地域事務局一覧

【お問合せ先】
区 分

名

称

〒

所 在 地

電話番号

北海道地域事務局

北海道中小企業団体中央会

060-0001

札幌市中央区北1条西7 プレスト1.7

011(241)9500

青森県地域事務局

青森県中小企業団体中央会

030-0802

青森市本町2-9-17 青森県中小企業会館3F

017(763)5205

岩手県地域事務局

岩手県中小企業団体中央会

020-0878

盛岡市肴町4-5 岩手酒類卸株式会社ビル2F

019(613)2801

宮城県地域事務局

宮城県中小企業団体中央会

980-0011

仙台市青葉区上杉1-14-2 宮城県商工振興センター1F

022(222)5266

秋田県地域事務局

秋田県中小企業団体中央会

010-0923

秋田市旭北錦町1-47 秋田県商工会館5F

018(863)8701

山形県地域事務局

山形県中小企業団体中央会

990-0827

山形市城南町1-1-1 霞城セントラル14F

023(647)0360

福島県地域事務局

福島県中小企業団体中央会

960-8053

福島市三河南町1-20 コラッセふくしま10F

024(529)7603

茨城県地域事務局

茨城県中小企業団体中央会

310-0801

水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館内

029(224)8030

栃木県地域事務局

栃木県中小企業団体中央会

320-0807

宇都宮市松が峰1-3-15 富士火災宇都宮ビル5F

028(611)3315

群馬県地域事務局

群馬県中小企業団体中央会

371-0026

前橋市大手町3-3-1 群馬県中小企業会館3F

027(289)8864

埼玉県地域事務局

埼玉県中小企業団体中央会

330-8669

さいたま市大宮区桜木町1-7-5 大宮ソニックシティ10F

048(783)2861

千葉県地域事務局

千葉県中小企業団体中央会

260-0015

千葉市中央区富士見2-22-2 千葉中央駅前ビル4F

043(227)8031

東京都地域事務局

東京都中小企業団体中央会

104-0061

東京都中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館3F

03(6264)7545
03(6228)4514

神奈川県地域事務局

神奈川県中小企業団体中央会

231-0015

横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センター10F

045(319)4649

新潟県地域事務局

新潟県中小企業団体中央会

951-8133

新潟市中央区川岸町1-47-3 新潟県経営者協会2F

025(234)3090

長野県地域事務局

長野県中小企業団体中央会

380-0936

長野市中御所岡田131-10 長野県中小企業会館4F

026(228)1171
026(228)1206

山梨県地域事務局

山梨県中小企業団体中央会

400-0035

甲府市飯田2-2-1 山梨県中小企業会館4F

055(237)3215

静岡県地域事務局

静岡県中小企業団体中央会

420-0853

静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館5F、7F

054(251)8895
054(255)5900

愛知県地域事務局

愛知県中小企業団体中央会

450-0002

名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル6F

052(485)8460

岐阜県地域事務局

岐阜県中小企業団体中央会

500-8384

岐阜市藪田南5-14-53 ふれあい福寿会館9F

058(277)1101

三重県地域事務局

三重県中小企業団体中央会

514-0004

津市栄町1-891 三重県合同ビル6F

059(228)5195

富山県地域事務局

富山県中小企業団体中央会

930-0083

富山市総曲輪2-1-3 富山商工会議所ビル別館8F

076(482)5738

石川県地域事務局

石川県中小企業団体中央会

920-8203

金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興センター新館5F

076(267)7711
（2/29まで）
0776(23)3042
（3/1より）
0776(43)0489

福井県地域事務局

福井県中小企業団体中央会

910-0005

福井市大手3-7-1 繊協ビル5F

滋賀県地域事務局

滋賀県中小企業団体中央会

520-0806

大津市打出浜3-7 滋賀県産業振興協同組合ビル3F

077(510)0890

京都府地域事務局

京都府中小企業団体中央会

615-0042

京都市右京区西院東中水町17 京都府中小企業会館4F

075(325)1381

奈良県地域事務局

奈良県中小企業団体中央会

630-8213

奈良市登大路町38-1 奈良県中小企業会館内

0742(22)3200

大阪府地域事務局

大阪府中小企業団体中央会

540-0029

大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか5F

06(6947)4378

兵庫県地域事務局

兵庫県中小企業団体中央会

650-0011

神戸市中央区下山手通5-5-16 兵庫県印刷会館3F

078(351)6211

和歌山県地域事務局

和歌山県中小企業団体中央会

640-8152

和歌山市十番丁19 Wajima十番丁4F

073(421)3500

鳥取県地域事務局

鳥取県中小企業団体中央会

680-0845

鳥取市富安1-96

0857(26)6671

島根県地域事務局

島根県中小企業団体中央会

690-0886

松江市母衣町55-4 島根県商工会館4F

0852(21)4809

岡山県地域事務局

岡山県中小企業団体中央会

700-0817

岡山市北区弓之町4-19-202 岡山県中小企業会館

086(224)2245

広島県地域事務局

広島県中小企業団体中央会

730-0011

広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル6F

082(228)0926

山口県地域事務局

山口県中小企業団体中央会

753-0074

山口市中央4-5-16 山口県商工会館内

083(922)2606

徳島県地域事務局

徳島県中小企業団体中央会

771-0134

徳島市川内町平石住吉209-5 徳島健康科学総合センター内

088(678)9348

香川県地域事務局

香川県中小企業団体中央会

760-0066

高松市福岡町2-2-2-401 香川県産業会館4F

087(851)8311

愛媛県地域事務局

愛媛県中小企業団体中央会

791-1101

松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛3F

089(955)7150

高知県地域事務局

高知県中小企業団体中央会

781-5101

高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館4F

088(845)8870

福岡県地域事務局

福岡県中小企業団体中央会

812-0046

福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センター9F

092(622)8780

佐賀県地域事務局

佐賀県中小企業団体中央会

840-0826

佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル6F

0952(23)4598

長崎県地域事務局

長崎県中小企業団体中央会

850-0031

長崎市桜町4-1 長崎商工会館9F

095(826)3201

熊本県地域事務局

熊本県中小企業団体中央会

860-0801

熊本市中央区安政町3-13 熊本県商工会館7F

096(325)3255

大分県地域事務局

大分県中小企業団体中央会

870-0026

大分市金池町3-1-64 大分県中小企業会館4F

097(536)7288

宮崎県地域事務局

宮崎県中小企業団体中央会

880-0013

宮崎市松橋2-4-31 宮崎県中小企業会館3F

0985(24)4278

鹿児島県地域事務局

鹿児島県中小企業団体中央会

892-0821

鹿児島市名山町9-1 鹿児島県産業会館内

099(222)9258

沖縄県地域事務局

沖縄県中小企業団体中央会

901-0152

那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター414号室

098(996)2481

全国事務局

全国中小企業団体中央会

104-0033

東京都中央区新川1-26-2 新川NSビル6F

03(6280)5560

