
   岐阜県事業承継ネットワーク参加機関 

参加機関名 住       所 電話番号 

岐南町商工会 
〒501-6013 

羽島郡岐南町平成 1-3 
058-246-8722 

笠松町商工会 
〒501-6082 

羽島郡笠松町春日町 15-1 
058-388-2566 

柳津町商工会 
〒501-6104 

岐阜市柳津町本郷 2-1-5 
058-387-6464 

本巣市商工会 
〒501-0406 

本巣市三橋 1101-6 
058-323-1010 

瑞穂市商工会 
〒501-0222 

瑞穂市別府 1295-3 
058-327-6611 

北方町商工会 
〒501-0431 

本巣郡北方町北方 1524-1 
058-323-1101 

山県市商工会 
〒501-2105 

山県市高富 2208-14 
0581-22-3939 

大垣市商工会 
〒503-2216 

大垣市昼飯町 113-2 
0584-71-0294 

海津市商工会 
〒503-0654 

海津市海津町高須 563-1 
0584-53-2111 

養老町商工会 
〒503-1314 

養老郡養老町高田 3879-3 
0584-32-0549 

垂井町商工会 
〒503-2121 

不破郡垂井町 1546-4 
0584-22-0390 

関ヶ原町商工会 
〒503-1501 

不破郡関ヶ原町関ヶ原大字関ヶ原 2682-2 
0584-43-0270 

神戸町商工会 
〒503-2305 

安八郡神戸町大字神戸 520-1 
0584-27-4185 

輪之内町商工会 
〒503-0204 

安八郡輪之内町四郷 2520 
0584-69-2188 

安八町商工会 
〒503-0121 

安八郡安八町氷取 159-1 
0584-64-4811  

揖斐川町商工会 
〒501-0603 

揖斐郡揖斐川町上南方 165-1 
0585-22-6185 

大野町商工会 
〒501-0521 

揖斐郡大野町黒野 924-1 
0585-32-0667 

池田町商工会 
〒503-2425 

揖斐郡池田町六之井 1480-1 
0585-45-8000 

関市西商工会 〒501-2603 0575-46-3631 



関市武芸川町八幡 1443-4 

関市東商工会 
〒501-3521 

関市下之保 2503-2 
0575-49-2661 

郡上市商工会 
〒501-4222 

郡上市八幡町島谷 130-1 
0575-66-2311 

坂祝町商工会 
〒505-0075 

加茂郡坂祝町取組 18-1 
0574-26-7667 

富加町商工会 
〒501-3303 

加茂郡富加町羽生 1446-1 
0574-54-3900 

川辺町商工会 
〒509-0305 

加茂郡川辺町西栃井 1376-1 
0574-53-2327 

七宗町商工会 
〒509-0401 

加茂郡七宗町上麻生 2277-1 
0574-48-2080 

八百津町商工会 
〒505-0301 

加茂郡八百津町八百津 3800-4 
0574-43-0266 

白川町商工会 
〒509-1105 

加茂郡白川町河岐 1674 
0574‐72‐1205 

東白川村商工会 
〒509-1302 

加茂郡東白川村神土 582-1 
0574-78-2275 

御嵩町商工会 
〒505-0116 

可児郡御嵩町御嵩 959-1 
0574-67-1181 

笠原町商工会 
〒507-0901 

多治見市笠原町 2081-1 
0572-43-3241 

中津川北商工会 
〒508-0351 

中津川市付知町 10832-1 
0573-82-2560 

恵那市恵南商工会 
〒509-7731 

恵那市明智町 443-4 
0573-54-2902 

萩原町商工会 
〒509-2517 

下呂市萩原町萩原 1166-24 
0576-52-2500 

小坂町商工会 
〒509-3104 

下呂市小坂町 769 
0576-62-2176 

下呂商工会 
〒509-2202 

下呂市森 801-10 
0576-25-5522 

金山町商工会 
〒509-1614 

下呂市金山町大船渡 571-1 
0576-32-3370 

下呂市馬瀬商工会 
〒509-2612 

下呂市馬瀬名丸 432 
0576-47-2244 

高山北商工会 
〒509-4119 

高山市国府町広瀬町 886－1 
0577-72-4130 



高山西商工会 
〒509-3505 

高山市一之宮町 3575-1 
0577-53-3112 

高山南商工会 

〒509-3214 

高山市久々野町無数河 641 

（平成 30 年 4 月からは高山市久々野町無数河 580） 

0577-52-3460 

白川村商工会 
〒501-5625 

大野郡白川村飯島 873 
05769-6-1708 

古川町商工会 
〒509-4221 

飛騨市古川町若宮 2-1-66 
0577-73-2624 

北飛騨商工会 
〒509-4301 

飛騨市河合町角川 223-1 
0577-65-2246 

岐阜商工会議所 
〒500-8727 

岐阜市神田町 2-2 
058-264-2135 

大垣商工会議所 
〒503-8565 

大垣市小野 4-35-10 
0584-78-9111 

高山商工会議所 
〒506-8678 

高山市天満町 5-1 
0577-32-0380 

多治見商工会議所 
〒507-8608 

多治見市新町 1-23 
0572-25-5000 

関商工会議所 
〒501‐3886 

関市本町 1-4 
0575‐22‐2266 

中津川商工会議所 
〒508-0045 

中津川市かやの木町 1-20 
0573-65-2154 

美濃商工会議所 
〒501-3743 

美濃市上条 78-7 
0575-33-2168 

神岡商工会議所 
〒506-1161 

飛騨市神岡町船津 1325-3 
0578-82-1130 

土岐商工会議所 
〒509-5121 

土岐市土岐津町高山 6-7 
0572-54-1131 

瑞浪商工会議所 
〒509-6121 

瑞浪市寺河戸町 1043-2 
0572-67-2222 

恵那商工会議所 
〒509-7203 

恵那市長島町正家 1-5-11 
0573-26-1211 

各務原商工会議所 
〒504-0912 

各務原市那加桜町 2-186 
058-382-7101 

美濃加茂商工会議所 
〒505-0042 

美濃加茂市太田本町 1-1-20 
0574-24-0123 

可児商工会議所 
〒509-0214 

可児市広見 1-5 
0574-61-0011 

羽島商工会議所 〒501-6241 058-392-9664 



羽島市竹鼻町 2635 

岐阜県商工会連合会 
〒500-8384 

岐阜市薮田南 5-14-53 OKB ふれあい会館 9 階 
058-277-1071 

岐阜県 

中小企業団体中央会 

〒500-8384 

岐阜市薮田南 5-14-53 ＯＫＢふれあい会館 9 階 
058-277-1103 

岐阜県 

中小企業再生支援協議会 

〒500-8727 

岐阜市神田町 2-2 岐阜商工会議所ビル 3 階 
058-212-2685 

岐阜県 

事業引継ぎ支援センター 

〒500-8727 

岐阜市神田町 2-2 岐阜商工会議所ビル 3 階 
058-214-2940 

岐阜県中小企業総合人材

確保センター（産業人材課） 

〒500-8384 

岐阜市薮田南 5-14-12 
058-278-1146 

(独)中小企業基盤整備機構

中部本部 

〒460-0003 

名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4 階 
052-220-0516 

岐阜県よろず支援拠点 
〒500-8505 

岐阜市薮田南 5-14-53 OKB ふれあい会館 10 階 
058-277-1088 

(株)大垣共立銀行 
〒503-0887 

大垣市郭町 3-98 

事業承継 

サポートデスク 

0584-74-2308 

(株)十六銀行 
〒460-0003 

名古屋市中区錦 3-1-1 十六銀行名古屋ビル 19 階 

法人営業部 

052-961-7416 

岐阜信用金庫 
〒500-8562 

岐阜市神田町 6-11 

成長戦略 

サポートデスク 

058-266-2328 

大垣西濃信用金庫 
〒503-0828 

大垣市恵比寿町 1-1 

事業支援部 

0584-75-6148 

高山信用金庫 
〒506-0843 

高山市下一之町 63 

コンサルティング

チーム 
0577-32-2252 

東濃信用金庫 
〒507-0014 

多治見市虎渓山町 4-13-1  

とうしん地域活力

研究所 

0572-25-2280 

関信用金庫 
〒501-3893 

関市東貸上 12-1 

地域支援部 

0575-21-1051 

八幡信用金庫 
〒501-4298 

郡上市八幡町新町 961 

業務部 

0575-65-3125 

(株)商工組合中央金庫 

岐阜支店 

〒500-8545 

岐阜市若宮町 9-16 
058-263-9191 

岐阜商工信用組合 
〒500-8833 

岐阜市神田町 1-1-5 岐阜神田町ビル 6 階 

業務企画室 

058-214-6257 

飛騨信用組合 
〒506-0009 

高山市花岡町 1-13-1 

融資部 

0577-32-8386 

益田信用組合 〒509-2202 本部 



下呂市森 690-1 0576-25-2009 

(株)日本政策金融公庫 

〒500-8844 

岐阜市吉野町 6-31 岐阜スカイウィング 37 西棟 2 階 

〒507-0033 

多治見市本町 2-70-5 東鉄ビル 4 階 

岐阜支店 

058-263-2137 

多治見支店 

0572-22-6341 

岐阜県信用保証協会 
〒500-8503 

岐阜市薮田南 5-14-53 OKB ふれあい会館 12 階 
058-276-6314 

岐阜市信用保証協会 
〒500-8844 

岐阜市吉野町 6-31 スカイウィング 37 東棟 3 階 
058-265-4612 

名古屋投資育成株式会社 

〒450-0003 

名古屋市中村区名駅南一丁目 16 番 30 号 

  東海ビル 7 階 

052-581-9541 

東海財務局 

岐阜財務事務所 

〒500-8716 

岐阜市金竜町 5-13 岐阜合同庁舎 5 階 
058-247-4113 

中部経済産業局 
〒460-8510 

名古屋市中区三の丸 2-5-2 
052-951-2748 

岐阜県弁護士会 
〒500-8811 

岐阜市端詰町 22   
058-265-0020 

日本公認会計士協会 

東海会岐阜県会 

〒450-0002 

名古屋市中村区名駅 4-4-10 名古屋クロスコートタワー11 階 
052-533-1112 

名古屋税理士会 
〒464-0841 

名古屋市千種区覚王山通 8-14 税理士会ビル 4 階 
052-752-7711 

（一社）岐阜県 

中小企業診断士協会 

〒500-8381 

岐阜市市橋 3-13-15 
058-276-6596 

岐阜県 
〒500-8570 

岐阜市薮田南 2-1-1 

商工政策課

058-272-8386 

商業・金融課

058-272-8389 

(公財)岐阜県 

産業経済振興センター 

〒500-8505 

岐阜市薮田南 5-14-53 OKB ふれあい会館 10 階 
058-277-1079 

備考）金融機関はコード番号順に掲載しました。 

 

 


