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（経営革新計画・申請窓口） 

【申請窓口一覧】 

申請窓口 所在地 郵便番号 電話番号 

名古屋商工会議所 名古屋市中区栄 2-10-19 460-8422 (052)223-5756 

豊橋商工会議所 豊橋市花田町字石塚 42-1 440-8508 (0532)53-7211 

岡崎商工会議所 岡崎市竜美南 1-2 444-8611 (0564)53-6161 

一宮商工会議所 一宮市栄４-６-８ 491-0858 (0586)72-4611 

瀬戸商工会議所 瀬戸市見付町 38-２ 489-8511 (0561)82-3123 

半田商工会議所 半田市銀座本町１-１-１ 475-0874 (0569)21-0311 

春日井商工会議所 春日井市鳥居松町５-45 486-8511 (0568)81-4141 

豊川商工会議所 豊川市豊川町辺通４-４ 442-8540 (0533)86-4101 

津島商工会議所 津島市立込町４-144 496-8558 (0567)28-2800 

碧南商工会議所 碧南市源氏神明町 90 447-8501 (0566)41-1100 

刈谷商工会議所 刈谷市新栄町３-26 448-8503 (0566)21-0370 

豊田商工会議所 豊田市小坂本町１-25 471-8506 (0565)32-4567 

(上郷支所) 豊田市上郷町５-３-１ 470-1218 (0565)21-0019 

(高岡支所) 豊田市若林西町西山 18 473-0917 (0565)52-3047 

(猿投支所) 豊田市四郷町東畑 70-１ 470-0373 (0565)45-1212 

(松平支所) 豊田市九久平町簗場 38-５ 444-2216 (0565)58-0025 

安城商工会議所 安城市桜町 16-１ 446-8512 (0566)76-5175 

西尾商工会議所 西尾市寄住町若宮 37 445-8505 (0563)56-5151 

蒲郡商工会議所 蒲郡市港町 18-23 443-8505 (0533)68-7171 

犬山商工会議所  犬山市天神町１-８ 484-8510 (0568)62-5233 

常滑商工会議所 常滑市新開町５-58 479-8668 (0569)34-3200 

江南商工会議所 江南市古知野町小金 112 483-8205 (0587)55-6245 

小牧商工会議所 小牧市小牧５-253 485-8552 (0568)72-1111 

稲沢商工会議所 稲沢市朝府町 15-20 492-8525 (0587)81-5000 

東海商工会議所 東海市中央町４-２ 476-0013 (0562)33-2811 

大府商工会議所 大府市中央町５-70 474-8503 (0562)47-5000 

守山商工会 名古屋市守山区守山２-８-54 463-0067 (052)791-2500 

鳴海商工会 名古屋市緑区鳴海町字乙子山 1-3 458-0801 (052)896-3331 

有松商工会 名古屋市緑区有松 3012 458-0924 (052)621-0178 

尾西商工会 一宮市小信中島字川南 36 494-0007 (0586)62-9111 

尾張旭市商工会 尾張旭市東大道町原田 2570-3 488-0801 (0561)53-7111 

岩倉市商工会 岩倉市中本町西出口 31-1 482-0042 (0587)66-3400 

申請窓口 所在地 郵便番号 電話番号 

豊明市商工会 豊明市三崎町中ノ坪 5-1 470-1125 (0562)93-6666 

東郷町商工会 愛知郡東郷町大字春木字申下 1337-1 470-0162 (0561)38-0821 

日進市商工会 日進市蟹甲町中島 35 470-0122 (0561)73-8000 

長久手市商工会 長久手市岩作長池 45 480-1103 (0561)62-7111 
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豊山町商工会 
西春日井郡豊山町大字豊場字城屋敷

126-1 
480-0202 (0568)28-3800 

北名古屋市商工会 北名古屋市九之坪竹田 180-1 481-0041 (0568)25-0001 

清須市商工会 清須市清洲 1-6-1 452-0942 (052)400-3008 

大口町商工会 丹羽郡大口町丸 2-8 480-0145 (0587)95-2557 

扶桑町商工会 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道 335 480-0102 (0587)93-5111 

祖父江町商工会 稲沢市祖父江町山崎下枇 486-1 495-0002 (0587)97-5800 

平和町商工会 稲沢市平和町横池中之町 141 490-1313 (0567)46-0031 

木曽川商工会 一宮市木曽川町黒田字宝光寺東 20 493-0001 (0586)87-3618 

あま市商工会 あま市甚目寺東大門 8 490-1111 (052)442-8831 

大治町商工会 海部郡大治町大字堀之内字南二反畑 598 490-1137 (052)442-4511 

蟹江町商工会 海部郡蟹江町城 1-214 497-0040 (0567)95-1809 

飛島村商工会 海部郡飛島村大字松之郷 1-41-1 490-1434 (0567)52-1002 

弥富市商工会 弥富市鯏浦町南前新田 111 498-0027 (0567)65-3100 

愛西市商工会 愛西市諏訪町郷東 73-1 496-8011 (0567)24-6122 

(南支所) 愛西市森川町井桁西 27 496-0943 (0567)22-5611 

知多市商工会 知多市新知字下森 11-1 478-0017 (0562)55-0700 

阿久比町商工会 知多郡阿久比町大字卯坂字古見堂 48 470-2212 (0569)48-7085 

東浦町商工会 知多郡東浦町大字石浜字岐路 28-2 470-2103 (0562)83-6123 

内海商工会 知多郡南知多町大字内海字先苅 31-2 470-3321 (0569)62-0403 

豊浜商工会 知多郡南知多町大字豊浜字会下坪 27-2 470-3412 (0569)65-0004 

師崎商工会 知多郡南知多町大字片名字新師崎 8-3 470-3502 (0569)63-0349 

美浜町商工会 知多郡美浜町大字北方字山鼻 48-1 470-2403 (0569)82-3951 

武豊町商工会 知多郡武豊町字忠白田 11-1 470-2512 (0569)73-1100 

岡崎市六ツ美商工会 岡崎市下青野町字天神 61 444-0244 (0564)43-2502 

知立市商工会 知立市鳥居 1-15-1 472-0055 (0566)81-0904 

高浜市商工会 高浜市沢渡町 4-6-2 444-1333 (0566)53-1827 

一色町商工会 西尾市一色町前野新田 34 444-0407 (0563)72-8276 

西尾みなみ商工会 西尾市吉良町吉田大切間 17-11 444-0516 (0563)32-1141 

(幡豆支所) 西尾市寺部町林添 89-1 444-0702 (0563)62-3105 

幸田町商工会 額田郡幸田町大字大草字長根尻 100 444-0103 (0564)62-0120 

岡崎市ぬかた商工会 岡崎市樫山町字山ノ神 10-5 444-3622 (0564)82-3077 

みよし商工会 みよし市三好町大慈山 2-11 470-0224 (0561)34-1234 

藤岡商工会 豊田市藤岡飯野町田中 245 470-0451 (0565)76-2612 

小原商工会 豊田市小原町上平 441-1 470-0531 (0565)65-2540 

足助商工会 豊田市足助町西町 48 444-2424 (0565)62-0480 

申請窓口 所在地 郵便番号 電話番号 

下山商工会 豊田市大沼町越田和 37-1 444-3242 (0565)90-2602 

旭商工会 豊田市小渡町七升蒔 13-13 444-2846 (0565)68-2620 

稲武商工会 豊田市稲武町竹ノ下 1-1 441-2513 (0565)82-2640 

新城市商工会 新城市字中野 15-10 441-1326 (0536)22-1778 
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【愛知県の担当窓口一覧】※従来通り、県経済産業局の担当課でも受け付けております。 

 

(作手支所) 新城市作手高里字縄手下 24 441-1423 (0536)37-2057 

設楽町商工会 北設楽郡設楽町田口字上原 2-6 441-2301 (0536)62-0004 

東栄町商工会 北設楽郡東栄町大字本郷字東万場 5-5 449-0214 (0536)76-0530 

津具商工会 北設楽郡設楽町津具字下川原 6-1 441-2601 (0536)83-2114 

豊根村商工会 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平 2 449-0403 (0536)85-1033 

音羽商工会 豊川市赤坂町松本 250 441-0202 (0533)88-2881 

一宮商工会 豊川市一宮町旭 2 441-1231 (0533)93-2088 

小坂井商工会 豊川市宿町字光道寺 59 441-0101 (0533)78-3333 

御津町商工会 豊川市御津町西方松本 23-8 441-0312 (0533)76-3737 

田原市商工会 田原市田原町倉田 10-2 441-3421 (0531)22-6666 

(赤羽根支所) 田原市赤羽根町赤土 1 441-3502 (0531)45-2000 

渥美商工会 田原市古田町宮ノ前 32-6 441-3613 (0531)33-0441 

（公財）あいち産業振興機構 

経営アドバイスグループ 

名古屋市中村区名駅四丁目 4番 38号 

（ウインクあいち 14階） 
450-0002 (052)-715-3070 

愛知県中小企業団体中央会 

振興部 

名古屋市中村区名駅四丁目 4番 38号 

（ウインクあいち 16階） 
450-0002 (052)-485-6811 

    

    

    

    

    

業 種 の 名 称 
県 担 当 課 

課 室 名 グループ名 電話番号 

農林漁業・建設・不動産・金融保険業 中小企業金融課 設備導入・経営革新 
052-954-6334 

（経営革新総括） 

運送・卸・小売・サービス業・旅行業 商業流通課 商業振興 052-954-6337 

繊維工業・窯業・食料品製造業 産業振興課 繊維・窯業・生活産業 052-954-6341 

金属製品・機械製品・プラスチック 

製品・ゴム製品製造業 
産業振興課 自動車 052-954-6376 

情報通信業 
産業振興課 

次世代産業室 
デジタル技術活用促進 052-954-7495 

デザイン業 産業科学技術課 研究開発支援 052-954-6370 

貿易関連卸売業 産業立地通商課 
海外展開支援 
（ウインクあいち18階） 

052-533-6650 


