平成31年度 鳥取県経営革新アドバイザー名簿
専門分野

No. アドバイザー

1

青井 宏安

ふりがな

あおい

住所

支援内容

2019/6/3現在

資格等

所属

【業種】業種・業界問わず（製造業のコンサルティングに長年の実績あり）
【分野】①製造企業（製造メーカー）における収益体質革新（製造原価低減、生産性向上、製
造」リードタイム短縮等） ②経営体質革新による経営力強化とビジネスモデルの変革 ③営業
力強化、マーケティング力強化支援による売上の増大 ④人材の育成（中堅社員、監督者、管
理者、幹部） ⑤事業承継支援 ⑥各種システム設計（生産管理システム、物流システム、原価
管理システム等）
【おすすめする支援】①生産部門の生産性向上と生産体質革新 ②事務・管理・間接部門の業
岡山県
情報処理技術者
務の効率化と業務体質革新 ③開発・設計部門の効率化の追求と新製品開発能力の向上 ④
PLM／CPCによる製品競争力の強化 ⑤営業力・マーケティング力の強化支援による受注力
の向上 ⑥トータルコストダウンの取り組みによる収益体質革新 ⑦TQM（総合経営品質向上）
による経営体質革新 ⑧中期経営ビジョンの策定と事業戦略立案の支援とその実務へのブ
レークダウンと実行支援 ⑨課題達成型方針目標管理の仕組みづくりによる経営システムの
構築・整備 ⑩事業承継と後継者育成 ⑪高度熟練技能の承継と多能工の育成支援 ⑫働き方
改革の実務展開への支援 ⑬経営診断・工場診断 ⑭講演会 ⑮技術セミナー ⑯企業内研修

㈱アイピック

ビジネスデザイン研究所

2

穐田 誠一郎 あきた

【業種】全業種
【分野】①モノづくり、商品開発・用途展開支援 ②ビジネスデザイン・業態開発支援 ③行程改
善・業務改善・業務管理支援 ④給与・退職金・人事評価制度策定・モチベーション対策等の
人事・労務管理支援 ⑤販売・マーケティング対策、営業マン育成支援
北栄町
中小企業診断士、販売士
【おすすめする支援】①経営戦略・経営改善、ビジネスプラン策定 ②新業態開発・導入、創業
支援 ③組織、業務フロー・業務改善支援 ④給与体系・退職金制度・人事評価制度策定・評
価者訓練支援、生涯現役対策支援 ⑤販売・マーケティング対策、ルートセールス・営業活動
支援、営業マン教育・育成支援 ⑥働き方改革に伴う生産性向上支援

3

伊木 恭憲

いぎ

【業種】ファイナンシャル・プランナー
鳥取市 【分野】財務管理、戦略立案
【おすすめする支援】企業支援、金融・財務相談

4

入江 公一

いりえ

鳥取市

上野コンサルティング事務所

摂南大学 経営学部

5

上野 敏男

うえの

【業種】全業種（商店街、広域商業含む）・業態
【分野】①経営改善、経営革新支援・指導 ②創業・ベンチャー支援・指導 ③経営戦略・マーケ
ティング戦略企画・立案指導、ビジネスプラン作成支援、販路開拓、マッチング支援 ④売場改
埼玉県
中小企業診断士
善指導、販売促進指導 ⑤出展戦略、競合店対策、店舗造作・施設・設備アドバイス ⑥物流
支援、商店街・広域商業活性化支援・設備アドバイス
【おすすめする支援】経営革新・経営改善支援、創業・ベンチャー支援、企業再生支援他

6

大田 住吉

おおた

【業種】業種問わず
大阪府 【分野】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 IIA（米国）認定CIA（公認内部監査人）、中小企業診断士
【おすすめする支援】中小企業の技術経営戦略支援

経営

特定非営利活動法人 MCW経
営サポートセンター

環境プランナーER/エコピープル、食品衛生管理者、日本ファンドレイジン
グ協会 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ラン
ナー、6次産業化アドバイザー（島根県登録）、財団法人農民教育協会
（食農環境人材育成センター）認定 食農環境管理士、NPO法人ローハス
国産㈱
クラブ認定 LOHASコンシェルジェ／シードマイスタージュニア、日本園芸
協会認定 薬草ガーデンマスター、社団法人日本野菜ソムリエ協会認定
ジュニア・野菜ソムリエ、有限責任中間法人 食の検定協会認定 食農検
定１級

7

影山 恭英

かげやま

【業種】マーケティングコンサルティング、商品開発支援、販路開拓支援等
【分野】経営・事業改善に関する個別相談・指導、事業計画構築支援、商品開発支援、販路開
拓支援、観光振興支援、地域ブランド開発支援、未利用資源の有効活用支援、６次産業化支
東京都
援、デザイン・広報業務支援、海外展開支援、グローバル人材育成支援等
【おすすめする支援】シェフコラボによる商品開発・プロモーション・食育支援、「もったいナイ」
コンセプトの商品開発支援、通販・宅配業界・飲食店向け販路開拓支援等

8

加藤 珪一

かとう

岡山県

9

北村 真吾

きたむら

【業種】製造業、旅館業、卸流通業
中小企業診断士、事業再生マネージャー（金融検定協会認定）、第1種衛
倉吉市 【分野】売上拡大、販路開拓、営業力強化、販売促進、商品サービス開発
北村経済研究所
生管理者
【おすすめする支援】市場開拓、もしくは商品開発を通じた売上拡大支援を得意としています。

10 世古 雅人

せこ

【業種】経営コンサルティング
【分野】経営理念・経営戦略等の策定、業務改善・業務プロセス設計支援、人事評価制度構
東京都 築、人材育成、組織風土改革、中小企業向けIoT開発支援等
【おすすめする支援】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。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。

11 武田 祐考

たけだ

【業種】一般製造業、電気ガス、金融、商社等
【分野】総務（機関運営、法務）、経営戦略、事業再構築、M&A、財務・経理、為替管理、内部
（米国）公認監査士、無人航空機操縦技能士、無人航空機安全運航管理
八頭郡 監査
者
【おすすめする支援】海外事業展開（市場開拓支援、事業計画立案、進出支援等）、資金調達
支援（制度金融等含む）、内部統制構築（リスク評価、効率化、ガバナンス、報告システム等）

12 永島 哲夫

ながしま

【業種】製造業、建設業、卸売業、サービス業
鳥取市 【分野】経営戦略、財務、生産管理、人事・総務
【おすすめする支援】製造業支援、事業計画支援、資金繰り支援

【業種】経営コンサルティング
【分野】経営戦略策定、経営計画策定、経営改善、企業再生、事業承継、幹部社員指導、社
内組織性整備、工場改善（品質、コスト、納期、安全など）
【おすすめする支援】企業再生支援、経営改善支援、製造現場改善支援、新商品開発支援

http://www.aipick.co.jp

中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー（CFP）、経営品質協議会
認定セルフアセッサー

（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 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 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 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

日本FP協会

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

（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

（公社）日本経営工学会、日本MOT学会、日本ビジネ
ス実務学会、地域活性学会、氷温学会、（一社）鳥取
県中小企業診断士協会、International Academy of
Business and Economics(米国)

http://www.kokusan.jp

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

中小企業診断士

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

所属団体

鳥取県中小企業診断士協会（会長）

http://www.fp-brain.biz/

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

【業種】専門コンサルタント
【分野】医療関係、介護経営
ファイナンシャルプランナー
【おすすめする支援】医療・介護・福祉事業の開業から、事業拡大・事業継承など経営に関わ
る課題を支援させていただきます。

ホームページアドレス

（一社）岡山県中小企業診断士会

㈱カレンコンサルティング

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）、超ものづくり協議会

日本内部監査協会、日本UAS産業振興機構

永島事務所

鳥取県中小企業診断士協会
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13 中原 富二雄 なかはら

【業種】全業種
【分野】経営理念から経営計画、営業計画の策定、実行の支援まで。生産性改善、経営者や
岡山県 幹部社員の能力向上支援など
中小企業診断士、ITコーディネータ
【おすすめする支援】経営理念・経営方針・ビジョン・経営計画の策定等の経営指針作成と実
践の支援、生産性改善・付加価値向上の支援

㈱アルマ経営研究所

14 西野 公晴

にしの

【業種】小売業、飲食業、サービス業他（業種問わず）
【分野】①立地診断・立地評価・出店戦略および事業プランの作成 ②事業のフランチャイズ
化・フランチャイズ本部立ち上げ支援 ③まちづくり、商業、観光地診断および事業の立ち上げ
東京都 支援 ④中小企業のマーケティングに関する支援および教育研修 ⑤新規創業支援、経営革 中小企業診断士
新支援および教育研修
【おすすめする支援】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・新規事業計画策定、立地診断・出店計画策定

㈱アール・アンド・シー

15 橋井 龍男

はしい

東京都

16 橋本 周平

はしもと

17 前 俊雄

まえ

18 牧原 一馬

まきはら

19 柳原 浩

やなはら

米子市

【業種】製造業・建設業
【分野】①経営管理 ②原価管理 ③生産管理 ④品質管理
中小企業診断士
【おすすめする支援】①経営の見える化、経営改善、原価改善 ②製造現場の改善、生産性向
上、QC、5S

20 山本 宗人

やまもと

鳥取市

【業種】小売卸業、介護福祉、建設業、製造業、宿泊業、飲食サービス業
【分野】経営改善、事業再生、事業承継
【おすすめする支援】ヒアリングや現場訪問に注力し、改善に向けた経営課題を共有します。
経営課題をやりたいこと・使命に置き換え、伴走支援で改善策を動かし、成果を出します。

経営

【業種】コンサルティング
【分野】経営、技術支援、人材育成、商品企画及び営業ルート開発
工学士
【おすすめする支援】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、
食品メーカー等）、及びCM制作販売

【業種】全業種
【分野】①人事トータルシステム（資格・評価・賃金・賞与・退職金・能力開発各制度）導入指導
埼玉県 ②経営全般指導 ③各種社員教育（新入社員、マネジメント、モチベーションアップ、文書作
成、人事評価、目標管理他）
【おすすめする支援】人事制度構築、人材育成
【業種】製造業、農業、漁業、卸売業、小売業、運輸業、情報通信業、宿泊業、飲食サービス
業等
兵庫県 【分野】経営戦略、販売戦略
【おすすめする支援】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
【業種】業種問わず
【分野】マーケティング戦略、経営戦略、事業戦略、行程（プロセス）改善・改革・企業改善、組
織改革。マネジメントシステムの開発運用・業務改革・改善、組織開発・職場開発・組織風土
改善。人事制度の開発導入運用～キャリア開発システムの開発、設計運用、戦略マネジメン
トシステムの展開指導～人的資源管理。キャリア開発計画を基にしたキャリアカウンセリン
鳥取市 グ。
【おすすめする支援】実際の社会の実態を踏まえた健康経営への推進をマネジメント業務改
革・改善を推進していく過程で、働く社員の個別の特性を捉え、その特徴を活かせる計画・方
法・実施による生産性向上へと向かえるようマネジメントシステムを組み立て運用を支援する
ことにより（キャリアカウンセリング及びメンタルカウンセリングなども含め）社員の自律的・自
発的モチベーションを図る。）

ホームページアドレス

所属団体

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/

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）

841カンパニー

中小企業診断士

橋本コンサルティング事務所

（一社）中小企業診断協会

認定支援機関、ＭＢＡ経営学修士

㈱政策総合研究所

兵庫県立大学大学院、日本中小企業学会、組織学
会、日本経済政策学会

教育学修士（発達科学）、2級キャリアコンサルティング技能士（国家資
格）、中災防心理相談員

㈱アイエスシー

中小企業診断士、事業再生士補

http://isc-network.co.jp/

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、財団法人ACCN(オール
キャリアコンサルタントネットワーク）

（一社）鳥取県中小企業診断士協会

つながり経営コンサルティング

鳥取県中小企業診断士協会

21 吉澤 由美子 よしざわ

【業種】金融機関（銀行・保険会社等）、製造業（金属機械・食品等）、建設業（建築・塗装等）、
サービス業（飲食店・旅館ホテル等）
CBC経営診断士、CFP（サーティファイドファイナンシャルプランナー）、1
【分野】企業ブランディングによる営業力強化、紹介・交渉力向上。ビジネスコミュニケーショ
東京都
級ファイナンシャル・プランニング技能士、CDA（キャリアデベロップメント
ン、問題解決クレーム対応。リーダー・管理職マネジメント・キャリアマネジメント
アドバイザー）、キャリアコンサルタント、ビジネスマナーインストラクター
【おすすめする支援】事業ストーリーBOOK作成支援（経営者や社員・会社・商品の魅力やこだ
わり・想い・メリット等を可視化し、顧客に伝わりやすい営業ツールの作成支援）

H＆Cブランディングマネジメン
http://www.hc-bm.com
ト㈱

島根県よろず支援拠点、東京島根経済クラブ、日本
コンサルティング推進機構、（一社）全国経営診断士
協会、NPO法人日本FP協会、NPO法人ワクワク営業
応援団

22 吉村 德則

よしむら

【業種】経営コンサルタント
広島県 【分野】マーケティング支援
【おすすめする支援】新規事業計画の策定、販路支援など

中小企業診断士、セールスレップ１級、環境プランナーER

㈱成研

23 綿岡 英幸

わたおか

【業種】小売業、飲食業、卸売業、運送業
広島県 【分野】経営戦略、マーケティング改革、人事
【おすすめする支援】経営革新・再生支援

中小企業診断士、ISO9001審査員補

㈱ワタオカS＆C

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

中小企業基盤整備機構（アドバイザー）

2

平成31年度 鳥取県経営革新アドバイザー名簿
専門分野

No. アドバイザー

ふりがな

住所

支援内容

2019/6/3現在

資格等

所属

ホームページアドレス

1

川角 敏隆

かわすみ

【業種】製造業
鳥取市 【分野】電気、金属加工、ゴム、プラスチック
【おすすめする支援】ISO9001及びISO14001認証取得支援

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

定村 章

さだむら

【業種】ISOのマネジメントシステム規格に基づいたコンサルティング
京都府 【分野】審査専門分野は、化学製品・電子機器・回路・研究開発分野
【おすすめする支援】ISO9001・IATF16949に基づいたQMS（品質マネジメントシステム）構築

品質マネジメントシステム主任審査員（JRCA）、IATF16949及びISO9001
内部監査員

3

角田 隆志

つのだ

米子市

4

永江 久美

ながえ

【業種】環境コンサルタント
米子市 【分野】環境（全般）
【おすすめする支援】ISO9001、ISO14001、TEAS、システムの認証取得及び維持

5

新田 日出美 にった

鳥取市

【分野】人材育成（新入社員～管理職の階層教育）、ISO9001・14001、TEASⅠ種・Ⅱ種認証
取得
キャリアコンサルタント、TEAS審査員
【おすすめする支援】ISO9001・ISO14001、鳥取県版環境管理ｼｽﾃﾑ（TEAS)、エコアクション21
（EA21)等の認証取得支援と維持管理指導

サポートNitta

6

藤井 留幸

ふじい

大阪府

【業種】コンサルティング
【分野】ISO9001・13485認証取得支援、医療機器業界参入支援、医療機器製品承認・認証取
JRCA登録品質システム審査員補
得支援等
【おすすめする支援】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

㈱エフオー

http://www.kkfo.co.jp

7

細田 直樹

ほそだ

島根県

【業種】技術コンサルタント業
【分野】品質管理全般、品質改善、生産性改善、及び業務改善、ISO9001/14001維持管理、
小集団活動、信頼性管理、人材育成
技術士（経営工学部門）、品質マネジメントシステム審査員補、環境マネ
【おすすめする支援】特に品質確保（含む仕事の質確保）を重視した支援により、コスト削減、 ジメントシステム審査員補、国家資格キャリアコンサルタント
納期（含むリードタイム）短縮（最適化）の同時達成を目指します。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て行い、経営基盤の強化を図ります。

細田技術士事務所

http://www.hosoda-hope.jp

8

道廣 和男

みちひろ

岡山県

【業種】業種問わず
【分野】ISO9001,ISO14001,ISO27001,ISO22000,ISO13485等の構築支援、情報セキュリティ診
ISO9001主任審査員、ISO14001主任審査員、ISO22000審査員補、
断（脆弱性診断等）、医療コンサルタント、プライバシーマーク構築支援、各種内部監査支援、
ISO45001主任審査員、ISO27001主任審査員、2級建築士、第二種電気
現場改善指導、経営革新計画取得支援、営業ルート開発支援
工事士、特殊建物調査資格者
【おすすめする支援】業務改善、内部監査支援、マネジメントシステム構築支援（9001、
14001、27001、45001、22000、Pマーク等）、情報セキュリティアドバイス

㈲オフィスネットワーク

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

1

加藤 正博

かとう

愛知県

【業種】生産管理（仕掛けの仕組みづくり、IT化）、各種製品加工・物流・組立改善、食品流通
の仕組みづくり＆商品の在庫削減等
【分野】製造・工程間仕掛品削減（生産管理）、機械加工・物流・組立ラインの流れ化、食品流 複合技能士１級（E/G組立１級、普通旋盤１級、危険物乙４類、豊通鉄鋼
Ｋｓｃソリューション
通改善＆商品回転率向上（調達・構内・納入）
販売㈱嘱託コンサルタント
【おすすめする支援】TPS方式をベースとした機械加工・構内物流・組立部門の仕掛けの仕組
みづくり（R/T短縮）＆出来高管理（生産管理板）

2

田中 啓嗣

たなか あきひろ

【業種】その他（業種問わず）
鳥取市 【分野】工場管理（５Ｓ、防災、安全衛生、品質管理、生産管理等）
【おすすめする支援】５S、防災、安全衛生、品質管理

甲種防火管理者

3

田中 堅太郎

たなか けんたろう

【業種】技術
八頭町 【分野】LED商品等、電気・電子製品の商品企画
【おすすめする支援】LED商品等、電気・電子製品の開発支援（商品企画）

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

4

堀江 範道

ほりえ

【業種】機械技術指導
埼玉県 【分野】ドイツ KOLBUS社製 製本機の技術指導
【おすすめする支援】機械オペレーターの運転技術、保守点検指導

電気工事士

5

松尾 茂

まつお

【業種】電気製品商品開発
鳥取市 【分野】機構設計、強度計算
【おすすめする支援】製品開発に関するアドバイス、3DCADの操作

ISO

技術

所属団体

【業種】業種問わず
【分野】ISO、TEAS、BCP
品質システム審査員、TEAS審査員、セルフアセッサー
【おすすめする支援】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
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
サンイン技術コンサルタント㈱
理者、土壌汚染調査管理技術者、第1種衛生管理者

TEM研究所

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

㈲テクノ・アイ
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平成31年度 鳥取県経営革新アドバイザー名簿
専門分野

No. アドバイザー

1

食品

情報

柏木 享

ふりがな

住所

支援内容

かしわぎ

山口県

【分野】①酒類（清酒・焼酎・リキュール）、味噌、醤油等発酵食品の製造及び製造技術 ②食
品の新製品開発 ③地場特産品の開発
【おすすめする支援】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

2019/6/3現在

資格等

所属

ホームページアドレス

やまぐち発酵文化研究所

2

島本 一仁

しまもと

【業種】コンサルティング業、顧問業、アドバイザー業
【分野】食品製造メーカー・飲食店・スーパーマーケット・生産者・道の駅・観光施設等の食品
関連業種実践に基づいた経営診断・販路開拓及び紹介支援・ものづくり支援・経営戦略・販促
企画支援・営業力強化支援（同行営業可）・仕入先紹介・POP助言・レイアウト助言・商品管理
大阪府
助言・利益改善助言・売上改善助言・客単改善助言・接客助言・販売方法助言・演出力強化
支援・委託先紹介等
【おすすめする支援】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

3

清水 洋佑

しみず

広島県

【業種】食品企業全般
【分野】①食品加工技術（醗酵食品、缶・びん詰め食品、冷凍食品） ②食品工場の経営管理、 食品衛生管理士、清酒製造技能士一級、、公害防止管理者（水質、大
品質管理、工場設計、レイアウト ③新製品開発、社員教育
気）
【おすすめする支援】食品企業の製造技術、管理全般

清水醗酵研究所

4

山岡 信博

やまおか

倉吉市

【業種】食品製造販売
【分野】食品衛生管理（７S活動、HACCP等）支援、新製品開発支援、パッケージ・デザイン等
の販売促進支援
【おすすめする支援】食品衛生管理、食品開発

食品保健指導士

アトリエひろ

5

山川 茂宏

やまかわ

【業種】食品メーカー、食品流通業、農業、漁業
東京都 【分野】ISOの構築、HACCPの構築、FSSC22000のシステム構築
【おすすめする支援】ISOを無駄と考えている企業様に、ISOの仕組みを宝の山とします。

中小企業診断士、ISO9001審査員、ISO14000審査員、ISO22000審査員

和耕経営コンサルタント

6

渡邉 由美子

わたなべ

【業種】食品
鳥取市 【分野】食品のメニュー開発・商品開発
【おすすめする支援】食品のメニュー開発・商品開発

調理師免許、1級フードアナリスト、フードアナリスト協会認定講師、フード
コーディネーター、食育インストラクター

1

上田 治城

うえた

【業種】IT経営に関するコンサルティング、品質管理、業務改革全般
島根県 【分野】経営企画・情報化企画、品質管理、各種のデータ分析と活用他
【おすすめする支援】IT経営、データ解析、品質管理、新事業企画、IoT・AI活用他

（元 ITコーディネータ、元 ITコーディネータインストラクター）

2

門脇 秀星

かどわき

【業種】総合広告代理業
【分野】HP構築・運用・制作支援、経営/販促コンサルティング、企画・商品開発、デザイン・ブ
鳥取市 ランド戦略
クラウド会計ソフトfreee認定アドバイザー
【おすすめする支援】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

3

矢谷 潤二

やたに

【業種】補助金申請、ITおよびIoT、WEB
【分野】補助金申請支援・申請代行、ITおよびIoTシステム導入支援、創業・起業に関する支
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
奈良県 援、WEBを活用した集客支援
級ウェブ解析士、全日本SEO協会認定ウェブ講師、銀座コーチングスクー イービジネス㈱
【おすすめする支援】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 ル認定プロフェッショナルコーチ
運用までの支援

6次産業化中央サポートセンタープランナー、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
和（なごみ）
い手支援スペシャリスト（道の駅）、中小機構 企業連携支援アドバイ
ザー、中小機構 実務支援アドバイザー

所属団体

日本醸造学会

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

http://shimizu@emigokoro.com

中小企業基盤整備機構中国本部、広島県産業振興
機構

http://www.wako-consultant.com/

東京都中小企業診断士協会 城南支部

(社)日本フードアナリスト協会

㈲オフィイスＦＱＣ

門脇秀星企画事ム所

（元 日本品質管理学会）

http://www.kadowaki-kikaku.com

鳥取法人会青年部会、自衛隊鳥取地方協力本部

http://web-consul.net

一般社団法人ヒューリットMF（経営革新等支援機関）
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平成31年度 鳥取県経営革新アドバイザー名簿
専門分野

No. アドバイザー

ふりがな

住所

支援内容
【業種】業種問わず
【分野】①地域資源を活かした新たな商品開発や既存の商品リメークデザイン並びに消費者
の行動パターンを販売促進に活かしたシナリオ作りを手掛けている。 ②自ら開発した「シネマ
の法則」により、誰にでも分かりやすい販促方法をアドバイスし実践活動を行っている。
【おすすめする支援】地域資源活用のシナリオ作り（食に関する商品開発、地域資源の商品開
発、ブランド構築、施設利用等）

資格等

2019/6/3現在
所属

ホームページアドレス

㈲デザインスタジオ石山

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

清水デザイン研究所

http://shimizu-design.net

鳥取県デザイナー協会

1

石山 正巳

いしやま

鳥取市

2

清水 文人

しみず

【業種】プロダクトデザイン
鳥取市 【分野】事業企画、製品デザイン、市場開拓
【おすすめする支援】保有技術を活かし市場開拓につながる商品の企画

3

藤原 一輝

ふじわら

鳥取市

【分野】デザイン全般、インダストリアルデザイン、グラフィックデザイン、GUI、CI、ブランディン
グ、マーケティング、商品企画・販売戦略、特産品開発、地域づくり・コーディネート、紅茶・茶 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
関係の企画・商品化提案
茶研究家、総務省地域力創造アドバイザー
【おすすめする支援】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

1

足立 博俊

あだち

米子市

【業種】人材育成
【分野】コーチング、プレゼンテーション
国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ、(一財)生涯学習開発財団
あだち人材育成研究所
【おすすめする支援】コーチ型マネジメント研修、セールスコーチング研修、メンター制度研修、 認定マスターコーチ
新人・若手社員能力開発研修

2

井上 昌美

いのうえ

大阪府

【業種】業種問わず
【分野】人材育成、組織改革
【おすすめする支援】ハラスメント防止、ビジネスマナー、接遇・接客応対、電話応対、コール
ハラスメント防止コンサルタント、2級販売士、メンタルヘルスラインケア
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

3

江原 保

えはら

【業種】サービス業（広告代理、セールスプロモーション、イベント他）
【分野】地域資源活用、経営革新、販路拡大・販促支援、農商工等連携、ITを活用した経営力
米子市 強化、商談会イベント設計・装飾・運営
鳥取県商工会連合会「エキスパートバンク」登録講師
【おすすめする支援】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

㈲オフィス・イー

http://www.toriton.or.jp/guide2013/images/IT/IT-6.pdf

4

竹上 順子

たけがみ

【業種】教育コンサルタント及び人材教育トレーニング
米子市 【分野】組織内全階層別研修（マネジメント、リーダーシップ、接客接遇等）
【おすすめする支援】組織マネジメント（①人材育成 ②コミュニケーション）

㈱インタープロス

http://www.interpros.co.jp

5

手島 秀光

てじま

鳥取市

6

東 優明

ひがし

【分野】①広告：TV・雑誌での広告指導全般、新聞広告による販売促進指導、イベントチラシ
東京都 による販売促進指導 ②環境コンサル：環境に配慮した経営体制改善の構築指導
【おすすめする支援】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
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米原 礼子

よねはら

智頭町

デザイン

その他

【分野】エコアクション２１の構築・運用のためのコンサルティング （エコアクション２１：広範な
中小企業・学校・公共機関などが、環境への取組みを効果的・効率的に行うシステムとして、
環境省が策定した認証・登録制度）
【おすすめする支援】エコアクション２１認証取得支援

【分野】経営およびプレゼンテーションシステムコンサルティング、イベントコーディネーター
【おすすめする支援】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

所属団体

(同)コミュニティデザイニング工
房

http://www.adachi-humanresource.com

ラリマー人材育成

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

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

エコステージ主任評価員

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

(名)木綿屋米原総本店
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