
別紙

平成２６年６月２６日時点

都道府県 よろず支援拠点受け入れ機関 コーディネーター（公募時所属） 電話番号 住　所

北海道 （公財）北海道中小企業総合支援センター  中野　貴英 （アステップ経営） 011-232-2407 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

※ 青森県 （公財）２１あおもり産業総合支援センター  加藤　哲也 （ケイ・シグナル） 017-777-4066 青森県青森市新町2-4-1青森県共同ビル7階

※ 岩手県 （公財）いわて産業振興センター  伊藤　朗　（(株)ＡＢＣオフィス） 019-631-3826 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

※ 宮城県 宮城県商工会連合会
 田中　宏司
（経営コンサルタント事務所 ダイナミック ビジネス ブレイン）

022-225-8751 宮城県仙台市青葉区上杉1-14-2 宮城県商工振興センター2Ｆ

※ 秋田県 （公財）あきた企業活性化センター  小室　秀幸　（株式会社小室経営コンサルタント） 018-860-5605 秋田県秋田市山王三丁目1-1

山形県 （公財）山形県企業振興公社  成澤　郁夫 （（公財）山形県企業振興公社） 023-647-0708 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

福島県 （公財）福島県産業振興センター
 渡辺　正彦 （東邦信用保証(株)
　　　　（福島大学うつくしまふくしま未来支援センター））

024-525-4064 福島県福島市三河南町1番20号　コラッセふくしま2階

茨城県 （公財）茨城県中小企業振興公社  宮田　貞夫 （(株)ハンプティ） 029-224-5339 茨城県水戸市桜川2-2-35　茨城県産業会館9階

栃木県 （公財）栃木県産業振興センター  矢口　季男 （有限会社情報ビジネスコンサルティング） 028-670-2618 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

群馬県 （公財）群馬県産業支援機構  鈴木　正利 （（公財）群馬県産業支援機構） 027-255-6631 群馬県前橋市大渡町1-10-7　群馬県公社総合ビル2階

埼玉県 （公財）埼玉県産業振興公社  野口　満 （（公財）埼玉県産業振興公社） 048-647-4085 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10F

千葉県 （公財）千葉県産業振興センター  井口　章 （（公財）千葉県産業振興センター） 043-299-2921 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト23F

※ 東京都 東京商工会議所  金綱　潤 （（一社）東京都中小企業診断士協会） 03-3283-2405 東京都千代田区丸の内3-2-2 東商ビル

神奈川県 （公財）神奈川産業振興センター  山﨑　隆由 （（公財）神奈川産業振興センター） 045-633-5071 神奈川県横浜市中区尾上町5-80

新潟県 （公財）にいがた産業創造機構  木村　泰博 （木村経営コンサルタント事務所） 025-246-0058 新潟県新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル9F・10F

山梨県 （公財）やまなし産業支援機構  中嶋　豪 （前　日本軽金属(株)） 055-243-0650 山梨県甲府市大津町2192-8

長野県 （公財）長野県中小企業振興センター  白川　達男 （国立大学法人信州大学） 026-227-5875 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

静岡県 静岡商工会議所  住川　順一 （静銀経営コンサルティング(株)） 054-253-5117 静岡県静岡市葵区黒金町20-8

愛知県 （公財）あいち産業振興機構  多和田　悦嗣 （（公財）あいち産業振興機構） 052-715-3071 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号

岐阜県 （公財）岐阜県産業経済振興センター  三輪　知生 （(株)東海クロスメディア研究所） 058-277-1088
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)

三重県 （公財）三重県産業支援センター  野垣内　斉 （百五スタッフサービス(株)） 059-228-3326 三重県津市栄町1丁目891　三重県合同ビル5階

富山県 （公財）富山県新世紀産業機構  羽田野　正博 （ヒューマックス経営考房） 076-444-5605 富山県富山市高田527　情報ビル1F,2F

石川県 （公財）石川県産業創出支援機構  広村　和義 （前　共和産業(株)） 076-267-1244
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・2階

福井県 （公財）ふくい産業支援センター  先織　久恒 （(株)コスモタウン） 0776-67-7400
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内

滋賀県 （公財）滋賀県産業支援プラザ  北村　省一 （(株)サイテック） 077-511-1413 滋賀県大津市打出浜2-1 コラボしが21　2階

京都府 （公財）京都産業２１  大秦　建一 （（一財）京都ユースホステル協会） 075-315-8660 京都府京都市下京区中堂寺南町134

大阪府 （公財）大阪産業振興機構  北口　祐規子 （オフィスＫＩＴＳ） 06-6947-4375 大阪府大阪市中央区本町橋2ｰ5　マイドームおおさか

兵庫県 （公財）ひょうご産業活性化センター  藤田　勉 （T＆Mリサーチ） 078-291-8518 兵庫県神戸市中央区雲井通5丁目3-1 サンパル6階、7階

奈良県 （公財）奈良県地域産業振興センター  松村　二郎 （経営コンサルタント） 0742-81-3840 奈良県奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター内

和歌山県 （公財）わかやま産業振興財団  井上　禎 （(株)紀陽銀行） 073-432-3412 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

鳥取県 鳥取県商工会連合会  金田　昭 （（公財）鳥取県産業振興機構） 0857-31-5556 鳥取県鳥取市湖山町東4丁目100番地

島根県 （公財）しまね産業振興財団  森山　武史 （しまね信用金庫） 0852-60-5115 島根県松江市北陵町1番地 テクノアークしまね内

岡山県 （公財）岡山県産業振興財団  鈴鹿　和彦 （岡山県産業労働部経営支援課） 086-286-9667
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

広島県 （公財）ひろしま産業振興機構  畑　博士 （新日本有限責任監査法人） 082-240-7701 広島県広島市中区千田町3-7-47　広島県情報プラザ

山口県 （公財）やまぐち産業振興財団  国弘　憲二 （中小企業診断士事務所 エス･ビー･シー） 083-922-3700 山口県山口市熊野町1-10 NPYビル10階

徳島県 （公財）とくしま産業振興機構  大塩　誠二 （徳島大学産学官連携推進部） 088-654-0103 徳島県徳島市南末広町5番地8-8　徳島経済産業会館2F

香川県 （公財）かがわ産業支援財団  本多　八潮 （香川大学社会連携・知的財産センター） 087-868-6090 香川県高松市林町2217-15　香川産業頭脳化センタービル2F

愛媛県 （公財）えひめ産業振興財団  中野　隆 （（公財）えひめ産業振興財団） 089-960-1131 愛媛県松山市久米窪田町337－1　テクノプラザ愛媛内

高知県 （公財）高知県産業振興センター  小松　宗二 （（公財）高知県産業振興センター） 088-846-0175 高知県高知市布師田3992-2

※ 福岡県 （公財）福岡県中小企業振興センター  脇田　清大 （（有）スプレッドアンドアソシエイツ） 092-622-7809 福岡県福岡市博多区吉塚本町9番15号

佐賀県 （公財）佐賀県地域産業支援センター  今釜　秀敏 （アイエムコンサルティング） 0952-34-4433
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

長崎県 長崎県商工会連合会  團野　龍一 （ＰＢコンサルティング） 095-824-5413 長崎県長崎市桜町4-1　長崎商工会館8階

熊本県 （公財）くまもと産業支援財団
 鹿子木　康
 （ブレス・マーケティング（中小企業診断士 鹿子木事務所））

096-286-3355 熊本県上益城郡益城町大字田原2081番地10

大分県 （公財）大分県産業創造機構  鍵野　正則 （仁マネジメントコンサルティングかぎの） 097-537-2837 大分県大分市東春日町17-20 ソフトパークセンタービル

宮崎県 （公財）宮崎県産業振興機構  長友　太 （長友中小企業診断士事務所） 0985-74-0786
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）

※ 鹿児島県 （公財）かごしま産業支援センター  加藤　剛 （(株)FLYING） 099-219-3740 鹿児島県鹿児島市名山町9番1号 鹿児島県産業会館1F

沖縄県 （公財）沖縄県産業振興公社  上地　哲 （(株)デジタルあじまぁ） 098-859-6237 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

よろず支援拠点連絡先一覧

※６月３０日開設
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