
都道府県 機関名 支店名 連絡先

青森県 日本政策金融公庫 青森支店 中小企業事業 017-734-2511

青森県 日本政策金融公庫 青森支店 国民生活事業 0570-003521

青森県 日本政策金融公庫 八戸支店 国民生活事業 0570-003753

青森県 日本政策金融公庫 弘前支店 国民生活事業 0570-004375

岩手県 日本政策金融公庫 盛岡支店 中小企業事業 019-623-6125

岩手県 日本政策金融公庫 盛岡支店 国民生活事業 0570-004730

岩手県 日本政策金融公庫 一関支店 国民生活事業 0570-004802

宮城県 日本政策金融公庫 仙台支店 中小企業事業 022-223-8141

宮城県 日本政策金融公庫 仙台支店国民生活第一事業 国民生活事業 0570-005843

宮城県 日本政策金融公庫 仙台支店国民生活第二事業 国民生活事業 0570-005864

宮城県 日本政策金融公庫 石巻支店 国民生活事業 0570-006709

秋田県 日本政策金融公庫 秋田支店 中小企業事業 018-832-5511

秋田県 日本政策金融公庫 秋田支店 国民生活事業 0570-005597

秋田県 日本政策金融公庫 大館支店 国民生活事業 0570-005626

山形県 日本政策金融公庫 山形支店 中小企業事業 023-641-7941

山形県 日本政策金融公庫 山形支店 国民生活事業 0570-006754

山形県 日本政策金融公庫 酒田支店 国民生活事業 0570-007419

山形県 日本政策金融公庫 米沢支店 国民生活事業 0570-007787

福島県 日本政策金融公庫 福島支店 中小企業事業 024-522-9241

福島県 日本政策金融公庫 福島支店 国民生活事業 0570-008503

福島県 日本政策金融公庫 いわき支店 国民生活事業 0570-008545

福島県 日本政策金融公庫 会津若松支店 国民生活事業 0570-009386

福島県 日本政策金融公庫 郡山支店 国民生活事業 0570-009629

青森県 商工中金 青森支店 017-734-5411

青森県 商工中金 八戸支店 0178-45-8811

岩手県 商工中金 盛岡支店 019-622-4185

宮城県 商工中金 仙台支店 022-225-7411

秋田県 商工中金 秋田支店 018-833-8531

山形県 商工中金 山形支店 023-632-2111

山形県 商工中金 酒田支店 0234-24-3922

福島県 商工中金 福島支店 024-526-1201

福島県 商工中金 会津若松営業所 0242-26-2617

青森県 017-723-1354

岩手県 0120-972-150

宮城県 022-225-5230

秋田県 018-863-9015

山形県 023-647-2247

福島県 024-573-5265

青森県 017-734-1311

青森県 0172-33-4111

青森県 0178-43-5111

青森県 0176-24-1111

青森県 0172-52-4316

青森県 0173-35-2121

青森県 0175-22-2281
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岩手県信用保証協会

宮城県信用保証協会

秋田県信用保証協会

山形県信用保証協会

福島県信用保証協会

青森県信用保証協会

青森商工会議所

弘前商工会議所

八戸商工会議所

十和田商工会議所

黒石商工会議所

五所川原商工会議所

むつ商工会議所



岩手県 019-624-5880

岩手県 0193-22-2434

岩手県 0191-23-3434

岩手県 0193-62-3233

岩手県 0198-23-3381

岩手県 0197-24-3141

岩手県 0197-65-4211

岩手県 0192-26-2141

岩手県 0194-52-1000

宮城県 022-265-8181

宮城県 022-367-5111

宮城県 0225-22-0145

宮城県 0226-22-4600

宮城県 0229-24-0055

宮城県 0224-26-2191

秋田県 018-863-4141

秋田県 0185-52-6341

秋田県 0186-43-3111

秋田県 0182-32-1170

秋田県 0183-73-6111

秋田県 0187-62-1262

山形県 023-622-4666

山形県 0234-22-9311

山形県 0235-24-7711

山形県 0238-21-5111

山形県 0233-22-6855

山形県 0238-84-5394

山形県 023-654-3511

福島県 024-536-5511

福島県 024-921-2600

福島県 0248-23-3101

福島県 0244-22-1141

福島県 0241-24-3131

福島県 0244-36-3171

福島県 0248-76-2124

福島県 0242-27-1212

福島県 0246-25-9151

福島県 0243-23-3211

青森県 017-734-3394

岩手県 019-622-4165

宮城県 022-225-8751

秋田県 018-863-8491

山形県 050-3540-7211

福島県 024-525-3411

青森県 017-777-2325

岩手県 019-624-1363

宮城県 022-222-5560

秋田県 018-863-8701

山形県 023-647-0360

久慈商工会議所

仙台商工会議所

秋田商工会議所

盛岡商工会議所

釜石商工会議所

一関商工会議所

宮古商工会議所

花巻商工会議所

奥州商工会議所

北上商工会議所

大船渡商工会議所

塩釜商工会議所

石巻商工会議所

気仙沼商工会議所

古川商工会議所

白石商工会議所

能代商工会議所

大館商工会議所

横手商工会議所

湯沢商工会議所

大曲商工会議所

山形商工会議所

酒田商工会議所

鶴岡商工会議所

米沢商工会議所

会津喜多方商工会議所

相馬商工会議所

須賀川商工会議所

新庄商工会議所

長井商工会議所

天童商工会議所

福島商工会議所

郡山商工会議所

白河商工会議所

原町商工会議所

山形県中小企業団体中央会

会津若松商工会議所

いわき商工会議所

二本松商工会議所

福島県商工会連合会

青森県中小企業団体中央会

岩手県中小企業団体中央会

宮城県中小企業団体中央会

秋田県中小企業団体中央会

青森県商工会連合会

岩手県商工会連合会

宮城県商工会連合会

秋田県商工会連合会

山形県商工会連合会



福島県 024-536-1261

青森県 017-721-3787

岩手県 019-631-3826

宮城県 022-393-8044

秋田県 018-860-5605

山形県 023-647-0708

福島県 024-954-4161

東北 022-716-1751

東北 022-221-4922

福島県よろず支援拠点

中小機構  東北本部  企業支援部  企業支援課

東北経済産業局 産業部中小企業課

福島県中小企業団体中央会

青森県よろず支援拠点

岩手県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点

秋田県よろず支援拠点

山形県よろず支援拠点


