令和２年９月２８日現在

令和２年度登録 経営革新アドバイザー名簿（４９名）
通しNo.

専門分野

No. アドバイザー

住所

支援内容

資格等

所属

1

1

穐田 誠一郎

【専門分野】①マーケティング、販路対策、ルートセールス、営業活動、営業マン教育、育成支援①モノづ
くり、商品開発・用途展開支援、②経営戦略・経営計画・ビジネスプラン策定支援、③新業態開発・導入
支援、創業支援、④組織管理、人事・労務対策、業務の見直し・業務改善
北栄町 【得意業種】食品、建設、流通・サービス業、農林、福祉介護産業
中小企業診断士
【おすすめする支援】①働き方改革と組織・雇用管理対策、②働き方改革と業務改善・生産性向上対策、
③職業姿勢とスキルアップ支援（セミナー・ワークショップ含む）、④給与体系作成支援・人事評価策定支
援 、⑤新業態開発・導入支援、創業支援

2

2

伊木 恭憲

【専門分野】ファイナンシャル・プランナー
鳥取市 【得意業種】特に無し
【おすすめする支援】財務

ファイナンシャルプランナー

㈱そうだん広場

3

3

大田 住吉

【専門分野】中小企業の技術経営戦略
大阪府 【得意業種】業種問わず
【おすすめする支援】技術経営戦略支援、経営革新支援、BCP策定支援、知財戦略支援など

IIA（米国）認定CIA（公認内部監査人）、中小企業診断士（経産大臣登録）

摂南大学 経営学部

環境プランナーER/エコピープル（環境プランニング学会認定）、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次産業化プランナー・アドバイザー（神奈川県、島根県登
録）、（公財）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 国産㈱
理士、NPO法人ローハスクラブ認定 LOHASコンシェルジェ／シードマイス
タージュニア、（一社）日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエ、（一社）
日本の食文化を伝えていく会認定 食農検定１級

中小企業診断士

ビジネスデザイン研究所

4

4

影山 恭英

【専門分野】出口を見据えた商品開発支援、6次産業化・農商工連携支援、環境配慮型事業化支援等
【得意業種】食品産業他消費財、SDGｓ、食育
【おすすめする支援】地域活性化支援、通販・宅配向け商品開発支援、6次産業化支援、有名シェフを活
東京都 用したメニュー開発支援、環境配慮型商品開発支援等、マーケティング活動（戦略・戦術構築、商品開
発、デザイン、ネーミング、販路開拓・拡大、販売促進・PR、ブランド化等）、企業連携支援、事業計画作
成、地域ブランド化支援、次世代人材育成、資金調達・ファンドレイジング支援、環境マネジメントシステ
ム構築支援（マニュアル・資料作詞絵当）

5

5

北村 真吾

【専門分野】マーケティング、販売促進、営業活動、展示会出展
倉吉市 【得意業種】卸内業、食品加工業、最終財メーカー
【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。

6

6

武田 祐孝

八頭郡

7

7

中尾 忍

[専門分野]経営
大阪府 [得意業種]卸・小売販売業、サービス業全般、製品製造業等
[おすすめする支援]経営分析・経営改善、業績アップ、販売戦略、管理者教育、社員教育 等

コラボマネジメントシステム

8

8

西野 公晴

【専門分野】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経営革新支援、創業支援および教育研修
東京都 【得意業種】全業種
中小企業診断士・国内旅行業務取扱管理者
【おすすめする支援】①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、②経営革新
計画策定・持続化計画策定・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

9

9

橋井 龍男

東京都

10

10 橋本 周平

【専門分野】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 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
埼玉県 標管理他）
中小企業診断士
【得意業種】全業種
【おすすめする支援】人事制度構築、人材育成

橋本コンサルティング事務所

11 前 俊雄

【専門分野】経営戦略、経営企画、事業承継、販売促進、宣伝・広告戦略
【得意業種】食品製造業、農業、水産業
兵庫県 【おすすめする支援】経営革新、経営力向上計画、6次産業化、農商工連携、販売促進、販路開拓等中 ＭＢＡ経営学修士、認定支援機関
小企業が抱える問題解決に向けて明快なロジックに裏打ちされたアイディアと、クライアント目線で提案
します。

㈱政策総合研究所

12

12 牧原 一馬

【専門分野】マーケティング戦略、経営戦略、事業戦略、工程（プロセス）改善・改革、企業改革・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・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
開発管理。キャリア開発計画を基にしたセルフキャリアドッグ及びキャリアカウンセリング。
【業種】業種問わず（製造業、小売り流通業、各種サービス業、各種技術提供サービス業、医療介護施
設等）
ISO9001審査員補、教育学修士（発達科学）、2級キャリアコンサルティング
鳥取市
㈱アイエスシー
【おすすめする支援】実際の会社や団体の事業及び業務活動の実態を踏まえ、”働き甲斐のある””働き 技能士（国家資格）、中災防心理相談員、産業カウンセラー
やすい”社会づくり・組織づくりの推進を支援する。そのマネジメント・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理解し捉えて、その特性を活かせる計画・方法・実施による生産性の向上
へと向かえるよう、マネジメントシステムを組み立て、人事制度改革も含め、引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・自発的なモーティベー
ションを図る。

13

13 柳原 浩

米子市

14

14 山本 宗人

【専門分野】経営改善、事業再生、事業承継、マネジメント力強化
【得意業種】小売卸業、介護福祉、建設業、製造業、宿泊業、飲食サービス業
鳥取市 【おすすめする支援】関係性・地元地域・楽しむという３つの視点で経営課題を共有します。経営課題を 事業承継コーチ、中小企業診断士、事業再生士補
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。（経営者や従業員がキラ
キラ・ワクワクして働く企業づくり）

つながり経営コンサルティング

15

15 綿岡 英幸

【専門分野】食品経営、チェーンストア経営
広島県 【得意業種】食品・衣料品、写真専門店
【おすすめする支援】経営改善（戦略・マーケティング）・チェーンストア経営・再生支援

中小企業診断士

㈱ワタオカS＆C

16

1

川角 敏隆

【専門分野】電気、金属加工、ゴム、プラスチック
鳥取市 【得意業種】製造業
【おすすめする支援】品質（ISO9001）及び環境（ISO14001）マネジメントシステムの認証取得支援

JRCA審査員補（品質・環境）

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

経営

11

【専門分野】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、内部監査
【得意業種】一般製造業、電気ガス、金融、商社等
（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
【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）、PFI、資金調達支援 者
（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）

【専門分野】経営、技術支援、人材育成、商品企画及び営業ルート開発のコンサルティング
【得意業種】業種問わず
【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(42年在
籍)、食品メーカー等）、及びCM制作販売

【専門分野】①原価管理改善 ②経営改善 ③生産管理
【得意業種】製造業・建設業・林業
【おすすめする支援】①原価管理改善とコストダウン、②経営の見える化と経営改善、 ③現場の改善、
生産性向上、QC、5S

第1級陸上特殊無線技士、電気工学士

841カンパニー

中小企業診断士

17

2

定村 章

【専門分野】ISOのQMS（品質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、ISO9001、
IATF16969に基づいたQMS構築
京都府 【得意業種】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】QMS以外、環境・労働安全衛生・情報セキュリティ各マネジメントシステムの構築・
維持・改善

18

3

角田 隆志

【専門分野】ISO、TEAS、BCP
米子市 【得意業種】不特定（業種問わず）
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、ISO14001及びTEASシステムの認証取得及び維持、BCPのシステム構築

4

新田 日出美

【専門分野】ISO9001、ISO14001、TEAS
鳥取市 【得意業種】業種問わず
【おすすめする支援】事業目的とリンクしたISO及びTEASの認証取得

TEAS審査員

サポートNitta

20

5

藤井 留幸

【専門分野】医療分野
大阪府 【得意業種】医療機器事業
【おすすめする支援】新規事業参入支援、医療品質システム構築・運用支援、製品開発・許認可支援

QMS審査員補、QMS管理技術者

㈱エフオー

21

6

細田 直樹

【専門分野】品質保証、生産性向上、問題発見・問題解決できる人材の育成
島根県 【得意業種】製造系企業
【おすすめする支援】品質保証体制構築・整備、品質改善、生産性向上、人材育成等

技術士（経営工学部門）、国家資格キャリアコンサルタント、JRCA登録品
質マネジメントシステム審査員補、JRCA環境マネジメントシステム審査員 細田技術士事務所
補

道廣 和男

【専門分野】ISO9001,ISO14001,ISO27001,ISO22000,ISO13485等の構築支援、情報セキュリティ診断（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、現場改善指導、
ISO9001主任審査員、ISO14001主任審査員、ISO22000審査員補、
経営革新計画取得支援、営業ルート開発支援
岡山県
ISO45001主任審査員、ISO27001主任審査員、2級建築士、第二種電気工 ㈲オフィスネットワーク
【得意業種】業種問わず
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

19

ISO

22

7

23

1

加藤 正博

【専門分野】TPS方式をベースとした生産管理、製造現場改善（物流・加工・組立、食品流通等の改善活
動）、間接業務改善（間接業務フロー＆仕組みづくり）、品質保証の仕組み
【得意業種】組立・プレス・溶接・成形加工、食品加工＆流通フロー改善、静脈産業（マテリアル、カーリボ
ン）、事務間接業務フロー改善、工程保証度向上
愛知県
複合技能士１級（内燃機関組立１級、旋盤加工１級、乙４類取扱主任者
【おすすめする支援】①自動車部品メーカーの組立・加工・物流改善（１個流し）、②生産管理、外製品物
流の仕組みづくり（調達・納入）、③間接業務フロー改善（業務効率アップ）、④プレス加工の稼働計画立
案の手順（仕組みづくり）、⑤商品流通改善（ベンダー）、商品仕入れの仕組み（商品回転率アップ）、⑥
ライン（一気通貫）における工程での品質の造り込み、⑦５S活動の具体的な進め方

24

2

田中 啓嗣

【専門分野】技術・工場管理（５Ｓ、防災、安全衛生、品質管理、生産管理等）
鳥取市 【得意業種】その他（業種問わず）
【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

25

3

堀江 範道

【専門分野】ドイツ KOLBUS社製 製本機の技術指導
埼玉県 【得意業種】機械技術指導
【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

26

4

松尾 茂

【専門分野】機構・構造設計、商品開発
鳥取市 【得意業種】家電
【おすすめする支援】商品開発支援、商品構造設計、3DCAD講習

27

5

山本 純

【専門分野】回路設計
鳥取市 【得意業種】製造業
【おすすめする支援】IoT導入サポート、センシング技術、工程情報の取得（工程の見える化）等

技術

㈲テクノ・アイ

いなばテクノ・エボリューション㈱

1

通しNo.

専門分野

No. アドバイザー

住所

支援内容

資格等

所属

28

1

石橋 治

【専門分野】食品衛生
島根県 【得意業種】食料品製造業（法令、衛生管理、理化学的検査）
【おすすめする支援】食品衛生体制構築（一般衛生管理、HACCP、JFS-B）、食品衛生要員養成

29

2

柏木 享

山口県

【専門分野】発酵食品・加工食品の製造及び製造技術
【得意業種】①発酵食品（清酒、味噌、醤油等）の製造業、②加工食品（こんにゃく、練り製品等）の製造
業
【おすすめする支援】①清酒の新商品開発、②純米酒製造にふさわしい製麹技術の指導

30

3

亀田 道彦

福岡県

【専門分野】海外展開及び新メニュー開発
【得意業種】飲食事業、食品販売業
【おすすめする支援】海外展開（飲食事業、食品販売）及び海外輸出のサポート、フランチャイズビジネス
のサポート、海外企業のパートナー候補紹介および商談代行、海外向けの新メニュー開発

4

清水 洋佑

【専門分野】①食品製造工学（びん詰め食品、冷凍食品、調理食品、飲料）、②発酵食品工学（ウィス
キー、清酒、食酢、ソース、漬物）
広島県 【得意業種】びん缶詰め製造業、冷凍食品製造業、清酒・食酢・醤油・漬物製造業
【おすすめする支援】新製品開発、省エネ、コストダウン、品質管理、環境管理、研究開発、排水処理、
産廃処理、リサイクル

清酒製造技能士一級、食品衛生管理士、食品冷凍技士、ボイラー取扱技
清水醗酵研究所
士、公害防止管理者（水質、大気）

32

5

松本 恵理

【専門分野】食品衛生
島根県 【得意業種】食料品製造業（法令、衛生管理、微生物検査）
【おすすめする支援】食品衛生体制構築（一般衛生管理、HACCP、JFS-B）、食品衛生要員養成

HACCP普及指導員（日本食品衛生協会）、中級食品表示診断士（食品表
さんいん食まる
示検定協会）、食品微生物検査技士３級（日本べんとう振興協会）

33

6

山岡 信博

倉吉市

【専門分野】食品衛生管理、食品開発
【得意業種】食品製造販売
【おすすめする支援】食品衛生７S活動、HACCP入門、地域特産食品の開発（パッケージデザインも含
む）

34

7

山川 茂宏

東京都

【専門分野】ISO22000、FSSC22000のシステム構築
【得意業種】食品メーカー、食品流通業
中小企業診断士、ISO9001審査員、ISO22000審査員
【おすすめする支援】ISOのシステム構築支援・セミナー（HACCPの概要等）、食品商品のマーケティング
戦略

35

8

渡邉 由美子

【専門分野】食品のメニュー開発・商品開発
鳥取市 【得意業種】食料品製造業
【おすすめする支援】食品のメニュー開発・商品開発・提案

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

36

1

上田 治城

【専門分野】データによる経営改革とIT活用に関する分野
島根県 【得意業種】業種にかかわらず
【おすすめする支援】データに基づく経営戦略・情報化戦略の見直しと策定

（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）

37

2

門脇 秀星

鳥取市

31
食品

農学博士、HACCP普及指導員（日本食品衛生協会）、食品微生物検査技
さんいん食まる
士３級（日本べんとう振興協会）

醤油JAS審査員

やまぐち発酵文化研究所

ワイエスフード株式会社

食品保健指導士

【専門分野】IT、販促、グラフィックデザイン、動画作成
【業種】飲食業、製造業、農林水産業、販売業
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】ホームページ作成、クラウド会計導入、タブレットPOS導入、ワンオペによる販促（グ
ラフィック・動画・ネット）トータルコーディネート

アトリエひろ

和耕経営コンサルタント

門脇秀星企画事ム所

38

3

矢谷 潤二

【専門分野】ITおよびIoT、WEB
【得意業種】業種問わず
ITコーディネータ、上級ウェブ解析士、IoT検定プロフェッショナル・コーディ
奈良県 【おすすめする支援】ホームページの立ち上げ方支援、ホームページのアクセス数向上支援、ウェブマー
イービジネス㈱
ネーター
ケティング支援、クラウド等導入支援、補助金申請の支援（IT導入補助金・モノづくり補助金・小規模事業
者持続化補助金）

39

4

高濱 怜

【専門分野】WEBマーケティング、IOT導入
八頭町 【得意業種】小売業、製造業、サービス業
【おすすめする支援】ホームページ、SNS、ECサイトを活用したWEBマーケティング支援

40

1

石山 正巳

【専門分野】デザインコンサルタント、地域資源活用アドバイザー
鳥取市 【得意業種】食品関連全般、新商品開発の方向性
【おすすめする支援】食品加工分野の新商品開発アイデア並びにネーミング支援など

41

2

藤原 一輝

鳥取市

【専門分野】デザイン全般（プロダクトデザイン、グラフィックデザイン）、商品企画、マーケティング、特産
品開発、地域づくり、地紅茶やお茶関係の企画・商品化提案
プロダクトデザイナー（実務30年）、グッドデザイン賞受賞、地域デザインコ (同)コミュニティデザイニング工
【得意業種】工業製品、食品（紅茶など）、地域づくり、人材育成
ンペ受賞、地紅茶研究家として活動・出版
房
【おすすめする支援】商品デザイン、紅茶関連商品企画開発、人材育成、地域づくり

42

1

足立 博俊

米子市

【専門分野】人材育成（コーチング、プレゼンテーション）
【得意業種】業種問わず
【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、メンター制度導入研修、新
人・若手社員能力開発研修

ラリマー人材育成

㈲オフィス・イー

情報

デザイン

第二種情報処理技術者

㈲デザインスタジオ石山

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
認定マスターコーチ
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2

井上 昌美

【専門分野】人材育成、組織改革
【得意業種】業種問わず
【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、コールセンター、
大阪府
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、若手の職場
定着・女性活躍推進、徹底3S（整理・整頓・清掃）の進め方
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3

江原 保

【専門分野】販路開拓・販売促進・マーケティング
【得意業種】業種問わず
米子市 【おすすめする支援】展示会、イベント、商談会などのBtoB、BtoCの販促立案、マスメディアを使った効
果的なプロモーション活動など（「製品、商品をどこの誰にどれだけ売るのか」売り手だけでなく、買い手
側の論理も考えながら計画を立案します。）
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4

久世 治朗

【専門分野】信頼性保証：非臨床試験並びに当該施設の信頼性
徳島県 【得意業種】医薬業界
【おすすめする支援】各試験データの信頼性の確保ならびに向上

5

竹上 順子

米子市

その他
46

合同会社ヴォール

あだち人材育成研究所

薬剤師免許、博士号（薬学）、
GLP-QAP登録者（Quajlity Assurannce Professional、（一社）日本QA研究 大鵬薬品工業㈱
会）

【専門分野】教育コンサルタント・人材教育トレーニング・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）
【得意業種】業種問わず
【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
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6

手島 秀光

【専門分野】エコアクション２１（EA21：中小企業者等の環境への取組を促進するとともに、その取り組み
を効果的・効率的に実施するため、環境省が策定）、及び鳥取県版環境管理システム（TEAS）の構築・
エコアクション２１審査員、TEAS審査員、エネルギー管理士、環境カウンセ
鳥取市 運用のためのコンサルティング
ラー、公害防止管理者、特別管理産業廃棄物管理責任者、危険物取扱者
【得意業種】業種問わず
【おすすめする支援】エコアクション２１及び鳥取県版環境管理システムの認証取得支援

48

7

東 優明

東京都

49

8

米原 礼子

【専門分野】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
智頭町 【得意業種】業種問わず
【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

【専門分野】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）
エコステージ主任評価員
【得意業種】業種問わず
【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

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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