
足利銀行特別相談窓口の連絡先について 
茨城県 
（商工中金） 
水戸支店   〒310-0021 水戸市南町 3-5-7                   029-225-5151 
（中小公庫） 
水戸支店   〒310-0021  水戸市南町 3-4-14                 029-231-4246 
（国民公庫） 
水戸支店   〒310-0021 水戸市南町 3－3－55          029-221-7137 
土浦支店   〒300-0043 土浦市中央 1－1－26          029-822-4141 
日立支店   〒317-0073 日立市幸町 1－4－1            0294-24-2451 
（信用保証協会） 
茨城県協会  〒310-0801  水戸市桜川 2-2-35                  029-224-7811 
（商工会連合会） 
茨城県商工会連合会 〒310-0801  水戸市桜川 2-2-35              029-224-2635 
（商工会議所） 

水戸商工会議所     〒310-0801 水戸市桜川２－２－35         029-224-3315 
土浦商工会議所     〒300-0043 土浦市中央２－２－１６        029-822-0391 
古河商工会議所     〒306-0041 古河市鴻巣１１８９－４        0280-48-6000 
日立商工会議所     〒317-0073 日立市幸町１－２１－２        0294-22-0128 
結城商工会議所     〒307-0001 結城市大字結城５３１          0296-33-3118 
勝田商工会議所     〒312-8716 ひたちなか市勝田中央 14－８    029-273-1371 
 
群馬県 
（商工中金） 
前橋支店   〒371-0026  前橋市大手町 2-6-17                027-224-8151 
（中小公庫） 
前橋支店   〒371-0023  前橋市本町 2-13-11                 027-235-8686 
（国民公庫） 
前橋支店   〒371-0023 前橋市本町 1－6－19          027-223-7311 
高崎支店   〒370-0826 高崎市連雀町 81             027-326-1621 
（信用保証協会） 
群馬県協会    〒371-0026  前橋市大手町 3-3-1                 027-231-8816 
（商工会連合会） 
群馬県商工会連合会 〒371-0047 前橋市関根町 3-8-1         027-231-9779                       

（商工会議所） 
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高崎商工会議所    〒370-8511 高崎市問屋町２－７－８          027-361-5171    
前橋商工会議所    〒371-0017 前橋市日吉町１－８－１       027-234-5111    
桐生商工会議所    〒376-0023 桐生市錦町３－１－25        0277-45-1201    
館林商工会議所    〒374-8640 館林市大手町 10－１             0276-74-5121    
伊勢崎商工会議所  〒372-0014 伊勢崎市昭和町 3919        0270-24-2211    
太田商工会議所    〒373-8521 太田市浜町３－６          0276-45-2121    
 
埼玉県 
（商工中金） 
さいたま支店 〒330-0064  さいたま市浦和区岸町 4-25-13         048-822-5151 
熊谷支店   〒360-0042  熊谷市本町 2-95                    048-525-3751 
（中小公庫） 
さいたま支店 〒336-6023  さいたま市中央区新都心 11-2        048-601-2911 
（国民公庫） 
さいたま支店 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町 4－25－14     048-822-7171 
熊谷支店   〒360-0041 熊谷市宮町 2－45            048-521-2731 
大宮支店   〒330-8547 さいたま市大宮区宮町 3－1－2      048-643-3711 
川越支店   〒350-1123 川越市脇田本町 14－1          049-246-3211 
越谷支店   〒343-0816 越谷市弥生町 3－33           048-964-5561 
（信用保証協会） 
埼玉県協会    〒330-9608  さいたま市大宮区桜木町 1-7-5         048-647-4711 
（商工会連合会） 
埼玉県商工会連合会 〒331-8669 さいたま市大宮区桜木町 1-7-5    048-641-3617 
（商工会議所） 
川越商工会議所     〒350-8510 川越市仲町１－12             049-229-1810 
川口商工会議所     〒332-8522 川口市本町４－１－８           048-228-2220 
熊谷商工会議所     〒360-0041 熊谷市宮町２－39           048-521-4600 
浦和商工会議所     〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-17-15   048-838-7700 
所沢商工会議所     〒359-1143 所沢市宮本町１－１－２        042-922-2196 
上尾商工会議所     〒362-8703 上尾市大字上尾村 750         048-773-3111 
草加商工会議所     〒340-0016 草加市中央２－16－10          048-928-8111 
春日部商工会議所   〒344-8585 春日部市樋堀 369－４          048-763-1122 
 
栃木県 
（商工中金） 
宇都宮支店  〒320-0861  宇都宮市西 1-1-15                   028-633-8191 
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足利支店   〒326-0814  足利市通 2-2751                     0284-21-7131 
（中小公庫） 
宇都宮支店  〒320-0806  宇都宮市中央 3-1-4                   028-636-7171 
（国民公庫） 
宇都宮支店  〒320-0813 宇都宮市二番町 1－31           028-634-7141 
佐野支店   〒327-0024 佐野市亀井町 2649－3           0283-22-3011 
（信用保証協会） 
栃木県協会    〒320-8618  宇都宮市中央 3-1-4                   028-635-2121 
（商工会連合会） 
栃木県商工会連合会 〒320-0806 宇都宮市中央３－１－４           028-637-3731 

（商工会議所） 

宇都宮商工会議所   〒320-0806 宇都宮市中央３－１－４          028-637-3131 

足利商工会議所     〒326-8502 足利市田中町３１－８             0284-71-1354 

 
福島県 
（商工中金） 
福島支店   〒960-8031  福島市栄町 8-1                       024-522-2171 
（中小公庫） 
福島支店   〒960-8031  福島市栄町 6-6                       024-522-9241 
（国民公庫） 
福島支店   〒960-8041 福島市大町 1－16              024-523-2341 
いわき支店  〒970-8026 いわき市平字菱川町 1－5           0246-25-7251 
会津若松支店 〒965-0878  会津若松市中町 2－35             0242-27-3120 
郡山支店   〒963-8005 郡山市清水台 1－6－21            024-923-7140 
（信用保証協会） 
福島県協会    〒960-8053  福島市三河南町 1-20                    024-526-2331 
（商工会連合会） 

福島県商工会連合会 〒960-8053 福島市三河南町１－20             024-525-3411 
（商工会議所） 
福島商工会議所     〒960-8053 福島市三河南町１－20             024-536-5511 
郡山商工会議所      〒963-8691 郡山市清水台１－３－８           024-921-2600 
会津若松商工会議所 〒965-0816  会津若松市南千石町６－５        0242-27-1212 
いわき商工会議所   〒970-8026 いわき市平字菱川町１－３         0246-25-9151 
 
関東経済産業局 〒330-9715  さいたま市中央区新都心 1-1           048-600-0321 
東北経済産業局 〒980-8403 仙台市青葉区本町３－３－１          022-222-2425 


