
 

 北関東信越地区 出張相談日のお知らせ  

 

※出張相談はご予約制となっております。 

※祝日の関係などにより、開催日が変更になる場合がございます。 

※図書館で開催される場合は、図書館休館日を除きます。 

事前にお問い合わせいただき、最新の情報をご確認の上、ご相談ください。 

 

≪茨城県≫ 

開催場所 開催日 時間 予約・問い合わせ先 

古河商工会議所 毎月第３金曜日 13:00～15:00 
古河商工会議所 

TEL:0280-48-6000 

下館商工会議所 毎月第１水曜日 13:00～15:00 
下館商工会議所 

TEL:0296-22-4596 

ひたちなか商工会議所 

本所 
毎月第２・４水曜日 10:00～12:00 

ひたちなか商工会議所 

本所 

TEL:029-273-1371  

ひたちなか商工会議所 

那珂湊支所 
毎月第３水曜日 13:00～15:00 

ひたちなか商工会議所 

那珂湊支所 

TEL:029-263-7811 

北茨城市商工会 毎月第３水曜日 10:00～12:00 
北茨城市商工会 

TEL:0293-42-2511 

常陸太田市商工会 

本所 
毎月第１金曜日 10:00～12:00 

常陸太田市商工会 

本所 

TEL:0294-72-5533 

 

 

≪栃木県≫ 

開催場所 開催日 時間 予約・問い合わせ先 

足利商工会議所 毎月第１木曜日 10:00～15:00 
足利商工会議所 

TEL:0284-21-1354 

栃木商工会議所 毎月第２木曜日 10:00～15:00 
栃木商工会議所 

TEL:0282-23-3131 

 

tel:0280-48-6000
tel:029-263-7811
tel:0293-42-2511
tel:0284-21-1354


≪群馬県≫ 

開催場所 開催日 時間 予約・問い合わせ先 

伊勢崎商工会議所 毎月第２木曜日 10:00～12:00 
伊勢崎商工会議所 

TEL:0270-24-2211 

太田商工会議所 毎月第２水曜日 13:00～15:00 
太田商工会議所 

TEL0276-45-2121 

渋川商工会議所 毎月第２水曜日 10:00～12:00 
渋川商工会議所 

TEL:0279-25-1311 

館林商工会議所 

毎月第２木曜日 13:00～17:00 

館林商工会議所 

TEL:0276-74-5121 

毎月第２金曜日 9:00～12:00 

富岡商工会議所 毎月第２木曜日 10:00～12:00 
富岡商工会議所 

TEL:0274-62-4151 

沼田商工会議所 毎月第３火曜日 13:00～16:00 
沼田商工会議所 

TEL:0278-23-1137 

藤岡商工会議所 毎月第２金曜日 10:00～12:00 
藤岡商工会議所 

TEL:0274-22-1230 

みどり市商工会 毎月第３火曜日 10:00～12:00 
みどり市商工会 

TEL:0277-73-6611 

笠懸町商工会 毎月第３木曜日 10:00～12:00 
笠懸町商工会 

TEL:0277-76-2507 

 

 

≪埼玉県≫ 

開催場所 開催日 時間 予約・問い合わせ先 

創業・ベンチャー支援センター埼玉 毎週木曜日 10:00～16:00 

創業・ベンチャー支援センター

埼玉 

TEL:048-711-2222 

さいたま市立中央図書館 毎月第３火曜日 10:00～16:00 

日本政策金融公庫 

国民生活事業 

北関東信越創業支援センター 

TEL048-643-3739 

上尾商工会議所 毎週火曜日 13:00～16:00 
上尾商工会議所 

TEL:048-773-3111 

tel:0279-25-1311
tel:0274-62-4151
https://www.lib.city.saitama.jp/contents?6&pid=32
tel:048-773-3111


春日部商工会議所 毎月第１・３木曜日 10:00～12:00 
春日部商工会議所 

TEL:048-763-1122 

川口商工会議所 毎週木曜日 10:00～12:00 
川口商工会議所 

TEL:048-228-2220 

川越商工会議所 毎月第２木曜日 13:00～16:00 
川越商工会議所 

TEL:049-229-1810 

行田商工会議所 毎月第１金曜日 10:00～12:00 
行田商工会議所 

TEL:048-556-4111 

さいたま商工会議所 

岩槻支所 
毎週水曜日 13:00～16:00 

さいたま商工会議所 

岩槻支所 

TEL:048-756-1445 

さいたま商工会議所 

浦和支所 
毎月第１火曜日 13:00～16:00 

さいたま商工会議所 

浦和支所 

TEL:048-838-7701 

さいたま商工会議所 

大宮支所 
毎月第１火曜日 13:00～16:00 

さいたま商工会議所 

大宮支所 

TEL:048-646-4141 

さいたま商工会議所 

与野支所 
毎月第１火曜日 13:00～16:00 

さいたま商工会議所 

与野支所 

TEL:048-855-8011 

草加商工会議所 毎月第２水曜日 10:00～12:00 
草加商工会議所 

TEL:048-928-8111 

秩父商工会議所 毎月第２・４火曜日 10:30～15:00 
秩父商工会議所 

TEL:0494-22-4411 

所沢商工会議所 毎月１日 13:00～16:00 
所沢商工会議所 

TEL:04-2922-2196 

深谷商工会議所 毎月第２木曜日 10:00～15:00 
深谷商工会議所 

TEL:048-571-2145 

本庄商工会議所 毎月第３金曜日 10:00～16:00 
本庄商工会議所 

TEL:0495-22-5241 

蕨商工会議所 毎月第２木曜日 10:00～12:00 
蕨商工会議所 

TEL:048-432-2655 

朝霞市商工会 毎月第１水曜日 10:00～12:00 
朝霞市商工会 

TEL:048-470-5959 

桶川市商工会 毎月第１水曜日 13:00～16:00 
桶川市商工会 

TEL:048-786-0903 

加須市商工会 毎月第１水曜日 10:00～15:00 
加須市商工会 

TEL:0480-61-0842 

tel:048-763-1122
tel:049-229-1810
tel:048-646-4141


久喜市商工会 毎月第２・４月曜日 10:00～12:00 
久喜市商工会 

TEL:0480-21-1154 

幸手市商工会 毎月第３水曜日 10:00～12:00 
幸手市商工会 

TEL:0480-43-3830 

志木市商工会 毎月第３木曜日 10:00～12:00 
志木市商工会 

TEL:048-471-0049 

戸田市商工会 毎月第１木曜日 10:00～12:00 
戸田市商工会 

TEL:048-441-2617 

新座市商工会 毎月第３火曜日 10:00～12:00 
新座市商工会 

TEL:048-478-0055 

鳩ケ谷商工会 毎月第３火曜日 10:00～12:00 
鳩ケ谷商工会 

TEL:048-281-5555 

蓮田市商工会 毎月第３火曜日 13:00～16:00 
蓮田市商工会 

TEL:048-769-1661 

三郷市商工会 毎月第３木曜日 10:00～12:00 
三郷市商工会 

TEL:048-952-1231 

八潮市商工会 毎月第２木曜日 10:00～12:00 
八潮市商工会 

TEL:048-996-1926 

寄居町商工会 毎月第３金曜日 10:00～15:00 
寄居町商工会 

TEL:048-581-2161 

和光市商工会 毎月第４木曜日 10:00～12:00 
和光市商工会 

TEL:048-464-3552 

 

 

≪新潟県≫ 

開催場所 開催日 時間 予約・問い合わせ先 

新潟市立中央図書館 

（ほんぽーと） 
毎月第４木曜日 15:00～17:00 

新潟市立中央図書館 

（ほんぽーと） 

TEL:025-246-7700 

新井商工会議所 毎月第１月曜日 10:00～12:00 
新井商工会議所 

TEL:0255-72-2425 



糸魚川商工会議所 
毎月第３水曜日 

（１月及び８月は除く） 
10:00～12:00 

糸魚川商工会議所 

TEL:025-552-1225 

亀田商工会議所 毎月第３火曜日 10:00～15:00 
亀田商工会議所 

TEL:025-382-5111 

五泉商工会議所 毎月第２水曜日 10:00～12:00 
五泉商工会議所 

TEL:0250-43-5551 

新発田商工会議所 毎月第２火曜日 10:00～15:00 
新発田商工会議所 

TEL:0254-22-2757 

上越商工会議所 毎月第４木曜日 13:30～16:30 
上越商工会議所 

TEL:025-525-1185 

長岡商工会議所 毎月第２火曜日 13:00～15:00 
長岡商工会議所 

TEL:0258-32-4500 

新潟商工会議所 毎月第２水曜日 13:30～16:00 
新潟商工会議所 

TEL:025-290-4411 

新津商工会議所 毎月第２火曜日 10:00～15:00 
新津商工会議所 

TEL:0250-22-0121 

大潟商工会 毎月第４火曜日 10:00～12:00 
大潟商工会 

TEL:025-534-3211 

能生商工会 毎月第４木曜日 10:00～12:00 
能生商工会 

TEL:025-566-2244 

 

 

≪長野県≫ 

開催場所 開催日 時間 予約・問い合わせ先 

飯田商工会議所 毎週水曜日 10:00～15:00 
飯田商工会議所 

TEL:0265-24-1234 

伊那商工会議所 毎月第２水曜日 10:00～16:00 
伊那商工会議所 

TEL:0265-72-7000 

上田商工会議所 

本所 
毎月20日 10:00～15:00 

上田商工会議所 

本所 

TEL:0268-22-4500 

大町商工会議所 

奇数月及び12月の 

第３木曜日 
13:30～16:30 

大町商工会議所 

TEL:0261-22-1890 
毎月第３木曜日 10:00～12:00 



岡谷商工会議所 毎月第３火曜日 13:30～15:30 
岡谷商工会議所 

TEL:0266-23-2345 

駒ケ根商工会議所 毎月第２木曜日 9:00～12:00 
駒ケ根商工会議所 

TEL:0265-82-4168 

佐久商工会議所 毎月第２・４水曜日 13:00～15:00 
佐久商工会議所 

TEL:0267-62-2520 

下諏訪商工会議所 毎月第３水曜日 10:00～12:00 
下諏訪商工会議所 

TEL:0266-27-8533 

諏訪商工会議所 毎月第３火曜日 13:00～15:00 
諏訪商工会議所 

TEL:0266-52-2155 

千曲商工会議所 毎月第３火曜日 10:00～12:00 
千曲商工会議所 

TEL:026-272-3223 

茅野商工会議所 毎月第２水曜日 13:30～15:30 
茅野商工会議所 

TEL:0266-72-2800 

信州中野商工会議所 毎月第１月曜日 10:00～12:00 
信州中野商工会議所 

TEL:0269-22-2191 

坂城町商工会 毎月第２水曜日 10:00～12:00 
坂城町商工会 

TEL:0268-82-3351 

白馬商工会 毎月第２水曜日 13:00～16:00 
白馬商工会 

TEL:0261-72-5101 

 


