
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尾花沢市商工会 法人番号 9390005005658  

南陽市商工会 法人番号 5390005006643  

山辺町商工会 法人番号 7390005000999  

中山町商工会 法人番号 5390005001000  

もがみ南部商工会 法人番号 7390005005602  

川西町商工会 法人番号 9390005006838  

小国町商工会 法人番号 4390005006958  

白鷹町商工会 法人番号 5390005006957  

飯豊町商工会 法人番号 6390005006956  

酒田商工会議所 法人番号 3390005003023  

鶴岡商工会議所 法人番号 9390005004107  

天童商工会議所 法人番号 8390005002334  

福島県（7 件（37 単会）） 熱海町商工会 

逢瀬町商工会 

湖南町商工会 

三穂田町商工会 

安積町商工会 

片平町商工会 

喜久田町商工会 

日和田町商工会 

富久山町商工会 

田村町商工会 

中田町商工会 

西田町商工会 

法人番号 1380005002589 

法人番号 7380005002591 

法人番号 7380005002600 

法人番号 8380005002599 

法人番号 8380005002590 

法人番号 6380005002592 

法人番号 4380005002594 

法人番号 1380005002597 

法人番号 9380005002598 

法人番号 5380005002593 

法人番号 3380005002595 

法人番号 2380005002596 

 

 

 

 

 

共同申請 

内郷商工会 

遠野町商工会 

田人町商工会 

好間町商工会 

小川町商工会 

三和町商工会 

四倉町商工会 

川前町商工会 

久之浜町商工会 

法人番号 8380005005651 

法人番号 4380005005655 

法人番号 5380005005654 

法人番号 3380005005656 

法人番号 7380005005652 

法人番号 9380005005659 

法人番号 2380005005657 

法人番号 6380005005653 

法人番号 1380005005658 

 

 

 

 

共同申請 

きたかた商工会 

西会津町商工会 

法人番号 4380005010127 

法人番号 9380005009189 
共同申請 

桑折町商工会 

国見町商工会 

川俣町商工会 

法人番号 5380005001538 

法人番号 4380005001539 

法人番号 2380005001929 

共同申請 

猪苗代町商工会 

磐梯町商工会 

北塩原村商工会 

法人番号 6380005007971 

法人番号 2380005007975 

法人番号 5380005009267 

共同申請 

棚倉町商工会 

矢祭町商工会 

法人番号 5380005004862 

法人番号 8380005004868 
共同申請 
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鮫川村商工会 

塙町商工会 

法人番号 7380005004869 

法人番号 2380005004865 

富岡町商工会 

楢葉町商工会 

広野町商工会 

川内村商工会 

法人番号 6380005007534 

法人番号 4380005007536 

法人番号 5380005007535 

法人番号 7380005007533 

共同申請 

茨城県（5 件（5 単会）） 筑西市商工会 法人番号 1050005010138  

茨城町商工会 法人番号 9050005000552  

大洗町商工会 法人番号 5050005002404  

大子町商工会 法人番号 2050005008453  

石岡市八郷商工会 法人番号 4050005003667  

栃木県（1 件（1 単会）） 鹿沼商工会議所 法人番号 1060005003578  

群馬県（14 件（14 単会）） 太田市新田商工会 法人番号 2070005006496  

吉岡町商工会 法人番号 1070005005409  

藤岡市鬼石商工会 法人番号 8070005004016  

上野村商工会 法人番号 7070005004017  

神流町商工会 法人番号 2070005004129  

下仁田町商工会 法人番号 2070005003551  

甘楽町商工会 法人番号 1070005003528  

中之条町商工会 法人番号 7070005007746  

嬬恋村商工会 法人番号 8070005007745  

草津町商工会 法人番号 2070005007742  

高山村商工会 法人番号 9070005007744  

東吾妻町商工会 法人番号 4070005007740  

笠懸町商工会 法人番号 8070005005146  

太田商工会議所 法人番号 1070005005854  

埼玉県（3 件（3 単会）） 羽生市商工会 法人番号 3030005005047  

吉川市商工会 法人番号 1030005010528  

川越商工会議所 法人番号 3030005008446  

千葉県（5 件（5 単会）） 木更津商工会議所 法人番号 3040005007851   

松戸商工会議所 法人番号 1040005005031   

市原商工会議所 法人番号 7040005009051   

習志野商工会議所 法人番号 1040005002482   

成田商工会議所 法人番号 8040005006072   

東京都（1 件（1 単会）） 調布市商工会 法人番号 6012405001062   

神奈川県（11 件（11 単会）） 小田原市橘商工会 法人番号 9021005005627   

逗子市商工会 法人番号 3021005007653   

伊勢原市商工会 法人番号 3021005004007   

二宮町商工会 法人番号 6021005006685   

相模湖商工会 法人番号 9021005003093   

藤野商工会 法人番号 1021005003191   

川崎商工会議所 法人番号 2020005008084   
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平塚商工会議所 法人番号 8021005006683   

茅ヶ崎商工会議所 法人番号 2021005001665   

秦野商工会議所 法人番号 2021005004395   

大和商工会議所 法人番号 9021005004934   

新潟県（18 件（28 単会）） 

 

赤塚商工会 法人番号 4110005000889   

水沢商工会 法人番号 6110005010176   

栃尾商工会 法人番号 3110005012282   

白根商工会 

味方商工会 

月潟商工会 

法人番号 8110005002114 

法人番号 3110005002119 

法人番号 4110005002118 

共同申請 

小須戸商工会 法人番号 9110005001916   

岩室商工会 

巻商工会 

西川商工会 

潟東商工会 

中之口商工会 

法人番号 5110005002496 

法人番号 6110005002842 

法人番号 3110005002498 

法人番号 2110005002499 

法人番号 4110005002497 

共同申請 

吉田商工会 法人番号 1110005006294   

黒埼商工会 法人番号 1110005000891   

下田商工会 法人番号 2110005005618   

上川商工会 法人番号 9110005003490   

湯之谷商工会 法人番号 3110005013586   

塩沢商工会 法人番号 5110005013139   

松之山商工会 法人番号 7110005010175   

柿崎商工会 

頸城商工会 

吉川商工会 

名立商工会 

大潟商工会 

法人番号 9110005008985 

法人番号 5110005008163 

法人番号 8110005008986 

法人番号 5110005009624 

法人番号 3110005008066 

共同申請 

荒川商工会 法人番号 4110005007835   

神林商工会 法人番号 4110005007430   

新発田商工会議所 法人番号 6110005004632   

五泉商工会議所 法人番号 9110005004002   

山梨県（10 件（10 単会）） 山梨市商工会 法人番号 3090005004027   

韮崎市商工会 法人番号 2090005004580   

南アルプス市商工会 法人番号 3090005001916   

甲斐市商工会 法人番号 6090005001764   

笛吹市商工会 法人番号 9090005002693   

上野原市商工会 法人番号 6090005003496   

市川三郷町商工会 法人番号 9090005005936   

身延町商工会 法人番号 6090005005930   

南都留中部商工会 法人番号 5090005004124   

河口湖商工会 法人番号 6090005004123   
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長野県（6 件（6 単会）） 池田町商工会 法人番号 1100005007418   

小谷村商工会 法人番号 4100005007423   

山ノ内町商工会 法人番号 1100005005297   

長野商工会議所 法人番号 5100005001755   

須坂商工会議所 法人番号 7100005002413   

伊那商工会議所 法人番号 4100005008883   

静岡県（2 件（2 単会）） 松崎町商工会 法人番号 5080105004669   

島田商工会議所 法人番号 1080005004434   

富山県（1 件（1 単会）） 朝日町商工会 法人番号 9230005004023   

石川県（9 件（9 単会）） 羽咋市商工会 法人番号 5220005005678   

白山商工会 法人番号 8220005002755   

内灘町商工会 法人番号 9220005006904   

志賀町商工会 法人番号 9220005005451   

中能登町商工会 法人番号 3220005005705   

能登町商工会 法人番号 1220005006589   

輪島商工会議所 法人番号 3220005006075   

加賀商工会議所 法人番号 5220005004201   

珠洲商工会議所 法人番号 5220005006602   

岐阜県（23 件（23 単会）） 高山南商工会 法人番号 3200005010252   

本巣市商工会 法人番号 8200005003375   

笠松町商工会 法人番号 4200005003494   

柳津町商工会 法人番号 3200005002646   

大垣市上石津商工会 法人番号 8200005004266   

関ケ原町商工会 法人番号 1200005004264   

神戸町商工会 法人番号 3200005004262   

輪之内町商工会 法人番号 4200005004261   

揖斐川町商工会 法人番号 1200005005907   

大野町商工会 法人番号 2200005005906   

池田町商工会 法人番号 3200005005905   

北方町商工会 法人番号 8200005003334   

坂祝町商工会 法人番号 1200005007143   

富加町商工会 法人番号 3200005006432   

八百津町商工会 法人番号 1200005007119   

東白川村商工会 法人番号 3200005007109   

御嵩町商工会 法人番号 2200005006433   

古川町商工会 法人番号 2200005010311   

関商工会議所 法人番号 7200005007484   

美濃商工会議所 法人番号 6200005007485   

土岐商工会議所 法人番号 6200005008392   

美濃加茂商工会議所 法人番号 4200005006506   

羽島商工会議所 法人番号 3200005003495   

愛知県（28 件（28 単会）） 鳴海商工会 法人番号 8180005004302   
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新城市商工会 法人番号 3180305007414   

岩倉市商工会 法人番号 8180005011257   

田原市商工会 法人番号 3180305002547   

愛西市商工会 法人番号 7180005013898   

清須市商工会 法人番号 6180005007769   

弥富市商工会 法人番号 2180005013556   

日進市商工会 法人番号 7180005007322   

長久手市商工会 法人番号 9180005007469   

大口町商工会 法人番号 9180005009168   

平和町商工会 法人番号 7180005010557   

飛島村商工会 法人番号 4180005013554   

阿久比町商工会 法人番号 8180005011728   

美浜町商工会 法人番号 9180005011834   

武豊町商工会 法人番号 7180005011729   

幸田町商工会 法人番号 9180305000909   

藤岡商工会 法人番号 6180305006017   

小原商工会 法人番号 8180305006056   

足助商工会 法人番号 7180305006214   

下山商工会 法人番号 3180305006481   

旭商工会 法人番号 7180305006148   

東栄町商工会 法人番号 2180305007489   

豊根村商工会 法人番号 9180305007490   

小坂井商工会 法人番号 3180305003462   

御津町商工会 法人番号 2180305003463   

半田商工会議所 法人番号 5180005011730   

西尾商工会議所 法人番号 3180305006671   

稲沢商工会議所 法人番号 1180005010554   

三重県（4 件（4 単会）） 多気町商工会 法人番号 5190005007546   

玉城町商工会 法人番号 7190005005060   

度会町商工会 法人番号 5190005005062   

伊勢商工会議所 法人番号 4190005005063   

福井県（4 件（4 単会）） 福井北商工会 法人番号 3210005005276  

福井西商工会 法人番号 7210005005280  

池田町商工会 法人番号 3210005007009  

鯖江商工会議所 法人番号 4210005008071  

滋賀県（3 件（4 単会）） 大津北商工会 

高島市商工会 

法人番号 7160005003199 

法人番号 7160005007951 
共同申請 

近江八幡商工会議所 法人番号 8160005006878   

八日市商工会議所 法人番号 7160005006466   

京都府（8 件（8 単会）） 福知山市商工会 法人番号 4130005010779   

南丹市商工会 法人番号 7130005007839   

京田辺市商工会 法人番号 5130005008839   
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笠置町商工会 法人番号 1130005008339   

和束町商工会 法人番号 3130005008345   

与謝野町商工会 法人番号 6130005009852   

綾部商工会議所 法人番号 7130005010537   

亀岡商工会議所 法人番号 4130005007932   

大阪府（6 件（6 単会）） 摂津市商工会 法人番号 6120905001760   

北大阪商工会議所 法人番号 6120005012519   

守口門真商工会議所 法人番号 2120005013966   

高石商工会議所 法人番号 8120105000347   

箕面商工会議所 法人番号 6120905003492   

和泉商工会議所 法人番号 4120105006876   

兵庫県（10 件（10 単会）） 姫路市商工会 法人番号 2140005015242   

芦屋市商工会 法人番号 1140005002869   

川西市商工会 法人番号 2140005018088   

養父市商工会 法人番号 3140005010449   

丹波市商工会 法人番号 3140005008559   

南あわじ市商工会 法人番号 7140005020114   

太子町商工会 法人番号 6140005006493   

佐用町商工会 法人番号 8140005007911   

小野商工会議所 法人番号 4140005017583   

宝塚商工会議所 法人番号 9140005018726   

奈良県（7 件（9 単会）） 葛城市商工会 法人番号 3150005006652   

宇陀商工会 法人番号 1150005004609   

明日香村商工会 法人番号 2150005004772   

香芝市商工会 法人番号 1150005005714   

黒滝村商工会 

下市町商工会 

天川村商工会 

法人番号 9150005007315 

法人番号 8150005007282 

法人番号 4150005007344 

共同申請 

川上村商工会 法人番号 3150005007295   

大和高田商工会議所 法人番号 4150005005728   

和歌山県（6 件（23 単会）） 上富田町商工会 

牟婁商工会 

龍神村商工会 

本宮町商工会 

中辺路町商工会 

大塔村商工会 

法人番号 4170005003606 

法人番号 5170005003613 

法人番号 4170005003614 

法人番号 2170005004052 

法人番号 1170005003609 

法人番号 5170005003605 

共同申請 

紀の川市商工会 

紀美野町商工会 

岩出市商工会 

那賀町商工会 

法人番号 9170005003361 

法人番号 9170005002198 

法人番号 4170005003093 

法人番号 6170005003199 

共同申請 
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湯浅町商工会 

広川町商工会 

有田川町商工会 

法人番号 1170005002544 

法人番号 2170005002543 

法人番号 3170005002864 

  

共同申請 

  

由良町商工会 

日高町商工会 

美浜町商工会 

印南町商工会 

みなべ町商工会 

法人番号 4170005004331 

法人番号 7170005004329 

法人番号 5170005004330 

法人番号 9170005004327 

法人番号 4170005004050 

共同申請 

串本町商工会 

古座川町商工会 

南紀くろしお商工会 

北山村商工会 

法人番号 8170005005805 

法人番号 6170005005781 

法人番号 5170005005799 

法人番号 5170005005287 

共同申請 

新宮商工会議所 法人番号 5170005005270   

島根県（4 件（4 単会）） 出雲商工会 法人番号 2280005003547   

浜田商工会議所 法人番号 8280005004093   

平田商工会議所 法人番号 6280005003345   

江津商工会議所 法人番号 4280005004477   

岡山県（4 件（4 単会）） 赤磐商工会 法人番号 8260005002727   

久米郡商工会 法人番号 9260005007221   

備前商工会議所 法人番号 7260005007628   

新見商工会議所 法人番号 6260005006151   

広島県（12 件（14 単会）） 広島安芸商工会 

府中町商工会 

広島東商工会 

法人番号 5240005010271 

法人番号 8240005010120 

法人番号 4240005003516 

共同申請 

安古市町商工会 法人番号 1240005001670   

三原臨空商工会 法人番号 4240005012310   

福山あしな商工会 法人番号 9240005009888   

備北商工会 法人番号 3240005005645   

佐伯商工会 法人番号 2240005006900   

安芸高田市商工会 法人番号 7240005005195   

江田島市商工会 法人番号 7240005006689   

熊野町商工会 法人番号 6240005010122   

宮島町商工会 法人番号 7240005006879   

上下町商工会 法人番号 2240005009795   

府中商工会議所 法人番号 5240005009529   

山口県（6 件（6 単会）） 下関市商工会 法人番号 7250005004155   

山口県央商工会 法人番号 1250005001926   

岩国西商工会 法人番号 6250005006664   

周防大島町商工会 法人番号 1250005007246   

上関町商工会 法人番号 7250005007001   

萩商工会議所 法人番号 1250005004846   

徳島県（8 件（8 単会）） 国府町商工会 法人番号 9480005000625   
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美波町商工会 法人番号 7480005006161   

牟岐町商工会 法人番号 3480005004879   

北島町商工会 法人番号 4480005003533   

藍住町商工会 法人番号 9480005003529   

上板町商工会 法人番号 5480005003532   

つるぎ町商工会 法人番号 4480005005819   

小松島商工会議所 法人番号 8480005002382   

香川県（1 件（1 単会）） 宇多津商工会 法人番号 8470005002474   

愛媛県（5 件（5 単会）） 周桑商工会 法人番号 4500005004636   

双海中山商工会 法人番号 2500005002212   

長浜町商工会 法人番号 8500005002917   

愛南町商工会 法人番号 2500005006774   

伊予商工会議所 法人番号 4500005001699   

高知県（5 件（5 単会）） 大豊町商工会 法人番号 1490005004624   

春野商工会 法人番号 7490005000394   

四万十市西土佐商工会 法人番号 8490005002282   

三原村商工会 法人番号 8490005002571   

安芸商工会議所 法人番号 6490005005436   

福岡県（17 件（17 単会）） 早良商工会 法人番号 9290005002541   

久留米東部商工会 法人番号 1290005013265   

柳川市商工会 法人番号 9290005012895   

大野城市商工会 法人番号 7290005006651   

宗像市商工会 法人番号 2290005005963   

嘉麻市商工会 法人番号 9290005008596   

みやま市商工会 法人番号 1290005012886   

芦屋町商工会 法人番号 6290805004640   

水巻町商工会 法人番号 9290805004836   

岡垣町商工会 法人番号 6290805004715   

遠賀町商工会 法人番号 3290805004783   

鞍手町商工会 法人番号 3290805005674   

若宮商工会 法人番号 2290805005675   

田主丸町商工会 法人番号 2290005010690   

広川町商工会 法人番号 5290005008815   

大任町商工会 法人番号 1290805007664   

久留米商工会議所 法人番号 5290005009854   

佐賀県（15 件（16 単会）） 佐賀市南商工会 法人番号 8300005005865   

唐津東商工会 法人番号 6300005005792   

唐津上場商工会 法人番号 5300005005793   

多久市商工会 法人番号 4300005002569   

武雄市商工会 法人番号 4300005004045   

牛津芦刈商工会 法人番号 6300005002476   

神埼市商工会 法人番号 4300005003030   
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吉野ヶ里町商工会 法人番号 8300005004990   

基山町商工会 法人番号 7300005004579   

みやき町商工会 

上峰町商工会 

法人番号 7300005004991 

法人番号 4300005004862 
共同申請 

大町町商工会 法人番号 9300005003562   

江北町商工会 法人番号 7300005003564   

太良町商工会 法人番号 3300005003576   

佐賀商工会議所 法人番号 1300005000237   

有田商工会議所 法人番号 9300005004395   

長崎県（7 件（7 単会）） 東長崎商工会 法人番号 4310005002139   

五島市商工会 法人番号 6310005007053   

西そのぎ商工会 法人番号 8310005002184   

東彼商工会 法人番号 9310005004056   

小値賀町商工会 法人番号 5310005003508   

宇久町商工会 法人番号 1310005003503   

新上五島町商工会 法人番号 7310005003844   

熊本県（7 件（7 単会）） 八代市商工会 法人番号 2330005006610   

宇土市商工会 法人番号 1330005005472   

阿蘇市商工会 法人番号 2330005005315   

大津町商工会 法人番号 9330005002561   

氷川町商工会 法人番号 6330005006623   

津奈木町商工会 法人番号 8330005006588   

水上村商工会 法人番号 3330005007839   

大分県（5 件（5 単会）） 宇佐両院商工会 法人番号 6320005004289   

豊後大野市商工会 法人番号 8320005006647   

野津原町商工会 法人番号 9320005000277   

九重町商工会 法人番号 3320005007245   

臼杵商工会議所 法人番号 5320205000080   

宮崎県（12 件（17 単会）） 中郷商工会 

山之口町商工会 

高城町商工会 

荘内商工会 

山田町商工会 

高崎町商工会 

法人番号 2350005003762 

法人番号 6350005003916 

法人番号 4350005003942 

法人番号 3350005003761 

法人番号 2350005003812 

法人番号 9350005003839 

共同申請 

南郷町商工会 法人番号 1350005004258   

高原町商工会 法人番号 8350005004549   

野尻町商工会 法人番号 8350005004573   

すき商工会 法人番号 8350005004508   

川南町商工会 法人番号 2350005002062   

都農町商工会 法人番号 7350005002116   

門川町商工会 法人番号 1350005002526   

東郷町商工会 法人番号 1350005002583   
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五ヶ瀬町商工会 法人番号 1350005003367   

延岡商工会議所 法人番号 3350005002862   

西都商工会議所 法人番号 6350005001936   

鹿児島県（10 件（11 件）） かごしま市商工会 法人番号 4340005006228   

鶴の町商工会 法人番号 3340005005503   

薩摩川内市商工会 法人番号 6340005003958   

曽於市商工会 法人番号 2340005007517   

南九州市商工会 法人番号 5340005007679   

南大隅町商工会 

錦江町商工会 

法人番号 7340005007157 

法人番号 3340005007169 
共同申請 

肝付町商工会 法人番号 6340005007158   

龍郷町商工会 法人番号 2340005004803   

鹿屋商工会議所 法人番号 1340005006627   

いちき串木野商工会議所 法人番号 1340005003731   

沖縄県（15 件（15 単会）） 宜野湾市商工会 法人番号 9360005002591   

豊見城市商工会 法人番号 2360005000503   

うるま市商工会 法人番号 6360005002280   

恩納村商工会 法人番号 2360005003324   

嘉手納町商工会 法人番号 5360005002595   

北谷町商工会 法人番号 6360005002594   

北中城村商工会 法人番号 8360005002592   

中城村商工会 法人番号 7360005002593   

南風原町商工会 法人番号 2360005001848   

渡嘉敷村商工会 法人番号 1360005000504   

竹富町商工会 法人番号 2360005003646   

与那国町商工会 法人番号 9360005003697   

那覇商工会議所 法人番号 3360005000502   

沖縄商工会議所 法人番号 6360005001968   

浦添商工会議所 法人番号 3360005002597   

 
 


