
「ワンスト プ「ワンストップ・
サービス・デイ」を開催
します！

資金繰りから新たな販路づくり、雇用調整助
成金の相談まで、一ヵ所で対応します!

します！

成金の相談まで、 ヵ所で対応します!

全ての都道府県で、３月末まで２回、開催！

是非、お近くの開催会場にお越しください。

お問 合わ 先

※開催日、場所、開催時間などの詳細情報を随時更新し、中小企業庁
ＨＰに掲載いたします。
また、詳しい内容につきましては、お近くの経済産業局までお問い
合わせください。

北海道経済産業局 産業部中小企業課
℡ 011‐709‐1783（直）

関東経済産業局 産業部中小企業課
℡ 048 600 0321（直）

東北経済産業局 産業部中小企業課
℡ 022‐221‐4922（直）

中部経済産業局 産業部中小企業課
℡ 052 951 2748（直）

■お問い合わせ先

中小企業庁 参事官室 ℡ 03‐3501‐1768（直）

℡ 048‐600‐0321（直）

電力・ガス事業部北陸支局総務課
℡ 076‐432‐5588（直）

中国経済産業局 産業部中小企業課
℡ 082‐224‐5661（直）

九州経済産業局 産業部中小企業課
℡ 092 482 5448（直）

℡ 052‐951‐2748（直）

近畿経済産業局 産業部中小企業課
℡ 06‐6966‐6024（直）

四国経済産業局 産業部中小企業課
℡ 087‐811‐8529（直）

沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課
℡ 098 866 1755（直）℡ 092‐482‐5448（直） ℡ 098‐866‐1755（直）

■最新の情報は
モバイル中小企業庁 からもご覧になれます！

http://www.chusho.mjmk.jp/
QRコードからもアクセスできます！→

中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/



○運転資金を借りたい！融資の条件変更ができないか？

○新商品を開発するための支援制度を教えて欲しい！

○ネ トを活用した販路展開をしたい！

様々なご相談に応じます

○ネットを活用した販路展開をしたい！

○知的財産をうまく活用したい！

○雇用調整助成金制度について知りたい！

開催県 開催日 開催市 開催場所

2月24日

開催県 開催日 開催市 開催場所

福井
2月24日

福井市 福井商工会議所
3月24日

滋賀
3月1日 大津市 コラボしが21

3月23日 彦根市 彦根商工会議所

京都
2月24日

京都市 京都府中小企業会館
3月24日

大阪
3月3日 東大阪市 クリエイション・コア東大阪

3月24日 大阪市 大阪商工会議所

2月24日

北海道
2月24日

札幌市 北海道経済産業局
3月25日

青森

2月22日 八戸市 八戸商工会議所

2月23日 弘前市 弘前商工会議所

3月24日 青森市 青森商工会議所

岩手
2月26日

盛岡市 盛岡商工会議所
3月25日

宮城
2月23日

仙台市 仙台商工会議所
兵庫

2月24日
神戸市 (財)ひょうご産業活性化センター

3月24日

奈良
2月24日

奈良市 奈良県文化会館
3月24日

和歌山
2月24日

和歌山市 和歌山県民文化会館
3月24日

鳥取

2月26日 倉吉市 ホテルセントパレス倉吉

3月24日 日吉津村 鳥取県西部東商工会産業支援センター

宮城 仙台市 仙台商工会議所
3月24日

秋田
2月25日

秋田市 秋田商工会議所
3月26日

山形
2月23日 米沢市 米沢商工会議所

3月24日 山形市 山形商工会議所

福島
2月24日 郡山市 郡山商工会議所

3月26日 福島市 福島商工会議所

茨城
2月26日

水戸市 茨城県産業会館

島根
2月25日 松江市 島根県民会館

3月23日 浜田市 浜田商工会議所

岡山
2月26日

岡山市
岡山商工会議所

3月23日 ピュアリティまきび

広島
2月26日 広島市 広島商工会議所

3月25日 福山市 福山商工会議所

山口
2月26日 下関市 下関商工会議所

3月25日 岩国市 岩国商工会議所

徳島
2月26日

徳島市
徳島県庁講堂

茨城 水戸市 茨城県産業会館
3月23日

栃木
2月23日

宇都宮市 栃木県庁本館
3月26日

群馬
2月22日

前橋市 群馬産業技術センター
3月26日

埼玉
2月25日

さいたま市 大宮ソニックシティ
3月23日

千葉
2月25日

千葉市 （財）千葉県中小企業会館 徳島 徳島市
3月23日 徳島経済センター

香川
3月1日

高松市 サンポート合同庁舎アイホール
3月24日

愛媛
2月26日

松山市 テクノプラザ愛媛テクノホール
3月24日

高知
2月26日

高知市 高知商工会館光の間
3月24日

福岡
2月22日

福岡市 (財)福岡県中小企業振興センター
3月25日

千葉 千葉市 （財）千葉県中小企業会館
3月25日

東京
2月26日 港区 （独）中小企業基盤整備機構

3月25日 立川市 たましん事業支援センター

神奈川
2月25日 川崎市 川崎商工会議所会館

3月25日 平塚市 平塚商工会議所会館

山梨
2月24日 甲府市 山梨県中小企業会館

3月25日 富士吉田市 富士吉田商工会議所

新潟
2月25日 長岡市 長岡商工会議所

佐賀
2月26日

佐賀市 佐賀商工会館
3月26日

長崎
3月1日 佐世保市 JAながさき西海させぼホール

3月25日 長崎市 長崎商工会館

熊本

2月24日

熊本市

メルパルクＫＵＭＡＭＯＴＯ

3月24日 くまもと県民交流館パレア

2月24日

新潟
長 長 議

3月30日 新潟市 ＮＩＣＯプラザ

長野
2月24日 上田市 長野県上田合同庁舎

3月24日 飯田市 長野県飯田合同庁舎

静岡
2月25日 静岡市 静岡県産業経済会館

3月24日 三島市 三島商工会議所

岐阜
2月22日

岐阜市 岐阜県県民ふれあい会館
3月25日

2月23日 豊橋市 豊橋商工会議所
大分

2月24日
大分市 ソフィアホール

3月24日

宮崎
2月26日

宮崎市
ニューウェルシティ宮崎

3月26日 ガガエイト

鹿児島
2月23日

鹿児島市 アイムビル（鹿児島商工会議所ビル）
3月23日

沖縄
2月25日 那覇市 沖縄産業支援センター展示場

3月23日 沖縄市 沖縄市民会館

愛知
2月23日 豊橋市 豊橋商工会議所

3月25日 名古屋市 愛知県産業労働センター

三重
2月23日 津市 三重県産業支援センター

3月25日 四日市市 四日市商工会議所

富山
2月24日 富山市 富山国際会議場

3月24日 高岡市 高岡商工会議所

石川
2月25日

金沢市 石川県地場産業振興センター
3月24日


