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経済産業省「女性起業家等支援ネットワーク事業」

あなたの起業ステージはどこ？

東海３県女性起業家等支援ネットワーク事務局

Myスタイル起業／東海３県女性起業家等支援ネットワーク事務局
（株式会社グローバルママ・ゲートウェイ）

お問い合わせ

〒460-0007　名古屋市中区新栄二丁目 11 番 2号 新栄ソレイユビル 302 号室

chubunetwork@manabiyamom.com

tel.052-990-7440



たがやす たね ふたば つぼみ

Myスタイル起業について

このプロジェクトについて 中部の女性起業家応援機関

あなたの起業ステージにあった支援や支援機関の情報をお届けします

“ M y スタイル起業” コンセプト

知識やスキルを活かしたい、家事や育児の合間に働きたい、
介護や子育ての経験を活かしたいなど、女性の起業は十人十色。

「Myスタイル起業」には、わたしらしい起業、自分サイズの起業という想いを込めました。

“ M y スタイル起業” 支援内容

女性の起業を応援する情報をお届けします

東海 3県で開催する女性の起業を応援するセミナーや支援情報を
メルマガでお届けします。メルマガの配信を希望する方は、ウェ
ブサイトからご登録ください。
https://mystylekigyo.jp/

あなたの起業をチームで応援します

先輩女性起業家との交流会やスキルアップのためのセミナーを開
催します。東海 3県の各地域ごとの構成機関と連携を組み、チー
ムであなたの起業を応援します。女性の起業を応援するためのシ
ンポジウム「Myスタイル起業シンポジウム」を開催します。

　

※ 参考「わたしの起業応援ネット あなたの起業を応援するサポートメニュー」　 http://joseikigyo.go.jp/abc/

ステージ 0…たがやす
起業ってどんなものなのか？わたしでもできるのかな？
まずは情報あつめからスタート！一歩踏み出したい。

たとえば、先月退職した。
これからの働き方の選択肢の一つに起業を考えたい。

フリーランスとして働きたい。
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起業してみたいという想いがあるけど
何からどう始めたらよいのか知りたい。

たとえば、自宅でこれまで自分なりにやってきたが
これからは本格的な事業としてやっていきたいが、 

何をしたらいいか相談したい。

ステージ 2…ふたば
まずは、いろいろ学びたい。必要な支援、環境を整えたい。
事業プランをつくってみる。起業に向けて具体的に準備をし
たい。たとえば、ハンドメイド教室を本格的にやってきたい。

だけど、会計のことや経営に必要なことを
子育てと両立しながら学びたい。

ステージ 3…つぼみ
起業～ 1 年未満：たとえば、起業してみたものの

集客に困っている。 日々の会計や
人の雇用について知りたい。

創業後 3 ～ 5 年：たとえば、もう少し事業を拡大したい。
新たな販路を探したい。

経済産業省ホームページ　http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/index.html
経済産業省「平成 29 年度女性活躍推進基盤整備委託事業　女性起業家等支援ネットワーク構築事業」
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経済産業省「女性起業家等支援ネットワーク事業」
経済産業省では、女性の起業を支援するため、地域の金融機関や産業・創業支援機関等を中心とした

女性起業家等支援ネットワークを全国 10 箇所に形成し、様々な支援機関や女性起業家のネットワークが有機的に
連携することにより、起業を志すあらゆる段階にいる女性や、事業成長に課題を抱える創業間もない女性起業家を
確実にフォローできる体制をネットワーク内において構築します。「起業」により働きたいと考える女性が、
少し先いく先輩の姿を見ながら、“わたしらしく働く” ことができるよう、一人一人の女性のキャリア・経験、

仕事・家庭との両立環境、起業目的に合った、伴走型、一気通貫型の支援の実現を目指します。



愛知県の女性起業家応援機関
たがやす たね ふたば つぼみ

愛知県では、女性の活躍と雇用の拡大を通じ
た新たな産業の創出、既存産業の生産性向上、
人材の育成・確保促進の実現を目指して「あい
ち・ウーマノミクス推進事業」を実施しています。
その一環として、身近な社会問題の解決を促
すとともに、地域における新たな起業や雇用
の創出等が期待できるソーシャルビジネス分
野における女性の起業を促進するため「輝く
女性ソーシャルビジネスプランコンテストあい
ち」を開催し、受賞者へのハンズオン支援等、
事業化を後押ししています。

愛知県産業労働部産業労働政策課

【所在地】〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸
3-1-2
【URL】http://www.pref.aichi.jp/site/
womenomics/

問 合 先 052-954-6330（担当者：安井）
sanro-seisaku@pref.aichi.lg.jp

愛知県の中小企業支援センターとして、経営
支援や創業支援を行っています。特に創業
支援については、起業って何？事業計画を
作ってみたけど！など様々なステージにいる
方に対して、創業を準備するためのスペー
スの提供や専門家による相談窓口の開設な
ど、創業を志す方を応援しています。また、「あ
いち創業道場」や「土曜集中講座」「女性起業家
セミナー」なども開講しています。まずは自分
の思いを実現するための第一歩として、お気
軽にご相談ください。

公益財団法人あいち産業振興機構

【所在地】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目 4番 38 号
【URL】http://www.aibsc.jp/

問 合 先 052-715-3075（担当者：舩戸 惠子）
info-shinjigyo@aibsc.jp

“私たちは前へ進もうとするあなたのそばに
います” 事業を始めたい方、経営でお悩み
の方、お気軽にご相談ください。「始めてみ
たけどこれでいいのかな…」「絶対にあきら
めたくない、けど…」「誰かに相談なんてし
たことない…」大歓迎！あなたなりの「一
歩前」へふみ出すきっかけづくりにぜひお
越しください。

公益財団法人名古屋産業振興公社名
古屋市新事業支援センター

【所在地】〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上
二丁目 6番 3号　名古屋市中小企業 振興会館
（吹上ホール）5階
【URL】http://www.nipc.or.jp/new-biz/

問 合 先 052-735-0808（担当者：森）
shien@nipc.or.jp

名古屋市内で「特定創業支援事業」を実施
しているのは、市と名古屋商工会議所だけ
です。「特定創業支援事業（受講無料、一部
有料）」とは、創業希望者が経営・財務・販
路開拓・労働保険等の知識を「１ヶ月以上
かつ４回以上の継続的支援」（相談による個
別指導・創業塾等）を受け、市に申請して
証明を受けると創業者が法人を設立する際
の登録免許税が半額になる等の特典があり
ます。（法改正等の場合は除く。）

名古屋商工会議所
（愛知県商工会議所連合会）

【所在地】〒460-8422 愛知県名古屋市中区栄
2-10-19（名古屋商工会議所内）
【URL】http://www.nagoya-cci.or.jp/keiei/

問 合 先 052-223-5757（担当者：今井辰男）

県内の商工会において、創業計画策定とそ
の計画に基づく実行を支援します。お問合
せは、各商工会にご連絡ください。【岩倉市
商工会の創業カフェ】（写真風景）気軽なお
しゃべり会として創業カフェを開き、創業
間もない女性経営者のゲストスピーカーを
招いて座談会形式で事業展開のコツをお伝
えしています。参加後、次につながるサポー
トも提供してまいります。まずはお気軽に
創業カフェからご参加ください！

愛知県商工会連合会

【所在地】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅
4丁目 4-38 　愛知県産業労働センター
ウィンクあいち 16 階
【URL】www.aichiskr.or.jp

問 合 先 052-562-0041（担当者： 橋本）
hasimoto@aichiskr.or.jp

岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz（オ
カビズ）は2013年10 月に岡崎市と岡崎商工
会議所が開設したビジネス相談所です。寄せ
られる創業相談のうち女性の占める割合が5
割を超えるなど、創業・販路拡大・売上拡大な
どにチャレンジする女性に多くご利用いただ
いています。副センター長をはじめとした相
談員及びスタッフに女性を積極的に配置し、
キッズスペースの設置や、公共施設内の託児
サービスとの連携など女性が利用しやすい環
境を整えています。お気軽にご相談ください。

岡崎ビジネスサポートセンター
OKa-Biz

【所在地】〒444-0059 愛知県岡崎市康生通西 4丁目
71 番地　岡崎市図書館交流プラザ・りぶら 2F
【URL】http://www.oka-biz.net/

問 合 先 0564-26-2231（担当者：松下睦美）
info@oka-biz.net

「何かを始めたい」「でも、どうすればいい
か分からない」という起業やＮＰＯ活動、
地域活動を始めたい女性の皆様に、実績豊
富な女性の相談員が一歩踏み出すために必
要なことを一緒に考える個別相談会と、女
性士業家からなる「からふる女性応援士隊」
による女性起業家向け無料個別相談会を実
施しています。女性経営者や起業を目指す
女性の入口となる相談会となっております
ので、お気軽にご連絡ください。

公益財団法人
あいち男女共同参画財団

【所在地】〒 461-0016 愛知県名古屋市東区上竪杉町
1番地
【URL】http://www.aichi-dks.or.jp/

問 合 先 052-962-2512（担当者：藤井 真由子）

名古屋市の男女平等参画推進センター・女
性会館です。女性起業家の講座や交流会を
開催しています。女性の生き方、働き方の
一つとして「起業」をとらえているのが特
徴です。全ての主催講座が託児付（１歳か
ら小学校入学前）です。また、夫や家族、離婚、
DV、からだや性のことについて相談できる
「女性のための総合相談」（相談専用 TEL052 
-321-2760）を行っています。起業について
家族にご理解いただけないなどの悩みはこ
ちらにどうぞ。

イーブルなごや指定管理者
アイ・コニックスグループ

【所在地】〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町
7番25号
【URL】http://e-able-nagoya.jp/

問 合 先 052-331-5288（担当者：伊藤 克恵）
（直通：090-6397-1234）

女性の学びや女性同士が仲間と出会える「学
び舎mom」を運営しています。結婚、妊娠、
出産を機に、仕事から離れる女性は少なく
ありません。女性の夢やこれまでの仕事や
趣味を活かした、等身大の起業を支援する
「女性起業道場」を開催し、女性たちの起業
を応援しています。ママたちが子どもと一
緒に参加できるキッズスペース付きのイベ
ント会場の貸し出しもあります。スタッフ
は全員子どもを育てながら働く女性です。
お気軽にご相談ください。

株式会社グローバルママ・ゲート
ウェイ

【所在地】〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄
2丁目 11 番 2号　新栄ソレイユビル 302 号
【URL】http://globalmamagateway.com/

問 合 先 052-990-7440（担当者：伊藤）
chubunetwork@manabiyamom.com

【シングルマザーの子ども達に夢と希望の未
来を！】を理念に、子どものためにがんばっ
ている！シングルマザーの自立を応援して
います。代表の大津自身がシングルマザー
となり、9歳の息子と生きていくため女性起
業家への道を選択した経験を活かし、女性
の起業も支援しています。シングルマザー
の子ども達の笑顔のために様々なイベント
やプレゼント企画もしています。お気軽に
お問い合わせください。スタッフも全員シ
ングルマザーです。

株式会社リンクリンク

【所在地】〒460-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南
1丁目 19-27 オルバースビルディング名古屋 5階
【URL】 http://xn--pcka9ob7bc.com/

問 合 先 052-414-7275（担当者：神 朋代）
info@link-1.net

『「働く」を通してママが自分サイズで輝く』
を理念に、ママになったからこそ “働く” が
楽しいと感じられる社会を目指し、起業を
目指すママ・女性を対象とした起業講座や
行政と連携したプロジェクトを展開してい
ます。スタッフ全員が働くママ。だからこそ、
頑張りたいママに寄り添ったサポートを心
掛けています。小さいお子さんがいても安
心して学んでいただけるよう託児つきの講
座が基本です。お気軽にお問合せ下さい。

株式会社 eight

【所在地】〒471-0077 愛知県豊田市竹生町 4丁目
29 番地 -1　3階
【URL】https://8eight8.jp/

問 合 先 0565-41-8871（担当者：前田）
info@8eight8.jp

愛知県の
女性起業家応援機関
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愛知県の女性起業家応援機関

中部地区の中小から大手まで幅広い企業が
結集し 1989 年に誕生した協議会です。経済
産業省や関係自治体・諸団体と連携をとり
つつ、ニュービジネスに関する様々なテー
マを掲げ、講演会、見学会、フェアを実施
する一方、新しいビジネスチャンス作りや
ベンチャー支援を行うなど、幅広い活動を
積極的に展開しています。

中部ニュービジネス協議会

【所在地】〒460-8422 愛知県名古屋市中区栄二丁目
10-19 名古屋商工会議所内
【URL】http://www.cnb.gr.jp/

問 合 先 052-223-5634（担当者：田中 利直）

年齢・職業・既婚未婚・子供の有無等に関
係なく、東海在住の女性の安心・安全な出
会いのための女性交流会を活動基盤として、
女性の起業・続業のための情報交換の場の
提供や仲間作り・営業・人脈構築支援を行っ
ています。現在は、1千万円の年商を目指す
千人の女性起業家集団構築に向けて各種支
援活動を展開、女性による「百億円市場」
の創出を目指しています。まずはお気軽に
交流会からご参加ください、ご連絡をお待
ちしています。

NPO法人ビタショコ

【所在地】〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須
3丁目 2-8
【URL】http://bita-choco.com/official/

問 合 先 052-734-2816（担当者： 伊藤 麻美）
info@bita-choco.com

事業計画作成のお手伝いや、ご融資の相談
など行っています。また、販路拡大や事業
強化等、事業展開にあたってのさまざまな
ニーズに対してサポートを行っています。
お気軽に相談ください。

株式会社愛知銀行

【所在地】〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目
14 番 12 号
【URL】 http://www.aichibank.co.jp/

問 合 先 052-262-9537（担当者：室田）

名古屋銀行では創業予定の方や創業間もな
い方、創業後の経営相談をご希望される方
向けに、事業計画の作成や資金調達、各種
相談をワンストップで受付できるサービス
「名古屋銀行 もっと、じもと。創業応援団」
をご用意しております。また、インターネッ
トバンキングやクレジットカード等のお得
な優遇サービスを揃えた「創業者応援パッ
ク」や創業セミナーもご利用頂けますので
お気軽にご相談ください。

株式会社名古屋銀行

【所在地】〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目
19 番 17 号
【URL】 https://www.meigin.com/hojin/sodan/
shien.html

問 合 先 052-962-6992（担当者：浅野・三浦）

中京銀行では、創業予定の方、創業間もな
い方の課題解決のためのセミナー開催、ま
た事業計画書の作成支援、資金調達の相談
など、さまざまなサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。

株式会社中京銀行

【所在地】〒460-8681 愛知県名古屋市中区栄三丁目
33 番 13 号
【URL】 http://www.chukyo-bank.co.jp

問 合 先 052-249-1569（担当者：宮川・田中）

人とのつながり方から事業経営の目的やそ
の手法に至るまで、「いのちの支援」と人間
のサイズや速度に合わせた価値観に転換す
ることがこれからの起業には求められてい
ます。小さくても、ゆっくりでも、強くな
くても構わない。けれど、自己実現のため「だ
け」の起業ではなく、身の丈で社会に役立
とうとする覚悟は必要です。新しい価値創
造に挑む…「身の丈の起業」にチャレンジ
してみませんか？

NPO法人起業支援ネット

【所在地】〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通
5-6-1　地域資源長屋なかむら 2階
【URL】 http://www.npo-kigyo.net/

問 合 先 052-486-4101（担当者：久野美奈子）
aile@npo-kigyo.net

女性の専門家（中小企業診断士、弁護士など）
がこれから起業したい女性、起業した女性
をサポートしています。売り上げ拡大やトラ
ブル対応など、あなたが解決したい悩みに
WEB、対面で対応しています（お悩み解決
にも使えるWEBサイトBright Woman を運
営）。毎月の勉強会では自営に必要な「えっ！
知らなかった！」知識を皆様にお届けする
ほか、勉強会を通じた仲間づくりのお手伝
いもしています。どうぞお気軽にお問い合
わせください。

Bright Woman
（なでしコンサル東海）

【所在地】〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水
3丁目 19-8
【URL】https://brightwoman.jp/

問 合 先 0800-222-2012（担当者：伊藤 貴久美）
info@nadeshiconsul-tokai.com

女性起業家である大津たまみが実体験を活
かして立ち上げた女性起業家による女性起
業家のためのサクセスオフィスアクション
ラボ！起業時に欲しかったサービスを形に
しました！起業して10年以上の年月が過ぎ、
本当に大切なのは人と人の出逢い。あった
らいいな！を形にし、女性起業家支援サー
ビスと貸し会議室の運営を行っています。
皆様の笑顔が繋がるように願いを込めて♪
サービスをお届けしています。

株式会社アクションラボ

【所在地】〒460-0003 愛知県名古屋市中区名駅南
1丁目19-27 オルバースビルディング名古屋 5階
【URL】 http://action-labo.net/

問 合 先 052-485-8035（担当者：神 朋代）
info@action-labo.net

中小機構は中小企業経営に関するあらゆ
る課題について、経営者の方と一緒に考
えて取り組む公的支援機関です。他の公
的支援機関と連携し、課題の解決をお手
伝い致します。どこに相談したらよいの
かわからない経営に関するご相談も大歓
迎です。

独立行政法人中小企業基盤整備機構
中部本部

【所在地】〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦
2-2-13 名古屋センタービル 4階
【URL】http://www.smrj.go.jp/chubu/

問 合 先 052-201-3009（担当者：寺田 愛）

愛知県信用保証協会は、中小企業・小規模
事業者の皆さまが、金融機関から事業に必
要なお金を調達されるとき、その保証人とな
り借入れをスムーズにする公的機関です。そ
のなかで、女性スタッフで構成するチーム
アイリスは、創業をお考えの女性や創業５
年未満の女性起業家の皆さまを対象に、相談
から保証審査まで対応させていただきます。
まずはお気軽に、専用フリーダイヤルまでお
電話ください 0120-454-877（平日 9時から
5時まで）。

愛知県信用保証協会

【所在地】〒453-8558 愛知県名古屋市中村区椿町
7番 9号
【URL】http://www.cgc-aichi.or.jp/

問 合 先 052-454-0513（担当者：久保田、伊藤）

愛知を中心に活動している若手女性の弁護
士、司法書士、公認会計士、税理士、日本
政策金融公庫職員による無料個別相談会を
ウィルあいちで開催している他、セミナー
なども実施していきます。女性経営者の方・
起業を考えている女性で、わからないこと、
悩んでいること等を専門家に相談したいと
いう方は、是非ご相談下さい！

からふる女性応援士隊

【所在地】〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉3-30-15
泉アパートメント 501 号 川村美香税理士事務所
【URL】http://www.aichi-dks.or.jp/event-kyodo
2017_1karafuru.html

問 合 先 052-934-7241（担当者：川村）
mk05100301@gmail.com

EY Japan では、女性経営者、女性エグゼク
ティブのためのネットワーク「Winning 
Women Network（WWN）」の活動を推進し
ています。経営、会計に関するセミナーの
開催、ビジネスに関する情報提供、交流会
を開催しています。これまでに、のべ 1,600
人を超える女性経営者に参加いただいてい
ます。WWNでは、女性経営者の皆さまを、
公認会計士、税理士、金融機関関係者など
の専門家がサポートします。

新日本有限責任監査法人

【所在地】〒450-6642 愛知県名古屋市中村区名駅
一丁目 1番3号JRゲートタワー42階
【URL】  https://www.eyjapan.jp/

問 合 先 052-566-1700（担当者：松葉 由紀子）
Yukiko.Matsuba@jp.ey.com
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岐阜県の女性起業家応援機関

女性が創業、起業することは難しいと思っ
ていませんか？当所は日頃から老若男女の
創業相談に親身になり対応しております。
趣味から創める小さな創業でも、何から始
めれば良いか分からないこと、知らない方
がほとんどです。夢を叶えるために進んで
いく方法を一緒に考えサポートいたします。
我々と一緒に事業化に向けて歩みましょう。

岐阜県商工会議所連合会
（岐阜商工会議所）

【所在地】〒500-8833　岐阜市神田町２丁目２番地
【URL】http://gcci.or.jp

問 合 先 058-264-2133（担当者：市川 、淺野）

「経営支援を通じて、事業者の未来に貢献す
る。」というミッションをもつ地域密着の公
的支援機関です。起業をご検討の方に、事
業計画・販売戦略の作成から、会計・税務・
労務などの経営一般についても相談（原則
無料）をお受けします。お気軽にご相談く
ださい。

岐阜県商工会連合会

【所在地】〒 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南
5-14-53OKBふれあい会館 9 階
【URL】http://www.gifushoko.or.jp/index.html

問 合 先 058-277-1074（担当者：田中）
h-tanaka@ml.gifushoko.or.jp

女性が子育て、就労、介護などの課題と向
き合い、キャリアビジョンを描き、実現で
きるようキャリアカウンセラーがマンツー
マンで「伴走型サポート」を行なっていき
ます。特に、岐阜県では、働く意欲はある
ものの、仕事と家庭の両立に不安を抱え、
就労をためらう女性が約 10 万人いるという
状況を踏まえて、不安の解消、就労へのチャ
レンジ、育児休業からの復帰などといった
ニーズに応じた講座や交流会も開催してい
ます。

岐阜県女性の活躍支援センター・
男女共同参画プラザ

【所在地】〒500-8384 岐阜市薮田南 5-14-53 
OKB ふれあい会館 第2棟9階
【URL】http://gifujo.pref.gifu.lg.jp/support_center/

問 合 先 058-214-6431（担当者：有田、溝口）
c11234@pref.gifu.lg.jp

熱意を持って本格的に起業や新分野進出を
目指している人をご支援するため、ビジネ
スプラン作成や経営戦略の立案など実践的
な研修を行う「ぎふ起業家育成塾」を開催
しています。また、起業にあたって、困っ
ていること、悩んでいることがありました
ら、専門スタッフ（コーディネーター）が
在籍しておりますので、お気軽にご相談い
ただけたらと思います。

公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

【所在地】 〒500-8505 岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53
 OKB ふれあい会館 10 階 県民ふれあい会館
【URL】http://www.gpc-gifu.or.jp/

問 合 先 058-277-1079（担当者：花村、篠田）
kj@gpc-gifu.or.jp

皆さん　こんにちは。経営コンサルティン
グ会社 Allied（アライド）の栗田と申します。
女性の起業家支援として、公的機関主催の
創業セミナーの講師や創業計画づくりや事
業資金を得るための資金計画づくりなどを
支援しています。また起業して 5年以内の
女性起業家に対し、経営課題に対するアド
バイスや経営のモニタリング指導を行って
います。経営についてお困りごとがありま
したら、ご相談ください。

株式会社Allied

【所在地】〒503-0802 岐阜県大垣市東町 1-3 
ユニテツク第二ビル 2 階 A室

問 合 先 080-1590-7830（担当者：栗田 康代）
info@allied-2014.com

子育ての時間も大切にしたい起業スタイル
を応援しています。飲食業や物販、サロン
などのチャレンジショップができるカフェ
「honeybabees（ハニーベイビーズ）」と、
講師業やデザイナーなどのためのコワーキ
ング「coyane（こやーね）」の２施設を運営。
何かしたいけど、何をしよう？？？という
起業の入り口のご相談から、子どもも自立
したので、本格的に事業を広げたいという
ご相談まで幅広く対応します！

一般社団法人日本少子化対策ネット
ワーク

【所在地】 〒505-0006 岐阜県美濃加茂市蜂屋町伊瀬
751-2 子育てカフェhoneybabees／〒505-0042 岐阜
県美濃加茂市太田本町コミュニティ&コワーキングス
ペース coyane
【URL】https://shoushikataisaku.org

問 合 先 0574-50-2256（担当者：安藤 摩里）

岐阜県の
女性起業家応援機関
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女性ならではの不安である家事・育児と仕
事のこと。クローバのスタッフも日々悩みな
がら進んでいます。女性の働き方のひとつ
として起業を一緒に考えてみませんか。私
たちクローバは先輩起業家も含めた交流会や
勉強会を始め、SNSやメルマガ配信、HP作
成など女性ならではの視点で様々なことを
サポートします。講師活動したい、モノづく
りで起業したいなど様々なニーズに合わせ
たサポートをしていきます。特に起業にあこ
がれる女性歓迎します。

NPO法人クローバ

【所在地】〒501-0497 岐阜県岐阜市
【URL】http://www.npoclover.net

問 合 先 080-4547-7792（担当者：大野木 朋子）
kirattomama@gmail.com

たがやす たね ふたば つぼみ

関市ビジネスサポートセンター Seki-Biz（セ
キビズ）は 2016 年 7月に開設した公的経営
支援の相談所です。相談利用者のうち女性
の占める割合が 3割を超えるなど、創業・
販路拡大・売上拡大などにチャレンジする
多くの女性にご利用いただいています。ま
たキッズスペースを設置し利用しやすい環
境を整えています。起業するまでのサポー
トはもとより、その後の事業展開にもしっ
かり伴走していきます。お気軽にご相談く
ださい。

関市ビジネスサポートセンター
Seki-Biz

【所在地】〒501-3802 岐阜県関市若草通 2丁目
1番地 わかくさ・プラザ学習情報館 3F
【URL】 https://www.seki-biz.net/

問 合 先 0575-23-3955（担当者：船戸真知枝）
info@seki-biz.net

日本政策金融公庫では、これから創業する
女性、既に創業された女性に対し、様々な
お手伝いをしています。創業をご検討中の
女性には「創業セミナー」や「交流会」を
開催し創業前のお悩みを解決するお手伝い
をしています。また、創業資金の調達をご
検討中の方には、無担保・無保証人の融資
制度等で経営をサポートしています。創業
後の方には、創業支援ネットワークを活用
し、経営・税務等の様々な専門家をご紹介
しています。

株式会社日本政策金融公庫 
名古屋創業支援センター

【所在地】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅
3-25-9 堀内ビル
【URL】https://www.jfc.go.jp/

問 合 先 052-561-6305（担当者：淵上 勇樹）
knnagoya.sogyo@jfc.go.jp

名古屋市内の事業者の皆様に金融・経営相
談、事業資金融資を行う公的機関です。事
業資金のご利用をお考えの際は、金融公社
へお気軽にご相談下さい。

公益財団法人名古屋市小規模事業
金融公社

【所在地】〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上
二丁目 6番 3号 名古屋市中小企業振興会館 5階
【URL】 http://nb-fun.jp/

問 合 先 052-735-2124（担当者：富田 知彦）

「女性の感性をビジネスや社会に活かし、よ
り良い社会づくり」をテーマに経営・事業
支援を行っています。私たちが女性起業家
を多数支援してきた中で、女性の感性が社
会にイノベーションを起こすきっかけにな
ると感じています。新しい時代は、新しい
感性で切り開くことが大切です。前例に囚
われず、新しい可能性にチャレンジする女
性を応援します。 

イノベーションファクトリー
株式会社

【所在地】〒456-0006 愛知県名古屋市熱田区沢下町
8番5号 東館 3階
【URL】https://innovationfactory.co.jp/

問 合 先 050-5883-9037（担当者：中島）
info@innovationfactory.co.jp



日本政策金融公庫では、これから創業する
女性、既に創業された女性に対し、様々な
お手伝いをしています。創業をご検討中の
女性には「創業セミナー」や「交流会」を
開催し創業前のお悩みを解決するお手伝い
をしています。また、創業資金の調達をご
検討中の方には、無担保・無保証人の融資
制度等で経営をサポートしています。創業
後の方には、創業支援ネットワークを活用
し、経営・税務等の様々な専門家をご紹介
しています。

株式会社日本政策金融公庫 
名古屋創業支援センター

【所在地】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅
3-25-9 堀内ビル
【URL】https://www.jfc.go.jp/

問 合 先 052-561-6305（担当者：淵上 勇樹）
knnagoya.sogyo@jfc.go.jp

当行の営業エリア内で創業を考えている方
や、創業間もない方に対して、事業計画の
作り方や、創業に必要なご資金の調達に関
するアドバイスを行っています。また、岐
阜商工会議所と共催で、創業サポートセミ
ナーや創業スクールを開催しています。銀
行の営業店窓口には敷居が高く行きづらい
と思っている方は、お気軽に当デスクにご
相談ください。

十六銀行法人営業部 
創業サポートデスク

【所在地】〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町 8-26
本店ビル内
【URL】http://www.juroku.co.jp/corp/support/
sougyou_support.html

問 合 先 058-264-5616（担当者：伊藤）

OKB大垣共立銀行では、創業前・創業して
間もない皆さまのご要望に応えるために
「OKB創業・ベンチャーサポートデスク」を
設置しています。本デスクではフリーダイ
ヤルを設け、外部機関と連携して、ビジネ
スプランの作成等のご支援、資金計画・融
資のご相談に応じています。また、OKB大
垣共立銀行が主催する各種商談会等を通じ、
創業者の販路拡大をご支援させていただい
ています。

大垣共立銀行 OKB創業・ベンチャー
サポートデスク

【所在地】〒503-0887 岐阜県大垣市郭町三丁目
98 番地
【URL】  http://www.okb.co.jp/

問 合 先 0120-521310（担当者：草野）
venture@okb.co.jp

三重県の女性起業家応援機関
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笑顔あふれる次世代のために「誰もが いつ
からでも 夢を描ける社会を目指して」活動。
子育て中や病気の治療中であっても、それぞ
れの経験や得意なことが活かすことのでき
る働き方で、どんなライフステージからで
も夢を描いてほしいと願っています。冊子
編集や商品開発など、女性の視点で企業や
地域の活力アップに取り組んでいます。女
性のキャリア形成講座の企画運営、がん経
験者の就労支援、ピンクリボンイベントの運
営もご相談ください。

NPO法人ワークスタイル・デザイン

【所在地】〒512-8512 三重県四日市市萱生町 1200
四日市大学内　4701 号
【URL】http://wsdesign.org/

問 合 先 059-340-9330（担当者：加藤 真理）
info@wsdesign.org

子育てと仕事の両立等、働く女性が抱えが
ちな悩みについての相談に応じたり、課題
解決のヒントになる様々なセミナーを開催
しています。

三重県男女共同参画センター
「フレンテみえ」

【所在地】〒 514-0061 三重県津市一身田上津部田
1234　
【URL】http://www.center-mie.or.jp/frente/

問 合 先 059-233-1130（担当者：長谷川 峰子）
frente@center-mie.or.jp

【IT×女性×情報】がコンセプトのブラン
ド＆WEB戦略のコンサル、人材紹介会社で
す。チーム 12 名、全員女性、全員在宅勤務
です。女性が自分の持っているスキルや経
験を活かして社会に貢献するには、「自分を
知る」ことがスタート。自分より他を優先さ
せてしまいがちな女性が、「本当の自分」を
知ることにより、お客様や家族と共に成長
できるビジネスモデルの構築、そしてそれ
を広げるWEB戦略のお手伝いをいたしま
す！

株式会社 Eプレゼンス

【所在地】〒510-0821 三重県四日市市久保田 2丁目
10-13　杉善ビル 1F
【URL】https://www.e-presence.jp

問 合 先 059-336-4002（担当者：山中 寛子）
info@e-presence.jp

女性の働きやすい環境を目指して、様々な
支援や相談にのっています。働き方・キャ
リアプランに悩んだらお気軽にご相談くだ
さい。女性の「やってみたい」を応援します。

株式会社O-GOE

【所在地】〒510-8014 三重県四日市市富田 3丁目
15-27　今井ビル３F
【URL】http://www.o-goe.com/

問 合 先 059-361-0005（担当者：石岡 由紀）
ishioka@o-goe.com

子育てしながらの働き方はそれぞれ。能力
やスキル、価値観に合った働き方を当法人
では実施しています。子育ても仕事も共に
助け合って事業をうみだしていく。そんな
私たちと一緒に活動するママを募集してい
ます。

NPO法人マザーズライフ
サポーター

【所在地】〒510-0205 三重県鈴鹿市稲生 3-8-2 
【URL】http://motherslife.info/

問 合 先 059-386-2539（担当者：益川 怜紗）
masukawa@motherslife.info

「自分の夢を形にしたい でもまだ夢が小さす
ぎて誰かに話すのも恥ずかしい。」「子育ても
一段落して自分についてふと考える。これ
からの私のやりたいことって…」「今は正社
員で働いているけれど、ずっと続けている大
好きな趣味がある。いつかこの趣味が仕事
にできたら幸せだな。」そんなふうに考えて
る方は沢山いませんか？当法人には多方面
で活躍中の女性起業家スタッフが複数いま
す。全てのスタッフがそんなあなたのはじめ
の一歩を応援します！

NPO法人三重はぐくみサポート

【所在地】〒510-8034 三重県四日市市大矢知町 930-1　
ツインコート 205

問 合 先 090-3953-6569（担当者：山田 知美）
chibiykikito@yahoo.co.jp

三重県の
女性起業家応援機関

高田短期大学には保育者を養成する子ども
学科、オフィスワーカー、介護福祉士を育
成するキャリア育成学科があり、幅広い社
会の課題に対応しています。社会人向けに
ビジネススキルをUPする講座を開設して
おり、Excel・Word・Access の活用方やクレー
ム対応講座などを行っています。また、子
育てに関する個別相談や介護に関する情報
提供など、「働く」を助ける活動を行ってい
ます。

高田短期大学 
キャリア研究センター

【所在地】〒514-0115 三重県津市一身田豊野 195
【URL】http://www.takada-jc.ac.jp

問 合 先 059-232-2310（担当者：中畑 裕之）
nakahata@takada-jc.ac.jp

三重大学は、男女共同参画を推進し、女性
の起業を応援しています。教育 (人材育成）、
研究、社会貢献などの活動に基づいて起業
支援を行う他、事業などを進める上での課
題についてもご相談を受け付けております。

三重大学 地域イノベーション推進
機構 地域戦略センター 

【所在地】〒514-8507 三重県津市栗真町屋町 1577
【URL】http://www.mie-u.ac.jp/

問 合 先 059-231-5365（担当者： 加藤、アヴシャル）
info@crc.mie-u.ac.jp

たがやす たね ふたば つぼみ
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三重県の女性起業家応援機関

名張市の創業支援事業計画に基づいて、「名
張商工会議所」「名張市役所」にて相談窓口
を設置し、「創業者」、「創業予定者」を支援
しています。また、伊賀地域の関係機関が
連携して、創業準備から創業後まで、あら
ゆる面でサポートするため、「伊賀流創業応
援忍者隊」を結成しています。

名張商工会議所

【所在地】〒518-0729 三重県名張市南町 822-2
【URL】http://www.nabari.or.jp

問 合 先 0595-63-0080（担当者：住田）
ncci@nabari.or.jp

趣味や特技を活かした創業等を考えている
子育て世代の方を対象に、子育て世代ため
のビジネスセミナ－を毎年開催しています。
セミナー開催時は託児所を設け、終了後に
は交流会も実施し、女性の方が参加しやす
く、同世代の方との交流を図れる環境で実
施しています。

松阪商工会議所

【所在地】〒515-0014 三重県松阪市若葉町 161-2
【URL】http://www.m-cci.or.jp/

問 合 先 0598-51-7811（担当者：川口 正人）
kawaguchi@m-cci.or.jp

創業者に対する経営支援、創業塾、創業セ
ミナー等を開催しています。

三重県商工会連合会

【所在地】〒514-0004 三重県津市栄町 1丁目 891 番地 
【URL】http://www.mie-shokokai.or.jp

問 合 先 059-225-3161（担当者：中川 真砂実）

創業におけるワンストップ窓口相談を行っ
ております。

熊野ワンストップ創業支援窓口
ネットワーク

【所在地】〒519-4323 三重県熊野市木本町 171　
熊野商工会議所内
【URL】http://www.kumano-cci.com/

問 合 先 0597-89-3435（担当者：斎藤 公巳）

桑名市で創業を考える方向けに創業相談窓
口を設置（運営事務局の桑名商工会議所に
設置）しています。関係機関と連携し、創
業に関するサポートを行なっています。相
談内容に応じて関係機関をご案内いたしま
す。

くわな創業支援ゆめはまねっと

【所在地】〒511-8577 三重県桑名市桑栄町 1番地 1
( 桑名商工会議所内） 
【URL】http://www.kuwanacci.com/

問 合 先 0594-22-5155（担当者：安藤、野呂、柳川）
so-dan@kuwanacci.or.jp

インキュベートルーム（7室）を運営し、入
居者に対してインキュベーション・マネー
ジャーによるサポート、各分野の専門家か
らのアドバイス等を実施しています。

公益財団法人三重北勢地域地場産業
振興センター

【所在地】〒510-0075 三重県四日市市安島 1-3-18
【URL】http://jibasanmie.or.jp/

問 合 先 059-353-8100（担当者：西浦）

創業前のプランニングや、それに基づく資
金調達から、人材等、創業後のフォローアッ
プまで、創業予定者や創業後間もない方な
どを対象に、カメヤマ創業アシスト（創業
支援ネットワーク）を構築し、他の創業支
援機関との連携によって、ワンストップで
バックアップを行っています。女性の起業
を応援します。

亀山商工会議所

【所在地】〒519-0124 三重県亀山市東御幸町 39-8
【URL】http://kameyama-cci.or.jp/

問 合 先 0595-82-1331（担当者：宮崎）
info@kameyama-cci.or.jp

創業塾の開催、個別の創業支援（事業計画
作成支援・創業融資斡旋等）を行っており
ます。

熊野商工会議所

【所在地】〒519－4323 三重県熊野市木本町 171
【URL】http://www.kumano-cci.com/

問 合 先 0597-89-3435（担当者： 斎藤 公巳）

創業相談対応、創業計画等の作成支援の他に
創業塾・創業フォローアップ相談会・起業家交
流会を行っています。創業前の方だけでなく、
創業後の方も含めて個別相談会を行っていま
す。創業前はもとより、創業後もサポートを
行っていますので、継続的にご相談頂けます。

桑名商工会議所

【所在地】〒511-8577 三重県桑名市桑栄町 1番地
【URL】http://www.kuwanacci.com/

問 合 先 0594-22-5155（担当者： 安藤、野呂、柳川）
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鈴鹿市内で起業を考えている方のために「鈴
鹿創業フロンティアサポート」を構築し、当所
以外の支援機関とも連携し、様々なご要望に
お応えしています。起業の専門知識を備えた
講師を迎えて「すずか創業塾」を開催し、起業
までに必要な知識やノウハウを提供すると共
に、講師との個別相談会を開催し、起業の悩
みや疑問を個別に解決することで、起業家の
夢の実現をサポートしています。その他の平
時は、当所の経営指導員が創業に関連する融
資相談などに応じています。

鈴鹿商工会議所

【所在地】〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816　
【URL】http://www.scci.or.jp

問 合 先 059-382-3222（担当者：北角、山西）
soudan@scci.or.jp

女性が趣味を活かして起業したい、これまで
の経験を活かして独立したい。そんな夢を叶
えるために、創業塾を始め、窓口相談、各種セ
ミナーの開催、開業後の経営相談を行なっ
ています。もちろん、女性スタッフも含め経
営指導員・支援員が寄り添って応援します。
また、津市や金融機関等と連携する「創業サ
ポーター ソケッ津」というネットワークも
あり、女性の創業者が多数参加する交流会の
「ミナツドエ」が人気です。お気軽にご相談く
ださい。

津商工会議所

【所在地】〒514-0033 三重県津市丸之内 29-14　
【URL】http://www.tsucci.or.jp

問 合 先 059-228-9141（担当者：宇陀、奥田）
tsucci@ztv.ne.jp

たがやす たね ふたば つぼみ

東海エリアの女性会員を組織化、企業マーケ
ティング事業を展開しています。「自分のやり
たいことで自立」「女性たちがもっと輝ける社
会をつくる」の2つを目的としています。1997
年「お金」「スキル」「人脈」の何もないところ
から起業、「女性の支援」で20 年の実績があ
ります。起業は、いくつもの厳しい試練を与
えてくれて、その壁を乗り越える度に、キラ
キラと成長した自分に出会えます。夢に挑戦
する（している）方、そんなあなたの力になり
ます。お気軽にご相談ください。

株式会社キャリア・プレイス

【所在地】〒514-0815 三重県津市藤方 1811-5
　（津オフィス）、〒510-0084 三重県四日市市栄町
1番11号くすの木ビル4F（四日市オフィス）
【URL】http://ca-place.jp/

問 合 先 059-253-5460（担当者：伊藤 登代子）
info@ca-place.jp

新産業の創出や経営に関する様々な支援事
業を行っています。ご自身の知識・ノウハ
ウを活かして何か始めたい、補助金や資金
面の制度について知りたい、今の事業で売
上をもっと拡大したいなど、起業に関して
の情報収集、ビジネスプランの作成、起業
後の支援まで、経験豊富な専門コーディネー
ターが、一貫してサポート致します。三重
で起業をお考えの方は、ぜひ、お気軽にご
相談ください。

公益財団法人三重県産業支援セン
ター

【所在地】〒514-0004 三重県津市栄町 1丁目 891 
三重県合同ビル 5階
【URL】http://www.miesc.or.jp/

問 合 先 059-228-7283（担当者：小林 克彰）
kaitaku@miesc.or.jp

伊賀流創業応援忍者隊は、伊賀市・名張市
をはじめ、伊賀地域の商工団体や金融機関
が連携することで、これまで個別におこなっ
てきた創業に関する支援をより効率よく提
供するために結成されました。各機関で相
互の支援情報を共有し、創業をお考えの方
に対して複合的に支援を提供していきます。

伊賀流創業応援忍者隊
（伊賀市商工会）

【所在地】〒519-1412 三重県伊賀市下柘植 723-1　
伊賀市商工会内
【URL】http://www.city.iga.lg.jp/0000000695.html

問 合 先 0595-45-2210（担当者： 峰、森岡）
iga@ict.ne.jp



三重県の女性起業家応援機関

創業相談対応（事業計画策定・融資支援）や
創業応援セミナー開催など創業支援を行って
おります。また、地元の市町村・商工会・商工
会議所・日本政策金融公庫と連携しており、
平成29年9月には、これから起業を目指す方
から起業後5年未満の方を対象に、創業応援
セミナー第5弾「先輩女性起業家から学ぶ実践
セミナー」を開催し、先輩女性起業家から、事
業を始めるにあたっての悩みや事業を成功
に導くポイントなどを学ぶ機会を設けました。
創業応援セミナーは継続的に開催を予定し
ておりますので、お気軽にご相談ください。

新宮信用金庫

【所在地】 〒647-0004 和歌山県新宮市大橋通 3丁目
1-4
【URL】http://www.shinkin.co.jp/shingu

問 合 先 0735-21-2750（担当者：山本）

当行は創業・第二創業を考えている方に対
して、創業計画の策定のお手伝いや、創業
資金に対する融資支援を行っています。ま
た、経営も含めた総合的なアドバイスを実
施しています。

株式会社第三銀行

【所在地】 〒 515-8530 三重県松阪市京町 510 番地
【URL】http://www.daisanbank.co.jp

問 合 先 0598-25-0526（担当者：水野 靖章）
y_mizuno@daisanbank.co.jp

事業プランのご相談、融資のご相談を承っ
ています。お気軽にご相談ください。

百五銀行

【所在地】 〒514-0033 三重県津市丸之内 31 番 21 号
【URL】http://www.hyakugo.co.jp/

問 合 先 059-223-2365（担当者：天白）
tenpaku34@hyakugo.co.jp

三重銀行グループでは、『ビジネスプランコ
ンテスト』を開催し、創業、新創業を目指
されている方の事業化をサポートしていま
す。また、窓口では事業計画の策定や創業
資金に対するご融資の相談を行っています。

株式会社三重銀行

【所在地】〒510-0087 三重県四日市市西新地 7番 8号
【URL】http://www.miebank.co.jp

問 合 先 059-353-3111（担当者： 中尾 淳）

四日市市内の公的機関が連携した創業支援
組織です。創業を検討している方に、ワン
ストップでの創業支援を行っております
（窓口：四日市商工会議所）。

四日市志創業応援隊

【所在地】〒510-8501 三重県四日市市諏訪町 2-5
（四日市商工会議所内）
【URL】http://www.yokkaichi-sogyo.com

問 合 先 059-352-8290（担当者：浅本）
sogyo@yokkaichi-sogyo.com

ビズ・スクエアよっかいちは、四日市市の
中心部に立地する、三重県で唯一の JBIA 認
定の民間ビジネスインキュベータです。レ
ンタル／シェアオフィスや、秘書代行・応
接など、起業したい方・起業して間もない
方のコンシェルジュを念頭にサポートして
います。交流事業も盛んで、毎月第３土曜
日には起業者向けのゆるく温かい勉強＆交
流会「BizCafe よっかいち」も開催中。四日
市市創業支援事業計画にも参画し、幅広く
サポートします。

ビズ・スクエアよっかいち

【所在地】〒510-0084 三重県四日市市栄町 1番
11 号　くすの木ビル 4Ｆ
【URL】http://www.bizsq41.jp

問 合 先 059-329-5407（担当者：一尾 香）
info@bizsq41.jp

「私らしく」「子育ても仕事も」「いつも輝い
ていたい」・・女性は「こうしたい」がたく
さん。その夢をかなえる「起業」という選択。
でも、「私には無理」だとあきらめたり、「難
しそう」だと迷ってはいませんか？本当は
できれば・・と思っていませんか？いつか
はきっと・・と願ってはいませんか？それ
なら、今、一歩を踏み出しませんか？「Mie
女性起業支援室」は、起業したい /関心が
あるけれど難しさを感じている女性を、女
性の専門家チームが起業から事業化まで
いっしょにサポートします。

Mie女性起業支援室

【所在地】〒510-0084 三重県四日市市栄町 1番11号
くすの木ビル 4Ｆ（ビズ・スクエアよっかいち内）
【URL】 http://www.brilliant-mie.jp/

問 合 先 059-329-5407（担当者：一尾 香）
info@bizsq41.jp

がんばる女性の起業を応援します。お気軽
にご相談ください。

三重県信用保証協会

【所在地】 〒514-0003 三重県津市桜橋 3丁目
399 番地　
【URL】http://www.cgc-mie.or.jp/

問 合 先 059-229-6011（担当者：服部、大西）
mcgc-kikaku@vanilla.ocn.ne.jp

当三重県中小企業レディース中央会のメン
バーは、県内中小企業組合等の女性役員、
中小企業の女性経営者及びそれに準ずる女
性、中小企業組合等の女性部及び女性グルー
プです。会員相互の自己研鑚等を図るため、
セミナーの開催等を行っています。起業経
験や女性 役員としての心構え等についての
ご相談にアドバイスができると思います。

三重県中小企業レディース中央会

【所在地】 〒514-0004 三重県津市栄町 1丁目
891 番地　三重県合同ビル 6階
【URL】http://cniss.chuokai-mie.or.jp/ladies/

問 合 先 059-228-5195（担当者：東海 千春）
ladies@chuokai-mie.or.jp

同友会では考え方や社会的な立場・業種・
経営に規模にたらわれず、中小企業経営に
携わる経営者・経営幹部・後継者の方々が
自主的に参加し、民主的に運営し、中小企
業家のあらゆる要望に応えて活動をおこ
なっています。会員の希望や要求にもとづ
いて活動し、気軽に話せ、惜しみなく経験
を交流し、共に学び、共に繁栄をめざす中
小企業家の団体です。

三重県中小企業家同友会

【所在地】 〒510-0066 三重県四日市市南浜田町
2番 14 号　水谷ビル 3F
【URL】http://www.mie.doyu.jp/

問 合 先 059-351-3310（担当者：成川 総一）

日本政策金融公庫では、これから創業する
女性、既に創業された女性に対し、様々な
お手伝いをしています。創業をご検討中の
女性には「創業セミナー」や「交流会」を
開催し創業前のお悩みを解決するお手伝い
をしています。また、創業資金の調達をご
検討中の方には、無担保・無保証人の融資
制度等で経営をサポートしています。創業
後の方には、創業支援ネットワークを活用
し、経営・税務等の様々な専門家をご紹介
しています。

株式会社日本政策金融公庫 
名古屋創業支援センター

【所在地】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅
3-25-9 堀内ビル
【URL】https://www.jfc.go.jp/

問 合 先 052-561-6305（担当者：淵上 勇樹）
knnagoya.sogyo@jfc.go.jp
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たがやす たね ふたば つぼみ

創業塾（短期集中型創業セミナー）、創業カ
フェ（原則毎月第 1金曜日開催の創業セミ
ナーや交流会）、創業フォローアップセミ
ナーの実施、窓口にて随時個別相談に対応
しております。お気軽にご相談ください。

四日市商工会議所

【所在地】〒510-8501 三重県四日市市諏訪町 2-5
【URL】http://www.yokkaichi-cci.or.jp

問 合 先 059-352-8290（担当者：西井）
s-nichii@yokkaichi-cci.or.jp




