H30年度鳥取県経営革新アドバイザー名簿
専門分野

番号

アドバイザー

住所

得意分野

資格等

経営コンサルティング ①業種：あらゆる業種・業界、官公庁・地方自治体等（問わず） ②分
野：ものづくり企業の収益体質改善・経営体質改善、各種システム設計（生産管理システム・
物流システム・原価管理システムetc.） ③おすすめする支援：生産部門の生産性向上・体質
革新、ホワイトカラー部門の業務効率化・体質革新、開発・設計部門の効率化追求と新製品
岡山県 開発能力向上・製品開発競争力強化、営業力・マーケティング力強化、トータルコスト低減に 第二種情報処理技術者
よる収益体質革新、TQMによる経営体質革新、中期経営ビジョン策定・事業戦略立案と実務
への展開・実行支援、目標管理の仕組づくりによる経営システムの構築・整備、事業承継・後
継者育成、高度熟練技能継承と多能工育成支援、経営診断・工場診断、後援会・技術セミ
ナー・企業内研修等
各部署をつなぐ業務改善、給与・退職金・人事評価制度策定支援、生涯現役対策、販売・マー
ケティング対策、営業マン育成 ①業種：食品製造、建設、ホテル・旅館、小売・サービス、飲
北栄町 食、福祉 ②分野：モノづくり、商品開発・用途展開、ビジネスデザイン・業態開発支援、皇帝 中小企業診断士、販売士
介山・業務改善・業務管理、給与・退職金・人事評価制度策定支援・モチベーション対策等の
人事・労務管理、販売・マーケティング対策、営業マン育成

2018/5/2 現在
ホームページアドレス

http://www.aipick.co.jp

1

1 青井 宏安

2

2 穐田 誠一郎

3

3 伊木 恭憲

鳥取市 企業支援、金融・財務相談

4

4 入江 公一

鳥取市 医療・介護・福祉事業の改行から事業拡大・事業継承など、経営に関わる課題の解決

5

5 上野 敏男

埼玉県

6

6 大田 住吉

中小企業の経営革新計画策定支援、技術経営戦略・マーケティング戦略等策定支援（業種を
大阪府
IIA（米国）認定CIA（公認内部監査人）、中小企業診断士
問わず）

7

7 影山 恭英

シェフコラボによる商品開発支援（「もったいナイ」コンセプト等）、販売促進・販路開拓支援、食
東京都 育支援 ①業種：通販業界・宅配業界・飲食店等 ②分野：経営改善・事業計画構築、地域 環境プランナー、食品衛生管理者、准認定ファンドレイザー、6次産業化中央サポートセンタープ
http://www.kokusan.jp
ランナー、6次産業化プランナー（島根県登録）、食農環境管理士、LOHASコンシェルジェ、他
ブランド開発、6次産業化、人材育成

8

8 加藤 珪一

岡山市

9

9 北村 真吾

市場開拓、商品開発を通じた売上拡大支援 ①業種：製造業、旅館業、卸流通業 ②分
倉吉市 野：経営コンサルティング、商品デザイン、市場開拓・商品開発による売上拡大支援、営業力 中小企業診断士
強化・販売促進・商品サービス開発、ビジネスモデル変換、人材活性化

10

10 世古 雅人

東京都

11 竹上 順子

米子市 経営・教育コンサルタント、人材教育トレーニング

12

12 中尾 忍

経営分析・経営改善、業績アップ、販売戦略、管理職・社員教育等 ①業種：卸・小売販売
大阪府 業、サービス業、製品製造業等 ②分野：経営改善指導、意識改革指導、販売戦略指導、人
材育成指導

13

13 永島 哲夫

鳥取市 製造業支援、事業計画支援、資金繰り支援

14

14 中原 富二雄

岡山市

11
経営

ファイナンシャルプランナー

日本FP協会

http://www.mcw-ms.jp/

経営革新/経営改善支援、創業/ベンチャー支援、企業再生支援、フランチャイズ立ち上げ支
中小企業診断士
援、物流関連支援等

（一財）埼玉県中小企業診断協会、感性工学会正会
員（宮城大学大学院）

http://www.setsunan.ac.jp/gakubu-in/keiei/staff.html

製造業等に対する企業再生支援、製造現場改善支援、幹部社員教育、BCP策定支援、事業
中小企業診断士
承継支援、新商品開発支援

社風と社員の主体性重視、指導ではなく、一緒に考えることを大事にする経営コンサルティン
グ。マネジメント全般から製品戦略・製品開発、IT領域まで広範囲に対応可能。経営理念・経 中小企業庁経営革新等支援機関、情報処理技術者（第二種、初級システム
営戦略等の策定、業務改善・業務プロセス設計支援、人事評価制度構築、人材育成、組織風 アドミニストレータ）、危険物取扱者（乙4）、第二種電気工事士他
土改革、中小企業向けIoT開発支援等

摂南大学経営学部勤務、,（一社）鳥取県中小企業診
断士協会、（公社）日本経営工学会、日本MOT学会、
日本マーケティング学会、日本ビジネス実務学会、地
域活性学会、International Academy of Business and
Economics(米国)
環境プランニング学会、特定非営利活動法人元気な
日本をつくる会、一般社団法人ChefooDo、一般社団
法人日本和菜
（一社）岡山県中小企業診断士会
鳥取県中小企業診断士協会、大阪府中小企業診断
士協会

http://www.carren.co.jp/

一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ
（TEP）、鳥取県超ものづくり協議会

http://www.interpros.co.jp
コラボマネジメントシステム

中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、セルフアセッサー

鳥取県中小企業診断士協会

経営理念/経営方針/ビジョン/経営計画の策定とうの経営指針作成と実践の支援、生産性改
中小企業診断士、ITコーディネータ
善/付加価値向上の支援（業種問わず）

事業のフランチャイズ展開（本部構築・のれん分け）・チェーン展開、経営革新計画策定・新規
東京都 事業計画策定、立地診断・出店計画策定 ①業種：小売業、飲食業、サービス業等（業種を 中小企業診断士
問わず）
経営全般、人材コンサルティング、マーケティングアドバイザー（放送局、食品メーカー、スー
東京都
パーマーケット等）、CM制作及び販売

岡山県中小企業診断士会、岡山県中小企業家同友会

http://r-and-c.co.jp/

15

15 西野 公晴

16

16 橋井 龍男

17

17 橋本 周平

埼玉県 人事制度構築、人材育成、経営全般指導（業種問わず）

中小企業診断士

18

18 原田 具則

岡山市 経営革新、経営計画、資金計画 ①業種：小売業、サービス業、飲食業

中小企業診断士、一級販売士、中小企業組合士、宅地建物取引主任者

19

19 前 俊雄

兵庫県

20

20 牧原 一馬

実質的な健康経営への支援を事業戦略－業務改善・改革－組織風土改善・改革－社員への
キャリアカウンセリングによる複合的アプローチによる経営への効果性と働く人への内的モチ
ベーションアップへのアプローチを行う。 ①業種：製造業、医療介護、小売業、サービス業 ISO9001（2015版QMS)審査員補、2級キャリアコンサルティング技能士、産業
鳥取市
http://isc-network.co.jp/
等、業種を問わず ②分野：マーケティング、経営戦略構築運用、業務改革改善、マネジメン カウンセラー、中災防心理相談員、教育学修士（特別支援教育：発達科学）
トシステム（ISO、人事制度、人材開発システム等）の開発運用、組織開発による組織風土の
改革改善、人材育成、キャリア開発、キャリアカウンセリング、メンタルカウンセリング等

21

21 松井 孝一

大阪府

企業における知的財産戦略の立案、特許ライセンス・技術提携交渉 ①業種：問わず ②分
野：知的財産全般

22

22 柳原 浩

米子市

経営の見える化・経営改善・原価改善、製造現場改善・生産性向上・QC・5S
業・建設業 ②分野：経営改善、原価改善および現場管理技術向上等

23 山根 幸明

財務～資産、負債、損益、CFを管理・分析し、健全な状態を維持できる支援等
米子市
設業、飲食業等

23

（財）広島市産業振興センター・広島市中小企業支援
センターの経営革新・経営支援アドバイザー、岡山県
商工会連合会・エキスパートバンクのコンサルタント、
（財）岡山県産業振興財団・岡山県中小企業支援セ
ンターの専門家、ミラサポ専門家、㈱システムブレー
ン、㈱ブレーン、関西経営管理協会

鳥取県中小企業診断士協会（会長）

ファイナンシャルプランナー、トータルライフコンサルタント、

②分野：財務管理、戦略立案

所属団体

中小企業診断協会

http://haradatomonori.com/

マーケティング、経営戦略、創業、経営革新、地域産業資源活用事業、農商工連携、6時産業
化、ものづくり等 ①業種：製造業、農業、漁業、卸売業、小売業、運輸業、情報通信業、宿
認定支援機関、ＭＢＡ経営学修士
泊業、飲食サービス業等 ②分野：経営力向上計画、経営革新、農商工連携、地域産業資
源活用事業、６次産業化、広告戦略

①業種：製造
①業種：建

中小企業診断士

東京都中小企業診断士協会（正会員）、日本フランチャイズチェー
ン協会（研究会員）、東京中小企業家同友会（正会員）

兵庫県立大学大学院、組織学会、日本経済政策学
会、日本中小企業学会

日本産業カウンセリング学会、日本キャリアカウンセリング研究
会、日本産業カウンセラー協会、キャリアコンサルティング協議
会、心理相談員会

http://www.shindan-tottori.biz/wp/ （一社）鳥取県中小企業診断士協会

ファイナンシャルプランニング技能士2級、品質管理責任者

1
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24

24 山本 宗人

経営改善、再生支援、収益力改善・営業力強化支援、認知度向上・販路拡大支援、人間力成
鳥取市
中小企業診断士、事業再生士補
長支援、従業員定着・モチベーションアップ支援、資金繰り改善・資金調達支援

25

25 吉村 德則

広島市 市場調査、マーケティング戦略の立案、商品開発及び販路開拓支援

26

26 綿岡 英幸

広島市

27

1 齊藤 光紀

鳥取市 ISO規格の構築・維持（9001、14001、JIS Q 9100）

28

2 定村 章

京都府

29

3 角田 隆志

ISO9001及びTEASのシステムの認証取得及び維持、BCPのシステム構築
境港市
②分野：ISO、TEAS、BCP

30

4 川角 敏隆

鳥取市 製造業（電気、金属加工、ゴム、プラスチック）のISO9001及びISO14001認証取得支援

5 永江 久美

ISO9001、ISO14001、TEASのシステムの認証取得、及び維持
米子市
分野：環境（全般）

6 新田 日出美

鳥取市

7 藤井 留幸

医療機器関連全般（新規参入、法規制、ISO対応、製品許認可）の支援
大阪府
認証取得支援、コンサルティング

34

8 細田 直樹

品質確保（含む仕事の質）を重視した支援により、コスト、納期（含むﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ）の同時達成を
目指すとともに、支援過程の中で、ノウハウの蓄積、問題発見・問題解決人材の育成を並行し
技術士（経営工学部門）、品質マネジメントシステム審査員、環境マネジメント
松江市 て行い、経営基盤の強化を図る技術コンサルティング ○分野：品質管理全般、品質改善、
システム審査員補、国家資格キャリアコンサルタント
生産性改善、及び業務改善、ISO9001/14001取得・維持管理、小集団活動、信頼性管理、人
材育成

35

9 道廣 和男

岡山県 業務改善、ISO9001・ISO14001・ISO27001・ISO22000・ISO13485等のマネジメントシステム構築支援・内部監査支
援、情報セキュリティアドバイス（業種問わず

36

1 佐々木 光行

広島県 コスト改善、生産性向上、品質向上、故障低減

37

2 田中 堅太郎

八頭町 LED商品等、電気・電子製品の開発/商品企画支援

31
32

ISO

33

38
39

3 田中 啓嗣
技術

経営革新・再生支援 ①業種：小売業、飲食業、卸売業、運送業
ケティング改革、人事評価制度、企業再生支援

②分野：経営戦略、マー

○ISOのマネジメント
①業種：問わず

①建設コンサルタント

○ISO9001・13485

5 松尾 茂

鳥取市

41

6 宮本 俊幸

境港市 ものづくり支援、販路開拓

42

1 柏木 享

山口市

43

2 小林 民男

埼玉県 日配食品、特に豆腐製造技術及びそれを用いた惣菜

中小企業診断士、ISO9001審査員補

品質システム審査員、TEAS審査員、セルフアセッサー

鳥取県版環境管理システム（TEAS）審査員、水質関係第1種公害防止管理
者、土壌汚染調査管理技術者、第1種衛生管理者
キャリアコンサルタント
JRCA登録品質システム審査員補

ISO9001主任審査員、ISO14001主任審査員、ISO27001主任審査員、2級建築士、第二種電気
工事士、特殊建物調査資格

①業種：電気

http://www.kkfo.co.jp
日本技術士会、島根県技術士会、日本IE協会、日本品質管理学
会、日本キャリアカウンセリング研究会、島根県中小企業家同友
会、日本ファシリテーション協会

http://www.office-network.biz/

②分野：電気製品商品開

②分野：生産管理、リサイクル技術

食品・食品製造（食品全般、発酵食品、健康食品など）に関するアドバイス
味噌･醤油等発酵食品の製造技術、食品の新製品開発、地場特産品開発

破砕リサイクル施設技術管理士、安全管理者、危険物乙種4類

○分野：酒類、

日本醸造学会
農学士、環境計量士

販路開拓（販路紹介）、商品開発、営業戦略、集客改善、客単価アップ、経営全般相談、利益向上、６次産業化、農
商工連携、創業支援、事業承継

6次産業化プランナー、復興水産販路回復アドバイザー、和歌山県スタート
アップ創業支援チームに係るメンター、京都府担い手支援スペシャリスト、中
小機構企業連携支援アドバイザー

http://www.b-mall.ne.jp/company/nagomi/ ㈱地域商社とっとり、（公社）日本水産資源保護協会

食品衛生管理士

http://shimizu@emigokoro.com

4 清水 洋佑

広島県 食品企業の全般指導（製造、新商品開発、生産管理、製造技術、経営管理等）

46

5 山岡 信博

倉吉市 食品衛生管理、食品開発・・・食品製造販売の支援

47

6 山川 茂宏

東京都

48

7 渡邉 由美子

鳥取市 食品のメニュー開発・商品開発

49

1 上田 治城

安来市

50

2 門脇 秀星

鳥取市 個人店向け販路開拓/販促支援、クラウド会計・クレジット決済・タブレットPOSレジ等IT導入による業務効率化支援 クラウド会計ソフトfreee認定アドバイザー

食品

52

TEM研究所

甲種防火管理者

大阪府

51

中小企業基盤整備機構（アドバイザー）

ISO9001、IATF16949内部監査員

3 島本 一仁

情報

http://www.seiken-hiroshima.co.jp/ （一社）中国地域ニュービジネス協議会、広島商工会議所

第1級無線技術士、第1種情報処理技術者、第3種電気主任技術者

工場管理・・・５Ｓ、防災、安全衛生、品質管理、生産管理等

40

45

鳥取県中小企業診断士協会

中小機構中国支部

埼玉県 製本機械オペレーターの運転技術・保守点検指導

①業種：技術

所属団体

JRCA登録 品質システム審査員、CEAR登録 環境マネジメントシステム審査員

②

ISO9001・ISO14001・鳥取県版環境管理ｼｽﾃﾑ（TEAS)・ｴｺｱｸｼｮﾝ21（EA21)等の認証取得支
援・維持管理指導

製品開発に関するアドバイス、3DCADの操作
発、LED開発支援（機構設計、強度計算）

ホームページアドレス

ISO9001・14001主任審査員

ISO9001・IATF16949に基づいたQMS（品質マネジメントシステム）構築
システム規格に基づいたコンサルティング

4 堀江 範道

44

中小企業診断士、セールスレップ１級、環境プランナーER

2018/5/2 現在

営業部長代行のビジネス（販売促進） ①業種：食品メーカー、食品1次産業 ②分野：築
地の仲卸・青果卸・生協関連の問屋・スーパー等への販路拡大、業務用として居酒屋・レスト
中小企業診断士、ISO9001審査員、ISO14000審査員、ISO22000審査員
ランへの商品紹介と各流通段階への販路拡大、ISO9001/14001/22000及びFSSC22000の構
築へのコンサルティング

ITによる経営改革、データ分析の実施、新事業企画立案
新事業企画、データ分析

東京都中小企業診断士協会、（一社）世田谷中小企

http://www.wako-consultant.com/ 業経営支援センター

調理師免許、1級フードアナリスト/認定講師/箸講師（(社)日本フードアナリス
ト協会）、フードコーディネーター（日本フードコーディネーター協会）、食育イン
ストラクター（NPO日本食育インストラクター協会）
○分野：品質管理、IT経営支援、

IT経営実現支援（経営戦略策定、IT戦略策定ほか）、クラウドソーシング適用支援、ウェブ解析によるB2Bマーケティ
ング支援

中小企業基盤整備機構中国本部、広島県産業振興
機構

(社)日本フードアナリスト協会

（元 ITコーディネータ・ITコーディネータ）

（元 日本品質管理学会）

http://www.kadowaki-kikaku.com

3 濱田 文男

広島市

4 矢谷 潤二

クラウドを活用したIT導入補助金申請支援、ホームページ立ち上げから運用までの支援・・・
奈良県 補助金申請支援・申請代行、IT及びIOTシステム導入支援、創業・起業に関する支援、WEBを ITコーディネータ、IoT検定プロフェッショナル・コーディネーター、WACA上級ウェブ解析士、全日
http://web-consul.net
本SEO協会認定ウェブ講師、銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ
活用した集客支援

鳥取法人会青年部会、自衛隊鳥取地方協力本部

ITコーディネータ、PMS（プロダクトマネジメントスペシャリスト）、WEB解析士
一般社団法人ヒューリットMF（経営革新等支援機関）

2

H30年度鳥取県経営革新アドバイザー名簿
専門分野

番号

アドバイザー

住所

得意分野

資格等

2018/5/2 現在
ホームページアドレス

所属団体

1 石山 雅章

地域資源活用のプランニング・・・商品開発、ブランド構築、公園整備、施設利用等（業種問わ
鳥取市
ず）

http://nature-producer.jimdo.com

鳥取市観光コンベンション協会、いなばのジビエ推進協議会

2 清水 文人

新規事業・商品/サービスの企画・開発・設計・デザイン、販路開拓・販売促進のためのデザイ
鳥取市 ン展開 ①業種：製品デザイン ②分野：事業企画、商品開発（工業製品/食品/パッケー
ジ）、製品設計/外観デザイン、ホームページ制作、その他デザイン一般

http://shimizu-design.net

鳥取県デザイナー協会

55

3 高橋 伸幸

広島県 プロダクトデザイン、グラフィックデザイン制作

56

4 藤原 一輝

鳥取市 商品デザインコンセプト作成、新商品開発、商品デザイン、特産品開発

インダストリアルデザイナー、経済産業省グッドデザイン賞受賞、地域紅茶研究家

57

1 足立 博俊

米子市 人材育成・・・管理職研修、新人・若年者研修、営業研修、リーダーシップ研修等

国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ、(財)生涯学習開発財団認定マ
http://www.adachi-humanresource.com
スターコーチ

58

2 井上 昌美

大阪府

人材育成・・・ビジネスマナー・接遇・接客応対・電話応対・コールセンター・セールス話法・ク
レーム対応・メンタルヘルス・モチベーションアップ・タイムマネジメント・働き方改革・コミュニ
販売士2級、メンタルヘルスマネジメント（Ⅱ種ラインケアコース）
ケーション力向上・部下育成・リーダーシップ・OJT・話し方/スピーチトレーニング・徹底3S（整
理・整頓・清掃）の進め方 （業種問わず）

59

3 江原 保

米子市

販売促進/販路開拓、地域資源活用、農商工連携、医工連携、海外展開
業（広告代理、セールスプロモーション、イベント他）

60

4 手島 秀光

鳥取市 エコアクション２１認証取得支援

エコアクション２１審査人、エネルギー管理士、環境カウンセラー、公害防止管理者

61

5 東 優明

東京都 広告、イベントＰＲによる販売促進、環境に配慮した経営体制構築

エコステージ主任評価員

62

6 米原 礼子

智頭町 システム選定導入支援、プレゼンテーション支援、商品開発・営業支援

ITスペシャリスト、フードビジネスアドバイザー、カラーコーディネータ

53
54

デザイン

その他

http://www.nats-ds.jp

①業種：サービス

鳥取県商工会連合会「エキスパートバンク」登録講師

米子法人会、鳥取県商工会連合会、米子日吉津商工会、米子東
ロータリークラブ、（公財）鳥取県産業振興機構賛助会員
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