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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－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

2 新井　庸支 限定なし

マーケティング全般
ブランディング、PR全般、プレスリリースの書き
方、メディアへのアプローチの仕方、TV番組や雑
誌のリレーション、SNS運用、インフルエンサー
活用、商品開発、クラウドファンディング、EC運
用、amazonなど販売サイトの選択と運用、販路開
拓、ウェブサイト制作コンサル、TVCM、動画、グ
ラフィックデザイン、パッケージデザイン、POP
デザインへの適切な助言、マーケティング予算の
適正化、広告メディアプラン作成、広告広報効果
測定、市場調査・消費者調査など各種リサーチ

3 磯島　治之 限定なし、農林水産業界

経営状況の把握、財務・資金相談、税金の申
告や相続、経営課題の分析、法人化、６次産
業化、後継者育成、経営再生、2022年問題関
連、帳簿のつけ方、経理　等

税理士、農業経営アドバイザー、経営革新等認
定支援機関

4 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、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、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

7 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

8 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、印刷・出版、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

9 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

10 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

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 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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13 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

14 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

15 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

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

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

17 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

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

20 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

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、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、秘密保持契約
（NDA）、ライセンス契約等の各種契約

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）

22 小竹　由浩
住宅関連、鉄鋼・金属、卸売、
国際取引（輸出及び輸入）

中小企業製品の海外向け販売
木材接着士（平成７年　社団法人　日本木材加
工技術協会）

23 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

24 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、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

25 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

26 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
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27 関戸　絵理香

国際取引（中国、東南アジアほ
か）、農林水産、食品・飲料、
繊維・衣類、医薬・化粧品、機
械、電機・電子機器、その他製
造、卸売、小売、その他サービ
ス

国際取引（輸出入に関する法規制、海外販路
開拓・マーケティング、事業計画策定、貿易
実務）、デジタルマーケティング（Web・オ
ンラインツールを活用した販売促進・広告宣
伝、ホームページ・ECサイトの構築・運
用）、外国人材活用・育成支援、日本語教育

修士（学術）、日本語教員養成課程修了、職業
紹介責任者

28 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

29 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

30 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　名誉教授

31 多田　やす子
食品・飲料、小売、飲食、ホテ
ル・旅館、その他サービス

経営課題の抽出及び課題に応じた解決策の提
案、集客・広報戦略の一環とした商品開発、
企業PR・コンセプト設定等

中小企業診断士

32 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

33 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（CTP）

34 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】

35 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

36 永野　利枝 建設業界 建築 一級建築士、建築積算士

37 浪花　秀人
農林水産、食品・飲料、小売、
飲食、ホテル・旅館、医療サー
ビス

食品事業者に対する衛生管理全般支援（工場の衛
生管理、店舗の衛生管理、従業員衛生教育、
HACCPの導入及び認証取得、JFS-B規格の導入及び
認証取得、ISO22000の導入及び認証取得、工場建
設時の施設・設備レイアウト構築等）
6次産業化等における農産物生産段階における
JGAP導入及び認証取得支援

HACCP普及指導員、JGAP指導員

38 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

39 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

40 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

41 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
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42 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

43 松浦　周子

印刷・出版、小売、飲食、医療
サービス、その他サービス、農
林水産、住宅関連、食品・飲
料、繊維・衣類、その他製造、
金融、不動産、ホテル・旅館、
運輸・倉庫、情報・通信

IT活用（情報発信）：各種SNSやホームペー
ジ、ネットショップの構築と連携
IT活用（内部管理）：デジタルツールやアプ
リを使ったデザインとデータ管理
広報戦略：企業や商品のブランディングと
VMD
商品開発：商品のプロデュースとパッケージ
デザイン
各種デザイン：CI計画によるトータルコー
ディネートデザイン

中学校教諭二種免許（美術）、学芸員、高等学
校教諭専修免許（工芸）、美術教育学修士
文部科学省認定１級色彩コーディネーター、東
京商工会議所１級カラーコーディネーター「商
品色彩」「ファッション色彩」「環境色彩」、
全国美術デザイン教育振興会１級色彩士、
（社）日本パーソナルカラリスト協会１級パー
ソナルカラリスト
東京商工会議所福祉住環境コーディネーター、
厚生労働省認可放課後児童支援員（岡山県・広
島県）

44 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

45 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

46 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

47 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

48 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

49 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）

50 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
上等）

中小企業診断士、中小企業組合士、SC経営士

51 山口　隆久

食品・飲料、繊維・衣類、化
学、鉄鋼・金属、機械、電機・
電子機器、印刷・出版、その他
製造、卸売、小売、飲食、医
薬・化粧品、ホテル・旅館、運
輸・倉庫、医療サービス、その
他サービス

業種：製造業、卸売業、小売業、飲食業サービス
業、教育学習支援業　等
業務：①経営全般…経営戦略策定、中期計画・事
業計画策定、経営改革、業務改革等
②人事・労務・組織…人事制度設計、人事・労務
政策、人材育成、風土改革等
③商品・販売・マーケティング…
(商品企画・開発)新製品企画・開発プロジェク
ト、市場調査、市場導入、試作品製作、量産体制
構築
(チャネル政策)チャネル選定、新チャネル開拓、
チャネル別販売推進、チャネル管理等
(プロモーション)販売促進策企画・展開、広告・
宣伝策企画・実施等

中小企業診断士、販売士１級、認定経営革新等
支援機関



　　5 / 5ページ令和４年度専門家登録者一覧（令和４年４月１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

52 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

53 吉澤　尚 限定なし

事業再生（会社分割、事業譲渡M&Aによる場合を含
む）、事業承継
知的財産（各種ライセンス契約、共同研究開発契約、
OEM契約、職務発明規定等各種社内規定、侵害対応）
コーポレートガバナンス（内部統制他社内体制整備、
会社法、金融商品取引法対応）
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、薬事法、宅建業など業務規制
個人情報保護、営業秘密等（特許法の先使用権対応を
含む）情報リスクマネジメント

弁護士、弁理士、知的財産管理技能士、情報処
理技術者（試験区分IP・FE・AP・SC）、IPOプロ
フェッショナル、個人情報保護士、企業情報管
理士、ビジネス著作権検定上級、英検準１級、
公認不正検査士


