
 

      商 工 会 議商 工 会 議商 工 会 議商 工 会 議 所所所所 
   会 議 所 名 電 話 番 号 所 在 地  広  島 082-222-6610  〒730-8510 広島市中区基町 5-44 呉 0823-21-0151  〒737-0029 呉市宝町 1-10(呉市交通局本庁舎 4階) 竹  原 0846-22-2424  〒725-0026 竹原市中央 5-6-28 三  原 0848-62-6155  〒723-8555 三原市皆実 4-8-1 尾  道 0848-22-2165  〒722-0035 尾道市土堂 2-10-3 因  島 0845-22-2211  〒722-2323 尾道市因島土生町 1809-20 福  山 084-921-8734  〒720-0067 福山市西町 2-10-1 府  中 0847-45-8200  〒726-0003 府中市元町 445-1 三  次 0824-62-3125  〒728-0021 三次市三次町 1843-1 庄  原 0824-72-2121  〒727-0011 庄原市東本町 1-2-22 大  竹 0827-52-3105  〒739-0612 大竹市油見 3-18-11 東 広 島 082-420-0301  〒739-0025 東広島市西条中央7-23-35 廿 日 市 0829-20-0021  〒738-0015 廿日市市本町 5-1    



 

      商商商商        工工工工        会会会会 
  

 
    商 工 会 名    電 話 番 号        所 在 地 広島県商工会連合会    082-247-0221  〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27    （東部支所）    084-960-3107  〒720-2123 福山市神辺町川北 892-7  広島市   祇園町    082-875-3476  〒731-0138 安佐南区祇園 2-48-7  安古市町    082-877-1180  〒731-0123 安佐南区古市 3-24-22    082-814-3169  〒731-0221 安佐北区可部 3-26-22（本所）（可部支所）    082-877-9352  〒731-0103 安佐南区緑井 6-29-28（佐東支所） 広島安佐    082-835-0048  〒731-1142 安佐北区安佐町飯室 3059-1（安佐支所）   沼田町    082-848-2869  〒731-3161 安佐南区沼田町伴 6301-1    082-842-0186  〒739-1751 安佐北区深川 5-21-21   高陽町     082-828-0703  〒739-1414 安佐北区白木町秋山 2391-4（白木支所）    082-892-0873  〒739-0321 安芸区中野 5-20-3（本所）（瀬野川支所）    082-289-1648  〒732-0033 東区温品 5-1-18（安芸支所） 広島東    082-888-3535  〒736-0085 安芸区矢野西 4-2-17（矢野支所）    082-923-4138  〒731-5128 佐伯区五日市中央 4-15-3   五日市     0829-83-0306  〒738-0601 佐伯区湯来町和田 167-4（湯来支所） 

 
   082-823-2754  〒736-0081 安芸区船越 4-28-3（船越支所）    082-822-3728  〒736-0052 海田町南つくも町 5-15（本所）（海田支所） 広島安芸    082-885-1200  〒731-4322 坂町横浜東 1-3-2（坂支所）   府中町    082-282-1859  〒735-0021 府中町大須 1-10-10  安芸郡      熊野町    082-854-0216  〒731-4214 熊野町中溝 4-17-13    0823-70-5660  〒737-2603 川尻町西 1-1-1    0823-65-2522  〒737-0301 下蒲刈町下島 2361-7（下蒲刈支所）    0823-87-2139  〒737-2603 川尻町西 2-10-2（川尻支所）    0823-52-2281  〒737-1203 音戸町鰯浜 1-3-14（音戸支所）    0823-53-0030  〒737-1377 倉橋町 1210-8（倉橋支所）    0823-66-1055  〒737-0403 蒲刈町田戸 2308-1（蒲刈支所）    0823-84-5800  〒737-2516 安浦町中央 3-4-48（安浦支所）    0846-68-3366  〒734-0101 豊浜町豊島 3526-12（豊浜支所） 

 呉 市  呉広域 
   0846-66-2020  〒734-0302 豊町御手洗 248-2（豊支所）    0829-72-0690  〒738-0222 津田 1963-3   佐 伯    0829-77-2565  〒738-0301 吉和 3425-1（吉和支所）   大野町    0829-55-3111  〒739-0434 大野 1-1-27 廿日市市      宮島町    0829-44-2828  〒739-0588 宮島町 527-1 江田島市    0823-42-0168  〒737-2121 江田島町小用 2-17-1    0823-45-2425  〒737-2301 能美町中町 4940（能美支所）    0823-47-0420  〒737-2316 沖美町三吉 2776（沖美支所）   江田島市    0823-57-2243  〒737-2213 大柿町大原 1118-2（大柿支所） 山県郡    0826-22-1221  〒731-3501 安芸太田町大字加計 3494-2 安芸太田町 0826-28-2504  〒731-3810 安芸太田町大字戸河内 670-6（戸河内筒賀支所）    0826-72-2380  〒731-1533 北広島町有田 1234-1    0826-35-0633  〒731-2323 北広島町川小田 75-19（芸北支所）    0826-82-2576  〒731-2104 北広島町大朝 2460-1（大朝支所）  北広島町    0826-83-0036  〒731-1711 北広島町戸谷 1097-1（豊平支所）    0826-42-0560  〒731-0501 吉田町吉田 979-2（本所）（吉田支所） 安芸高田市  安芸高田市    0826-45-2054  〒739-1101 甲田町高田原 1463-1（甲田支所） 



 

     商 工 会 名    電 話 番 号        所 在 地 安芸高田市     0826-52-2542  〒731-0303 八千代町佐々井 1367（八千代支所）     0826-54-0109  〒731-0612 美土里町本郷 1775（美土里支所）     0826-57-0296  〒739-1802 高宮町佐々部 1072-1（高宮支所）      0826-46-2227  〒739-1201 向原町坂 185-3（向原支所） 東広島市   黒 瀬    0823-82-3075  〒739-2613 黒瀬町楢原 244-1    082-437-0180   〒739-2201 河内町中河内 1235-2    082-435-2051   〒739-0203 福富町久芳 3698-1（福富支所） 広島県央    082-432-2110   〒739-2317 豊栄町鍛冶屋 444-7 (豊栄支所）   安芸津町    0846-45-4141  〒729-2402 安芸津町三津 1649-1 三原市    0848-86-2238  〒729-0417 本郷町本郷南 6-3-26    0847-33-0321  〒729-1406 大和町下徳良 2186-12（大和支所）   三原臨空    0847-32-6199  〒722-1304 久井町江木 1159-1（久井支所） 豊田郡    0846-64-3505  〒725-0301 大崎上島町中野 4098-4    0846-62-0225  〒725-0401 大崎上島町木江 4968-6（木江支所）  大崎上島町    0846-65-3209  〒725-0231 大崎上島町東野 6625-1（東野支所）    0848-44-3005  〒722-0073 向島町 16054-4    0848-76-0282  〒722-0342 御調町大田 71-1（御調支所） 尾道市 尾道しまなみ   0845-27-2008  〒722-2411 瀬戸田町瀬戸田 311-1（瀬戸田支所）  世羅郡    0847-22-0529  〒722-1121 世羅町西上原 121-5    世羅町       0847-37-1075  〒722-1701 世羅町小国 4518-1（世羅西支所）  福山市    084-987-0328  〒720-0311 沼隈町草深 1891-6  沼隈内海    084-986-2240  〒722-2632 内海町ロ 2407（内海支所）   福山北    084-976-3111  〒720-1132 駅家町倉光 417      084-972-3008  〒720-2418 加茂町字中野 1-3-2（加茂支所）    0847-52-4882  〒729-3103 新市町新市 820-1 福山あしな    084-958-5858  〒720-1262 芦田町下有地 910-7（芦田支所）    神辺町   084-963-2001  〒720-2123 神辺町川北 948-1  神石郡   0847-89-0001  〒720-1812 神石高原町油木乙 1994-2（本所）（油木支所）    0847-87-0136  〒729-3515 神石高原町福永甲 1632-2（神石支所）    0847-85-2338  〒720-1522 神石高原町小畠 2025（三和支所）  神石高原    0847-84-2007  〒720-1702 神石高原町上豊松 1767-1（豊松支所）  府中市   上下町    0847-62-3504  〒729-3431 上下町上下 883-1    0824-44-3141  〒729-4304 三良坂町三良坂 877    0847-67-2433  〒729-4101 甲奴町本郷 2105（甲奴支所）    0824-54-2036  〒728-0201 布野町上布野 1179-4（布野支所）    0824-55-2124  〒728-0124 作木町下作木 674（作木支所）    0824-43-3171  〒729-4211 吉舎町吉舎 716（吉舎支所）    0824-52-2065  〒729-6615 三和町上板木 614-1（三和支所） 
三次市 三次広域 

   0824-53-2039  〒728-0401 君田町東入君 644-1（君田支所）    0824-82-2904   〒729-5731 西城町西城 197-3    0824-88-2127   〒729-3703 総領町下領家 1-3（総領支所）    0824-89-2325   〒727-0114 口和町永田495-10（口和支所）    0824-86-2011   〒727-0402 高野町新市 676-5（高野支所） 備北    0824-85-2330   〒727-0301 比和町比和 792-2（比和支所） 庄原市 
  東城町    08477-2-0525  〒729-5121 東城町川東 1175 

  


