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北海道 北海道６次産業化サポートセンター
〔(公財)北海道農業公社〕 011-522-5671 keieisodan@adhokkaido.or.jp https://www.adhokkaido.or.jp/to_keiei.ht

ml

⻘森県 ⻘森県６次産業化サポートセンター
〔(株)協同〕 017-739-9222 rokujika@dream.jp https://www.aomori-shokusangyo.com/

6jisangyou-support.html

岩⼿県 いわて６次産業化⽀援センター
〔いわて６次産業化推進協議会〕 019-629-5739 info.iwate.6jisangyo@gmail.com −

宮城県 宮城県６次産業化サポートセンター
〔(株)東北農都共⽣総合研究所〕 022-796-1139 info@miyagi-6jika.jp http://miyagi-6jika.jp/

秋⽥県 秋⽥県６次産業化サポートセンター
〔(公社)秋⽥県農業公社〕 018-893-6212 industry6@ak-agri.or.jp http://www.ak-agri.or.jp/industry6/

index.html

⼭形県 ⼭形県６次産業化サポートセンター
〔(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 ふくしま地域産業６次化サポートセンター
〔(株)ライフロール〕 024-563-6230 info@fukushima-message.com http://www.fukushima-message.com/

茨城県 茨城地域産業６次化サポートセンター
〔茨城県農林振興公社〕 029-239-7131 rokusan@ibanourin.or.jp https://www.ibanourin.or.jp/ninaite/rokuj

i/

栃⽊県 栃⽊６次産業化サポートセンター
〔(公財)栃⽊県農業振興公社〕 028-648-8740 info@tochigi-agri.or.jp http://www.tochigi-

agri.or.jp/guide/10/10-1.html

群⾺県 群⾺県６次産業化サポートセンター
〔群⾺県商⼯会連合会〕 027-231-9779 kenren@gcis.or.jp https://gun6.org/

埼⽟県 埼⽟県６次産業化サポートセンター
〔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/shig

oto/nogyo/sesaku/6jisangyo/index.html

千葉県 千葉県６次産業化サポートセンター
〔(公社)千葉県園芸協会〕 043-223-3008 sanchi5@chiba-engei.or.jp http://chiba-

engei.or.jp/supportcenter.html

神奈川県 神奈川県6次産業化サポートセンター
〔(株)コンサラート〕 045-633-5215 6sapo-kanagawa@consulart.jp https://6sapo-kanagawa.net/

⼭梨県 やまなし６次産業化サポートセンター
〔⼭梨県中⼩企業団体中央会〕 050-6864-6788 kaju@pref.yamanashi.lg.jp http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/や

まなし６次産業化サポートセンター-2

⻑野県 信州６次産業化推進協議会 026-235-7217 kikaku@shinshu-6jika.jp −

静岡県 静岡６次産業化サポートセンター〔静岡県
経済産業部 産業⾰新局 マーケティング課〕 054-221-3653 marke@pref.shizuoka.lg.jp http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-

110/index.html

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

富⼭県 富⼭県 農林⽔産部 農村振興課 076-444-3381 anosonshinko@pref.toyama.lg.jp −

⽯川県 (公財)いしかわ農業総合⽀援機構 076-225-7621 info@inz.or.jp https://inz.or.jp/spread/ishikawa_industr
ialization/support_center/

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.jp/doc/021115/ind
ex.html

岐⾩県 岐⾩県６次産業化サポートセンター
〔(株)ＯＫＢ総研〕 0584-74-2620 info@okb-kr.jp https://www.okb-kri.jp/agribusiness/aff/

愛知県 愛知県６次産業化サポートセンター
〔(株)アルファポイント〕 052-253-8323 info@kokomirai.com https://www.kokomirai.com/works/6jika

三重県 三重県６次産業化サポートセンター
〔(株)三⼗三総研〕 059-354-7159 33ir@miebank.co.jp https://www.33bank.co.jp/33ir/professio

nal/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
〔(株)パソナ農援隊〕 03-6734-1260 info@rokusapo.com https://rokusapo.com/

■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。

■地域の６次産業化サポートセンターのお問合せ先
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滋賀県 滋賀県 農政⽔産部 農業経営課 077-528-3847 fukyuu@pref.shiga.lg.jp http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigot
osangyou/nougyou/ryutsuu/318263.html

京都府 (⼀社)京都府農業会議 075-417-6888 nbc@agr-k.or.jp http://www.agr-k.or.jp/

⼤阪府 ⼤阪産（もん）６次産業化サポートセンター
〔(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 兵庫６次産業化サポートセンター
〔「農」イノベーションひょうご推進協議会〕 078-362-9216 sougounousei@pref.hyogo.lg.jp http://nou-inno-hyogo.jp/

奈良県 奈良６次産業化サポートセンター
〔(株)ＪＴＢ奈良⽀店〕 0742-30-5117 nara6sapo@jtb.com http://www.pref.nara.jp/34227.htm

和歌⼭県 和歌⼭県６次産業化サポートセンター
〔和歌⼭県中⼩企業団体中央会〕 073-488-5830 − http://www.chuokaiwakayama.or.jp/6sap

o/index.html

⿃取県 とっとりキャピタル(株) 080-3057-2733 tori6.sawa@gmail.com https://www.pref.tottori.lg.jp/292224.htm

岡⼭県 岡⼭県６次産業化サポートセンター
〔岡⼭県商⼯会連合会〕 086-238-5666 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 082-541-5188 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 info@6sapo-yamaguchi.org http://www.6sapo-yamaguchi.org

徳島県 徳島県六次産業化サポートセンター
〔徳島県 農林⽔産部 もうかるブランド推進課〕 088-621-2432 moukarubrandsuishinka@pref.

tokushima.jp https://6jika.tokushima-exnetwork.org/

⾹川県 かがわ６次産業化推進センター相談窓⼝
〔(公財)かがわ産業⽀援財団〕 087-868-9903 agri@kagawa-isf.jp http://www.kagawa-

isf.jp/sien/soudan/6jika.htm

愛媛県 (公財)えひめ産業振興財団 089-960-1130 h-ishizaki@ehime-iinet.or.jp https://www.ehime-iinet.or.jp/faq

⾼知県 (特⾮)こうち企業⽀援センター 088-821-6230 info@kic6230.com http://www.sv-cafe.com

福岡県
ふくおか６次産業化・農商⼯連携サポート
センター
〔(公財)福岡県中⼩企業振興センター〕

092-622-7575 fukuoka.6jika@joho-
fukuoka.or.jp https://f6jnsc.jimdo.com/

佐賀県 さが農村ビジネスサポートセンター
〔(公財)佐賀県産業振興機構〕 0952-34-4418 nouson@mb.infosaga.or.jp http://www.saga-6sapo.jp/

⻑崎県 ⻑崎県６次産業化サポートセンター
〔⻑崎県中⼩企業団体中央会〕 095-826-3201 chuokai@nagasaki-chuokai.or.jp http://www.nagasaki-

chuokai.or.jp/nagasaki6sapo/

熊本県 熊本６次産業化サポートセンター
〔(株)肥後銀⾏〕 070-3973-2253 − −

⼤分県 ⼤分県６次産業化サポートセンター
〔(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 みやざき６次産業化サポートセンター
〔(公社)宮崎県農業振興公社〕 0985-51-2011 sin01@mnk.or.jp http://www.mnk.or.jp/support/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/rokuji/

沖縄県 沖縄県６次産業化サポートセンター
〔㈱九州経済研究所〕 098-917-2230 okinawa@ker.co.jp https://okinawa-6sapo.com/

農林⽔産省⼤⾂官房新事業・⾷品産業部新事業・⾷品産業政策課 電話番号 03-6744-2063

■ 地域の６次産業化サポートセンターのお問合せ先

■６次産業化施策全般のお問合せ先


