
＜地域の６次産業化サポートセンターのお問合せ先＞ 

地域 サポートセンター 電話番号 メールアドレス ホームページ 

北海道 （公財）北海道中小企業総
合支援センター 011-200-0013 support6@hsc.or.jp http://www.hsc.or.jp/gaiyo/keiei/project/ 

rokujisupport.htm 

青森県 （地独）青森県産業技術セ
ンター 017-739-9077 rokuji@aomori-itc.or.jp http://www.aomori-itc.or.jp/ 

index.php?id=3390 

岩手県 岩手県中小企業団体中央
会 019-624-1363 rokujisangyo@ginga.or.jp http://www.ginga.or.jp/i6jisien/ 

宮城県 新日本有限責任監査法人 080-9370-7796 miyagi-6sapo@shinnihon.or.jp http://www.6sapo-miyagi.jp/ 

秋田県 
（公社）秋田県農業公社／
秋田県農林水産部農業経
済課 

018-893-6212 
県：018-860-1763 

industry6@ak-agri.or.jp 
県：noukei@pref.akita.lg.jp 

http://www.ak-agri.or.jp/industry6/ 
index.html 

山形県 （公財）やまがた農業支援
センター 023-673-9888 info-6ji@yamagata-nogyo-sc.or.jp http://6support.yamagata.jp/ 

福島県 福島県中小企業団体中央
会 024-533-8031 t-onobu@chuokai-fukushima.or.jp http://www.fukushima-message.com/ 

茨城県 （公社）茨城県農林振興公
社 029-239-7131 rokusan@ibanourin.or.jp http://www.ibanourin.or.jp/ninaite/rokuji/ 

栃木県 （公財）栃木県農業振興公
社 028-648-9517 inagaki@tochigi-agri.or.jp http://www.tochigi-agri.or.jp/guide/10/ 

10-1.html 

群馬県 群馬県商工会連合会 027-231-9779 hashimoto@gcis.or.jp http://gun6.org/  

埼玉県 埼玉県農林部農業ビジネ
ス支援課 048-830-4095 a4105-07@pref.saitama.lg.jp http://www.pref.saitama.lg.jp/a0902/ 

6jisangyoka/ 

千葉県 （公社）千葉県園芸協会 043-223-3007 sanchi7@chiba-engei.or.jp http://chiba-engei.or.jp/supportcenter.html 

神奈川県 （株）コンサラート 045-633-5215 6sapo-kanagawa@consulart.jp  http://6sapo-kanagawa.net/about 

山梨県 山梨県中小企業団体中央
会 050-6864-6788 yama6sapo@chuokai-

yamanashi.or.jp http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/ 

長野県 信州６次産業化推進協議
会 026-235-7217 info@shinshu-6jika.jp http://www.shinshu-6jika.jp 

静岡県 静岡県経済産業部産業革
新局マーケティング課 054-221-2703 marke@pref.shizuoka.lg.jp https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/ 

sa-110/rokujisangyou.html 

新潟県 （公社）新潟県農林公社 025-285-8447 nsupport@niigata-inet.or.jp http://www.niigata-agrisupport.jp/ 

富山県 （一社）富山県農業会議 076-441-8961 tominou1@arion.ocn.ne.jp http://www.tominou.com/con003.html 

石川県 （公財）いしかわ農業総合
支援機構 076-225-7621 info@inz.or.jp http://www.inz.jpn.org/rokujika/ 

福井県 福井県食品加工研究所 0776-61-3539 fukui6sapo@pref.fukui.lg.jp http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shokuken/ 
fukui6sapo.htm 

岐阜県 （株）ＯＫＢ総研 0584-74-2620 info@okb-kri.jp http://www.okb-kri.jp/gifu_6jika/ 
gifu6jika_sc.html 

愛知県 （株）ＪＴＢ中部法人営業名
古屋支店 

052-202-1050 aichi6sapo@cub.jtb.jp http://aichi-6sapo-center.com/ 

三重県 （株）三重銀総研 059-354-7159 mir@miebank.co.jp http://www.miebank.co.jp/mir/professional/
rokujisangyo.html 
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中央 

（東京） 

６次産業化中央サポートセ
ンター（㈱農林漁業成長産
業化支援機構） 

070-6516-7146 
050-3797-9135 

info@6sapo-center.net http://www.6sapo-center.net/ 

＜６次産業化中央サポートセンターのお問合せ先＞ 

※ ６次産業化中央サポートセンターに登録された６次産業化プランナーは、全国各地の支援を行います。 



＜６次産業化施策全般のお問合せ先＞ 

地域 サポートセンター 電話番号 メールアドレス ホームページ 

滋賀県 滋賀県農業経営課地域
農業戦略室 077-528-3847 gc00@pref.shiga.lg.jp http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nosan/ 

senryaku/index.html 

京都府 （公社）京都府農業総合
支援センター 075-417-6888 kyoto-agri21@agr-k.or.jp http://www.agr-k.or.jp/~kyoto-j/agri21/ 

大阪府 （地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所 072-958-6545 6jika@mbox.kannousuiken-

osaka.or.jp http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/6jika/ 

兵庫県 ひょうごの美味し風土拡
大協議会 078-362-9216 sougounousei_05@pref.hyogo.lg.jp http://www.hyogo-umashi.com/ 

奈良県 （株）ＪＴＢ奈良支店 0742-85-0068 nara6sapo@west.jtb.jp 

和歌山県 和歌山県中小企業団体
中央会 073-431-0852 － http://www.chuokai-wakayama.or.jp/6sapo/ 

index.html 

鳥取県 （公財）鳥取県産業振興
機構 0857-52-6704 shinjigyo01@toriton.or.jp https://www.toriton.or.jp/ 

島根県 （株）農援隊 0853-25-7778 info@agri-s.jp http://www.agri-s.jp/ 

岡山県 岡山県商工会連合会 086-224-4341 6jisc@okasci.or.jp http://www.okayama-keiei.jp/6ji/ 

広島県 （一財）広島県森林整備・
農業振興財団 082-54１-6192 support＠hsnz.jp http://hsnz.jp/h6support/ 

山口県 （公財）やまぐち農林振興
公社 083-902-6696 mail@y-agreen.or.jp http://www.y-agreen.or.jp/ 

徳島県 徳島県もうかるブランド推
進課輸出・六次化推進室 088-621-2432 moukarubrandsuishinka@pref.tokush

ima.lg.jp http://6jika.tokushima-exnetwork.org/ 

香川県 （公財）かがわ産業支援
財団 087-868-9903 agri@kagawa-isf.jp http://www.kagawa-isf.jp/ 

愛媛県 （公財）えひめ産業振興財
団 089-960-1130 t-taniizumi@ehime-iinet.or.jp http://www.ehime-iinet.or.jp/index.php 

高知県 特定非営利活動法人とさ
はちきんねっと 090-5712-2040 6ji@tosa8kin.net  http://kochi-6ji.info/ 

福岡県 （公財）福岡県中小企業
振興センター 092-622-7575 fukuoka.6jika@joho-fukuoka.or.jp http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/ 

佐賀県 （公財）佐賀県地域産業
支援センター 0952-34-4418 rokujika@mb.infosaga.or.jp http://www.infosaga.or.jp/ 

長崎県 長崎県中小企業団体中
央会 095-826-3201 chuokai@nagasaki-chuokai.or.jp 

熊本県 熊本県農業協同組合中
央会 096-288-1346 kuma6pl@kym.biglobe.ne.jp http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/ 

sixth-industrialization 

大分県 （公財）大分県産業創造
機構 097-537-2424 oita6sc@columbus.or.jp http://www.columbus.or.jp/6ji/ 

宮崎県 （公社）宮崎県農業振興
公社 0985-51-2011 sin01@mnk.or.jp http://www.mnk.or.jp/index.html 

鹿児島県 （公社）鹿児島県農業・農
村振興協会 099-213-7223 6jisangyoka@ka-nosinkyo.net http://www.ka-nosinkyo.net/ 

沖縄県 沖縄県農林水産部流通・
加工推進課 県：098-866-2255  －  － 

農林水産省食料産業局産業連携課 電話番号  03-6738-6473 

 （注） ６次産業化サポートセンターが確定していない地域の電話番号については、県の担当課の電話番号を記載しています。 
     確定していない地域の情報については、随時更新されますので、農林水産省のホームページにて確認してください。 
     http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/jinzai/index1.html 
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