
機関 部署 電話番号 住所

国
中国財務局 理財部 金融調整官 082‐221‐9221 広島県広島市中区上八丁堀6‐30

中国四国農政局 生産経営支援部事業戦略課 086‐224‐4511 岡山県岡山市北区下石井１丁目4‐1

鳥
取
県

鳥取県 商工労働部経済産業総室通商物流室 0857‐26‐7661 鳥取県鳥取市東町１丁目220番地

（公財）鳥取県産業振興機構 とっとり国際ビジネスセンター 0859‐30‐3161 鳥取県境港市竹内団地255‐3

島
根
県

島根県
しまねブランド推進課貿易促進支援室 0852‐22‐5632

島根県松江市殿町１番地
商工労働部産業振興課海外展開支援スタッフ 0852‐22‐5303

（公財）しまね産業振興財団 経営支援課 0852‐60‐5115 島根県松江市北陵町１番地（テクノアークしまね）

岡
山
県

岡山県 産業労働部産業企画課マーケティング推進室 086‐226‐7365 岡山県岡山市北区内山下2‐4‐6

岡山市 経済局産業振興・雇用推進課 086‐803‐1329 岡山県岡山市北区大供１丁目1‐1

（公財）岡山県産業振興財団 経営支援部取引支援課 086‐286‐9670 岡山県岡山市北区芳賀5301テクノサポート岡山1階

広
島
県

広島県 商工労働局海外ビジネス課 082‐513‐3382 広島県広島市中区基町10‐52

広島市 経済観光局産業振興部商業振興課 082‐504‐2318 広島県広島市中区国泰寺町１丁目6‐34

（公財）ひろしま産業振興機構 国際ビジネス支援センター 082‐248‐1400
広島県広島市中区千田町３丁目7‐47
広島県情報プラザ４階

山
口
県

山口県 商工労働部新産業振興課 083‐933‐3140 山口県山口市滝町1‐1

（公財）やまぐち産業振興財団 事業活動支援部 083‐922‐9926 山口県山口市熊野町1‐10ＮＰＹビル10階

商
工
団
体
等

中国経済連合会 082‐242‐4511 広島県広島市中区小町4‐33 中国電力3号館3階

鳥取県商工会議所連合会 鳥取商工会議所 0857‐32‐8004 鳥取県鳥取市本町３丁目201番地

島根県商工会議所連合会 松江商工会議所 0852‐32‐0502 島根県松江市母衣町55‐4

岡山県商工会議所連合会 岡山商工会議所 086‐232‐2266 岡山県岡山市北区厚生町3丁目1‐15

広島県商工会議所連合会 広島商工会議所 082‐222‐6651 広島県広島市中区基町5‐44

山口県商工会議所連合会 下関商工会議所 083‐234‐1104 山口県下関市南部町21‐19

（社）中国地域ニュービジネス協議会 082‐221‐2929 広島県広島市中区鉄砲町1-20ウエノヤビル７階

政
府
系
機
関
等

（株）日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業 082‐247‐9151
広島市中区紙屋町一丁目2番22号 広島トランヴェー
ルビルディング６階

（株）日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業 082‐244‐2247 広島県広島市中区国泰寺町2‐3‐20

（株）商工組合中央金庫 広島支店 082‐248‐9982 広島県広島市中区大手町２丁目1‐2

（独）日本貿易保険大阪支店 大阪支店 06‐6233‐4019 大阪市中央区北浜3‐1‐22

（独）国際協力機構（JICA） 中国国際センター 082‐421‐6300 広島県東広島市鏡山3‐3‐1

支援機関の問い合わせ先

機関 部署 電話番号 住所

中国経済産業局 産業部国際課 082‐224‐5659 広島県広島市中区上八丁堀6‐30合同庁舎２号館３階

（独）日本貿易振興機構 鳥取貿易情報センター 0857‐52‐4335 鳥取県鳥取市若葉台南７丁目5‐1

（独）日本貿易振興機構 松江貿易情報センター 0852‐27‐3121 島根県松江市学園南１丁目2‐1くにびきメッセ３階

（独）日本貿易振興機構 岡山貿易情報センター 086‐224‐0853
岡山県岡山市北区厚生町３丁目1‐15
岡山商工会議所ビル５階

（独）日本貿易振興機構 広島貿易情報センター 082‐535‐2511
広島市中区千田町３丁目7‐47
広島県情報プラザ４階

（独）日本貿易振興機構 山口貿易情報センター 083‐231‐5022 山口県下関市豊前田３丁目3‐1海峡メッセ下関７階

（独）中小企業基盤整備機構中国本部 経営支援部国際化支援課 082‐502‐6555
広島県広島市中区八丁堀5‐7
広島ＫＳビル３階

ワンストップ相談窓口
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機関 部署 電話番号 住所

鳥
取
県

鳥取銀行 ふるさと振興部地域ビジネス推進室 0857‐37‐0274 鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地

島
根
県

山陰合同銀行 地域振興部海外進出支援室 0852‐55‐1815 島根県松江市魚町10

岡
山
県

中国銀行 国際部アジアデスク 086‐243‐6539 岡山県岡山市北区丸の内1‐15‐20

トマト銀行 海外ビジネス支援デスク 086‐800‐1820 岡山県岡山市北区番町2‐3‐4

広
島
県

広島銀行 国際営業部 国際営業室 082‐504‐3923 広島県広島市中区紙屋町１丁目3‐8

もみじ銀行 ソリューション営業部内海外進出支援グループ 082‐241‐3617 広島県広島市中区胡町1‐24

広島信用金庫 アジアサポートデスク 082‐245‐0321 広島県広島市中区富士見町3‐15

山
口
県

山口銀行 国際部 083‐223‐1494 山口県下関市竹崎町４丁目2‐36
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機関名 事務所名 所在地 電話番号

(独)日本貿易振興機構
（JETRO）

※JETROの海外事務所は下記URLをご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/list/

岡山県

上海事務所 中国・上海市 問合せ・ご利用申込先
岡山県産業労働部
産業企画課マーケティ
ング推進室

TEL: 086-226-7365
FAX: 086-225-3449
E-mail: marketing@
pref.okayama.lg.jp

ベトナム・カンボジアビジネスサポート
デスク

ベトナム・ハノイ市
カンボジア・プノンペン市

タイビジネスサポートデスク タイ・バンコク

インドネシアビジネスサポートデスク インドネシア・ジャカルタ

広島県 広島・四川経済交流促進事務連絡室 中国・成都市盛隆街9号 広島・四川中日友好会館207室 028-8501-4045

鳥取県

鳥取県東南アジアビューロー タイ王国バンコク都 問合せ・鳥取県経済
産業総室
ＴＥＬ0857-26-7661鳥取県ウラジオストクビジネスサポー

トセンター
ウラジオストク市

(公財)ひろしま産業振興
機構

広島上海事務所 中国・上海市長寧区延安西路1088号長峰中心706室 +86-21-6207-6687

日本政策金融公庫
バンコク駐在員事務所

9th Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, 
Bangkok 10330, Thailand

+66-2-252-5496
（代表）

上海駐在員事務所 上海市長寧区延安西路2201号国際貿易中心1616室
+86-21-6275-8908
（代表）

日本貿易保険

シンガポール事務所
c/o JETRO 16 Raffles Quay#38-05, Hong Leong Bldg. Singapore 
048581

+65-6429-9582

ニューヨーク事務所
c/o JETRO 1221 Avenue of the Americas, 42Fl, McGraw-Hill Bldg. 
New York N.Y. 10020 USA

+1-212-819-7769

パリ事務所 c/o JETRO 27 rue de Berri 75008 Paris France
+33-(0)1-4261-
5879

(独)国際協力機構
（JICA）

※JICAの海外事務所は下記URLをご参照ください。
http://www.jica.go.jp/about/structure/overseas/index.html

山陰合同銀行

大連駐在員事務所 中華人民共和国大連市西崗区中山路147号 大連森茂大厦22階 +86-411-8369-6118

上海駐在員事務所 中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号 恒生銀行大厦15階 +86-21-6841-1661

バンコク駐在員事務所
952 Ramaland Building, 13th Floor, Rama Ⅳ Road, Suriyawonge, Bangrak, 
Bangkok 10500, Thailand

+66-2-632-8323

中国銀行

香港支店
Rooms 2704-2706, 27th Floor  Gloucester Tower, The Landmark, 15 
Queen‘s Road Central, Hong Kong, Republic of China

+852-2523-0312

上海駐在員事務所
Rooms 2007, Shanghai International Trade Center, 2201 Yan-an 
Road(West) Shanghai, Republic of China

+86-21-6275-1988

シンガポール駐在員事務所 16 Collyer Quay, #23-03, Singapore +65-6536-7757

ニューヨーク駐在員事務所 150 East 52nd Street, 7th Floor, New York, NY 10022 U.S.A +1-212-371-7700

広島銀行

上海駐在員事務所 中華人民共和国 上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心1713号室
+86-(0)21-6275-
2755

バンコック駐在員事務所
14th Fl , Nantawan Building ,161 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan 

, Bangkok 10330, Thailand
+66-2-650-5099

シンガポール駐在員事務所 65 Chulia Street，＃27-03 OCBC Centre,Singapore 049513 +65-6438-5882

山口銀行

釜山支店 大韓民国釜山広域市中区中央大路63 釜山郵便局保険会館4階 +82-51-462-3281

青島支店 中華人民共和国山東省青島市香港中路76号 青島頣中皇冠假日酒店2階 +86-532-8576-6222

大連支店 中華人民共和国遼寧省大連市西崗区中山路147号 森茂大厦14階 +86-411-8370-5288

香港駐在員事務所 403,4/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong +852-2521-7194

支援機関の海外事務所
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