
郵便番号 住　　所 電話番号

960-8031 福島市栄町10番21号 福島栄町ビル８階 024-573-2561

事　務　所　名 設置機関名 郵便番号 住　　所 電話番号

福島商工会議所 960-8053 福島市三河南町1-20 ｺﾗｯｾふくしま8階 024-536-5511

福島県商工会連合会 960-8053 福島市三河南町1-20 ｺﾗｯｾふくしま9階 024-525-3411

公益財団法人福島県産業振興センター 960-8053 福島市三河南町1-20 ｺﾗｯｾふくしま6階 024-525-4070

福島県産業復興相談センター　白河事務所 白河商工会議所 961-0957 白河市道場小路96-5 0248-23-3101

福島県産業復興相談センター　須賀川事務所 須賀川商工会議所 962-0844 須賀川市東町59-25 0248-76-2124

福島県産業復興相談センター　郡山事務所 郡山商工会議所 963-8005 郡山市清水台1-3-8 024-921-2600

福島県産業復興相談センター　二本松事務所 二本松商工会議所 964-8577 二本松市本町1-60-1 0243-23-3211

福島県産業復興相談センター　会津若松事務所 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

福島県産業復興相談センター　会津喜多方事務所 会津喜多方商工会議所 966-0827 喜多方市沢ノ免7331 0241-24-3131

福島県産業復興相談センター　いわき事務所 いわき商工会議所 970-8026 いわき市平田町120　ﾗﾄﾌﾞ6階 0246-25-9151

福島県産業復興相談センター　原町事務所 原町商工会議所 975-0006 南相馬市原町区橋本町1-35 0244-22-1141

福島県産業復興相談センター　相馬事務所 相馬商工会議所 976-0042 相馬市中村字桜ケ丘71 0244-36-3171

福島県産業復興相談センター　中通り事務所 中通り広域指導センター 962-0028 須賀川市茶畑町46-105 0248-94-2680

福島県産業復興相談センター　会津事務所 会津広域指導センター 969-6155 大沼郡会津美里町字北川原41 0242-93-5607

福島県産業復興相談センター　浜通り事務所 浜通り広域指導センター 970-8026 いわき市平堂根町4-17　5階 0246-25-1011

福島県産業復興相談センター　飯坂事務所 飯坂町商工会 960-0201 福島市飯坂町字筑前12-1 024-542-3568

福島県産業復興相談センター　松川事務所 松川町商工会 960-1241 福島市松川町字中町35 024-567-2265

福島県産業復興相談センター　桑折事務所 桑折町商工会 969-1614 伊達郡桑折町字本町17-5 024-582-2474

福島県産業復興相談センター　国見事務所 国見町商工会 969-1761 伊達郡国見町大字藤田字南20 024-585-2280

福島県産業復興相談センター　伊達事務所 伊達市商工会 960-0756 伊達市梁川町青葉町3 024-577-0057

福島県産業復興相談センター事務所　連絡先一覧

セ　ン　タ　ー　名　称

福島県産業復興相談センター

福島県産業復興相談センター　福島事務所
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福島県産業復興相談センター　保原事務所 保原町商工会 960-0612 伊達市保原町字宮下111-2 024-575-2284

福島県産業復興相談センター　川俣事務所 川俣町商工会 960-1454 伊達郡川俣町字八反田23 024-565-2377

福島県産業復興相談センター　飯野事務所 飯野町商工会 960-1301 福島市飯野町字後川1 024-562-2115

福島県産業復興相談センター　あだたら事務所 あだたら商工会 969-1404 二本松市油井字背戸谷地11-2 0243-23-5854

福島県産業復興相談センター　大玉事務所 大玉村商工会 969-1302 安達郡大玉村玉井字星内70 0243-48-3931

福島県産業復興相談センター　本宮事務所 本宮市商工会 969-1151 本宮市本宮字千代田87-1 0243-33-2541

福島県産業復興相談センター　熱海事務所 熱海町商工会 963-1309 郡山市熱海町熱海1-1 024-984-2341

福島県産業復興相談センター　逢瀬事務所 逢瀬町商工会 963-0213 郡山市逢瀬町多田野字久保田47 024-957-3250

福島県産業復興相談センター　湖南事務所 湖南町商工会 963-1633 郡山市湖南町福良字台畠8592番の内 024-983-2117

福島県産業復興相談センター　三穂田事務所 三穂田町商工会 963-0129 郡山市三穂田町八幡字東屋敷5 024-954-2154

福島県産業復興相談センター　安積事務所 安積町商工会 963-0107 郡山市安積3-31 024-946-2068

福島県産業復興相談センター　片平事務所 片平町商工会 963-0211 郡山市片平町字南前20-1 024-951-2602

福島県産業復興相談センター　喜久田事務所 喜久田町商工会 963-0541 郡山市喜久田町堀之内字下上ノ台8-2 024-959-2568

福島県産業復興相談センター　日和田事務所 日和田町商工会 963-0534 郡山市日和田町字日向138-1 024-958-2438

福島県産業復興相談センター　富久山事務所 富久山町商工会 963-8061 郡山市富久山町福原字福原2-2 024-923-0896

福島県産業復興相談センター　田村事務所 田村町商工会 963-1155 郡山市田村町守山字小性町92-10 024-955-2507

福島県産業復興相談センター　中田事務所 中田町商工会 963-0833 郡山市中田町下枝字久保194-4 024-973-2211

福島県産業復興相談センター　西田事務所 西田町商工会 963-0922 郡山市西田町三町目字平34 024-972-2114

福島県産業復興相談センター　大東事務所 大東商工会 962-0727 須賀川市小作田字湯名塚13-1 0248-79-3155

福島県産業復興相談センター　長沼事務所 長沼商工会 962-0203 須賀川市長沼字殿町110-1 0248-67-3121
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福島県産業復興相談センター　鏡石事務所 鏡石町商工会 969-0404 岩瀬郡鏡石町中央245 0248-62-2340

福島県産業復興相談センター　岩瀬事務所 岩瀬商工会 962-0302 須賀川市柱田字中地25 0248-65-3210

福島県産業復興相談センター　天栄事務所 天栄村商工会 962-0503 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑27 0248-82-2709

福島県産業復興相談センター　石川事務所 石川町商工会 963-7852 石川郡石川町字関根1-2 0247-26-3211

福島県産業復興相談センター　玉川事務所 玉川村商工会 963-6312 石川郡玉川村大字小高字中綴7-1 0247-57-2250

福島県産業復興相談センター　平田事務所 平田村商工会 963-8205 石川郡平田村大字永田字広町58 0247-55-2276

福島県産業復興相談センター　浅川事務所 浅川町商工会 963-6218 石川郡浅川町大字東大畑字大名大塚50 0247-36-2161

福島県産業復興相談センター　古殿事務所 古殿町商工会 963-8305 石川郡古殿町大字竹貫字竹貫29-1 0247-53-2465

福島県産業復興相談センター　三春事務所 三春町商工会 963-7759 田村郡三春町字大町29 0247-62-3523

福島県産業復興相談センター　小野事務所 小野町商工会 963-3401 田村郡小野町大字小野新町字中通35 0247-72-3228

福島県産業復興相談センター　滝根事務所 滝根町商工会 963-3602 田村市滝根町神俣字梵天川398 0247-78-2033

福島県産業復興相談センター　大越事務所 大越町商工会 963-4111 田村市大越町上大越字元池197-1 0247-79-2555

福島県産業復興相談センター　都路事務所 都路町商工会 963-4701 田村市都路町古道字戸屋70 0247-75-2497

福島県産業復興相談センター　常葉事務所 常葉町商工会 963-4602 田村市常葉町常葉字上町62-3 0247-77-2019

福島県産業復興相談センター　船引事務所 船引町商工会 963-4312 田村市船引町船引字上中田17-1 0247-82-4264

福島県産業復興相談センター　西郷事務所 西郷村商工会 961-8091 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原69-3 0248-25-1266

福島県産業復興相談センター　表郷事務所 表郷商工会 961-0403 白河市表郷番沢字松上98-2 0248-32-3065

福島県産業復興相談センター　ひがし事務所 ひがし商工会 961-0303 白河市東釜子字殿田表65 0248-34-2779

福島県産業復興相談センター　泉崎事務所 泉崎村商工会 969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字下宿55-6 0248-53-2202

福島県産業復興相談センター　中島事務所 中島村商工会 961-0102 西白河郡中島村大字滑津字二ツ山20-4 0248-52-2716
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福島県産業復興相談センター　矢吹事務所 矢吹町商工会 969-0221 西白河郡矢吹町中町290 0248-42-4176

福島県産業復興相談センター　大信事務所 大信商工会 969-0309 白河市大信町屋字町屋195 0248-46-2070

福島県産業復興相談センター　棚倉事務所 棚倉町商工会 963-6123 東白川郡棚倉町大字関口字上志宝2-3 0247-33-3161

福島県産業復興相談センター　矢祭事務所 矢祭町商工会 963-5118 東白川郡矢祭町大字東舘字舘本52 0247-46-2126

福島県産業復興相談センター　塙事務所 塙町商工会 963-5405 東白川郡塙町大字塙字大町三丁目31-1 0247-43-0371

福島県産業復興相談センター　鮫川事務所 鮫川村商工会 963-8401 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿38 0247-49-2171

福島県産業復興相談センター　南会津事務所 南会津町商工会 967-0004 南会津郡南会津町田島字行司12 0241-62-0329

福島県産業復興相談センター　下郷事務所 下郷町商工会 969-5311 南会津郡下郷町大字豊成字下モ6356 0241-67-3135

福島県産業復興相談センター　桧枝岐事務所 桧枝岐村商工会 967-0527 南会津郡桧枝岐村字見通1155-1 0241-75-2339

福島県産業復興相談センター　只見事務所 只見町商工会 968-0421 南会津郡只見町大字只見字宮前1308 0241-82-2380

福島県産業復興相談センター　北塩原事務所 北塩原村商工会 966-0404 耶麻郡北塩原村大字大塩字上六郎屋敷2160 0241-23-5556

福島県産業復興相談センター　きたかた事務所 きたかた商工会 969-3512 喜多方市塩川町字東栄町1-12-3 0241-27-3202

福島県産業復興相談センター　西会津事務所 西会津町商工会 969-4406 耶麻郡西会津町野沢字下條乙1969-26 0241-45-3235

福島県産業復興相談センター　磐梯事務所 磐梯町商工会 969-3301 耶麻郡磐梯町大字磐梯字山道332-1 0242-73-2144

福島県産業復興相談センター　猪苗代事務所 猪苗代町商工会 969-3111 耶麻郡猪苗代町字沼田3972-1 0242-62-2331

福島県産業復興相談センター　会津坂下事務所 会津坂下町商工会 969-6553 河沼郡会津坂下町西南町裏甲4005-13 0242-83-3139

福島県産業復興相談センター　湯川事務所 湯川村商工会 969-3556 河沼郡湯川村大字勝常字堂後830 0241-27-3957

福島県産業復興相談センター　柳津事務所 柳津町商工会 969-7201 河沼郡柳津町大字柳津字中在家1182-1 0241-42-2552

福島県産業復興相談センター　あいづ事務所 あいづ商工会 969-3471 会津若松市河東町広田字沢目47 0242-75-3511

福島県産業復興相談センター　会津美里事務所 会津美里町商工会 969-6266 大沼郡会津美里町字西裏屋敷添甲2198-1 0242-54-2429
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福島県産業復興相談センター　三島事務所 三島町商工会 969-7511 大沼郡三島町大字宮下字水尻1134 0241-52-2430

福島県産業復興相談センター　金山事務所 金山町商工会 968-0011 大沼郡金山町大字川口字谷地381-1 0241-54-2311

福島県産業復興相談センター　昭和事務所 昭和村商工会 968-0103 大沼郡昭和村大字下中津川字中島652 0241-57-3100

福島県産業復興相談センター　広野事務所 広野町商工会 979-0403 双葉郡広野町大字下浅見川字広長99 0240-27-2311

福島県産業復興相談センター　楢葉事務所 楢葉町商工会 979-0603 双葉郡楢葉町大字井出浄光西8-3 0240-25-2256

福島県産業復興相談センター　富岡事務所 富岡町商工会 979-1112 双葉郡富岡町中央2丁目111 0240-22-3307

福島県産業復興相談センター　川内事務所 川内村商工会 979-1201 双葉郡川内村大字上川内字早渡11-19 0240-38-2265

福島県産業復興相談センター　大熊事務所 大熊町商工会 965-0873 会津若松市追手町2-4-1 0242-29-5770

福島県産業復興相談センター　双葉事務所 双葉町商工会 979-1471 双葉郡双葉町大字長塚字町西39-22 0240-33-2311

福島県産業復興相談センター　浪江事務所 浪江町商工会 964-0906 双葉郡浪江町権現堂字下川原9-1 0240-35-3321

福島県産業復興相談センター　葛尾事務所 葛尾村商工会 979-1602 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内34 0240-29-2252

福島県産業復興相談センター　新地事務所 新地町商工会 979-2702 相馬郡新地町谷地小屋字荻崎40 0244-62-2442

福島県産業復興相談センター　鹿島事務所 鹿島商工会 979-2335 南相馬市鹿島区鹿島字町39 0244-46-2250

福島県産業復興相談センター　小高事務所 小高商工会 979-2124 南相馬市小高区本町1-44 0244-32-0300

福島県産業復興相談センター　飯舘事務所 飯舘村商工会 960-1801 相馬郡飯館村草野字大子堂81番地 0244-26-7957

福島県産業復興相談センター　内郷事務所 内郷商工会 973-8403 いわき市内郷綴町榎下17 0246-26-1256

福島県産業復興相談センター　遠野事務所 遠野町商工会 972-0161 いわき市遠野町上遠野字堀切12-1 0246-89-2174

福島県産業復興相談センター　田人事務所 田人町商工会 974-0152 いわき市田人町旅人字下平石191 0246-69-2520

福島県産業復興相談センター　好間事務所 好間町商工会 970-1152 いわき市好間町中好間字田中25 0246-36-3133

福島県産業復興相談センター　小川事務所 小川町商工会 979-3112 いわき市小川町上平字中島2-3 0246-83-0133



郵便番号 住　　所 電話番号

960-8031 福島市栄町10番21号 福島栄町ビル８階 024-573-2561

事　務　所　名 設置機関名 郵便番号 住　　所 電話番号

福島県産業復興相談センター事務所　連絡先一覧

セ　ン　タ　ー　名　称

福島県産業復興相談センター

福島県産業復興相談センター　三和事務所 三和町商工会 970-1372 いわき市三和町下市萱字竹ノ内114-1 0246-86-2153

福島県産業復興相談センター　四倉事務所 四倉町商工会 979-0201 いわき市四倉町字西四丁目4-5 0246-32-2900

福島県産業復興相談センター　久之浜事務所 久之浜町商工会 979-0333 いわき市久ノ浜町久ノ浜字北町21 0246-82-3131
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