
 
 

ニュースリリース 平成 24年 11月 5日
 

 

中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」認定について 

  

 常陽銀行（頭取 寺門 一義）では、このたび、中小企業経営力強化支援法に基づき、関東財務局

および関東経済産業局より「経営革新等支援機関」として認定されましたので、お知らせいたします。 

「経営革新等支援機関」は、中小企業の経営力強化のため、中小企業の財務内容等の経営状況分析

や事業計画の策定・実行支援を通して、専門性の高い経営相談などさまざまな支援を行います。 
 当行は、今後とも、グループ会社や外部機関と連携して地域密着型金融の推進、コンサルティング

機能の発揮などに取り組み、中小企業の経営力強化支援に全力を尽くしてまいります。 

 

記 

 

1.認定日 11 月 5 日（月） 

2.相談業務内容 

事業計画策定支援、創業支援、助成金等活用支援、産学官連携支援、

事務合理化支援、事業拡大支援、経営合理化支援、IPO 支援、 

事業承継・Ｍ＆Ａ支援、経営改善支援、事業再生支援、 

金融・財務支援 

3. 経営革新等支 

  援機関の窓口 

 各営業拠点（個人特化店、ローンプラザを除く、137 拠点）及びク

イックビジネスセンターが受付窓口となり、本部機能に加え、グルー

プ会社機能を有効に活用し、中小企業支援を実施してまいります。 

 実施拠点に関しましては、別紙を参照願います。 

以 上 



（１）認定経営革新等支援業務を行う本支店

本支店名 所在地 電話番号

本店営業部 茨城県水戸市南町2-5-5 029-231-2151

東京営業部 東京都中央区八重洲2-7-2 03-3272-8771

土浦支店 茨城県土浦市中央2-16-9 029-822-3211

日立支店 茨城県日立市助川町1-9-1 0294-22-3131

福島支店 福島県福島市本町6-1 024-522-5181

仙台支店 宮城県仙台市青葉区中央2-1-21 022-222-0121

下館支店 茨城県筑西市丙370 0296-22-3131

石岡支店 茨城県石岡市国府3-3-18 0299-23-1201

古河支店 茨城県古河市本町1-3-9 0280-32-3131

太田支店 茨城県常陸太田市東ニ町2249 0294-72-2121

湊支店 茨城県ひたちなか市湊本町2-22 029-263-2121

高萩支店 茨城県高萩市本町2-65 0293-22-2160

平支店 福島県いわき市平二町目37-1 0246-23-2131

多賀支店 茨城県日立市多賀町2-1-1 0294-36-2151

下妻支店 茨城県下妻市下妻丁119 0296-44-2121

水海道支店 茨城県常総市水海道宝町2790 0297-22-1251

竜崎支店 茨城県龍ケ崎市横町4209 0297-62-2111

結城支店 茨城県結城市結城73 0296-33-2121

郡山支店 福島県郡山市中町6-3 024-922-3500

銚子支店 千葉県銚子市新生町1-50-2 0479-22-6606

小山支店 栃木県小山市中央町3-3-3 0285-22-1505

植田支店 福島県いわき市植田町本町2-7-7 0246-63-2121

鉾田支店 茨城県鉾田市鉾田2304 0291-33-2121

宇都宮支店 栃木県宇都宮市泉町1-24 028-622-6515

大洗支店 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町953 029-267-2131

大子支店 茨城県久慈郡大子町大子泉町南側735-2 0295-72-1101

泉町支店 茨城県水戸市泉町2-3-8 029-231-0121

末広町支店 茨城県水戸市末広町1-4-17 029-221-3166

下市支店 茨城県水戸市本町1-4-29 029-221-7107

県庁支店 茨城県水戸市笠原町978-6　茨城県庁内 029-301-6090

ひたちなか支店 茨城県ひたちなか市笹野町1-8-1 029-273-7111

久慈浜支店 茨城県日立市久慈町4-5-18 0294-52-5151

鹿島支店 茨城県鹿嶋市宮中1-10-12 0299-82-3511

波崎支店 茨城県神栖市波崎8630-3 0479-44-1144

取手支店 茨城県取手市取手2-11-5 0297-72-2111

土浦駅前支店 茨城県土浦市大和町6-3 029-821-3540

谷田部支店 茨城県つくば市谷田部富士塚6006-1 029-836-1321

笠間支店 茨城県笠間市笠間1357-5 0296-72-1121

新宿支店 東京都新宿区新宿5-17-13 03-3200-7291

上野支店 東京都台東区東上野3-18-4 03-3832-8251
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（１）認定経営革新等支援業務を行う本支店

本支店名 所在地 電話番号

池袋支店 東京都豊島区東池袋1-12-3 03-3984-2591

白河支店 福島県白河市大手町8-2 0248-22-2151

会津支店 福島県会津若松市馬場町1-28 0242-22-3800

須賀川支店 福島県須賀川市宮先町18-1 0248-73-2151

湯本支店 福島県いわき市常磐湯本町天王崎1-3 0246-43-2171

小名浜支店 福島県いわき市小名浜本町3-2 0246-54-3131

柏支店 千葉県柏市柏1-4-12 04-7167-7101

菅谷支店 茨城県那珂市菅谷4391 029-298-1345

大宮支店 茨城県常陸大宮市下町257-3 0295-52-0881

石塚支店 茨城県東茨城郡城里町石塚1343 029-288-2151

長倉支店 茨城県常陸大宮市長倉880 0295-55-2121

磯原支店 茨城県北茨城市磯原町磯原2-166 0293-42-1111

大津支店 茨城県北茨城市大津町2617 0293-46-1143

神栖支店 茨城県神栖市大野原4-7-11 0299-92-3511

潮来支店 茨城県潮来市潮来286-1 0299-62-2110

麻生支店 茨城県行方市麻生1135-31 0299-72-0551

玉造支店 茨城県行方市玉造甲337 0299-55-0101

江戸崎支店 茨城県稲敷市江戸崎甲3147-1 029-892-2011

藤代支店 茨城県取手市片町312-5 0297-83-0211

利根支店 茨城県北相馬郡利根町布川3331 0297-68-2111

桜町支店 茨城県土浦市桜町3-14-14 029-821-5137

越谷支店 埼玉県越谷市南越谷1-1-35 048-988-4321

荒川沖支店 茨城県土浦市荒川沖西2-2-1 029-841-1122

阿見支店 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-3-1 029-887-0363

筑波支店 茨城県つくば市北条92 029-867-1186

柿岡支店 茨城県石岡市柿岡1917 0299-43-1212

岩間支店 茨城県笠間市下郷4439 0299-45-2601

友部支店 茨城県笠間市東平2-1-1 0296-77-1153

長岡支店 茨城県東茨城郡茨城町小鶴103 029-292-1262

小川支店 茨城県小美玉市小川1402 0299-58-2421

真壁支店 茨城県桜川市真壁町真壁380-1 0296-55-1121

岩瀬支店 茨城県桜川市岩瀬山王114-1 0296-75-3103

石下支店 茨城県常総市新石下4500-1 0297-42-2121

岩井支店 茨城県坂東市岩井3289-1 0297-35-1401

守谷支店 茨城県守谷市中央1-22-10 0297-48-1221

古河東支店 茨城県古河市旭町1-1-15 0280-32-5211

三和支店 茨城県古河市諸川1054 0280-76-1111

境支店 茨城県猿島郡境町1546-1 0280-87-1211

千葉支店 千葉県千葉市中央区中央4-7-4 043-201-2161

原町支店 福島県南相馬市原町区本町2-110 0244-22-3136
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（１）認定経営革新等支援業務を行う本支店

本支店名 所在地 電話番号

真岡支店 栃木県真岡市田町1068-2 0285-82-2145

久下田支店 栃木県真岡市久下田845-1 0285-74-1131

大阪支店 大阪府大阪市中央区本町3-5-7 06-6262-3041

千波支店 茨城県水戸市千波町海道付1870 029-241-6211

松戸支店 千葉県松戸市松戸坂下1307-1 047-361-3121

牛久支店 茨城県牛久市田宮3-16-1 029-872-5111

研究学園都市支店 茨城県つくば市吾妻1-14-2 029-851-2151

我孫子支店 千葉県我孫子市我孫子1-12-1 04-7183-0231

戸頭支店 茨城県取手市戸頭4-22-1 0297-78-2111

赤塚支店 茨城県水戸市赤塚1-16 029-252-8211

水戸市役所支店 茨城県水戸市城南1-3-1　水戸駅南支店内 029-226-4311

三郷支店 埼玉県三郷市三郷1-5-1 048-953-2201

知手支店 茨城県神栖市知手中央3-4-33 0299-96-2541

勝田西支店 茨城県ひたちなか市市毛957-6 029-274-6131

総和支店 茨城県古河市駒羽根1350-4 0280-92-5522

東海支店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東3-5-19 029-282-8111

美浦支店 茨城県稲敷郡美浦村信太2635-3 029-885-2911

神立支店 茨城県かすみがうら市稲吉2-11-28 029-831-8831

日高支店 茨城県日立市日高町1-8-15 0294-43-4331

美野里支店 茨城県小美玉市羽鳥2661-2 0299-46-3111

内原支店 茨城県水戸市内原町1568-2 029-259-5611

吉田支店 茨城県水戸市元吉田町1574-3 029-248-1225

大穂支店 茨城県つくば市大曽根3095-1 029-864-2911

見和支店 茨城県水戸市見和2-257-4 029-253-1411

八千代支店 茨城県結城郡八千代町菅谷1021-24 0296-49-3121

伊奈支店 茨城県つくばみらい市谷井田2215-2 0297-58-5551

水戸駅南支店 茨城県水戸市城南1-3-1 029-231-4161

大みか支店 茨城県日立市大みか町2-26-4 0294-52-6161

茎崎支店 茨城県つくば市小茎300-1 029-876-3521

関城支店 茨城県筑西市関本下1506-4 0296-37-3121

豊里支店 茨城県つくば市酒丸255-3 029-847-5151

佐和支店 茨城県ひたちなか市高場東向516 029-285-4431

高津支店 茨城県土浦市中高津3-5-5 029-824-5151

旭支店 茨城県鉾田市玉田841-6 0291-37-3111

協和支店 茨城県筑西市新治1996-129 0296-57-5021

東支店 茨城県稲敷市幸田3576 0299-79-2311

佐貫支店 茨城県龍ケ崎市佐貫3-14-9 0297-66-6611

牛久東支店 茨城県牛久市中央5-21-6 029-874-1381

十王支店 茨城県日立市十王町友部東2-2-1 0294-39-6151

明野支店 茨城県筑西市海老ヶ島720-1 0296-52-5588
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（１）認定経営革新等支援業務を行う本支店

本支店名 所在地 電話番号

石岡東支店 茨城県石岡市東光台3-6-8 0299-26-3133

勝田昭和通支店 茨城県ひたちなか市馬渡3863-2 029-275-5411

谷和原支店 茨城県つくばみらい市小絹762-5 0297-52-6231

牛谷支店 茨城県古河市西牛谷246-3 0280-98-5111

小山東支店 栃木県小山市城東6-36-15 0285-24-0211

つくば並木支店 茨城県つくば市梅園2-7-3 029-855-1981

渡里支店 茨城県水戸市堀町985-6 029-221-3431

下妻東支店 茨城県下妻市本城町2-78 0296-43-9310

つくば市役所支店
茨城県つくば市苅間2530-2　つくば市役所内
（つくば市研究学園D32街区2画地）

029-855-8728

平須支店 茨城県水戸市平須町1828-61 029-243-7505

新利根支店 茨城県稲敷市中山後畑4376-2 0297-87-5201

鹿島東支店 茨城県鹿嶋市宮中2013-8 0299-82-8211

宇都宮東支店 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-7 028-634-6431

ひたち野うしく支店 茨城県牛久市ひたち野東1-25-15 029-871-8121

みらい平支店
茨城県つくばみらい市東楢戸1229-4
（つくばみらい市陽光台1丁目254街区6画地）

0297-58-1751

流山おおたかの
森支店

千葉県流山市東初石6-183-1
ライフガーデン流山おおたかの森１階

04-7156-1911

六町支店
埼玉県越谷市南越谷1-1-35
越谷市店内

048-922-8081

クイックビジネス
センター

茨城県水戸市南町2-5-5 0120-310-863

（２）取り扱うことができる相談内容等の項目

○事業計画策定支援

○創業支援

○産学官連携支援

○助成金等活用支援

○事業拡大支援

○事務合理化支援

（ビジネスマッチング・海外進出等）

○経営合理化支援

○ＩＰＯ支援

○経営改善支援

○事業承継・M&A支援

○金融・財務支援

○事業再生支援
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