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令和３年度専門家登録者一覧（令和３年６月９日時点）
※敬称略／五十音順

№ 氏名 対応業界 専門分野 主な資格等

1 秋月　茂文 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）

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－Ｊ
Ｉ）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

2 伊藤　晴敏
食品・飲料、繊維・衣類、電
機・電子機器

食品、雑貨、製造加工業
経営戦略、マーケティング戦略、マッチング、プレ
スリリース、SNS

経営士

3 岩本　大輔 限定なし

事業承継（一般承継・Ｍ＆Ａ支援）、新規事業開発
支援、創業支援（創業計画・資金調達）
事業再生コンサルティング（組織人財、営業マーケ
ティング、財務面等）
経営理念、ビジョン、経営戦略、中長期経営計画、
経営革新計画等の策定支援
各種補助金・助成金の申請支援、書類作成補助

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

4 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

5 梅澤　秀樹 限定なし、金融
経営理念策定、経営戦略・経営計画策定、
資金調達、事業再生、経営改善支援等

中小企業診断士、宅地建物取引主任者、社会保
険労務士資格試験合格、行政書士資格試験合
格、第１種証券外務員

6 榎並　忠樹 限定なし 事業承継、補助金申請、計画作成、ＢＣＰ
中小企業診断士、社会保険労務士（資格者）、
宅地建物取引主任者試験合格、事業承継・Ｍ＆
Ａシニアエキスパート

7 大石　新市
農林水産、食品・飲料、電機・
電子機器、情報・通信、建設、
機械、小売、飲食

国の補助事業の分析、情報提供、国への要望等の伝
達、政策提言、補助事業の申請から実績報告までの
助言
異業種のマッチング、産官学の連携構築、大企業と
中小企業の双方の得意分野のマッチング
地域と関係官庁記者クラブ及び全国紙の記者へのプ
レスリリース
商標登録と実用新案、特許出願の助言
地域資源を活用した新商品開発の助言
広報（アナログとデジタルの併用）
水産業のスマート化、水産養殖の国産認証ＡＳＣ
ＭＥＬ

食農連携コーディネーター

8 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

製造業、商業・サービス業、建設業

技術士（機械部門）、中小企業診断士、労働安
全コンサルタント、エネルギー管理士、騒音関
係公害防止管理者、ISO9001/14001主任審査
員、OHSMS18001審査員

9 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

中小企業診断士

10 岡見　育利

機械、農林水産、建設、住宅関
連、食品・飲料、鉄鋼・金属、
電機・電子機器、その他製造、
小売、不動産、飲食、運輸・倉
庫、医療サービス

経営戦略、事業計画、マーケティング（商品企画、
販路開拓）、人材育成、ＴＱＭ、人事労務管理、賃
金給与制度、内部統制、事業承継
製造業、物流倉庫業、運輸業、土木建設業、リース
レンタル業、自動車整備販売業、電気通信業

中小企業診断士

11 岡本　顕一 限定なし

経営企画･戦略立案、海外展開・国際化、情報化・
IT活用、販売・マーケティング、物流管理等、統括
型マーケティング(事業戦略、コミュニケーション
戦略）、経営改善計画
【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】

日本フードコーディネーター、日本フードアナ
リスト

12 岡本　正雄 限定なし
税務申告サービス、経営改善計画策定支援、経理業
務合理化支援、資金調達支援(キャッシュフロー）

税理士、ターンアラウンドマネージャー、事業
承継マネージャー、ＡＰＦ・ＦＰ技能士２級

13 香川　貴子 限定なし

経営戦略、中長期経営計画、ビジネスモデル構築支
援、マーケティング市場開拓、商品・サービス開発
支援、販売促進・営業強化支援、新事業、事業再
生、創業支援、改善・効率化、マネジメント管理支
援、人材育成、技能承継、経営規範策定、経営品質
向上支援

中小企業診断士
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14 香川　哲 農林水産 水産業（漁業と養殖） 博士（学術）、簿記３級、水産業普及指導員

15 香川　深雪
住宅関連、飲食・飲料、卸売、
小売、飲食

インテリアコーディネート（建築）、小売り（仕入
等アドバイス）、フードコーディネート（メニュー
作成　イベント　試作　撮影）

インテリアコーディネーター、福祉住環境コー
ディネーター、消費生活コンサルタント、照明
コンサルタント、フードコーディネーター

16 笠居　昭司 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､宅地建物取引士､特定社
会保険労務士公認不動産コンサルティングマス
ター､管理業務主任者

17 片柳　裕次

飲食、農林水産、食品・飲料、
卸売、小売、ホテル・旅館、国
際取引（海外進出）、その他業
界

食全般（食に関することの総合的分野）
飲食業界（店舗管理、商品開発、和全般、教育、FC
化、プロデュース、物件開発）
経営分野（新規事業、新規ブランド開発、仕組化、
組織化、収益化）
地域活性化（地域おこし、農業漁業者支援）
海外事業（進出支援、物件開発、販路開拓）

調理師免許、食品衛生責任者、フードアナリス
ト、食育コーディネーター

18 加藤　俊作
食品・飲料、化学、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・廃棄物処理技術の開発及び管
理
海洋資源化学：海水溶存資源回収、汚染物質の除
去、吸着材（活性炭等）
高圧化学応用：水熱・超臨界を用いた化学反応応用
マイクロ波応用技術：吸着材、触媒及びナノ粒子の
製造、農産物の乾燥・加工

工学博士（東京大学）､技術士（水道）､水質関
係第１種公害防止管理者、大気関係第１種公害
防止管理者

19 亀山　初美
農林水産、食品・飲料、小売、
飲食、その他サービス

農業分野における法人化のサポート並びに伴走型支
援継続、中小企業における新商品開発、販売戦略並
びに経営に対する支援、全国における生産者・中小
企業者をつなげるプラットホーム的サポート

フードアナリスト（JFAAC認定）、JGAP指導
員、食の6次産業化プロデューサー（レベル
4）、食農連携コーディネーター、2級キャリ
ア・コンサルタント技能士、HACCP伝道師、調
理師

20 河内　正則 食品・飲料、卸売、小売、農林水産、医薬・化粧品、飲食、ホテル・旅館、医療サービス

ものづくり補助金申請支援（飲食品製造、紙加工、
繊維製造、飲食サービス業）
ISO9001認証取得支援（プラスチック製造、機械製
造、石灰・コンクリート製造、測量工事業）

品質マネジメントシステム審査員補

21 川上　実
建設、住宅、食品・飲料、繊
維・衣類、電機・電子、卸売、
小売等

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

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

22 國村　年 限定なし
事業承継、Ｍ＆Ａ・組織再編、贈与・相
続、棚卸

公認会計士、税理士、日本政策金融公庫農業経
営アドバイザー試験合格者

23 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

24 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

25 倉田　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・美容的視点を生かした､企業と地域資
源との連携メニューの開発指導【ブランド戦略】

医師､温泉療法医､日本旅行医学会認定医

26 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、その他サービス

特許･実用新案・意匠・商標・著作権等の知的財産
営業秘密、不正競争防止法、ライセンス契約

一級知的財産管理技能士（特許専門業務）、ビ
ジネス著作権検定上級、ビジネス・キャリア国
際業務中級（知的財産管理）

27 小池　よう子
農林水産、食品･飲料、印刷・
出版、小売、飲食、ホテル・旅
館

食品産業、農産物加工、出版関連、マスコミ
食生活アドバイザー3級、食の6次産業化プロ
デューサー（レベル3）、食品衛生責任者

28 小竹　由浩
住宅関連、国際取引（東南アジ
ア方面、特にタイ）、その他製
造業

中小企業の海外支援業務（テストマーケティング、
ＦＳ調査等）

木材接着士（平成７年　社団法人　日本木材加
工技術協会）
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29 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

30 座間　安紀夫

化学、情報・通信、国際取引、
住宅、繊維・衣類、医薬・化粧
品、機械、鉄鋼・金属、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

31 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

32 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

33 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

34 竹内　哲也
農林水産、食品・飲料、その他
製造、小売、飲食、ホテル･旅
館他

インターネットを活用した集客・マーケティング・
通信販売の仕組作り支援、地域特産品や地域技術を
活かした商品開発
【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

35 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、冷凍食品、特保

香川短期大学　教授

36 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

37 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、建設業
ＢＰＲによる経営革新計画策定支援、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、事業承継支援

中小企業診断士、ISO14001審査員補、
ＩＴコーディネータ、認定事業再生士（ＣＴ
Ｐ）

38 豊田　浩伸 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】

39 仲田　文猛

建設、住宅関連、食品・飲料、
繊維・衣類、化学、医薬・化粧
品、鉄鋼・金属、機械、電機・
電子、印刷・出版、その他製
造、運輸・倉庫、その他サービ
ス

ものづくりの生産・製造技術である品質、生産性改
善、人財育成（５Ｓ、多能工育成）組立、鋳造、機
械加工、樹脂成型、食料品、繊維、木工所等
事業計画の作成、運営
英語、中国語での指導

自動車整備士ガソリンエンジン３級、ＴＰＭカ
レッジ管理者コース、産業用ロボット教示・検
査（マツダ）、日本語インストラクター（長
安・Ｆｏｒｄ・マツダ）ＩＳＯ内部品質監査
リーダー（マツダ）、ＩＳＯ内部環境監査員

40 中西　勉
食品・飲料、化学、医薬・化粧
品、その他製造等

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

41 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、Ｗｅｂマーケ
ティング、セキュリティ、業務効率化

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

42 中野　裕介

機械、情報・通信、電機・電子
機器、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
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43 永野　利枝 建設業界 建築 一級建築士、建築積算士

44 西岡　昭彦 限定なし

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

中小企業診断士、１級販売士、ＩＳＯ審査員、
ＪＧＡＰ審査員、技術士（経営工学）、品質管
理（ＱＣ）検定１級、ＩＴコーディネータ

45 日野　潤 農林水産
新規就農・就業者への技術指導や農地取得、助
成事業、制度資金の活用支援

改良普及員（農業）資格取得　昭和52年
普及指導員資格取得　平成16年

46 平田　裕史 限定なし
事業承継支援、生活設計プランニング策定、各種補
助金の情報提供、申請支援、書類作成補助

１級ファイナンシャル・プランニング技能士

47 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

48 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

49 細谷　佳史 製造業､小売､飲食､サービス

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イン【経営戦略、ビジ
ネスモデル、営業体制、ブランド戦略、インフラ／
ＩＣＴ、その他(店舗企画／デザイン全般／異業種
連携】

日本ＣＦＯ協会会員､リスクマネージメント協
会日本ＲＩＭＳ支部会員､ガーゾンレーマング
ループカウンシルメンバー

50 松尾　隆志 限定なし
経営理念、ビジョン、経営戦略、中期経営計画等の
策定支援、経営管理、事業再生コンサルティング
（組織・人事、営業・マーケティング、財務）

中小企業診断士

51 三木　相煥
窯業・土石、化学、電機・電子
機器業界、鉄鋼・金属、機械、
その他製造、その他サービス

経営全般、営業・マーケティング戦略、技術革新、
品質改善、生産性向上（利益向上、コストダウン、
歩留まり改善等）、品質保証・品質管理、商品開
発、生産管理、商品開発、生産管理、人材育成、
リーダーシップ

52 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

53 宮本　光博

農林水産、窯業・土石、建設、
食品・飲料、繊維・衣類、医
薬・化粧品、印刷・出版、その
他製造、小売、飲食、ホテル・
旅館、医療サービス、その他
サービス、住宅関連、卸売、不
動産

マーケティング領域及びスタートアップ領域での売
上拡大の支援、価値観の導き出し・目的設定・理念
構築（コーチングメソッド）、事業戦略立案、商品
開発、事業計画、広告広報ＳＰクリエイティブディ
レクション、ＷＥＢ ＬＰ、ＳＮＳ戦略、オウンド
制作、映像制作、イベント企画制作運営、クラウド
ファンディング

経営士、プロフェッショナルコーチ、クラウド
ファンディング検定認定講師

54 宮本　吉朗 限定なし
経営全般､マーケティング、経営戦略、経営管理、
ＩＴ化企画

中小企業診断士、ＩＴコーディネーター、ＭＢ
Ａ

55 村尾　俊二
食品・飲料、小売、建設、印
刷・出版、卸売、飲食、ホテ
ル・旅館、その他サービス

製造、卸・小売り、サービス業等に関するあらゆる
経営相談、経営管理、経営計画、経営革新計画、資
金調達、財務分析、マーケティング、新商品開発、
広報戦略

中小企業診断士

56 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

57 森　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）

58 森　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
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59 山岸　祥治 限定なし

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（企業連携による新規事業開発、共同店舗
の運営、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）
中小企業のM&A譲渡企業支援（ビルメンテ業、意向
表明からクロージングまでの支援）
小規模企業の働き方改革の推進支援（社労士と連携
した法的対応、モチベーション管理、生産性向上）

中小企業診断士、中小企業組合士、ＳＣ経営士

60 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 司法書士､簡易裁判所訴訟代理権認定


