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、「よぅず支援拠点」は1.経済産業者:中小企業庁の「串力ヽ企業・ホ窺績曇業著ゥジスト,プ総合支援事業1により義書きれていま悦

(独 )申小企業基盤整備機構が:隊らず支援拠点」の活動支援等を行うはろす支援拠点全由本書国とならてしヽま筑 ‐ |



拠 点 名

各都遣府県のはなぜ餡跛鰊冬
相談電話番号所住 設置機関

北海道  北海道よろず支援拠点  札幌市中央区北1条西2丁日 経済センタービル9階 011… 232‐2407 (公輸 北海道中小企業総合支援センター

東 ゴヒ 山形県よろず支援拠点  山形市城南町可 目1番 1号 霞城セントラル13階 023‐ 647‐ 0708 (公財)山形県企業振興公社

福島県よろず支援拠点  福島市三河南町飼象0号 コラッセふくしま6階 024中 525‐4034 (公財)福島県産業振興センタニ

関  東 茨城県よろず支援拠点  水戸市桜川2-2‐35 茨城県産業会館9階 029-224… 5339 (公財)茨城県中小企業振興公社

栃本県よろず支援拠点  宇都宮市ゆいの社1‐5-40 とちぎ産業創造プラザ内 028‐ 670…2618 (公勁 栃木県産業振興センタニ

群馬県よろず支援拠点  前橋市大渡町1-10‐7 群馬県公社総合ビル2階 027‐ 255‐6631 (公財)群馬県産業支援機構

埼玉県よろず支援拠点 さいたま市大宮区桜木町1‐75 ソニラクシティビル10F 048‐647‐4085   1/AN財 )埼玉県産業振興公社

千葉県よろず支援拠点  千葉市美浜区中瀬2‐ 6‐l WBGマ リブイースト23F 043‐ 299‐2921 (公 財)千葉県産業振興センター

神奈川県よるず支援拠点 横浜市中区尾上町5‐80 045‐ 633二 50フ 1 (公財)神奈川産業振興センター

新潟県よろず支援拠点  新潟市中央区万代島5番 1号 万代島ビル9F・ 10F 025日 246‐0058 (公0に いがた産業創造機構

山梨県よろず支援拠点 甲府市大津町2192‐ 8 055‐ 243… 0650 (公財)やまなし産業支援機構

長野県よろず支援拠点  長野市若里1‐18‐1 長野県工業技術総合センター3階 026‐ 227‐5875 (公財)長野県中小企業振興センター

■  部 静岡県よろず支援拠点  静岡市葵区黒金田120-8 054‐ 253‐5117   静岡商工会議所

愛知県よろず支援拠点  名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 052‐ 715‐3071 (公財)あ いち産業振興機構

岐阜県よろず支援拠点
岐早市致田南5‐ 14‐53
ふれあい福寿会館10階 (県民ふれあい会館)

058‐ 277…1088 (公財)岐早県産業経済振興センタニ

三重県よろず支援拠点  津市栄田Tl丁目891 二重県合同∪レ5階 059… 228‐3326 (公財)二重県産業支援センター

北  陸 富山県ようず支援拠点 富山市高日527情報ビルlR 2F 0フ6=444…5605 (公財)冨山県新世紀産業機構

石川県よろず支援拠点
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
076‐ 267… 1244 (公助 石川県産業創出支援機構

福丼県よろず支援拠点
坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1116

ソフトパークふくい 福井県産業情報センタービル内
0776‐67‐7400 (公財)ふ<い産業支援センター

近  畿 滋賀県よろず支援拠点  大津市打出浜21 コラボしが21 2階 077‐ 511‐1413 (公助 滋賀県産業支援プラザ

京都府よろず支援拠点  京都訃 京区中堂寺南田1134 0フ 5‐315‐8660   (公 財)京都産隷 1

大阪府よろず支援拠点  大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか 06‐6947‐4375   (公 り 大阪産業振興機構

兵庫県ようず支援拠点  神戸市中央区雲井通5丁目3‐1 サン ルヾ6階、7階 078Ⅲ 291‐8518 (公財)ひょうご産業活1生化センター

奈良県よろず支援拠点  奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター内 0742‐31Ⅲ3840 (公財)奈良県地域産業振興センター

和歌山県よろず支援拠点 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテ・ワジマ6階 073‐ 432‐3412 (公財)わかやま産業振興財団

中  国 鳥取県よるず支援拠点 鳥取市湖山町東4丁目100番地 0857‐31‐5556   鳥取県商工会運合会

島根県よろず支援拠点 1松江市北陵町1番地テクノアークしまね内 0852‐60‐5115 (公財)しまね産業振興財団

岡山県よるず支援拠点
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
086‐ 286Ⅲ966フ (公財)岡山県産業振興財団

広島県よろず支援拠点 広島市中区干日町3747広島県情報プラザ 082‐ 240…フ701 (公財)ひろしま産業振興機構

山口県よるず支援拠点  山□市熊野町1‐10 NPYビ ル10階 083‐ 922‐ 3700 (公い やまぐち産業振興財団

四  画 徳島県よろず支援拠点 徳島市南末広町5番地8‐8 徳島経済産業会館2F 088‐ 654‐0103 (公財)とくしま産業振興機構

香川県よろず支援拠点 高松市林B12217‐15 香川産業頭脳化センタービノ嘘F 087‐ 868¨ 6090 総 財)かがわ産業支援 財団

愛媛県よろず支援拠点 松山市久米窪田町33771 テクノプラザ愛媛内 089‐ 960‐ 1131 (公財)えひめ産業振興財団

高知県よろず支援拠点  高知市布師田3992‐2 088‐ 346‐0175 (公り 高知県産業振興センター

九  州 佐賀県よろず支援拠点  佐賀市鍋島町大字八戸清114番地 0952‐34‐4433 (公 財)佐賀県地域産業支援センター

長崎県よろず支援拠点 長崎市桜町4‐1 長崎商工会館8階 095‐ 824‐ 5413(仮 )長 崎県商工会連合会

熊本県よろず支援拠点  上益城郡益城町大学日原2081番地10 096‐ 286‐3355 (公財)くまもと産業支援財団

大分県よろず支援拠点  大分市東春□町17‐20 ソフトパークセンタービル 097‐ 537・2837 (公財)大分県産業創造機構

富出奇県よろず支援拠点  冒裾           暫憔言ツ リサーチパーク内)° 985‐ 74‐0786   (公 助 宮崎県産業振興機構

沖 縄  沖縄県よろず支援拠点  那覇市字小禄 1831番地1 沖縄産業支援センター4階  098‐859Ⅲ6237   聡財)沖縄県産業振興公社

よるず支援拠点全国本部 (独 )中小企業基盤整備機構

上記に記載のない都道府県につきましても、順次設置してまいりま魂
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〓※このチラシは、よろず支援拠点全国本部が作成していま魂 (平成26年 5月 1日現在)


