
都道府県商工会連合会名簿

県　　名 会長名 よ　　　み 〒 住　　　　　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道 宮崎　高志 みやざき　たかし ０６０－８６０７  札幌市中央区北１条西７－１ プレスト１･７ビル４階  011-251-0101  011-271-4804

青　 森 一戸　善正 いちのへ　よしまさ ０３０－０８０１  青森市新町2-8-26        青森県火災共済会館5階  017-734-3394  017-773-7249

岩   手 髙橋　富一 たかはし　とみいち ０２０－００４５  盛岡市盛岡駅西通1-3-8         岩手県商工会連合会館  019-622-4165  019-654-3363

宮   城 佐藤　　浩 さとう　ひろし ９８０－００１１  仙台市青葉区上杉1-14-2  宮城県商工振興ｾﾝﾀｰ2階  022-225-8751  022-265-8009

秋   田 大森　三四郎 おおもり　さんしろう ０１０－０９２３  秋田市旭北錦町1-47      秋田県商工会館4階  018-863-8491  018-863-8490

山   形 小野木　覺 おのき　さとる ９９０－８５８０  山形市城南町1-1-1       霞城セントラル１４階  050-3540-7211  023-646-7216

福   島 轡田　倉治 くつわた　くらじ ９６０－８０５３  福島市三河南町1-20 コラッセふくしま９階  024-525-3411  024-525-3413

茨   城 小川　一成 おがわ　いっせい ３１０－０８０１  水戸市桜川2-2-35        茨城県産業会館13階  029-224-2635  029-226-0955

栃   木 福田　徳一 ふくだ　とくいち ３２０－０８０６  宇都宮市中央3-1-4       栃木県産業会館６階  028-637-3731  028-637-2875

群   馬 石川　修司 いしかわ　しゅうじ ３７１－００４７  前橋市関根町3-8-1              群馬県商工連会館  027-231-9779  027-234-3378

埼   玉 三村　喜宏 みむら　よしひろ ３３０－８６６９  さいたま市大宮区桜木町1-7-5       ソニックシティビル7階  048-641-3617  048-645-0283

千   葉 秦　　重悦 はた　しげのぶ ２６０－００１３  千葉市中央区中央4-16-1 建設会館ビル5階  043-305-5222  043-222-5133

東   京 山下　真一 やました　しんいち １９６－００３３  昭島市東町3-6-1  042-500-1140  042-500-1421

神奈川 関戸　昌邦 せきど　まさくに ２３１－００１５  横浜市中区尾上町5-80    神奈川中小企業ｾﾝﾀｰ10階  045-633-5080  045-633-5081

新   潟 早川　吉秀 はやかわ　よしひで ９５０－０９６５  新潟市中央区新光町7-2   新潟県商工会館2階  025-283-1311  025-285-1252

長   野 間瀬　一朗 ませ　いちろう ３８０－０９３６  長野市中御所岡田131-10  長野県中小企業会館１階  026-228-2131  026-226-4996

山   梨 中村　己喜雄 なかむら　みきお ４００－００３５  甲府市飯田2-2-1         山梨県中小企業会館3階  055-235-2115  055-235-6756

静   岡 前澤　　侑 まえざわ　すすむ ４２０－０８５３  静岡市葵区追手町44-1        静岡県産業経済会館6階  054-255-8080  054-255-6060

愛   知 新美　文二 にいみ　ぶんじ ４５０－０００２ 名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター16階 052-562-0030 052-562-0029

岐   阜 岡山　金平 おかやま　かねひら ５００－８３８４  岐阜市薮田南5-14-53 岐阜県県民ＯＫＢふれあい会館9階  058-277-1068  058-274-7655

三   重 坂下　啓登 さかした　ひろとみ ５１４－０００４  津市栄町1-891       三重県合同ビル6階  059-225-3161  059-225-2349

富   山 宮本　光明 みやもと　みつあき ９３０－０８５５  富山市赤江町1-7  富山県中小企業研修ｾﾝﾀｰ  076-441-2716  076-433-8031

石   川 田上　好道 たがみ　よしみち ９２０－８２０３  金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ新館3階  076-268-7300  076-268-9933

福   井 佐飛　敏治 さび　としはる ９１０－０００４  福井市宝永4-9-14 福井県商工会連合会館２階  0776-23-3624  0776-25-2157

滋   賀 上西　　保 じょうにし　たもつ ５２０－０８０６  大津市打出浜2-1  コラボしが２１　5階  077-511-1470  077-523-3733

京   都 沖田　康彦 おきた　やすひこ ６００－８００９
京都市下京区四条通室町東
入函谷鉾町78番地

京都経済センター3階311号室 075-205-5418 075-343-0373

奈　 良 松塚　幾善 まつづか　きよし ６３０－８２１３  奈良市登大路町38-1  奈良県中小企業会館3階  0742-22-4411  0742-26-2698

大   阪 早川　　巖 はやかわ　いわお ５４０－００２９  大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか６階  06-6947-4340  06-6947-4343

兵   庫 志智　宣夫 しち　のぶお ６５０－００１３  神戸市中央区花隈町6-19 兵庫県商工会館  078-371-1261  078-341-4452

和歌山 植田　英明 うえだ　ひであき ６４０－８１５２  和歌山市十番丁１９番地 wajima十番丁４階  073-432-4661  073-432-3561

鳥   取 土井　一朗 どい　いちろう ６８０－０９４２  鳥取市湖山町東4-100    鳥取県商工会連合会館  0857-31-5555  0857-31-5500

島   根 高橋　日出男 たかはし　ひでお ６９０－０８８６  松江市母衣町55-4       島根県商工会館4階  0852-21-0651  0852-26-5357

岡   山 田村　正敏 たむら　まさとし ７００－０８１７  岡山市北区弓之町4-19-401 岡山県中小企業会館4階  086-224-4341  086-222-1672

広   島 平田　圭司 ひらた　けいじ ７３０－００５１  広島市中区大手町3-3-27 大手町マンション2階  082-247-0221  082-249-0565

山   口 藤村　利夫 ふじむら　としお ７５３－００７４ 山口市中央4-5-16        山口県商工会館3階  083-925-8888  083-925-8700

徳   島 岡本　富治 おかもと　とみじ ７７０－０８６５ 徳島市南末広町5-8-8 徳島経済産業会館2階  088-623-2014  088-623-6721

香   川 篠原　公七 しのはら　こうひち ７６０－００６６  高松市福岡町2-2-2-301  香川県産業会館3階  087-851-3182  087-822-4957

愛   媛 村上　友則 むらかみ　とものり ７９０－００６５  松山市宮西1-5-19       愛媛県商工会連合会館  089-924-1103  089-922-0249

高   知 武田　秀義 たけだ　ひでよし ７８１－５１０１  高知市布師田3992-2     高知県中小企業会館3階  088-846-2111  088-846-2244

福   岡 花田　稔之 はなだ　としゆき ８１２－００４６  福岡市博多区吉塚本町9-15 中小企業振興ｾﾝﾀｰ7階  092-622-7708  092-622-7798

佐   賀 峰　英太郎 みね　えいたろう ８４０－０８２６  佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル6階  0952-26-6101  0952-24-0929

長   崎 吉村　　洋 よしむら　ひろし ８５０－００３１  長崎市桜町4-1          長崎商工会館8階  095-824-5413  095-825-0392

熊   本 笠　愛一郎 りゅう　あいいちろう ８６０－０８０１ 熊本市中央区安政町3-13 熊本県商工会館7階 096-325-5161 096-325-7640

大   分 利光　直人 としみつ　なおと ８７０－００２６  大分市金池町3-1-64     大分県中小企業会館5階  097-534-9507  097-537-0613

宮   崎 淵上　鉄一 ふちがみ　てついち ８８０－００１３  宮崎市松橋2-4-31       宮崎県中小企業会館2階  0985-24-2055  0985-25-0036

鹿児島 森　　義久 もり　よしひさ ８９２－０８２１  鹿児島市名山町9-1      鹿児島県産業会館6階  099-226-3773  099-224-0924

沖　縄 米須　義明 こめす　よしあき ９０１－０１５２  那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ604号  098-859-6150  098-859-6149

令和3年6月1日


