
都道府県 機関名

福井県 日本政策金融公庫 福井支店 中小企業事業

福井県 日本政策金融公庫 福井支店 国民生活事業

福井県 日本政策金融公庫 武生支店 国民生活事業

滋賀県 日本政策金融公庫 大津支店 中小企業事業

滋賀県 日本政策金融公庫 大津支店 国民生活事業

滋賀県 日本政策金融公庫 彦根支店 国民生活事業

京都府 日本政策金融公庫 京都支店 中小企業事業

京都府 日本政策金融公庫 京都支店 国民生活事業

京都府 日本政策金融公庫 西陣支店 国民生活事業

京都府 日本政策金融公庫 舞鶴支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 大阪西支店 中小企業事業

大阪府 日本政策金融公庫 大阪西支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 阿倍野支店 中小企業事業

大阪府 日本政策金融公庫 阿倍野支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 十三支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 大阪南支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 大阪支店中小企業営一事業 中小企業事業

大阪府 日本政策金融公庫 大阪支店中小企業営二事業 中小企業事業

大阪府 日本政策金融公庫 大阪支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 玉出支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 守口支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 東大阪支店 中小企業事業

大阪府 日本政策金融公庫 東大阪支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 堺支店 中小企業事業

大阪府 日本政策金融公庫 堺支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 泉佐野支店 国民生活事業

大阪府 日本政策金融公庫 吹田支店 国民生活事業

兵庫県 日本政策金融公庫 神戸支店 中小企業事業

兵庫県 日本政策金融公庫 神戸支店 国民生活事業

兵庫県 日本政策金融公庫 神戸東支店 国民生活事業

兵庫県 日本政策金融公庫 明石支店 国民生活事業

兵庫県 日本政策金融公庫 姫路支店 国民生活事業

兵庫県 日本政策金融公庫 尼崎支店 国民生活事業

兵庫県 日本政策金融公庫 豊岡支店 国民生活事業

奈良県 日本政策金融公庫 奈良支店 中小企業事業

奈良県 日本政策金融公庫 奈良支店 国民生活事業

和歌山県 日本政策金融公庫 和歌山支店 中小企業事業

和歌山県 日本政策金融公庫 和歌山支店 国民生活事業

和歌山県 日本政策金融公庫 田辺支店 国民生活事業

福井県 商工中金

滋賀県 商工中金

相談窓口一覧

0776-23-2090

077-522-6791

連絡先

福井支店

大津支店

06-4390-0366

06-6538-1401

06-6623-2160

06-6621-1441

06-6305-1631

06-6211-7507

077-524-1656

0749-24-0201

075-221-7825

075-211-3231

075-462-5121

0773-75-2211

072-255-1261

072-257-3600

072-462-1355

06-6319-2061

078-362-5961

06-6314-7615

06-6314-7810

06-6315-0301

06-6659-1261

06-6993-6121

支店名

0776-33-0030

0776-33-1755

0778-23-1133

077-524-3825

06-6787-2661

0742-35-9910

0742-36-6700

073-431-9301

073-422-3151

0739-22-6120

078-341-4981

078-854-2900

078-912-4114

079-225-0571

06-6481-3601

0796-22-4327

06-6782-1321



滋賀県 商工中金

京都府 商工中金

大阪府 商工中金

大阪府 商工中金

大阪府 商工中金

大阪府 商工中金

大阪府 商工中金

大阪府 商工中金

兵庫県 商工中金

兵庫県 商工中金

兵庫県 商工中金

奈良県 商工中金

和歌山県 商工中金

福井県 福井県信用保証協会

滋賀県 滋賀県信用保証協会

京都府 京都信用保証協会

大阪府 大阪信用保証協会

兵庫県 兵庫県信用保証協会

奈良県 奈良県信用保証協会

和歌山県 和歌山県信用保証協会

福井県

福井県

福井県

福井県

福井県

福井県

福井県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

大阪府

大阪府

大阪府

0772-22-5131

0771-22-0053

0774-52-6866

06-6944-6211

072-258-5581

06-6722-1151

077-582-2425

075-341-9790

0773-62-4600

0773-22-2108

0773-42-0701

0774-23-3101

077-511-1500

0749-62-2500

0749-22-4551

0748-33-4141

0748-22-0186

077-564-5201

0770-22-2611

0778-23-2020

0779-66-1230

0779-88-0463

0770-52-1040

0778-51-2800

075-354-1011

06-6260-1730

078-393-3900

0742-33-0551

073-423-2255

0776-36-8111

079-223-8431

06-6481-7501

0742-26-1221

073-432-1281

0776-33-8311

077-511-1321

06-6261-8431

072-729-9181

06-6746-1221

078-391-7541

0749-24-3831

075-361-1120

06-6532-0309

本所（代表）

サポートオフィス

神戸事務所（代表）

本店　経営支援部

福井商工会議所

城陽商工会議所

大阪商工会議所

東大阪商工会議所

堺商工会議所

舞鶴商工会議所

福知山商工会議所

綾部商工会議所

宇治商工会議所

宮津商工会議所

亀岡商工会議所

彦根商工会議所

近江八幡商工会議所

八日市商工会議所

草津商工会議所

守山商工会議所

京都商工会議所

小浜商工会議所

勝山商工会議所

鯖江商工会議所

大津商工会議所

長浜商工会議所

尼崎支店

奈良支店

本所（代表）

武生商工会議所

敦賀商工会議所

和歌山支店

保証統括課

保証第１課

姫路支店

箕面船場支店

東大阪支店

彦根支店

京都支店

大野商工会議所

神戸支店

大阪支店

梅田支店

堺支店

船場支店

072-232-9441

06-6372-6551



大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

奈良県

奈良県

奈良県

奈良県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

0735-22-5144

0738-22-1008

0736-32-0004

0745-22-2201

0743-74-3515

0744-28-4400

073-422-1111

073-482-4363

0739-22-5064

0791-63-4141

079-424-3355

0794-63-1161

0790-42-0416

0797-83-2211

0742-26-6222

0791-22-1234

0791-43-2727

0794-82-3190

0799-22-2571

0796-22-4456

079-443-0500

079-222-6001

06-6411-2251

078-911-1331

0798-33-1131

072-775-1221

0795-22-3901

072-331-0291

072-264-1888

072-721-1300

0725-53-0330

072-871-6511

078-303-5801

072-922-1181

06-6845-8001

072-751-3344

072-462-3128

072-843-5151

06-6909-3301

0725-23-1111

072-675-0484

072-439-5023

072-432-1101

072-622-6631

06-6330-8001

大和高田商工会議所

田辺商工会議所

新宮商工会議所

海南商工会議所

御坊商工会議所

橋本商工会議所

加西商工会議所

宝塚商工会議所

奈良商工会議所

生駒商工会議所

橿原商工会議所

和歌山商工会議所

洲本商工会議所

豊岡商工会議所

龍野商工会議所

高砂商工会議所

加古川商工会議所

小野商工会議所

西宮商工会議所

伊丹商工会議所

相生商工会議所

西脇商工会議所

三木商工会議所

赤穗商工会議所

箕面商工会議所

和泉商工会議所

大東商工会議所

神戸商工会議所

姫路商工会議所

明石商工会議所

尼崎商工会議所

池田商工会議所

泉佐野商工会議所

北大阪商工会議所

守口門真商工会議所

松原商工会議所

高石商工会議所

岸和田商工会議所

貝塚商工会議所

茨木商工会議所

吹田商工会議所

八尾商工会議所

豊中商工会議所

泉大津商工会議所

高槻商工会議所



和歌山県

福井県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

福井県

滋賀県

京都府

奈良県

大阪府

兵庫県

和歌山県

福井県

滋賀県

京都府

奈良県

大阪府

兵庫県

和歌山県

近畿

近畿

073-433-3100

06-6264-8613

06-6966-6024

0776-67-7402

077-511-1425

075-315-8660

0742-81-3840

06-4708-7045

078-977-9085

077-511-1430

075-708-3701

0742-22-3200

06-6947-4370

078-331-2045

073-431-0852

075-314-7151

06-6947-4340

078-371-1261

0742-22-4411

073-432-4661

0776-23-3042

0737-83-4777

0776-23-3624

077-511-1470

大阪府よろず支援拠点

兵庫県よろず支援拠点

和歌山県よろず支援拠点

中小機構  近畿本部  企業支援部  企業支援課

近畿経済産業局 産業部中小企業課

兵庫県中小企業団体中央会

和歌山県中小企業団体中央会

福井県よろず支援拠点

滋賀県よろず支援拠点

京都府よろず支援拠点

奈良県よろず支援拠点

和歌山県商工会連合会

福井県中小企業団体中央会

滋賀県中小企業団体中央会

京都府中小企業団体中央会

奈良県中小企業団体中央会

大阪府中小企業団体中央会

福井県商工会連合会

滋賀県商工会連合会

京都府商工会連合会

大阪府商工会連合会

兵庫県商工会連合会

奈良県商工会連合会

紀州有田商工会議所
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