
都道府県東京事務所等一覧 

都道府県 名称 所在地 電話番号 

北海道 東京事務所 〒100-0014 千代田区永田町 2-17-17 

            北海道スクエア１Ｆ 

（行政課） 

〒102-0093 千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 15階（分室） 

（観光・企業誘致課） 

03(3581)3411 

 

 

03(5212)9210 

青森県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館７階 

03(5212)9113 

岩手県 東京事務所 〒104-0061 中央区銀座 5-15-1 

            南海東京ビル２階 

※都道府県会館内の東京事務所は分室と 

なり、職員は常駐しておりません。 

03(3524)8316 

宮城県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 12階 

03(5212)9045 

秋田県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館７階 

03(5212)9115 

山形県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 13階 

03(5212)9026 

福島県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 12階 

03(5212)9050 

茨城県 営業戦略部 

東京渉外局 

〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 9階 

03(5212)9088 

栃木県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 11階 

03(5212)9064 

群馬県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 8階 

03(5212)9102 

埼玉県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 8階 

03(5212)9104 

千葉県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 14階 

03(5212)9013 

東京都 事務室 

 

〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 15階 

03(5212)9005 

神奈川県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 9階 

03(5212)9090 

新潟県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 15階 

03(5212)9002 

富山県 首都圏本部 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 13階 

03(5212)9030 



石川県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 14階 

03(5212)9016 

福井県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 10階 

03(5212)9074 

山梨県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 13階 

03(5212)9033 

長野県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 12階 

03(5212)9055 

岐阜県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 14階 

03(5212)9020 

静岡県 ふじのくに大使館 

（東京事務所） 

〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 13階 

03(5212)9035 

愛知県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 9階 

03(5212)9092 

三重県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 11階 

03(5212)9065 

滋賀県 東京本部 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 8階 

03(5212)9107 

京都府 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 8階 

03(5212)9109 

大阪府  東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 7階 

03(5212)9118 

兵庫県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 13階 

03(5212)9040 

奈良県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 9階 

03(5212)9096 

和歌山県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 12階 

03(5212)9057 

鳥取県 東京本部 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 10階 

03(5212)9077 

島根県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 11階 

03(5212)9070 

岡山県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 10階 

03(5212)9080 

広島県 東京事務所 〒105-0001 港区虎ノ門 1-2-8 

            虎ノ門琴平タワー22階 

03(3580)0851 

(代) 

山口県 東京事務所 〒100-0013 千代田区霞が関 3-3-1 

            尚友会館 4階 

※都道府県会館内の東京事務所は分室と 

なり、職員は常駐しておりません。 

03(3502)3355 



徳島県 東京本部 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 14階 

03(5212)9022 

香川県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 9階 

03(5212)9100 

愛媛県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 11階 

03(5212)9071 

高知県 東京事務所 〒100-0011 千代田区内幸町 1-3-3 

            内幸町ダイビル７階 

03(3501)5541 

福岡県 東京事務所 〒102-0083  千代田区麹町 1-12-1 

           住友不動産ふくおか半蔵門 

ビル 2階 

※都道府県会館内の東京事務所は分室と 

なり、職員は常駐しておりません。 

03(3261)9861 

(代) 

佐賀県 首都圏事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 11階 

03(5212)9073 

長崎県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 14階 

03(5212)9025 

熊本県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 10階 

〒104-0061  中央区銀座 5-3-16 

            銀座熊本館 3階 

（くまもとセールス課） 

03(5212)9084 

 

03(3572)5021 

大分県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館４階 

03(6771)7011 

（代） 

宮崎県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 15階 

03(5212)9007 

鹿児島県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 12階 

03(5212)9060 

沖縄県 東京事務所 〒102-0093  千代田区平河町 2-6-3 

      都道府県会館 10階 

03(5212)9087 

 

 

 


