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商工会地域 商工会名 電話番号 商工会議所地域 商工会議所名 電話番号

（緑区）鳴海地区 鳴海商工会 052-896-3331

（緑区）有松地区 有松商工会 052-621-0178

守山区 守山商工会 052-791-2500

豊明市 全域 豊明市商工会 0562-93-6666

東郷町 全域 東郷町商工会 0561-38-0821

日進市 全域 日進市商工会 0561-73-8000

長久手市 全域 長久手市商工会 0561-62-7111

尾張旭市 全域 尾張旭市商工会 0561-53-7111

清須市 全域 清須市商工会 052-400-3008

北名古屋市 全域 北名古屋市商工会 0568-25-0001

豊山町 全域 豊山町商工会 0568-28-3800

岩倉市 全域 岩倉市商工会 0587-66-3400

扶桑町 全域 扶桑町商工会 0587-93-5111

大口町 全域 大口町商工会 0587-95-2557

尾西地区 尾西商工会 0586-62-9111

木曽川地区 木曽川商工会 0586-87-3618

祖父江地区 祖父江町商工会 0587-97-5800

平和地区 平和町商工会 0567-46-0031

あま市 全域 あま市商工会 052-442-8831

大治町 全域 大治町商工会 052-442-4511

愛西市 全域 愛西市商工会 0567-24-6122

蟹江町 全域 蟹江町商工会 0567-95-1809

弥富市 全域 弥富市商工会 0567-65-3100

飛島村 全域 飛島村商工会 0567-52-1002

阿久比町 全域 阿久比町商工会 0569-48-7085

東浦町 全域 東浦町商工会 0562-83-6123

知多市 全域 知多市商工会 0562-55-0700

内海地区 内海商工会 0569-62-0403

豊浜地区 豊浜商工会 0569-65-0004

師崎地区 師崎商工会 0569-63-0349

美浜町 全域 美浜町商工会 0569-82-3951

武豊町 全域 武豊町商工会 0569-73-1100

高浜市 全域 高浜市商工会 0566-53-1827

知立市 全域 知立市商工会 0566-81-0904

六ッ美地区 岡崎市六ッ美商工会 0564-43-2502

額田地区 岡崎市ぬかた商工会 0564-82-3077

一色地区 一色町商工会 0563-72-8276

吉良地区・幡豆地区 西尾みなみ商工会 0563-32-1141

幸田町 全域 幸田町商工会 0564-62-0120

みよし市 全域 みよし商工会 0561-34-1234

藤岡地区 藤岡商工会 0565-76-2612

小原地区 小原商工会 0565-65-2540

足助地区 足助商工会 0565-62-0480

下山地区 下山商工会 0565-90-2602

旭地区 旭商工会 0565-68-2620

稲武地区 稲武商工会 0565-82-2640

設楽地区 設楽町商工会 0536-62-0004

津具地区 津具商工会 0536-83-2114

東栄町 全域 東栄町商工会 0536-76-0530

豊根村 全域 豊根村商工会 0536-85-1033

新城市 全域 新城市商工会 0536-22-1778

音羽地区 音羽商工会 0533-88-2881

一宮地区 一宮商工会 0533-93-2088

小坂井地区 小坂井商工会 0533-78-3333

御津地区 御津町商工会 0533-76-3737

田原地区・赤羽根地区 田原市商工会 0531-22-6666

渥美地区 渥美商工会 0531-33-0441

豊橋市 全域 豊橋商工会議所 0532-53-7211

半田市 全域 半田商工会議所 0569-21-0311

瀬戸市 全域 瀬戸商工会議所 0561-82-3123

蒲郡市 全域 蒲郡商工会議所 0533-68-7171

刈谷市 全域 刈谷商工会議所 0566-21-0370

碧南市 全域 碧南商工会議所 0566-41-1100

安城市 全域 安城商工会議所 0566-76-5175

津島市 全域 津島商工会議所 0567-28-2800

春日井市 全域 春日井商工会議所 0568-81-4141

常滑市 全域 常滑商工会議所 0569-34-3200

江南市 全域 江南商工会議所 0587-55-6245

小牧市 全域 小牧商工会議所 0568-72-1111

犬山市 全域 犬山商工会議所 0568-62-5233

東海市 全域 東海商工会議所 0562-33-2811

大府市 全域 大府商工会議所 0562-47-5000

名古屋商工会議所
　中小企業部　相談センター

052-223-5756

藤岡・小原・足助・下山・旭・稲武地区以外豊田市 豊田商工会議所

南知多町

尾西・木曽川地区以外

岡崎市

西尾市

一宮市

稲沢市

六ッ美・額田地区以外

一色・吉良・幡豆地区以外

0533-86-4101

0565-32-4567

岡崎商工会議所

西尾商工会議所

0564-53-6161

0563-56-5151

設楽町

豊川市

田原市

音羽・一宮・小坂井・御津地区以外 豊川商工会議所

商工会管轄
商工会議所管轄

（以下の商工会議所もしくは日本商工会議所にお問合せください）

愛知県内　市町村別管轄商工会等　一覧表

市町村名

祖父江・平和地区以外

一宮商工会議所

稲沢商工会議所

0586-72-4611

0587-81-5000

名古屋市
中区、中村区、昭和区、西区、東区、北区、
千種区、名東区、熱田区、中川区、港区、
瑞穂区、天白区、南区、（緑区）大高地区


