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平成29年度専門家登録者一覧
№

氏名

1 秋月

茂文

2 石原

誠

対応業界

専門分野

主な資格等
認定マスターマネジメント・コンサルタント、
産業カウンセラー、仕事の教え方（TWI-JI）訓
練指導者（トレーナー）、交流分析士インスト
ラクター、ＴＡ心理カウンセラー

限定なし

中小企業の経営改善におけるマネジメン
ト制度の構築、実行支援（経営指導）。

限定なし

ＩＴ活用、経営強化
【ビジネスモデル・事業計画、経営管
理、品質管理、ブランド戦略、インフラ
／ＩＣＴ】

高等学校教諭二級普通免許、第二種情報処理技
術者、ISO9001審査補、J-Saas操作指導員（F1066）、医療情報技師、健康管理士一般指導員
屋外広告物取扱主任者、高優賃コーディネー
ター、食品衛生責任者

3 井原

憲志

農林水産、食品・飲料

農産物の生産・加工・販売、貯蔵・運
搬、加工受託、卸売販売、農作業受託、
農家支援、農産物の海外生産・販売支援
ほか

4 岩本

大輔

限定なし

①事業承継、新規事業開発、創業の支援
②事業再生コンサルティング
③経営理念、経営戦略等の策定
④各種補助金の申請支援、書類作成補助

中小企業診断士、MBA［経営管理者修士］、1級
ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®
［日本FP協会認定:国際資格］

5 植村

忠夫

建設、食品・飲料、繊維・衣
類、機械、鉄鋼・金属、電
機・電子機器、情報・通信

品質管理

品質マネジメントシステム主任審査員、労働安
全衛生マネジメントシステム内部監査員、環境
マネジメントシステム審査員補、衛生工学衛生
管理者、食品安全マネジメントシステム審査員
補

6 梅澤

秀樹

限定なし（特に金融）

経営理念策定、経営戦略・経営計画策
定、資金法達、経営改善指導等

中小企業診断士、宅地建物取引主任者、第１種
証券外務員
（試験合格）社会保険労務士、行政書士

7 榎並

忠樹

限定なし

経営改善、事業再生、創業の計画作成、
補助金申請

中小企業診断士
（試験合格）社会保険労務士、行政書士、宅地
建物取引主任者

真

農林水産、食品・飲料、繊
維・衣類、医薬・化粧品、卸
売、小売、建設、住宅関連、
紙・パルプ、その他製造、飲
食、ホテル・旅館業、その他
サービス

物販事業のマーケティング、通信販売事
業の立ち上げ・売り上げ改善

建設、化学

経営基本方針・経営戦略の策定、営業戦
略・営業戦術の策定、農産物加工に係る
商品開発と営業開発

中小企業診断士、技術士（機械部門）、エネル
ギー管理士、騒音関係公害防止管理者、
経営、技術、労働安全、機械設計･製造等 ISO9001主任審査員、ISO14001主任審査員、労
働安全コンサルタント、ISO22000審査員補、
OHSAS18001審査員

8 大石

9 大久保

圭二

10 大地

康弘

鉄鋼・金属、機械、窯業・土
石、建設、住宅関連、食品・
飲料、繊維・衣類、電機・電
子機器、印刷・出版、その他
製造業、卸売、小売、運輸・
倉庫

11 岡﨑

進

限定なし

マーケティング戦略策定支援（戦略と戦
術）、人材育成支援（経営幹部育成塾
等）、融資交渉支援（ビジネスプラン作
成）等

行政書士、３級ファイナンシャル・プランニン
グ技能士

中小企業診断士

12 岡本

顕一

限定なし

１．経営企画･戦略立案、２．海外展開・
国際化、３．情報化・IT活用、４．販
売・マーケティング、５．物流管理等、
統括型マーケティング(事業戦略、コミュ
日本フードコーディネーター、日本フードアナ
ニケーション戦略）、経営改善計画
リスト
【経営戦略、ビジネスモデル、営業体
制、経営管理、資金調達、技術革新、品
質管理、ブランド戦略、知的財産、人材
育成、インフラ／ＩＣＴ】

13 香川

深雪

住宅関連、飲食

住宅業界における営業支援、飲食業界に
おける出展支援

インテリアコーディネーター、消費生活アドバ
イザー、キッチンスペシャリスト、福祉住環境
コーディネーター、フードコーディネーター

限定なし

経営戦略、中期経営計画、経営革新計画
等の策定支援
事業再生コンサルティング（財務、資金
繰り計画、事業再生計画）
創業支援（創業計画及び資金調達）
人事トータルシステム策定支援
労務支援

中小企業診断士､１級ファイナンシャルプラン
ニング技能士､ＣＦＰ､宅地建物取引主任者､特
定社会保険労務士､不動産コンサルティング技
能登録者､管理業務主任者

食品・飲料、化学、農林水
産、医薬・化粧品

化学工業:研究・製造・製品管理、環境化
学：廃水処理・廃棄物処理、海洋資源化
学：海水溶存資源回収・吸着材（活性炭 工学博士（東京大学）､技術士（水道）､水質関
等）高圧化学：水熱化学・超臨界化学、 係第１種、大気関係第１種、X線作業主任
マイクロ波化学：合成・乾燥・抽出・殺
菌・装置

14 笠居

15 加藤

昭司

俊作
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№

氏名

16 川上

実

建設、住宅、食品・飲料、繊
維・衣類、電機・電子、卸
売、小売等

17 木村

義典

限定なし

労務管理
個別労働関係紛争の解決・促進

18 久保

善美

食品・飲料

食品の企画、開発、購買、製造
販売に関する業務

19 久保

克己

国際取引、農林水産、食品・
飲料、卸売、小売、飲食

食料・食品の生産者、製造者、販売者へ
の輸出入を含むマーケティング活動支援

大輔

医薬･化粧品､飲食､ホテル･旅
館､医療サービス

健康と美容を主体とする新規メニュー作
成､健康および医学的・美容的視点を生か
医師､温泉療法医､日本旅行医学会認定医
した､企業およびと地域資源との連携メ
ニューの開発指導。【ブランド戦略】

21 黒田

茂

機械、農林水産、窯業・土
石、建設、住宅関連、食品・
飲料、繊維・衣類、紙・パル
プ、化学、医薬・化粧品、鉄
鋼・金属、電機・電子機器、
印刷・出版、その他製造業、
飲食、情報・通信、他サービ
ス

各分野での特許･実用新案・意匠・商標・ 一級知的財産管理技能士（特許専門業務）、ビ
著作権等の知的財産、営業秘密、不正競 ジネス著作権検定上級、ビジネス・キャリア国
争防止法、ライセンス契約に対応可
際業務中級（知的財産管理）

22 小池

よう子

食品･飲料、飲食

食農ライター、食農コーディネーター、
食を通じた地域活性事業コーディネイト

23 小竹

由浩

金属製品、住宅関連の刃物、農業関連製
住宅関連、鉄鋼･金属、卸売、
品、木材加工分野の海外向け販売【その
小売、国際取引
他（海外販売）】

24 齋藤

修

限定なし

経営改善全般、課題分析、経営計画見直
し、各種補助金等活用支援

中小企業診断士、販売士1級

安紀夫

化学、情報・通信、国際取
引、医薬・化粧品、機械、電
機・電子機器、その他製造、
卸売、小売、医療サービス、
その他サービス

国際取引、海外進出、経営全般（事業計
画策定、各種契約書作成等）

人材紹介責任者

通関士､ジェトロ認定貿易アドバイザー試験合
格

20 倉田

25 座間

対応業界

専門分野
中期経営計画策定支援
業務課題解決支援
事業再生支援
ISO9001・14001認証取得支援

主な資格等
中小企業診断士､ISO9001審査員補､ISO14001審
査員補､産業ｶｳﾝｾﾗｰ､経営品質協議会認定セルフ
アセッサー
特定社会保険労務士

食生活アドバイザー
木材接着士（社団法人 日本木材加工技術協会
認定）、販路開拓コーディネーター（(独)中小
企業基盤整備機構近畿本部）

26 塩田

靖浩

限定なし

日本産農水産物・加工食品の輸出促進。
公的機関などにおける貿易投資の相談対
応。貿易実務講座、食品輸出セミナーな
どの講師

27 柴田

直美

限定なし

ＩＴの運用・活用等

ＩＴコーディネータ、中小企業診断士、ファイ
ナンシャルプランナー

28 島本

一仁

食品・飲料、小売、農林水
産、卸売、飲食、ホテル・旅
館業、運輸・倉庫

食品製造業、飲食業、小売業等の食品関
連業種における販路開拓支援、既存商品
ブラッシュアップ、新商品開発、営業力
強化、事業計画策定、販促企画等の支援

６次産業化中央サポートセンタープランナー、
中小機構プロジェクトマネージャー

29 新川

秀雄

限定なし

デザイン雑貨、食料品の輸出入販売支援
補助金、助成金の利活用方法及び事業計
画書作成支援

中小企業診断士

30 竹内

伸

食品・飲料、運輸・倉庫、国
際取引

食品全般における輸出入業務補助及びア
ドバイス

31 竹内

哲也

インターネットを活用した集客・マーケ
農林水産、食品・飲料、その
ティング・通信販売の仕組作り支援、地
他製造、小売、飲食、ホテル･
域特産品や地域技術を活かした商品開発
旅館他
【ビジネスモデル、ブランド戦略】

日本ダイレクトマーケティング学会員

32 竹安

宏匡

食品・飲料、農林水産、小
売、飲食、その他サービス

食品産業、食品機能、品質管理、食品開
発、知的財産権

香川短期大学

33 多田

優之

その他製造、卸売、小売、農
林水産、住宅関連、食品・飲
料、電機･電子機器、飲食、ホ
テル・旅館、その他サービ
ス、国際取引

小売業、ＷＥＢ集客支援（製造業、サー
ビス業）、ＩＴ活用（ＥＣ運用支援、越
境ＥＣ運用支援、実店舗Ｏ２Ｏ、オムニ
チャネル構築支援）

日本商工会議所
ポート

34 塚本

秀和

限定なし

財務会計、管理会計、企業の事業計画策
定等

公認会計士

教授

販売士検定２級、ＩＴパス
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№

氏名

対応業界

専門分野

主な資格等

35 筒井

恵

卸・小売、飲食他

・卸売業･小売業、特に食品スーパーの基
幹システム構築支援
・事業再生、第二会社、破産手続きの支
援、特に食品流通業、食品製造業、建設 中小企業診断士、ISO14001審査員補、
業
ＩＴコーディネータ、認定事業再生士（ＣＴ
・ＢＰＲによる経営革新計画策定支援、 Ｐ）
事業再生と施策併用した事業革新
・事業革新に伴う新商品開発支援、販路
開拓支援、資金計画策定支援

36 冨家

憲夫

限定なし

新規創業融資等

情報・通信、小売・卸売等

通信販売、小売、出版業界での商品開発､
マーケティング､ブランニング、事業運営
食品・健康用品・インテリア雑貨・テキ
スタイル・趣味嗜好、家電の商品開発
プロモーション開発【経営戦略・ビジネ
スモデル・営業体制・ブランド戦略】
化学工学、有機高分子材料の高機能技術
化、超臨海流体利用技術、生物学的排水
処理技術、ＰＣＢ等有害産業廃棄物の処
理技術、一般的排水処理技術、先行技術
調査、特許・意匠・商標出願書類作成、
企業技術保護に関する特許戦略、製品開
発に関する企画開発・研究開発・製造・
権利化・商品化等

廃棄物処理施設技術管理者（中間施設）､高圧
ガス製造保安責任者（乙種化学）､生涯学習２
級インストラクター､博士（工学）､ＪＳＴ科学
技術コーディネータ､ＳＴＥＰイノベーション
コーディネータ

ＩＴコーディネータ、ＩＴコーディネーター・
インストラクター

37 豊田

浩伸

日本ＣＦＯ協会認定
Ｏ

プロフェッショナルＣＦ

38 中西

勉

食品・飲料、化学、医薬・化
粧品、その他製造等

39 中庭

正人

住宅関連、機械、電機・電子
機器、情報・通信

情報システム導入・運用、業務改善、Ｗ
ｅｂマーケティング、セキュリティ、業
務効率化

40 中野

裕介

情報・通信、農林水産、印
刷・出版、卸売、小売、ホテ
ル・旅館、医療サービス、そ
の他サービス

SNS・情報通信分野、映像分野、アート・
デザイン分野、教育分野、観光６次産業

41 永野

利枝

建設業界

建築

一級建築士、建築積算士
中小企業診断士、１級販売士、ＶＥリーダー、
技術士（経営工学）、品質管理（ＱＣ）検定１
級

技術士（電気電子部門）、技術士（総合技術監
理部門）、一級電気施行監理技術者

42 西岡

昭彦

限定なし

生産改善（自動車、航空機、飲食業、繊
維業、農業）
販路開拓（自動車関連、飲食業、繊維
業、農業）

43 沼田

伸一

電機・電子機器

電気機器製造業界における製品開発マネ
ジメント（ハードウェア）、設計技術改
善及び設計品質マネジメントほか

食品・飲料等

食品メーカーにおける「食の安全」への
取組み支援
エキスパート講習会「内部検証コース」修了、
①認証取得支援（HACCP・ISO22000・
「ＨＡＣＣＰ指導者養成研修」修了、「食品ト
FSSC22000）②衛生管理 ③工場点検によ レーサビリティー講習会」修了
る現状診断 ④従業員教育

限定なし

経営革新支援、創業支援、経営計画策定
支援、財務管理支援、建設業の新分野進
出、新規事業開発支援他、各種補助金の
申請支援、書類作成補助【経営戦略、ビ
ジネスモデル、経営管理、資金調達】

一郎

限定なし

ＩＣＴ分野、日本企業の国際化、･海外販
経営学修士（ＭＢＡ）、中小企業診断士、販売
路開拓、海外起業の日本進出、企業の経
士1級、通訳案内士、英検１級、衛生管理者、
営革新・成長支援【経営戦略、ビジネス
農業経営アドバイザー
モデル】

正

農林水産、卸・小売、金融、
情報・不動産業界等

技術士(情報工学)､ＩＴコーディネータ､公認シ
経営戦略､情報戦略､システム監査、業務
ステム監査人､公認情報セキュリティ監査人、
改善､知財、人材育成【経営戦略、ビジネ
リスクマネージャー、公認システム監査人、無
スモデル、営業体制、経営管理】
線従事者

48 藤原

功

紙･パルプ、鉄鋼・金属、機
械、印刷･出版、その他製造
業、医療サービス

ＶＥ（バリューエンジニアリング）の指
導、ＶＥインストラクターやＶＥエンジ
ニヤの養成、各企業や団体における活性
化支援他

ＶＥインストラクター

49 古川

慎一郎

法律業務全般

債権回収、損害賠償、人事・労務、契約
締結、債務整理

弁護士

50 細谷

清

限定なし

経営全般、販売促進、市場開拓、経営戦
略、経営管理、ＩＴ化企画、情報ｼｽﾃﾑの
調達・運用支援

ＩＴコーディネータ

44 早見

45 原田

46 廣瀬

47 福永

彰人

具則

中小企業診断士、一級販売士、中小企業組合
士、経営学修士、ファイナンシャルプランナー
他
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51 細谷

佳史

対応業界

製造業､小売､飲食､サービス

専門分野
主な資格等
営業戦略、マーケティング戦略、店舗規
格、商品企画、広告販促企画およびデザ
日本ＣＦＯ協会会員､リスクマネージメント協
イン【経営戦略、ビジネスモデル、営業
会日本ＲＩＭＳ支部会員､ガーゾンレーマング
体制、ブランド戦略、インフラ／ＩＣ
ループカウンシルメンバー
Ｔ、その他(店舗企画／デザイン全般／異
業種連携】

農林水産業界、食品・飲料業
界、その他製造業、卸売業界
等

経営課題解決、地域産業資源を活用した
事業計画支援、商品開発、販路開拓等事
業全般の支援

その他業界（デザイン）

製品デザイン（プロダクトデザイン、イ
ンダストリアルデザイン）、３次元ＣＡ
Ｄ、３Ｄプリンターによるプロトタイプ
作成、新製品の企画・開発・商品化

加奈

食品･飲料、農林水産、卸･小
売、飲食、ホテル･旅館

農産物の加工商品化・食品加工化等の
パッケージを含めたプロデュース、地域
食材の発掘、店舗プロモーション、メ
ニュー開発及びアドバイス、日本酒や料
理に関するセミナー・イベントの開催

食品衛生管理士、国際利き酒師

55 水本

規代

建設、食品・飲料、鉄鋼・金
属、農林水産、住宅関連、機
械、電機・電子機器、印刷・
出版、その他製造、小売、飲
食、情報・通信、その他サー
ビス

建設、製造業、小売業、創業支援、業務
改善、ＩＴ活用支援、ＩＴ導入支援 等

ＩＴコーディネータ、測量士

56 宮本

吉朗

限定なし

経営全般､マーケティング、経営戦略、経 中小企業診断士、ＩＴコーディネーター、ＭＢ
営管理、ＩＴ化企画
Ａ

57 村上

潔

農林水産、建設、住宅関連、
不動産等

経営革新計画取得支援・経営相談及び診
断、農業経営の相談と診断及び法人化支
援・営業教育と指導、資産活用支援【経
営戦略、ビジネスモデル、営業体制、資
金調達、ブランド戦略、人材育成】

中小企業診断士、社会保険労務士、マンション
管理士、宅建主任者、不動産コンサルティング
技能登録、農業アドバイザー

58 村山

賢誌

小売、飲食、ホテル・旅館、
農林水産、建設、食品・飲
料、機械、印刷・出版、卸
売、金融、医療サービス

経営：計画（事業計画、短中期計画）、
実施体制・財務面の整備、販売面での助
言

中小企業診断士､国内旅行業務取扱管理者

昭博

農林水産業、飲食業、その他
サービス、建設、食品・飲料

営業、販売促進、ＰＲ【経営戦略、ビジ
ネスモデル、営業体制、経営管理体制】

中小企業診断士、ＰＲプランナー（(社)日本パ
ブリックリレーションズ協会認定）

永年

電機・電子機器、医薬・化粧
品

権利侵害対応、Ｍ＆Ａ、組織体制構築、
人材育成
デジタル信号処理、電子写真技術、イン
クジェット技術、技術開発に伴う法遵
守、開発成果保全、情報漏洩対策

52 前

俊雄

53 松原

54 馬宮

篤

59 森

60 森

ＭＢＡ修学修士、経産省認定支援機関

61 森田

京子

限定なし

許認可申請支援、プライバシーマークの
取得支援

行政書士、リスクマネージャー（（一財）リス
クマネジメント協会）

62 栁田

陽子

農林水産業、食品・飲料、卸
売、小売、飲食、ホテル・旅
館業

商品開発・プロモーション開発（マーケ
ティングミックス、販売計画、商品計
画）

ギフトアドバイザー、百貨店食品アドバイ
ザー、消費生活アドバイザー

機械

製造業界における生産管理全般（工程､在
庫､物流､外注､原価管理など）と経営及び 四国生産性本部｢経営コンサルタント基礎養成
新規事業の立ち上げ企画、アフターサー 講座｣修了
ビス体制の構築など。

食品・飲料等

マーケティング・マネジメント・事業戦
略策定、創業塾研修、営業支援、首都圏
とのマッチング支援、新市場拡大支援、
商品開発

ＭＢＡ、ドリームゲートアドバイザー、国際利
き酒師、輸入食品衛生管理者

中小企業診断士、中小企業組合士、ＳＣ経営
士、初級シスアド、TOEIC805

司法書士､簡易裁判所訴訟代理権認定

63 薮下

64 山川

昭男

秀之

65 山岸

祥治

飲食、その他業界（共同店
舗）

創業支援（創業塾・スクールの企画運
営、創業後計画修正・販路開拓等）
連携支援（企業連携：新規事業開発の戦
略策定・計画策定、事業協同組合：共同
店舗
事業計画策定、リーシング、ポ
イントカードデータ分析）
経営支援（飲食店：標準原価管理・メ
ニュー開発・顧客管理・諸計画策定）

66 山下

隆治

限定なし

不動産及び商業登記事務、裁判所関連事
務
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対応業界

67 吉澤

尚

業界の限定なし

68 吉本

和巨

限定なし

専門分野
事業再生・事業承継、知的財産、コーポ
レートカバナンス、ＩＴ、ソフトウェ
ア、電子商取引、コンテンツ関連法務、
その他旅行業法、薬事法、宅建業など業
法規制、個人情報、営業秘密等情報リス
クマネジメント【経営戦略、品質管理、
知的財産、人材採用】
事業再生・経営改善全般、経営戦略・事
業経営策定支援・財務・資金繰り改善指
導【なし】

主な資格等
弁護士･弁理士、情報処理技術者（ＩＰ）、ビ
ジネス著作権検定上級､個人情報保護士､企業情
報管理士､知的財産管理技能士､英検準1級、Ｉ
ＰＯプロフェッショナル、公認不正検査士

中小企業診断士､宅地建物取引主任者､認定事業
再生士

