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【経営全般】
氏名

生年 住所地

ｻ ﾄ ｳ

ﾖｼﾄﾓ

ｺ ﾑ ﾛ

ﾋﾃﾞﾕｷ

佐藤 善友

小室 秀幸

1957

電話

専門分野・経歴等
*中小企業約1000社に対し経営戦略立案、BSC（バランススコア
カード）を活用した戦略構築指導、ITを活用した情報システム構築等
018有限会社ジー・エ *BSCや経営革新、ビジネスプラン作成等に関する多数の講演・講
秋田市
896-7429 フ・シー
師

01821963 横手市
32-1480

所属等

指導実績
*経営戦略・経営計画の立案指導、多店舗化、M&A等の経営革新・
改善に関する指導、生産管理システム等の構築指導、生産現場に
おけるレイアウト・作業方法の改善指導、売上拡大・収益拡大、業
務効率化の指導 等

所有資格等
中小企業診断士
ＩＴコーディネータ・インストラクター
経営品質協議会認定セルフアセッサー
ISMS審査員補

・中小企業400社以上に対して、経営戦略、マーケティング、ビジネ *秋田県内の自動車販売業、ホテル業における経営計画策定支
経営革新等支援期間、事業承継士、
スモデル、ビジネスプラン作成、経営改善、事業承継等の助言を実 援。食品製造業における事業承継支援。飲食業における新規事業 販売士１級、シニアＩＭ（インキュベー

株式会社小室経 施。また、各種講演や起業家育成支援を行い商工団体や市町村、 展開支援。酒造業における経営改善支援。岩手県の小売業におけ ション・マネジャー）、中小企業診断士1
営コンサルタント 経済団体が主催するセミナー講師として活動。H26.6～R1.5まで秋 る販売促進とマーケティング支援。
次合格
田県よろず支援拠点チーフコーディネーター。

ﾄ ｷ

ﾃﾂﾛｳ

土岐 徹朗

1959

１．創業・経営改善計画・新事業計画・再生計画の支援
１．経営支援の相談・セミナー対応
２．体質改善推進 ５Ｓの推進、社員の自育促進、財務体質改善促 ２．５S・自育・会計改善の相談・セミナー対応
019土岐経営支援事 進
３．農業・福祉施設向け経営相談・セミナー対応
岩手県
661-8085 務所
３．農業・福祉分野における経営改善促進の支援

中小企業診断士（鉱工業部門）

*ホテル旅館業界を専門に、販売促進や設備投資を主な業務とする 秋田県の宿泊業（日帰り入浴施設などの実績が多い）の経営指導、 中小企業診断士
会社に20年在籍。
販促・サービス指導、事業再生計画作成指導。長野・千葉・埼玉県

ﾊｾｶﾞﾜ

ﾀｹｼ

長谷川 猛

ｽｷﾞﾀﾃ

ﾄｼﾋｺ

杉舘 俊彦

ｽｽﾞｷ

ﾀﾀﾞﾋﾛ

鈴木 忠宏

ｻ ｾ

ﾐﾁﾉﾘ

佐瀬 道則

047株式会社業態開 *経営戦略の視点からの設備投資や、現場を知り尽くした上でのき の宿泊施設の経営指導や設備投資指導。東京都荒川区(融資相談
1948 千葉県
347-8194 発研究所
め細かな運営支援・販売促進支援が出来る。
員)で創業の指導多数。

各種補助金の申請。製造工程の改革（情報システムの導入支援）。 システムハウスにおける原価管理基準構築支援。農業資材販売業 ITコーディネータ、上級システムアドミ
企業経営戦略の構築。マーケティング戦略の構築（Web戦略を含
におけるシステムリプレース支援。製材業における工程管理指導と ニストレータ、消費生活アドバイザー、
018-866- 経営情報管理研 む）。IT導入支援（システム導入+人材育成）
コンピュータ活用支援。建設業におけるグループウェア支援。経営 環境カウンセラー、公害防止管理者
1952 秋田市
4577
究所
革新計画の作成支援。ものづくり補助金申請支援 等。
（水質一種）、作業環境測定士

0901957 岩手県 89271067

1955 秋田市

有限会社KSI

・専門分野：経営戦略全般、ブランド化戦略、販路開拓、広報宣伝
戦略。CIデザイン、大規模スポーツ事業(プロ野球、スキー、ゴル
フ)、ホテル事業計画、各種商品開発等
所属：実践経営学会、日本マネジメント学会

３０余年の銀行勤務を経て独立。県内企業の「経営戦略構築」「農 県内外企業の経営革新、経営改善、中長期計画の策定等を数多く 中小企業診断士
商工連携」「企業再生・経営改善」「まちづくり・商店街活性化」「マー 支援。農商工連携、、まちづくり、商店街活性化など地域活性化関
ケティング全般」「創業支援」等、多くの企業の支援に当たってきた。 係業務や自治体の各種委員等を歴任。これら全般に関する講演、
セミナー講師や大学での講師実績を有しております。

018834-3037

・事業継続(BCP)構築支援
ｱ ﾍ ﾞ

ﾉ ﾘ ｵ

阿部 憲夫

ﾊｾｶﾞﾜ

ｱｷﾗ

長谷川 晃

・支援機関(福島県、宮城県、山形県)職員向け事業承継支援セミ
ＩＴコーディネーター
ナー講師
経営士
・中小機構東北本部、商工会議所(酒田)、団体中央会(福島県)BCP (ISO9001審査員
普及・対策セミナー講師
・秋田県(卸業、運送業)企業の経営幹部の人材育成指導

合同会社阿部マ ・事業承継(代替わり)の支援
0243-441966 福島県
ネジメントオフィ ・ISOマネジメントシステムの構築
4649
・改善支援経営幹部の能力向上セミナーの実施
ス

1955 秋田市

018-853- エンカレッジコン
0778
サルティング

090ｺｸﾌﾞﾝ
ﾐ ｷ ﾋｻ
1951
福島県
3125国分 三記久
2646

秋田県のゴルフ場や飲食店における集客戦略指導。岩手県の食品
会社・ＩＴ企業における販路開拓、縫製工場のブランド戦略。他、支
援企業実績約250社、講演セミナー講師実績多数。

・平成23年に秋田銀行を退職し、アーセプトコンサルティング株式会
社取締役に就任。同社取締役を兼任しながら、令和元年8月秋田市
土崎にエンカレッジコンサルティングを設立。地元秋田の中小企業
に特化した経営コンサルティング活動を行っている。

*中小企業診断士として約80先の企業・団体の支援実績がある。業
種としては、各種製造業、卸・小売業、宿泊業、介護サービス業、農
業法人、協同組合、第3セクター、ＮＰＯ法人と広範囲にわたってい
る。

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
事業再生士補

主に東北地方の民間企業における個別コンサルティング、経営指

・福島県における経営改善支援
・福島県における事業継承支援（自動車整備業、建設業、他）
・宮城県、青森県における405事業支援（工芸品製作会社、ソフト
ウェア製作、飲食チェーン、印刷製本業、他）

中小企業診断士

有限会社エム・ケ 導を中心に活動。業種は製造、建設、卸、小売り、サービスと多岐
に渡る。
イ・コーポレー
案件内容としては、企業再生、経営計画策定支援、経営承継支援
ション
が多い。
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【経営全般】
氏名

生年 住所地

電話

所属等

03-6806ｵ ｵ ｸ ﾎ ﾞ ﾕｳｼﾞ
有限会社マルコ
大久保 雄司 1966 東京都 4320

ｺﾞｶﾝ

ｶｽﾞｺ

後閑 和子

ｻｲﾄｳ

ｹﾝ

ﾌ ﾙｷ

ｻﾄｼ

斎藤 健

03-33031948 東京都
THE NEXT
8570

専門分野・経歴等
指導実績
*公的介護保険制度における事業に関するコンサルタントを専門と *秋田県内の介護事業者において、入居率50％であったところ、
しています。得意分野は業績不振の老人ホームを売り上げを向上さ 数ヶ月で90％まで向上させることに成功しました。
せることです。また老人ホーム新築時に、最適な設計図を作成する
為の助言です。介護事業のIT化により他社との差別化を果たしま
す。

所有資格等
東京都介護支援専門員
CompTＩA Server+

*経営理念・経営ビジョン・経営戦略・アクションプラン作成支援
*マーケティング・店舗診断（店舗の各機能の改善提案）
*人材育成（階層別研修・CS研修・接客サービス研修など）
*商店街支援

中小企業診断士
一般販売士
ターンアラウンドマネージャー
キャリアコンサルタント

＊秋田県内の介護施設で、経営理念・経営ビジョン・経営戦略・人
材育成・対応マニュアル策定支援等
＊秋田県タクシー協会で経営者セミナーの実施
＊都内でホテルの人材育成（管理者育成）マニュアル作成支援

*１)マーケティング戦略策定(顧客・商品・事業の観点から) ２)海外 ＊秋田県の金属加工業における経営指導
展開支援(輸出入、海外合弁事業など) ３)経営計画・資金繰り計画 １．経営戦略構築 ２．生産性向上
の策定 ４)業務効率化・製造現場などの改善 ５)人材活用、組織 ３．事業承継 ４．その他(新規設備導入支援など)
活性化 ６)融資・補助金等の助言 ７)経営革新計画の認定取得支
援 ８)法律相談(弁護士等の紹介)

0901949 東京都 24380018

中小企業診断士

銀行に32年間勤務の後、現在は銀行系列のフィデア総合研究所に ＊中小企業、個人事業主等からの経営全般にわたる相談に対応。 中小企業診断士

古木 智

ｶ ﾄ ｳ

ﾋﾄｼ

加藤 仁

秋田不動産サー 勤務。銀行在職中も含め約30年間、相談業務に従事。この間、中小
018-874- ビス株式会社
企業、個人事業主等からの経営相談に幅広く対応してきている。
1952 秋田市
8653
ほっくんキッズハ
ウス
0901951 秋田市 76674743

*秋田県産業技術センターを経てあきた企業活性化センターへ出
向、秋田県内中小企業等の技術支援を行い2011年秋田県を退職・
Plan Support (プ 中小企業基盤整備機構 専門家登録・東北農政局 ６次産業化プラ
ランサポート）
ンナー・東北地方整備局 アスファルト混合物事前審査調査員
・「知的資産経営(知恵の経営)」の専門家。「知的資産」とは、経営

ﾖ ｺ ﾀ

ﾄｵﾙ

横田 透

ﾏﾂｳﾗ

ﾀﾀﾞｵ

松浦 忠雄

つくば未来経営 理念、技術・ノウハウ、人材、組織力、ネットワーク等の見えざる資
0297-571973 茨城県
コンサルティング 産を指し、これらを資産として活用し、経営革新、事業承継等の課
1328
題解決を図る。
事務所

1952 秋田市

018-839- 株式会社エム・
4136
シー・オー

ｶ ﾄ ｳ

ﾕｳｷ

ﾓ ﾘ ﾉ

ﾋﾛｼ

森野 浩

ｻ ﾄ ｳ

ｼｹﾞｷ

佐藤 茂樹

株式会社 せた キャラクター）。音響、楽器、映像、イベント制作業。著作権。
03-67511962 東京都
がや経営コンサ 大手企業にてＳＥを経験後、音楽プロデューサー25年。
0121
ルティング
0901977 秋田市 27930836

1969 横手市

0182-336506

株式会社イノ
ベーション

＊公的支援機関や金融機関が実施した、事業承継支援事業の責 中小企業診断士
任者として、製造業、建設業、飲食業、サービス業、様々な業種業 経営革新等認定支援機関
態の企業へ対し、事業承継計画書の策定、後継者教育等のノウハ
ウを駆使しながら課題を解決。

・小売業に約21年間勤務、店舗運営、バイヤー、スーパーバイザー ＊秋田県内の文具書籍店、スーパーの経営改善指導。東北地域の
等を担当。その後、大手商業施設開発デベロッパーに転職しショッ 水産加工製造業、スーパー、ホームセンターの経営改善、新商品開
ピングセンターの開発・運営等に従事。2006年より約9年間中小機 発、販路拡大、店舗運営等指導。商店街の個店経営改善。
構で経営支援アドバイザー等を務める。得意分野は商業・流通分
野。
・コンテンツ／クリエイティブ産業（音楽・アニメ・映画・書籍・ゲーム

加藤 雄紀

*建設業の農業分野への新分野進出支援
電子部品製造業のクリーンルームを活用した新分野進出支援
建設業の発酵熱を利用した新しい暖房システムによる新分野進出
支援
食品製造業の新商品開発による経営体質強化支援

創業支援、販路開拓支援、各種補助金の申請支援・審査など国の 中小企業診断士
支援施策の推進業務。音響・楽器製品製造業の販路開拓支援。ブ １級知的財産管理技能士（コンテンツ
ライダル映像制作企業における成長戦略策定支援。作曲家・作詞 専門業務）
家の著作権相談。

医療・福祉に特化した経営のアドバイスを行います。新規の立ち上
げや人件費の削減、有効的な人員配置、売上の向上、介護保険法
の改正に対する対策、職員教育等、福祉分野に特化した総合的経
営支援を行います。

通所介護、訪問介護、短期入所生活介護、居宅介護支援、サ高
住、有料老人ホーム、認知症対応型生活介護、小規模多機能等に
おいて、職員の指導や管理者の育成、経営改善、利用者確保、コス
ト削減、介護職員処遇改善加算取得に向けた就業規則の見直し、
人材確保、労務管理、権利擁護等を実施。

・中長期経営計画及び事業計画の策定実践指導。管理会計分析に
よる経営改善計画の策定、現場改善の実施指導。新規商品開発計
画の策定、開発推進管理、マーケティング・販路開拓、HP活用。新
規事業計画策定、資金調達、事業運営改善管理。

秋田県の製造業における新商品開発の実践指導及び新事業部門 (社)日本経営士会経営士、日商簿記３
(飲食業)立上とその後の実践指導。運送業における管理計数改善 級、高等学校教諭一種免許（社会・商
によるコスト削減。資材販売業における販売管理システム開発・導 業）、中学校教諭一種免許（社会）
入。東京都のシステム開発会社における販売管理システム開発・導
入。

2

社会福祉士、社会福祉主事、介護支
援専門員、児童福祉士、職業紹介責
任者講習修了、ホームヘルパー2級養
成講座終了

【経営全般】
氏名
ﾔﾏﾉｳﾁ ｶｽﾞ ﾋ ｻ

山内 一永

ｽ ﾐ ﾀ

ｱｷﾗ

住田 章

ｶ ﾂ ﾐ

ﾏ ｻ ﾄ

ｵｵｲﾜ

ﾖｼﾋﾛ

勝見 正人

大岩 佳弘

ｷｷｮｳ

ﾐ ｷ

桔梗 美紀

ﾀｲﾗﾌﾞﾈ

ﾔ ｽ ﾐ

平船 安美

ﾋﾜﾀｼ

ｼﾉﾌﾞ

樋渡 忍

ｸﾄﾞｳ

ﾐﾉﾙ

工藤 実

ﾀｹｳﾁ

ｹﾝｼﾞ

竹内 健二

ﾌｼﾞｻｷ

ﾏﾅﾌﾞ

藤﨑 學

生年 住所地

1968 東京都

電話

所属等

03-5302- 中野坂上行政書
8944
士事務所

043-237- えにしコンサル
1949 千葉県
8523
ティング

海事代理士・行
由利本 0184-221970
政書士 かつみ
荘市 6306
事務所

専門分野・経歴等
指導実績
*経営、起業支援、高齢者介護・障がい者支援事務所の開設・運営 ＊東北、関東、九州地域で高齢者介護、障がい者支援事務所等の 行政書士
の支援、コンサルティング、セミナー講師
開設、運営の支援

・大手航空会社にて38年間勤務し、その間主として人事・総務部
門、営業管理部門を担当してきました。その経歴並びに中小企業診
断士としての経験から、専門分野は「経営戦略全般」「人事・組織・
労務」「マーケティング・営業管理など販路開拓・販売促進などの部
門」です。

＊埼玉県の設備建設業における経営理念策定、組織設計、賃金体
系見直し、従業員の動機付指導、埼玉県のビルメンテナンス業にお
ける管理職教育、千葉県の機械製造業における経営理念策定、島
根県の鐡工業における多角化戦略の新製品開発、販路拡大の指
導 等

所有資格等

中小企業診断士、認定経営革新等支
援機関、事業承継士、事業承継ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰ、事業承継ﾏｽﾀｰ、健康経営ｴｷｽ
ﾊﾟｰﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、農業経営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
試験合格者

・行政書士として、個人及び中小企業の法務を支援してきました。経 ＊県内企業のものづくり補助金における事業計画書作成支援等の 宅地建物取引主任者、行政書士、海
営法務の可視化により企業の基盤を強化して、地域経済の活性化 実績を有する
事代理士、管理業務主任者、エグゼク
を応援しています。
ティブコーチ

専門分野：飲食業、宿泊業における経営改善、事業計画作成、業態 ・中小機構福島県相双復興官民合同チームにて120者程度支援、・ 中小企業診断士 一般旅行業務取扱
中小機構北海道本部経営ADに36社相談支援業務、・ミラサポ専門 主任者
家派遣24回、・北海道商工会伴奏型支援事業21回、北海道中小企
業総合支援センター伴奏型支援24回、・北海道信用保証協会専門
家派遣24回。

ﾌｧﾍﾞﾝｼｰ・ﾋﾞｼﾞﾈ 開発、新商品開発及び地域活性化、観光業全般支援。
0138-831957 北海道
ｽ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株
8487
式会社

株式会社ジョイ
ヤ

①6次産業化、産学・農商工・農福・農泊連携、グリーンツーリズム、
食育事業 ②レシピ・商品開発、マーケティング、販売戦略、人材育
成、ブランド化 ③農村、まちづくり計画、地域コミュニティ、高齢・障
がい者雇用、市民協働

＊東北地域、九州地域において農林水産品生産・加工事業者、福
祉事業者等において専門分野における指導実績がある。また、食
育や高齢者、障がい者雇用と農福連携など、社会福祉における起
業、事業計画、事業構想等に関する指導実績を有する。

経営士・環境経営士、経営支援アドバ
イザー、GGAP、JGAP、AGAP指導員、
食プロレベル4、グリーンツーリズム
コーディネーター、インストラクター、健
康・食育シニアマスター

022-226- 建設経営アドバ
1947 宮城県
3514
イス

・建設工事管理技術者歴20年、経営管理者歴5年。東京の建設専
門経営コンサルタントで経営指導歴歴15年。 赤字に苦しむ会社の
経営分析から経営改善計画（営業・原価管理）を作成し、経営者の
問題解決に寄り添ったアドバイス。先ず黒字化を実現させる指導。

＊秋田、山形、岩手、宮城、山形で、各県中小企業振興公社、金融
機関の要請を得て経営改善計画（営業・原価管理）策定、実務指導
を実施。長年赤字経営に苦しむ会社を黒字化に導き債務超過を解
消に導く。黒字経営5期連続達成中の企業2社

公益財団法人全日本能率連盟認定
マネジメント・コンサルタント、一級土木
施工管理技士、3級簿記検定、3級税
務検定

専門：原価管理によって黒字経営への改善、売上拡大。
経歴：建設業(土木・建築等)、)製造業(工業・食品等)の原価管理支
援による経営改善、売上拡大。農業の原価管理支援による経営改
善。飲食店・その他サービス業等の原価管理支援による経営改善、
売上拡大。

・県内建設業における原価管理支援と受注戦略支援。県内食品製 2級販売士
造業における売上拡大支援。県内飲食店における経営改善と売上 1級土木施工管理技士
拡大支援。県内金属加工業における原価管理支援。県内農業にお
ける原価管理支援。

*企業理念策定のアドバイスとコンサルテーション。仕事のやりがい
向上＆マネジメント力の教育研修。各種経営課題抽出→中期計画
策定→優先課題解決、一連の経営課題解決サポート。業務改善推
進や接客応対力向上のアドバイスとフォローアップ。飲食店舗開業
及びリニュアルに伴う人物金のトータルマネジメントサポート

*美容業等におけるマネジメント環境の整備とマネージャー育成の
支援。建築業等における人材の有効活用と組織作り及び働き方改
革の支援。飲食店等における開業支援や経営計画策定支援。プロ
スポーツエンターテイメント業等におけるおもてなし力向上支援等。

*人材教育コンサルティング、チームワーク向上、リーダーシップ向
上、コミュニケーション改善を専門とする。

＊首都圏及び県内企業において、経営者研修、管理職研修、新入
社員研修、職場改善指導、等の実績がある。

*マーケティング：①生産財マーケティング(商品企画、営業、販売促進)に15年従
事。②販路開拓・販売管理(小売・卸。サービス業の指導多数)③大学で非常勤講
師として12年講義
人事労務・総務：①人事評価・賃金体制構築(役割給・職能給の制度設計)。
②人材育成(管理者研修、人材アセスメント、問題解決、業務効率化、研修多数)に14
年間従事

東京都のサニタリー商品企画開発会社のマーケティング、中期長期 中小企業診断士
計画策定、組織活性化の指導、東京都の知財関連サービス業の人 ＩＴコーディネータ
事制度・賃金体系の構築指導、千葉県の環境計量証明会社の業務 日商簿記検定2級
改善の指導、秋田県のOA機器販売会社の中期経営戦略・経営計
画策定の指導、秋田県の蕎麦店の経営改善診断指導

0801965 宮城県 18395821

1975 湯沢市

0183-72- 樋渡サポート
8696
サービス

0901970 秋田市 11269570
0901973 五城目町 93854187
0901949 秋田市 12597659

JEGL’S

株式会社ラウン
ドテーブル

藤﨑ビジネスサ
ポートオフィス

3

ビジネス・プロセス革新エンジニア、秘
書技能検定2級、ビジネス実務マナー
検定2級、サービス技能検定2級・ビジ
ネスプロデューサー（東北活性化研究
センター）

【経営全般】
氏名
ｱ ﾍ ﾞ

ﾀﾞｲ

阿部 大

生年 住所地

電話

所属等

0701975 宮城県 4205-

老舗計画㈱

専門分野・経歴等
指導実績
所有資格等
・飲食店経営全般。開業支援、利益改善、接客指導、メニューづくり *秋田県居酒屋新規開業支援。秋田県肉バル新規開業支援。仙台 サケエキスパート取得
など多岐にわたる。
市飲食店新規開業支援。徳島県居酒屋利益改善支援。北海道焼き SSI認定きき酒師
肉店新規開業支援及びオープンサポート等。

7244
・各県に常駐し、コンサル実績があります。(青森県3年、岩手県3
年、秋田県3年)現在も北東北全域に支援で動いていますので、各

ｻｶﾓﾄ

ｺ ｳ ﾀ ﾞｲ

坂本 幸大

080ｼ ｵ ﾉ
ﾌ ｻ ｵ
塩野 富佐男 1963 東京都 32774943

ｳﾁﾑﾗ

ﾐﾂｱｷ

内村 光昭

ﾀｶｽｷﾞ

ﾀｸﾔ

髙杉 卓也

0901952 東京都 81728360

株式会社フォー
ライフコンサル
ティング

ｽｽﾞｷ

ﾕｳ ｽｹ

ｽ ｽﾞ ｷ

ｼｮｳｺ

鈴木 聖子

ｽｶﾞﾜﾗ

ﾋｻﾉﾘ

菅原 久典

・メーカーの食品原料の法人営業を経て、全国商工会連合会にて、 ＊東京都や静岡県、徳島県等において、業種を問わず、新規事業 中小企業診断士
小規模企業政策や創業・経営革新支援等を担当。現在は戦略や
計画策定支援、ＢＣＰ策定支援、就業規則等労務問題、顧客開拓支 社会保険労務士
マーケティング、事業承継、農商工連携、人事労務、BCP、起業支 援、事業承継支援等。
援など経営全般を支援。
・大手外食企業20年勤務(新規事業立上等)。東京青山にて飲食起 ・大阪外食企業経営指導。国内地方に於ける6次産業化指導(青
業25年目(経営継続中)。主に飲食に関わる事業立上、運営、商品 森、秋田、山口、長崎等)。秋田県における道の駅立上げ、運営指
導(主に飲食部門)。中華人民共和国6次産業化コンサルタント(江蘇
省、浙江省)

有限会社クリエイ 開発等プロデュース。地方に於ける6次産業化プロデュース。
トユウ

・創業、起業支援。会社設立支援(株式会社・合同会社・NPO等)。建 ・介護施設経営者に対するNPO法人や公益法人設立に関する指
行政書士、ファイナンシャルプランニン
導。美容院経営者に対して法人成りの指導。自動車整備工場経営 グ技能士２級(AFP)、二種証券外務員
者に確定拠出年金導入に関する指導。個人経営者に対して生命保
険の見直しによるキャッシュフロー改善。開業支援多数。

株式会社ダスト 設業の許可申請(新規・業種追加等)。建設業の変更届。建設業の
018-811- ボックス/FP行政 経営事項審査。補助金利用に関するアドバイス。
1977 秋田市
7102
書士事務所オ
フィスハル

0235-76- 株式会社プラン
ｻｲﾄｳ
ﾀ ｷ ｵ
齋藤 多喜夫 1946 山形県 1007
ニングメイサ

鈴木 悠介

＊【共同商品開発支援】
◆秋田県酒造業と岩手県酒造業による共同商品開発

018-827- 株式会社ＡＢＣオ 県の事業者の特性をふまえた支援や県をまたいだ業務提携や商品 ◆秋田県食品製造業と岩手県の飲食業による共同商品開発
1981 秋田市
3108
フィス 秋田支店 開発などの支援実績があります。

0901984 仙台市 94202347

株式会社funaku

・百貨店専属企画会社に勤務してマーケティング戦略チームの従事
経験と輸入ブランド店舗展開の市場調査、人材開発、経営管理に
経験がある。支援機関のアドバイザー事業を通じて、商店街店舗や
全国街づくり等の支援を行う。

・コンサルティング会社を設立し、支援機関のアドバイザー事業を通
じて、商店街店舗や全国街づくり等の支援実績がある。
・産業育成専門家として各地域の産地ブランドの技術支援の実績が
ある。

・都内事業会社にて、経営の各領域を横断する変革プランを企画、 ・宮城県の酒類卸業における次世代経営者の育成、体制構築支援
推進。
・東京都のふるさと納税事業における新規事業の企画立案支援
・(株)MAKOTOにて地銀と連携した ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｺﾐｭﾆﾃｨの形成をリー ・宮城県の通信事業におけるビジネスモデル再構築支援
ド。
・2020年1月(株)funakuを設立。ＭＢＡ。
東京女子大学卒業後、県内放送局に20余年、記者やディレクター、 県内企業等で社員の人材育成や能力開発に従事。働き方改革が 国家資格キャリアコンサルタント、
社長秘書として勤務。2020年に開業し、県内の企業・自治体で人材 進む中、社員のキャリアビジョンを描きイキイキ働けるような仕組み GCDF-JAPANキャリアカウンセラー、
産業カウンセラー、秘書技能検定1
級、サービス接遇検定1級、ビジネス
等で支援している。
電話検定実践級

018-833- キャリアプランあ 育成や能力開発、ビジネスマナー研修を行う。新人育成、中堅のモ づくり、個人の目標設定などを行い、離職防止も支援する。経験を
1970 秋田市
2131
きた
チベーションアップ、シニアの生産性向上、女性活躍の推進を研修 活かしたメディアトレーニングや接遇マナー研修も行う。
商品を作るところから売るところまでには多くの専門的な知見が必
要であり、2009年に設立したノリットジャポンでの経験により、その
018-874- ノリット・ジャポン 経験を蓄積して参りました。「商品PR」と「経営計画」が専門です。
1983 秋田市

7547

株式会社

・秋田県の食品製造に関するパッケージ資材及びデザインに関する
指導
・秋田県の菓子製造事業者の新商品開発及びﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝに関
する指導
・秋田県の食品メーカーの商談マニュアル作成に関する指導

販売アップ、収益改善、経営革新、経営改善、事業再生、マーケティ 生産機械製造、食品加工業、機械加工業、酒類製造、縫製業、鉄
ｲﾅﾊﾞ

ｼﾞｭﾝｲﾁ

サワダ

サトシ

稲葉 順一

0901954 大館市 58393950

経営士

稲葉経営コンサ ング戦略、財務会計、資金繰り、リスケ、事業転換、新事業、生産性 工業、飲食業、工事業、小売・卸業、宿泊観光、産廃業、自動車整 経営革新等認定支援機関
備業、不動産業、建設・土木業、運送業、歯科医、接骨院、水産加
ルティング・オフィ 向上、起業創業、補助金等
工業、学習塾など
ス
２８年間の経験を基に介護事業専門の経営コンサルティングおよび ・専門家機関相談実績（あきた企業活性化センター、秋田県信用保 ホームヘルパー２級・調理師免許・福

澤田 聡

一般社団法人
介護職員育成研修等を実施。介護に関わる専門知識や市場分析 証協会、秋田県中小企業団体中央会、ミラサポ） 平成２７年度：８ 祉住環境コーディネーター２級・主任
018-866介護支援専門員・社会福祉主事任用
1959 秋田市
在宅介護ラボラト から、介護保険制度改正に左右されない事業提案ができるよう日々 回、平成２８年度：３６回、平成２９年度：５２回、平成３０年度：４８
1030
努力しております。
回、令和元年度３３回、令和２年度：１７回 ・介護職員育成研修等 資格
リ

4

（介護労働安定センター） 令和元年度：３９回、令和２年度：６７回
他

【販売・マーケティング】
氏名
ｶｹﾌ ﾀﾞ

ｱｷﾋｻ

ｼﾌﾞﾔ

ｶｽﾞﾕｷ

掛札 彰久

澁谷 和之

ﾖﾓｷﾞﾀﾞ

ﾀ ｲ ﾁ

蓬田 太一

生年 住所地

電話

所属等

専門分野・経歴等
指導実績
所有資格等
秋田県では販売・マーケティングの専門家が少なく、セールスレップ 秋田県の惣菜・弁当製造業の集客化指導を秋田県信用保証協会 経営士、(社)全能連認定マスター・マ
の資格を取得し、財務もわかることを強みとして販売。マーケティン の専門家派遣で担当。本来の問題点がどこにあるかを抽出し、重 ネジメント・コンサルタント、(社)リスク
080掛札マネジメント グを専門分野としている。
点課題の解決に務めている。
マネジメント協会認定リスクマネ
1948 秋田市 3148ラボラトリー
ジャー、日本セールスアップ協会 販
7993
路コーディネータ１級、6次産業化プラ
・販売促進を中心とした広告、宣伝企画等商業デザイン全般（商品パッ ＊県内企業の販売促進計画、広報戦略、トータルブランディングの ンナー
ケージ、チラシ、ポスター、リーフレット、ＨＰ制作、イベント企画等）
実施
0187-73- 澁谷デザイン事 ・企業や商品のトータルブランディング業務(販売促進戦略、新商品開 、県内各地の商品プロデュース、パッケージ、広告物、ＨＰ等のデザ
1980 美郷町
6351
務所
発等)
イン制作、県内自治体の学習教材、県内企業の広報誌等の取材・
・書籍、パンフレット等の取材編集、デザイン業務
編集・デザイン・ディレクション
ディレクターとして、300社を超えるクライアント実績を持ち、様々な *秋田県の養豚業におけるVI統一の指導
グラフィック案件やウェブ案件、広告、ウェブコンテンツ案件などを *秋田県の運送業におけるウェブ制作の指導
0182-231983 横手市
モノクロ株式会社 手掛ける。顧客に寄り添った取り組みで、地域を幸せにすることを *秋田県の飲食業におけるメニュー制作の指導
8408
モットーに活動している。また、】多方面からのアプローチでクライア
ントの本質を形にすることを得意としている。

*商品やサービスが「売れる・伝わる」を目的に、グラフィック・パッ
ケージ・ロゴ・キャラクター・筆書体等のデザイン活動を行う
018-865- 有限会社小野デ マーケティング・ブランディングを活用し、デザイン課題解決やデザ
ｵ ﾉ
ﾕ ｷ ｺ
1964
秋田市
小野 由紀子
0027
ザイン事務所
インビギナー企業の商品づくりを支援、デザイン支援に取り組んで
いる。

ﾎﾘ

ﾐ ﾕ ｷ

堀 美由紀

ﾊﾙﾅ

ﾖｼﾛｳ

春名 芳郎

ｸﾂｻﾞﾜ

ﾕ ｳｺ

沓澤 優子

ｵｵﾀﾆ

ｽﾅｵ

大谷 直

ｲｼｶﾜ

ﾁ ｶ

石川 千賀

ｶﾏﾀﾞ

ｱ ｷ ｺ

鎌田 晶子

1971

米国

International
+1-646- Business
880-4470 Promotion, Inc.
(IBP, Inc.)

*秋田県を含む全国の小売・飲食・サービス業(個店)での販売促
中小企業診断士
進・売り上げ改善を支援。首都圏を中心に小売(製造小売を含む)・
サービス業(個店)での創業、経営改善を支援。埼玉県を中心に経
営革新計画認定の支援。

*飲食店、美容サロン等の新規開業に伴う店舗インテリア工事・ロ
ゴ開発・広告提案・販促ツールの制作等
*特産品の商品開発アドバイスとパッケージのデザイン
*各種広告制作・ウェブサイトの構築

*エステサロンや飲食店の改装工事手配、ロゴデザイン＆ウェブ構
築
日本酒や特産品の商品開発とパッケージデザイン
*無料情報誌「take up!」、住宅雑誌「住まいの提案秋田」、地域誌
「さらなり」の企画立案

スナオグラフィッ
クス

2013年からグラフィックデザインをはじめ、現在に至る。
アートディレクター、グラフィックディレクターとして、グラフィックを中
心にＣＭやｗｅｂ製作を行い、販売戦略におけるブランディング、
マーケティング、メディアプランを行っている。

＊秋田県内の木工メーカーにおけるブランディング、web制作、販
促ツール制作、展示会プランニング、海外向けプロモーション
秋田県内の歯科医院におけるブランディング、web制作、販促ツー
ル制作。秋田県内の製造業におけるブランディング、web制作、販
促ツール制作。

RIVER
PLANNING

*グラフィックデザインナー・コピーライター。
*ロゴマーク・商品パッケージ・商品ラベル・その他、グラフィックデ
ザイン全般のデザイン及びプロデュース。商品名のプロデュースと
考案。販売促進のための広告戦略など

*横手市内酒造メーカーで商品ラベル及び、販売促進のプロデュー
スとデザイン。
*秋田県「真のナポリピッツァ」店のロゴ・メニュー・看板・広告・販促
媒体のデザイン・プロデュース。横手やきそば関連のロゴ制作。

*専門分野は商業。総合商社の経理部門に十余年勤務。
その後、主婦をしながら中小企業診断士に登録。

＊宮城県の小売業における営業、販売、企画アドバイス。秋田県の 中小企業診断士
商店街等の商業施設における店舗運営指導。サービス業における Ａ・Ｆ・Ｔ ２級色彩コーディネーター
業務改善指導。平成26年6月からは、秋田県よろず支援拠点にて、
県内中小企業等の経営相談対応、事業者向けセミナーの講師も
行っている。

0182-47- 有限会社アシス
7667
ト實務工房

0901979 秋田市 51845182
0901965 横手市 33644900

アメリカと日本にて国際コンサルティング業務を行っている。特に、 日系企業のアメリカでの新規開拓。一部上場企業への人材紹介派 米国パデュー大学 MBA
強みは人材紹介とインターナショナル・マーケティング。
遣業務。
証券外務員一級、二級
内部管理責任者資格

外資系メーカー・国内販社でマーケティング、販売促進に従事した
後、中小企業診断士取得を経て独立
全国の個店や中小メーカーにおける販促、新商品（製品）開発、経
営改善・創業、商店街における活性化等を支援

0801968 埼玉県 35320268

1975 横手市

*地元野菜の漬物商品化、パッケージ・ネーミング・販促等のデザイ
ンアドバイス。服飾ブランドの新規立ち上げブランディングアドバイ
ス。新規顧客開拓 販促メニューデザインアドバイス。差別化のた
めのブランディング

018-837- 鎌田晶子中小企 商社では主にアパレル関係を担当、カラーコーディネートを学ぶ。
1963 秋田市
1404
業診断士事務所 フードビジネスにも興味有り。
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【販売・マーケティング】
氏名
ｼﾏﾓﾄ

ｶｽﾞﾋﾄ

島本 一仁

ｷ ｸ ﾁ

ﾋ ﾛ ｷ

菊地 寛樹

ｽｽﾞｷ

ﾘｭｳｽ ｹ

鈴木 竜典

ﾀｶﾊｼ

ﾏﾅﾌﾞ

髙橋 学

ｵｶﾞﾀ

ｹ ｲ ｺ

尾形 恵子

ｴ ﾝﾄ ﾞ ｳ

ﾀｶ ｴ

遠藤 貴絵

ｽ ﾀ ﾞ

ﾀｶﾐﾂ

須田 剛光

生年 住所地

1960 大阪府

電話

06-7493和（なごみ）
6686

ﾜﾀﾅﾍﾞ

ｲｻﾑ

ｻ ﾄ ｳ

ｶｽﾞﾔ

佐藤 和也

専門分野・経歴等
・【専門分野】販路開拓・商品開発・販促企画・事業計画・経営戦
略・仕入先紹介・農商工連携・6次化・補助金申請
【経歴】昭和54年近畿コカコーラボトリング㈱入社、同社平成22年
退社、平成22年和(なごみ)開業

指導実績
・京都府の食品卸販売業における人材育成・新店舗販促企画提案
・大阪府の小売業における体質改善指導
・和歌山県の観光施設売店における体質改善指導及び道の駅開
業支援
・岡山県の小売業における体質改善指導

・３セクリゾートホテルの総支配人および温泉組合の事務局長の経 ＊秋田DCワークショップファシリテーター、秋田仏壇協議会リブラン
歴を活かした観光事業のマーケティングが専門。地域資源を活かし ディングＰＲ戦略プロデューサー。(一社)雄勝建設業協会イメージ
0183-55- 合同会社トマトク たＰＲ戦略・広報展開など、行政機関の補助制度を活用しながら幅 アップ戦略担当。秋田県稲庭うどん協同組合ビジョン戦略指導。
1972 湯沢市
8582
リエイション
広い戦略を指導している。

1978 秋田市

018-866- R-room 鈴木竜
3673
典写真室

0801980 東京都 37581820

マナブデザイン
株式会社

・県内外の企業広告や雑誌媒体・ホームページなど、主に広告写 ＊秋田県の食品製造業における企業の情報発信と事業者及び一
真を撮影している。商品の魅力を引き出し、販路拡大につなげる写 般消費者に向けたコミュニケーションツール制作に対する助言を
真の効果的な活用法など、マーケティング分野での指導も行う。
行った。

・製品開発の経験とものづくりの知見を活かし製品デザインやブラ
ンディング、プロジェクトマネジメントや企業間コラボレーションをプ
ロデュース。現在秋田大学大学院にて非常勤講師を務める。デザ
イン教育事業を展開中。

・山形県よろず支援拠点チーフコーディネーター、宮城産業振興機
構のビジネスプロデューサーのほか、山形県、宮城県、政府機関や
0235-22- 有限会社ティップ 金融機関等中小企業支援機関にて専門家やアドバイザーなどを多
1968 山形県
5167
ス
数歴任。コストを抑えて売り上げ増加を図る、収益改善を行うような
事業戦略の立案や提案を行っている。

0801988 秋田市 35886677

・広告制作、ホームページ制作、名刺、パンフレット、パッケージ製
作、動画制作

㈱design-farm

0701949 秋田市 56252826
0801955 岩手県 28308204

＊農業に関わる製品のブランディング指導。農林事業に関わる製
品の取扱説明書の制作指導。他県では製品開発指導、製品開発
に関する講演および個別相談、異業種コラボレーション製品開発の
指導。
20年以上にわたり、主に公的支援機関や商工団体、金融機関など
からの依頼に対応し、東北地域の中小企業支援を手掛けている。
飲食業、旅館業、食品製造業、小売り業の販促や商品政策、飲食
店の店舗出店の依頼が多い。
県内の製造業・小売業・美容業等において、ブランディングデザイ
ンの指導、ＷＥＢサイトの利用法・集客法の指導、マーケティングの
指導等の実績を有する。

・専門分野：イラスト、デザイン、レタリングに関わること
・秋田県の酒蔵のオリジナルグッズ政策のデザインに関する助言、
・経歴：商品パッケージ、秋田内陸縦貫鉄道車両(外装)デザインほ 秋田県の味噌醸造元のパッケージリニューアルに関する助言。
か

0801979 秋田市 18117710

080ｻ ｻ ｷ ｼｹﾞ ｶﾂ
佐々木 繁一 1947 宮城県 30025263

渡邉 勇

所属等

オフィス エム・
ディ

有限会社旬香

元気化研究所

*商品開発と工程管理マネジメント。製造メーカーが最も苦戦してい *山形県の食肉加工業者の経営改善、商品開発指導。秋田県の食
る販売チャネルづくりを(全国的人脈を活用して)指導・支援。経営分 品製造業者の販売チャネルづくり指導、仙台市の企業に経営指
析、対策指導「SWOT・クロス分析」を主なツールにして指導。
導。若手経営者を対象とした勉強会「みらいKEN」開催

長らく農水省の補助事業で6次産業化プランナーとして指導してい 販売見込み客発掘に際し、お客様アタックの手順、電話あるいはＤ
る傍ら、全国に地場農産物の供給、売り先見込み客を確保し、顕著 Ｍでのアポイント、応酬話法、クロージングトーク、契約書までの流
にはうどん、いぶりガッコ等、私への要望は流通先の縮小を鑑みな れを指導して成果に繋げている。
がら産直産業の指導。
大手広告会社でのマーケティングやクリエイティブ知見を活かし地
方の中小企業小規模事業者を元気にするコンサルティングを目指
します。
マーケティング戦略、コピーライティング、事業戦略、ブランド開発、
商品開発、表現開発、広告戦略、PR戦略

6

＊岩手県よろず支援拠点コーディネーターとして年間約50社への
マーケティング指導、支援機関専門家としてフィットネスジムの新事
業コンセプト立案、レストランのブランディング、食品加工業のマー
ケティング・新商品開発等の指導実績がある。

所有資格等
中小企業庁ミラサポ専門家/BCP関連専門家、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、中小機構企業連携
支援アドバイザー/実務支援アドバイザー、復興庁
集中支援事業専門家

【販売・マーケティング】
氏名
ｵｵﾀﾆ

ｺｳﾍｲ

大谷 公平

ｸ ﾎ ﾞ

ｾｲ ｼ

久保 晴資

ｼｹﾞﾀ

ｶｽﾞﾐ

繁田 和美

ﾐﾔｻﾞｷ

ﾏｻﾋﾛ

宮崎 昌裕

生年 住所地

1978 能代市

電話

0185-74- Dench Design
6444
Works

0801958 東京都 44786656
0901977 静岡県 76142324
0901983 横手市 28433649

090ﾔﾅｷﾞﾜﾗ ﾏ ﾄ ﾞ ｶ
北秋田市
1984
6654柳原 まどか
6176

ﾀ ﾅ ｶ

ﾏｻﾙ

田中 勝

ﾀｹﾀﾞ

ﾏ ｷ ｺ

竹田 牧子

ｴﾋﾞｽﾔ

ﾋﾄｼ

戎谷 等

ｵ ﾉ

ﾀｶｼ

小野 孝

ﾄ ﾀ ﾞ

ﾐ ﾕ ｷ

戸田 美幸

所属等

0901963 秋田市 22754125
0901978 能代市 64492098

専門分野・経歴等
指導実績
・グラフィックデザイン、印刷物データ制作の専門。印刷会社のデザ *見やすく見栄えが良く、かつ訴求力のあるデザイン方法や、印刷
イン部にてグラフィックデザイン、雑誌編集、DTPオペレーターの経 までの工程やデータ管理法、各アプリやツールの使い方などの助
歴を有する。デザイン方法のほか、印刷物データの制作方法、イラ 言・指導実績を有する。
ストレータ、フォトショップ、インデザインなどのデザインツールの使
い方などの指導・助言。

所有資格等

株式会社ローカ
ルワイズ

大手CI会社で30数年にわたり一貫して企業理念、ブランド、コミュニ
ケーション領域に従事。2009年いわて産業振興センターに専門家
登録。2015年地域ブランドに特化した専門会社ローカルワイズを設
立。

しげたかずみデ
ザイン事務所

*小売店、店内のメーカーコーナーづくり、土産店の売場づくり
*主に静岡県内の小売店、飲食店等において、売場づくり、売場診 VMDインストラクター
（VMD）を、大改装するのではなく、商品の並べ方でお客さまにとっ 断、売場改善、等の指導実績がある。
住空間収納プランナー
て買いやすい売場見つけやすく選びやすいそしてたのしい売場を
つくります。

宮崎デザイン事
務所

コマド意匠設計
室

株式会社ハッ
ピーデザイン

マキデザイン

＊岩手県、宮城県、福島県において、企業理念開発、ビジョン開
発、中期経営計画策定、商品ブランド開発、パッケージデザイン、
Webサイト開発、販売開拓など多数。詳しくは
http://www.localwise.co.jp/

ブランディングを中心としたロゴデザイン、パッケージデザイン、
秋田県内の食品製造業、サービス業、インターネット小売業、工芸 ブランドマネージャー2級
WEBサイト製作などが専門。東北一円を活動エリアとし、企業ブラン 品の組合などの商品ブランディングやデザイン製作等に関わる指
ディングの支援もしている。
導実績あり

・空間設計(住宅・店舗・事務所・展示等)、プロダクトデザイン、グラ *大館市まげわっぱ製造業における製品デザインの指導
フィックデザインなど幅広い衣装業務を行っています。

・広告代理店勤務を経て、独立。現在秋田市で主に企業のブラン
ディングや企画、商品開発、デザインを手掛ける。特にブランディン
グやマーケティングに関して得意分野であると同時に県内で数社の
ブランディングを企画提案している。広告代理店時代は、県内の娯
楽施設、自動車ディーラー、学校法人などを担当。

＊県内サービス業、歯科医院などの新規ブランディング企画、県内
カーディーラーの販売促進計画、住宅関係メーカーの新規開業支
援、食品メーカーのマーケティング＆ブランディングなど。また、新
規セールス・プロモーションでのデザイン制作やテレビCMなどの企
画・制作。

*チラシ・ポスター・Webのデザイン、雑誌等の企画・編集・取材・撮 *県内企業等の自主制作物に関して、“見やすい・わかりやすい・伝
影・ライティング等を専門とする。特に女性向け・子ども向けのデザ わる”デザインの指導や、学生向けグラフィックソフトの使い方指導
インを得意としている。
等の実績がある。

*特産品・土産品のブランド育成の仕掛けづくりと活性化、売れる産 *秋田県、宮城県の加工品・名産品製造販売店、銘菓店、ホテル、
品開発、販促・包装支援、通販サイト構築、動画戦略等を専門とす 印刷会社等の活性化、マーケティング支援、６次産業化プロデュー
018-837- コアアンドパート る。超低コストのマーケティング手法に独自のノウハウがある。
ス、企画立案業務、プロ野球パリーグ３球団のプロモーション等の
1949 秋田市
0091
ナーズ株式会社
実績がある。
・県内初の起業パッケージデザイナーとしてスタート。事務所設立
後は商品開発からデザインサポート(リニューアルデザイン・ネーミ
018-865- 有限会社小野デ ング案・カリグラフィ手書き文字・パッケージ企画プラン・グラフィッ
1954 秋田市
0027
ザイン
ク・販促ツール等)を主に、企業ブランディングに係る総合デザイン
活動を行っている。

＊味噌製造業における販促パッケージとブランディングアドバイス。
菊芋生産加工業におけるパッケージと販促ツールデザインアドバイ
ス。泥鰌養殖加工業における販促ツール全般とブランディングアド
バイス。挽き木加工業におけるパッケージと安息ツールのデザイン
アドバイス。

*パッケージ、ロゴマーク、チラシパンフレット、ポスター、イラスト等
グラフィック分野の制作を専門とする。

*県内において、企業の店舗看板デザインや名刺デザイン、福祉機
関の活動紹介デザイン物のアドバイス、地域活動におけるチラシ・
のぼり・チームパーカーのデザインアドバイス等の実績がある。

018-865- 有限会社小野デ
1971 秋田市
0027
ザイン
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【販売・マーケティング】
氏名
ｲﾏ ｴ

ｳ ﾙ ﾊ

今絵 うるは

ﾅｶﾑﾗ

ｱﾗﾀ

ﾀｶﾊｼ

ﾕｷｵ

中村 新

生年 住所地

電話

所属等

専門分野・経歴等

指導実績

1974 秋田市

018-8290900

1980 秋田市

09048488772

1950 岩手県

019-623- 合資会社高橋デ る商品計画・デザインを中心に商品づくり、パッケージデザイン、販 の有効利用・商品化、合わせて販促ツール作成等の支援、そして
促手法などについて長年培ってきた経験をもとに事業者の課題解 秋田固有の食文化に関わる商品(あげもち、西馬音内そば等)の支
6050
ザイン事務所

・マーケティング、ブランディング、コンセプト強化、キャッチコピー、
ＰＲ広報、ニュースリリース、メディア戦略、ＳＮＳ等の情報発信、ラ
イティング、企画、商品開発などのコンサルタント。編集・ライター。
放送作家。

＊建築・不動産・販売・製造・食品製造・飲食店・コンサルタント・カ
ウンセラー・美容室・眼鏡ブランド等において指導。丁寧なヒアリン
グで強みとらしさ、アイデンティティの源流を引き出しながらアドバイ
スします。

・ブランディング等で商品の価値を上げ、県外・海外へのPR販促

＊秋田県の個人事業主へ経営の指導、秋田県の飲食店へ販路拡
大・法人化のアドバイス

Luida Relation株
式会社

所有資格等

*「暮らしをデザインする」をテーマに、私たちの身の回りに深く関わ ＊東北の産物を活かした海産物の商品化や山菜などの山里の幸

高橋 幸男

ﾌ ｼﾞ ﾀ

ｶ ｽﾞ ﾋ ｺ

藤田 一彦

1954 東京都

09012668812

0838-24- 道の駅しーまー
ﾅｶｻﾜ
中澤 さかな 1957 山口県 4937
と

ﾀ ﾐﾔ

ﾏｺﾄ

田宮 慎

ﾜﾀﾅﾍﾞ

ﾋﾛ ﾐﾁ

渡邉 大路

ｻﾄｳ

ﾋﾛﾐ

佐藤 宏美

ｺﾝﾄﾞｳ

ｹｲｽｹ

近藤 圭介

ｱﾝﾎﾞ

ｱｷﾗ

安保 朗

0901976 能代市 93280066

決の支援をします。

援をしています。

*海外駐在通算３０年近い経験から得た、医療機器、食品等の海外
市場関係者とのネットワーク交流を通じて、国内の中小企業様の海
外展開において、支援をさせて頂いております。海外への輸出候補
先チャネリング、ブランド戦略企画提案、契約締結交渉支援、法
務、税務、会計業務等

*東京都の生活雑貨製造業の輸出手続き指導、海外との英文通信指導
*福井県の蕎麦製造業の海外販路開拓支援、輸出必要書類作成指導
*兵庫県の靴卸売業の調達元発掘支援、契約書作成指導
*JETROの委託で中小企業様の輸出、海外合弁事業立ち上げ、農業技術輸
出指導

道の駅萩しーまーとの初代駅長として計画から運用に従事した。
H27に「全国モデル駅」に指定され、注目を集める。地域活性化伝
道師、地域力アドバイザー、地産地消の仕事人を拝命。○道の駅
直売所等の新設計画、運営改善○地域食資源を活用した特産品
開発。

道の駅羽後の西馬音内そばのカフェテリア方式を提案し、道の駅
の名物形成、地域の特産を使用した加工製品群の開発造成をアド
バイス。男鹿市・由利本荘市・にかほ市、秋田県漁港水産課では地
域食資源を活用した特産品開発や助言、にかほっと整備計画の助
言。

・企業・商品に関するクリエイティブ業務(ブランディング・PR・コミュ
ニケーションツールデザイン)、地域資源を生かした商品の企画・開
合同会社casane 発卸・販売、ストア・インテリア・ブース等の空間デザイン、ディレク
tsumugu
ション

・秋田県大館市出身。秋田公立美術工芸短期大学産業デザイン専
攻科卒業。アートディレクター兼グラフィックデザイナー。グラフィック
03-5774- 株式会社レベル デザインを中心に、紙媒体やWEBの企画及びデザイン制作。最近
1980 東京都
6474
フォーデザイン は地域ブランディングのご依頼が増えています。

1979

由利本荘市

1963 東京都

09028413563

03-6450- 株式会社ミーム
5611
プランイング

0186-23- 有限会社安心
1956 鹿角市
6620
サービス

・秋田県の国の伝統工芸(漆器)のコンセプト立案、パンフレットデザ
イン等。、秋田県の創業１００年の麹屋が手がける食堂の新商品ブ
ランディング、パッケージ・ツールデザイン、店舗コンセプト、リブラン
ディング等
・大手食品メーカー/パッケージデザイン
・大手自動車メーカー 東京モーターショー/イベントブース・ツール
デザイン
・熊本県南小国町 黒川温泉/コンセプトブック制作
・島根県益田市 ふるさと納税サイト/商品撮影セミナー等

・県内企業の売上拡大の為に、独自の発想と感性による色を利用
した「お客様に愛されるお店づくり」のお手伝いをしている。ＳＮＳを
活用した情報発信や一秒で伝わる写真の加工、服装や接客指導
等を得意としている。

・飲食店等でＳＮＳを活用し、集客ＵＰによる売り上げ増加に繋げ
た。独自の手法で「色」と「光」を巧みに使い、店内の雰囲気の改善
やメニュー表・服装・接客等、トータルアドバイスによる売上増加の
実績がある。

・商業施設の総合開発コンサルティング業としての30年以上の経験
を活かし、商業施設に関する幅広い業務に携わっている。駅や空
港、高速道路など高流動での商業開発を得意としている。近年で
は、テナント再度での新業態や新業種開発やブランディング業務を
多く手掛けている。

・成田空港免税店メンズセレクションショップ売場開発指導、仙台一
番町再開発商業施設開発指導、東京駅ビーガンラーメン店業態開
発指導、新宿駅構内リーカーショップ開発指導、自由が丘新規開業
希望者創業支援業務、羽田空港国際空港内フードホール開発指
導。

・グラフィックデザイン全般、チラシ、パンフレット、ポスター、パッ
ケージ、デザイン、コピーライティング、WEBデザイン、動画制作、
SNS情報発信など。
・コミュニティＦＭ鹿角きりたんぽＦＭの運営

・地域の事業者（機械製造、食品製造、生花店、写真スタジオの
WEBデザインや菓子店、訪問理容の看板デザイン、レストランの商
品パッケージデザイン指導実績がある。
・商工団体等の情報発信セミナーの講師を務める。
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・アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士
・アメリカ合衆国ワシントン州公認会計
士
・TOEIC LR/980、SW/360

パーソナルカラーアナリスト、ソウルカ
ラーセラピスト、ビジネスマネジャー検
定、メンタルヘルスマネジメント検定(ラ
イン/セルフケア)、サービス接遇検定
３級、アロマテラピー検定１級

【販売・マーケティング】
氏名
ｼﾌﾞﾔ

ｷﾖｼ

渋谷 清

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾂ ﾋﾛ

柳原 勝浩

ｲﾄｳ

ﾐｷｺ

伊藤 幹子

ｻｶﾔ

ｾﾝｲﾁ

坂谷 専一

ﾖｼﾉ

ﾄﾓ ﾄ

吉野 智人

ｲｼﾔﾏ

ﾀｸﾏ

石山 拓真

生年 住所地

電話

0901956 東京都 1891-

8698
0901969 大阪市 11446637
0901977 秋田市 94287807

1979 五城目町

ｼｮｳｼﾞ

ﾄﾓｱｷ

ｱｷﾔﾏ

ﾀｸ ﾄ

秋山 卓登

株式会社ジーブ
リッジ

まど枠

0801992 秋田市 60209290
0801996 秋田市 16927917

専門分野・経歴等
・大手食品メーカーで勤務し、新商品、新技術の開発（レトルト・チ
ルト商品、レンジ専用商品、デザート、漬物）の実績がある。
・企業の指導（ブランディング・営業戦略、新商品開発等）を行って
いる。

指導実績
所有資格等
・大阪府乾燥剤等の製造業におけるメーカーのデザイン開発
食品衛生管理者
・島根県の製パン会社のブランディング・営業戦略による経営再建 学芸員
・群馬県の牧場のブランディング・新商品開発による経営再建

・地域活性化をテーマに全国の自治体と協力して地域の中小企業
の商品開発や販路開拓、マーケティングを伴奏的に行うことができ
る。
・食品と雑貨の両分野に商品開発から販売までの知識経験を持
つ。

・青森県の海藻メーカーの商品開発、販路開拓支援。
・福島県の洋菓子メーカーの商品をバイヤーと商品開発。
・宮城県の米農家の商品開発、販路開拓、ＪＲ東日本へのマッチン
グ。

・店舗運営における効果的なディスプレイ、企画展の企画、運営、
素材や技術の魅力を引き出す商品開発、販促ツールの指導が可
能。

・秋田県内の工芸作家への製品ラインナップの適正化、リーフレッ
ト、ＤＭ指導。
・秋田県内企業の企画商品のパッケージ開発、販促方法指導。

・商品の販売促進、イベント企画、企業やプロジェクトのブランディン ・県内企業（飲食業、小売業、加工業、農業）の販売促進支援、ＨＰ
グの指導
構築支援実績
・グラフィックデザイン（ロゴ、パッケージ、チラシ、ポスターなど）か ・県内団体の展示会出展におけるデザイン指導
ら、ホームページ制作（ＥＣサイトを含む）指導

・県外の大手インターネット広告会社に営業企画、ＷＥＢコンサル
ティング業務を担当し、上場企業や地方の中小企業までの様々な
マネージメントオ ＷＥＢプロジェクトに携わる。
フィス檜
・その後Ａターンで個人事業主として起業し、ＷＥＢを中心とした広
告代理業務やマーケティング支援業務を提供している。

・2019年度に秋田県よろず支援拠点のコーディネーターとして活
動、県内の事業者に対してＷＥＢマーケティング分野に関する指導
を実施した。

商品開発・パッケージ・グラフィックデザイン・広告までトータルにデ
ザイン
地域資源を発掘し新たな魅力を発信
現代美術・コミュニティ・都市計画を軸とした地域活性化事業
CI/PV/キャラクターデザイン

地域資源を活用したデザイン・広告・WEB・映像制作・書籍
市営バスラッピングデザイン制作
県内観光マップ・ポスター・パンフレット制作
都内商業施設とタイアップした秋田県観光キャンペーンデザイン制
作

0186-59- いしころ合同会
6777
社

018-853ﾀｶﾊｼ
ﾁ ｶ ｺ
高橋 知佳子 1978 秋田市 0826

庄司 智昭

ブランドネット
ワーク・インセプ
ト

018-853- 株式会社プロ
2020
デュース・プロ

0801987 秋田市 96392946

1976 大館市

所属等

・文章、コピー、記事、広告原稿、広報誌の制作
・飲食店オープン時のブランディング・広告計画
・お客さまやメディアから注目される売り方や切り口の提案
・農産物および加工品の商品化
・商品やサービスのネーミング、ブランディング、魅力や持ち味の掘 ・プレスリリース、記事広告の製作
り起こし
・編集者／ライターとして個人で活動し、地域の企業の採用や事例 ・愛媛県のみかん農家におけるEC運用支援、ブログ運用
紹介に関する情報発信を行っている。
・茨城県のIT/ロボティックス事業を展開する企業の採用広報支援
・都内のWebメディアを運営する企業において、エレクトロニックス業 ・秋田県の介護施設における広報PR活動
界の記者経験や個人でオウンドメディアの運用やコンテンツ制作に
携わる。
・撮影機器の選定、企画～編集まで、動画製作を製作一貫して行う
ことが可能。
Owl for One株式 ・事業や人、モノの魅力を見出し、動画の力でよりその魅力を増幅
会社
できます。

・個人YouTuberとしても、秋田の観光地やお土産情報の発信の実
績あり。
・動画作ってみたいけど、どこから始めたらいいの？の声を頂き、
伝えたいモノの魅力に寄り添い、機材選びから撮影・編集、その先
のYouTube投稿などのアプローチ、指導が可能。

・新商品の開発におけるデザイナーやプランナー等のコーディネー ・食品業者の販促手段や販路計画/小売業者の販路計画
ト
・商店街の集客のための催事立案と運営/キャンペーンのブースデ

ｶﾄｳ

ｼﾝｺﾞ

加藤 真吾

0187-62- 和装はきもの・小 ・商品の販売分析と販売計画の模索（新商品開発後の課題解決） ザインと運営方法
1962 大仙市
4391
物 加藤
・商品の販促計画と販路の開拓
・店舗における効果的な売り場つくりや販促ﾂｰﾙのｾﾚｸﾄ・作成等
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【販売・マーケティング】
氏名
ﾏﾂﾑﾗ

ﾌ ﾐ ﾄ

松村 文人

ﾃﾗ ﾀ

ﾏｻﾋﾛ

寺田 匡宏

ﾐ ｳ ﾗ

ｼｹﾞ ﾋﾛ

三浦 繁弘

マツウラ タカユキ

松浦 孝行

生年 住所地

電話

所属等

0901975 横手市 7661-

ＦｉｎｄＭｅよこて

4529

1963 秋田市

018-838合資会社寺田屋
0119

0801960 秋田市 45102515

1978

雄勝郡
羽後町

07075418129

専門分野・経歴等
ＳＮＳをビジネスに活用し、経費をかけずに新規顧客獲得、それぞ
れにＳＥＯ、ＭＥＯ対策を施し検索ページ上位に表示させ、販路拡
大のアドバイスコーディネートをしてきました。指導先のべ100社以
上

『売り方』マーケティングコンサルティングが得意。経営課題の本質 ・製造業、下請けOEMから直販メーカーへ売り方提案
を明確にし、解決するまで親身になって方針や戦略を考えます。
・飲食店、地域客層に応じた商品開発と売り方計画策定

食品メーカーで培った実践的な経験を基にした、マーケットインの商
品開発、流通チャネルとのネットワークを活用した販路開拓指導。
マーケティングサ 農商工連携や、企業マッチングによる商品開発指導。補助金、助
ポート秋田
成金申請に関する指導。(公財)あきた企業活性化センター経営相
談専門員。秋田県よろず支援拠点コーディネーター。

EDIT & DESIGN
FIGARO エ
ディットアンドデ
ザインフィガロ

指導実績
サービス業、農業、小売業に対して、SNSに特化し、周知拡大と販
売ルートの新規開拓、WEBサイトの見直し、効率化。

製菓業における支援制度を活用した設備導入による生産性向上と
地域資源を活用新商品開発指導。佃煮製造業における首都圏の
飲食業への販路拡大指導。農業者における6次産業化(農産物直
売所)指導。
企業マッチングによる商品開発と販路開拓指導。

元リクルート旅行情報誌じゃらん編集部で雑誌編集・企業広告の制 ▷東北各地の旅館ホテル広報戦略・PRツール制作 ▷仙台市事業
作を担当（広告｜広報誌｜パンフ｜商品パッケージ｜HP｜ECサイ 中小企業デザインサポートディレクター ▷道の駅うご立上げマネー
ト｜CM動画｜店舗改善…）
ジャー・広報PRディレクター ▷横手手みやげブランディング事業プ
ロデュース
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所有資格等

販路コーディネータ２級

【ＩＴ・情報化】
氏名
ｺﾝﾄﾞｳ

ｺｳｲﾁ

近藤 恒一

ｻ ﾄ ｳ

ﾋ ﾛ ｼ

佐藤 広司

ﾎﾝﾀﾞ

ﾏｻﾋﾛ

本田 正博

ﾄﾐｻﾞﾜ

ﾐﾉﾙ

富澤 稔

ﾄﾐ ﾃ

ｴｲｲﾁ

冨手 栄一

ｲ ﾄ ｳ

ｶﾂﾖｼ

伊藤 勝良

ｻ ﾄ ｳ

ｶｽﾞﾏ

佐藤 和真

ｸｻﾅｷﾞ

ﾏｻﾔ

草薙 雅也

ｵﾇｷ

ﾏ ｻ ﾄ

小貫 正人

ｽｽﾞｷ

ｺｳｼﾞ

鈴木 幸二

生年 住所地

1962 秋田市

電話

エースビジネス
018-838サービス株式会
1173
社

0801973 秋田市 58494749

1973 秋田市

1965 大仙市

1974 秋田市

所属等

・RFIDを利用した資産管理。
・ITを活用した業務効率化支援。
株式会社フィデア ・IT調達相談。

0187-78- tomi-factory
1321
designs

018-827- 有限会社ティー・
4301
アイ・ティー

1976 秋田市

所有資格等
ＩＴコーディネータ

*中小企業のIT導入、ウェブサイト構築、ECサイト構築及び運営サポート
ネット販売向け商品企画・開発支援
Webマーケティング、SEO対策、リスティング広告サポート、Wordpressによる
サイト構築アドバイス等、SNS活用
*海外向け越境EC(ebay)

*湯沢市役所観光サイト開発・運営、雇用マッチングサイト開発・運営、Web
マーケティング支援、中小企業ホームページ作成、ネットショップ構築・運営支
援多数。検索エンジン対策、SNS構築と活用支援等。
秋田県よろず支援拠点ビジネスマーケティング講演講師、秋田県よろず支援
拠点Coとしての相談、指導

・都心にて30年デザイン企画業を通し広告・カタログ・パッケージ製
作、ウェブサイト構築をやってまいりました。会社・店舗のCI,トータ
ルなアートディレクション、遊び心のあるデザインを得意としておりま
す。

*障害者センターPC操作指導、大潟村農場、鹿角石材業、SNSや Googleデジタルワークショップ修了
Web制作運営指導、大仙市飲食業、ロックバンド運営者、広告Web
サイトブログ製作運営指導、秋田市コスメ雑貨業、電子決済導入指
導 他

・生産管理等、ビジネスプロセスマネージメント全般
・Web／業務アプリケーション

○製造業：生産工程管理システム指導、BPM（受注、進捗、在庫、
出庫、財務）の指導、AI・機械学習 設計アプリケーションの指導
○小売業：Webマーケティング・販売促進の指導
○製造・小売業：工程処理・改善の指導
○IT活用の助成金・補助金の指導

製造業で広く用いられているPLCソフトからスマホアプリやWebアプ ＊工場向けに開発・販売しているスマホ・タブレットアプリを活用し
リと幅広く手がけている。スマホ・タブレットアプリIoTツールとして
た作業の効率化や時間短縮等の指導提案
有限会社伊藤ソ フィーチャーされた事もありIotについて係わる事が増え来ている。

フトデザイン

0901978 横手市 37547021

1966 大仙市

指導実績
縫製業における受発注管理システム構築の助言
電子部品コネクタ製造業における生産管理システム構築の助言
省エネ対策、品質解析改善システム化の助言
パソコンDCSシステム構築、土地改良区会計システム導入支援60
件

*金融機関におけるRFIDを利用した資産管理・在庫棚卸しのスピー 第１種情報処理技術者
ド化
ITコーディネータ
県内製造業・流通業のIT調達支援
県内企業の情報漏洩対策支援

情報システムズ

018-853- 合同会社あきた
7216
こまちネット

0901968 大仙市 46342189

専門分野・経歴等
情報システム化支援（業務システム、監視制御、施設設備管理、品
質改善）
環境課題解決支援（省エネ対策、エコプロダクツ、各種センサ等）
中国連携システム開発（オフショア＆オンショア）
組込システムの開発、土地改良区会計システム導入支援

0187-73- パソコン教室の
6160
んびりじっくり

018-883- 株式会社トラパ
1909
ンツ

018-883- 株式会社トラパ
1988 秋田市
1909
ンツ

大手食品会社、デザイン会社を経て、個人でWebサイト制作を中心 Webサイトリニューアルの支援、IT活用による販売促進支援、SNS
に業務を行っています。社長秘書や新人研修担当の職務経験があ による集客支援、集客方法や周知方法など販路開拓支援、Webサ
るため、PCやWebサービス利用時の説明講習も定評があり、各方 イト運営における課題の解決、Webサイト作成支援
面より依頼をいただいている。
*日常業務の効率化、ＩＴ講習、簿記・会計の講習、会計ソフト・販売 *近隣自治体でのＩＴ講習会での講師、ＩＴサポート、基金訓練「ネット 日商簿記２級、第１種パソコン財務会
管理ソフトの導入及び講習、電子書籍の企画・制作
ビジネス科」実施
計主任者（現：会計ソフト実務能力試
験）、Ｐ検３級、Excel表計算２級、行政
書士、建設業経理士検定2級
・これまで100件以上のWebサイト構築実績をベースに、販売促進
や商品PRを各種メディアやSNSを使いながら単会するスキームを
専門分野とする。

*秋田県の調味料製造メーカーにおける販促キャンペーン指導。秋
田県の公的機関向けのSNS発信指導。秋田県の法人、組合向けプ
ロポーザル提出用企画書作成指導。

ICTによる課題解決の相談・企画提案を得意とする。
・Webサイト、ECサイト構築
・アプリ開発・専用システムの開発など
組み込みシステム開発全般の知識や、国内企業間のブリッジSE経
験も持つ。

*基本的には対面して相談を受けます。
・Webサイト、新サービスの要件定義・企画提案
・採用に特化したWebサイト構築セミナー講師
・組込システム開発におけるテスト設計・マニュアル化指導など
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ITパスポート、基本情報技術者、応用
情報技術者

【ＩＴ・情報化】
氏名
ｺﾊﾞﾔｼ

生年 住所地

ﾋﾃﾞｷ

小林 秀樹

1971 秋田市

電話

所属等

018-896- 有限会社ネット
5733
パーソンズ

専門分野・経歴等
*ウェブサイトの作成、ディレクション、サイト運営のコンサルティン
グ、各種システム開発。

指導実績
＊県内外の企業・学校・病院等のWebサイトを構築。また、ECサイト
の運用コンサルティング、ホテル予約システム、木材の在庫管理シ
ステム、積雪センサーを用いた除雪業者向け一斉通知システム、
センサー機器等のIoTを活用した業務改善/作業効率化提案など。

*オンラインショップ構築・運営・マーケティングをメインにウェブを利 *秋田県横手市のイベント製作会社のウェブマーケティング指導、
ﾏﾂｶﾜ

ﾖ ｼ ｷ

松川 由樹

ｻｲﾄｳ

ｶｽﾞ ｷ

斎藤 和貴

ｵ ｵ ｻ ﾜ ﾏｻｼ

大澤 昌

ｷｸﾁ

ﾄﾓｺ

菊地 智子

ｺﾝﾄﾞｳ

ﾀﾞｲｽｹ

近藤 大介

ﾅｶｻﾞﾜ

ﾕ ｶ

仲澤 有香

ｻｻｷ

ｼﾞｭﾝ

佐々木 淳

ﾋﾗﾂｶ

ｱｷﾗ

平塚 輝

ﾏﾂﾀﾞﾃ

ﾌ ﾐ ｺ

松舘 文子

0801960 横手市 10567699

所有資格等

・MBA（経営学修士)

株式会社リージョ 用して効果的、効率的な販売を実践指導。カンパニーサイト構築や 秋田県横手市の機械設計会社のウェブマーケティング指導、秋田 宅地建物取引主任者
ナルイノベーショ 各種システム、アプリ制作、ウェブマーケティングの個別指導を行 県小坂市のワイナリーのウェブマーケティング指導
う。
ンズ
・ホームページの制作（リニューアル含む）、ホームページの運用・
活用、Webコンサルティング、インターネット広告の導入・運用につ
いて

＊これまで担当したホームページ制作実績は300社以上。そこから
導き出される成功のポイントを盛り込み、3C分析（自社、お客様、競
合との関係）とアクセス解析で、戦略的にHPを育てます。

*情報システム調達に係る計画策定から構築、運用までマネジメン
ト。
*産業用オートメーションプラットフォームを活用したIoTの実現。
*RPAを活用した生産性向上を実現するBPRのコンサルティング。

*秋田県の卸売業における基幹系システム構築マネジメント
*秋田県の建設業におけるサーバ構築、ネットワーク構築
*秋田県、市町村のシステム調達マネジメント、工程管理
*秋田県の企業、自治体に対するマイナンバー対応

0901966 秋田市 77967236

IT企業で約25年情報系システムエンジニアとしてシステム開発に従事し、コー
ディングから設計、プロジェクトマネージメントまで幅広く経験を積んだ。2011
年にリタイヤ後はそれまでの経験を活かし、官公庁、県立教育機関等でICT活
用に関する業務に従事。2018年ミラサポ専門家として活動し、主にウェブマー
ケティングの指導を行っている。

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを開設したい秋田県内の個人事業主へのサービス選定 情報処理技術者認定試験１種、2種
から開設までと開設後のサポート。
・秋田県仕出し店におけるSNSを活用したウェブ集客支援
・秋田県かまぼこ製造業におけるITﾂｰﾙ活用改善指導

0901983 北秋田市 62287715

・商業分野の写真撮影をメインに、県内各地の企業・自治体のプロ ・秋田県の製菓業におけるプロモーション用の写真撮影指導。秋田
モーションやブランディングに関わる写真撮影を行っている。主な実 県の理美容業におけるプロモーション用の写真撮影指導。秋田県
績に、秋田県大型観光キャンペーン「さくさくあきた」シリーズポス の服飾業におけるプロモーション用の写真撮影指導。
ターなど。

0901989 秋田市 67868907

・主にPHP、JavaScript、Linuxを使用し、Webサイト制作・システム開
発・データベース/サーバー構築、保守を行う。WordPress・Magento
の構築の他、楽天・ヤフオク・eBay・Amazon等、ECサイトの構築や
各社APIを使用した運用システムの開発など。

1975 秋田市

1967 大仙市

1969

由利本荘市

018-827- 株式会社コンダ
5888
クター

0187-66- 株式会社ASTコン
サルタント
8033

0184-24シナジー
0720

ITコーディネーター、マイナンバー実務
検定1級、ブランドマネージャー1級、
総務省電子政府推進員、総務省地域
情報化アドバイザー

・県内の農家や医院・飲食店など、主にHTMLコーディングを担当。
その他、サーバーセットアップやWordPress構築、スマホ等のレスポ
ンシブ、セキュリティ強化指導、OGP・SEO対策、Googleアプリ・SNS
の埋め込み等に対応。

・インターネット通販に関するトータルアドバイスから消費者心理に ・サービス業における社内ＮＷの構築、縫製業における商品ブラン ・ドットコムマスターダブルスター
基づいた商品開発まで行う。
ディングプロモーション戦略立案、飲食業におけるＳＮＳ活用した集 ・ＥＣ実践能力検定３級
・ソーシャルメディアを活用した集客戦略とプロモーションの支援。 客コンサルティング。
・観光士
・ＩＣＴを活用した業務省力化の知識と指導が可能。

0801996 東京都 18418704

・学生時代に高専ﾛﾎﾞｺﾝに参加し、秋田高専を７年ぶりの全国大会 ・都内の専門学校でAI・ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ講師の経験を活かし「働 JAPAN MENSA会員
へと導く ・２２歳で起業し、ＥＶ車充電ｼｽﾃﾑのﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄおよび開 き方改革」や「手作業からの脱却」、「IoT化」など将来に向けた仕事
Owl for One株式 発、顧客ﾃﾞｰﾀ管理のIoT化など時代やお客様の状況を理解し柔軟 の進め方の指導を行う。
会社
な対応で事業を展開。

0501962 仙北市 32040810

経営コンサルティ かかる、人材確保が難しい」などの問題を踏まえ、現状に適した支 売士育成支援。食肉加工業における生産管理システム構築の助
ング はーとBiz 援が可能。
言。

・前職（JICA国際協力機構）で、様々な分野の課題解決を実践。情 ・太平洋諸国の省庁における書類のデータ化の支援・IT人材育成 中小企業診断士、ITパスポート、販売
報分野では、200件以上の支援実績がある。「ITの導入はコストが 支援。ハローワーク主催職業訓練コースにおけるPC操作指導、販 士2級、日商販売士2級、日商PCプロ
フェッショナル、TOEIC855点
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【ＩＴ・情報化】
氏名
ﾐﾔﾓﾄ

ｼﾞｭﾝｲﾁ

宮本 順一

生年 住所地

電話

0801980 相模原市 9439-

5875

090ﾜ ﾋﾞ ｺ
ｶﾂﾋﾛ
我孫子 勝広 1965 山形県 22705314

トヨシマ タカユキ

豊嶋 隆之

アキモト ヒデキ

秋元 英樹

フリヤ

イクホ

降矢 育歩

ノハラ

ユウキ

野原 悠貴

0501985 秋田市 17438019

1970

雄勝郡羽後町

05053622570

0801981 秋田市 54299885
0801986 秋田市 45152934

所属等

専門分野・経歴等
・ＥＣの構築、運営アドバイス、マーケティング。
・ＳＮＳ（Instagram等）の運営骨子作成とマーケティング
宮本企画室合同 ・ＥＣやＳＮＳに関するセミナー企画運営

会社

合資会社そふと

指導実績
・文化服装学院非常勤講師（インターネットビジネス）
・大阪文化服装学院非常勤講師（ＳＮＳコミュニケーション概論）
・沖縄県工芸産業協働センター（工芸価値創造塾）
・大阪プロダクトエコシステム創出事業（ＳＮＳ活用強化実践講座）

山形県保証協会の専門家やよろず支援コーディネーターとしての 秋田県でのネットショップ運営の企画提案を行っています。また、山
実績があり、ネット活用実践力や多くの成功事例を提案することが 形県でも同様の小売りのネットショップ構築や、農業のネットショップ
出来、ネットショップ運営の提案、SNSとの連携の仕方などの提案 構築の実績があります。
が可能。

システムエンジニアとして15年の経験をもとに、課題の発掘から提 秋田県の建設業における給与計算業務の効率化指導
案、導入、サポートまでをワンストップで対応可能です。手作業や紙 秋田県のサービス業における、情報共有の促進指導
合同会社 Linkup を使用して行っていた業務を、クラウドを活用して抜本的に改善し、
コスト削減と生産性向上を図ります。

シンクスター・ラ
ボ

株式会社ＴＯＲＩ
ＭＯＴＳＵ

FLITCH

所有資格等

応用情報技術者

基本的に自社で運用できるITシステムの導入を支援し、専門業者
に任せっきりになりがちなIT運用コストの削減も図ります。支援内容
は、ホームページの導入・運用講習、instagram、twitterなどSNS利
用した宣伝・集客、業務管理システム、テレワークの導入など。イン
ターネットでPRしやすい商品開発のアドバイザーも可能です。

・秋田市飲食店のネット集客代行、メニュー開発・湯沢市地域ホー IT顧問化協会（eCIO）会員
ムページプロジェクト講師、運用アドバイザー・湯沢市自動車販売
管理システム導入支援・秋田市小売店のパソコン導入支援、運用
アドバイス・東北、関東全域におけるパソコン導入、ネット環境見直
し支援・東京都保険代理店IT顧問

ＩＴ企業や人材会社での「人材確保・育成・定着」や「働き方改革推
進」に悩む中小企業に向けた、採用力強化・人手不足軽減・業務効
率化に関するＩＴツール活用によるさまざまな支援。販売促進支援も
可。

例①人と紙マニュアルによる指導の「動画マニュアル化」※美容・飲
食業例②対面による面接・会議・商談の「オンライン化」※リサイク
ル業例③採用・広報活動における効果的な「ＳＮＳ活用」※建設・製
造業 ほか

飲食、エステサロン、宿泊施設等約50社程の相談業務、
Web制作、ソフトウェア開発、業務改 善に携わってきました。
ICT分野における起業相談から製品開発まで、ワンストップ
サービスでご案内可能です。

秋田市メディア制作業：メディア制作、サービス構築 秋田
市某スクール：ホームページ作成、有料オンラインサロンの
構築 男鹿市農業団体：Webアプリの提案、作成、販路拡大
活動 秋田地産地消型ECサイト作成
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【技術・生産・ＩＳＯ】
氏名
ｻｲﾄｳ

ｹﾞﾝ ｲﾁ

斉藤 元一

生年 住所地

電話

0901954

秋田市 9034-

6129

所属等

専門分野・経歴等
食品製造安全衛生指導、HACCP構築指導
労働衛生診断、作業環境調査、環境調査、作業環境改善、労働安
斉藤産業衛生事 全衛生指導および教育
務所
ＩＳＯ9001、14001、22000、ＨＡＣＣＰ認証支援
*製造技術（切削、微細加工）：

ﾏﾂﾑﾗ

ﾀｶｼ

ﾔﾏﾅ

ﾄｼﾌﾐ

松村 隆

山名 敏文

ﾀｸﾞﾁ

ｶﾂ ﾐ

ﾐ ｳ ﾗ

ｷｲ ﾁ

ｸ ﾒ

ﾄｼﾋﾛ

ｲﾉｳｴ

ｺｳｲﾁ

ｺ ﾝ ﾉ

ﾄｼｷﾖ

田口 勝巳

三浦 喜一

久米 利廣

井上 孝一

今野 俊清

ｽ ｷﾞ ﾓﾄ

ﾀｶﾕｷ

ｶﾜｶﾐ

ﾏｺﾄ

杉本 隆幸

川上 洵

指導実績
県内乳工場、米製品・肉製品・卵製品等加工工場等の食品安全衛
生指導
各種災防団体の石綿等労働安全衛生教育講師、製造業・廃棄物
処理業始めISO9001、14001、22000、HACCP認証支援、セミナー等
の講師

所有資格等
労働衛生コンサルタント、環境計量士
作業環境測定士、公害防止管理者水
質一種、ISO9000s審査員補、ISO1400
１s審査員補、HACCP指導者養成研修
修了 等

*秋田県製造業における切削工具評価に関する技術指導、栃木県 工学博士（東京工業大学）

*切削シミュレーション（航空機、自動車、工具、工作機械メーカにて 鹿沼ものづくり研究会技術指導、栃木県産業技術センター高度専
東京電機大学
03-52841961 東京都
工学部機械工学 使用実績）、ガラス等硬脆材料の切削加工、マイクロ加工による表 門派遣事業、静岡県、長野県製造業に対し技術指導
5474
面機能の制御、Whirling切削技術応用
科
５Sを安全→物→機械→情報→仕事→賃金と対象物を変えながら 秋田県縫製業、ステンレスドア製造業における生産管理、工程管理 中小企業診断士（鉱工業）
活動のマンネリ化防止、そして地域一、業界一の高賃金と身内を入 指導。愛知県ネジ製造業、和歌山県菓子製造業、広島県鋳物製造 衛生管理者
れたい会社にすることを業界、業種、企業規模を問わず達成してい 業における生産管理、工程管理指導。
る。

05681950 愛知県
92-4846

５Ｓ経営研究所
株式会社

0501969 美郷町 36218900

製造業で商品開発に携わり、３次元ＣＡＤコンサルタント会社を経て
３次元ＣＡＤの活用方法を学ぶ。
セカンドデザイン ・３次元ＣＡＤを利用したものづくり支援 ・ＣＡＤ／ＣＡＭ導入支援 ・
機構設計及び筐体設計等（解析含む）

商品開発を行っている県内及び県外企業様への設計支援（３DCAD使用）
アイデア商品の設計・試作、県内及び隣県で行われている３Ｄ-ＣＡ
Ｄ/CAM研修での講師及び助講師 商品及び設備関連の設計指導

0901944 秋田市 87875036

短期・中機の技術課題解決や収益改善に関する事項、設計・製造・
生産管理・収益管理に関する事項、技術移転・産学連携・資金獲得
に関する事項及びビジネスプランの検討・立案に関する事項等につ
いて。

秋田県の製造業における、直面する短期・小規模な技術的課題の
解決策約720件、技術の高度化や新技術による中期・大規模開発
課題の解決策 約110件、技術移転や開発資金調達の方策等 約
180件。

社団法人日本産業訓練協会管理訓練
計画講習会修了、独立行政法人科学
技術振興機構コーディネート事例研究
コース修了

「ものづくり」の技術・生産技術

・秋田県湯沢市製造業における指導
・秋田県秋田市製造業における指導

職業訓練指導員免許
技能検定１級免許（機械加工）
高度熟練技能者認定（自動車製造関
係分野）ものづくりマイスター

0801946 横手市 18001042

【専門分野】製造業全般の現場改善指導
秋田県(縫製会社における生産革新活動指導。(5社)食肉加工会社
【経歴】「トヨタ生産方式」の指導を受ける。独立後も指導者に同行し における生産革新活動指導。製麺会社における生産革新活動指
導。(2社)電機部品製造会社における生産革新活動指導。(2社)自
動車部品製造会社における生産革新活動指導。)

0233-32- 井上エスピイエス て現場改善を実践する。
1952 山形県
2298
研究所

0901953 秋田市 90356159

ISO9001・14001・18001・22001・27001・39001構築支援、環境調査・ 県内製造業、廃棄物処理業、IT企業、建設業、運送業等の
第一種衛生管理者
労働安全衛生指導及び教育、Pマーク構築支援、環境関連法規の ISO9001、14001、27001認証支援、印刷業等のPマーク認証支援、 中小企業安全衛生指導員等
秋田県技術専門学校等の講師、情報セキュリティに関する改善指
導及び教育。県主催によるIT企業への27001、Pマークの講習会、
県支援のPマーク取得支援

秋田ISOサポート 抽出及び教育、各種内部監査員養成教育、産業廃棄物処理業の
センター
設置等

トヨタ生産方式やスズキ生産方式に基づいた戦略から実践、プロセ 県内の機械部品製造業・食品製造業・製材業・縫製業・電子部品製
ス管理・組織づくりを支援。
造業の経営革新を支援。
トヨタ生産方式やスズキ生産方式に基づいた現実的な手法や実践
により企業力UP。

018-8371965 秋田市
PNパートナーズ 新型風力・小水力発電システムの研究～開発～量産化や自動車
1672
部品業界の技術開発や生産技術業務に従事。

0901946 秋田市 58357754

土木工学を主たる研究分野とする。特に土木材料および構造工学 秋田県のプレキャストコンクリートに係る新製品の開発、新分野へ 土木学会特別上級土木技術者
に関する学術論文及び専門書を公表。この10年間はインフラの長 の展開について専門の立場から助言指導。国内外のコンクリート製
寿命化そして構造物の補修、補強に関する研究を行ってきている。 品に係る最新情報も講演。さらに使用中のコンクリート構造部の劣
化調査診断。
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【技術・生産・ＩＳＯ】
氏名
ﾀｶｻﾞﾜ

ﾋﾃﾞﾕｷ

高澤 秀行

ｻｲﾄｳ

ﾏｺﾄ

ﾀｶﾊｼ

ﾋﾛ ｷ

齋藤 誠

生年 住所地

電話

専門分野・経歴等
*食品関連企業の取引発展に必要な品質管理基本業務と、取引の
信頼関係を高められるよう企業文化の醸成や人材育成を支援。
0761-51- 株式会社高澤品 ①クレーム管理②衛生管理・改善指導③検証・検査④品質系情報
1963 石川県
7193
質管理研究所
管理指導⑤資格認証取得支援

0901958 山形県 46393738

所属等

*専門：タグチメソッド全般(技術開発・品質向上)
*経歴：半導体生産技術・電気モーター設計・技術開発コンサル

ピタゴラス

指導実績
*石川県の菓子製造販売業への衛生管理工場に必要な助言・指導
埼玉県の健康食品販売業における品質保証業務運営に必要な助
言・指導*広島県の健康食品製造販売業への品質管理業務への助
言・指導

所有資格等

*日本規格協会セミナー講師、鶴岡高専講師、他セミナー講師
秋田県、宮城県山形県企業での技術指導。山形県、秋田県企業従
業員へのタグチメソッド学習会主催。

*IE（TPS、JIT、TOC）並びにQMS（品質マネジメントシステム）を
①電子部品製造業に於ける将来のビジネス動向を探る技術ロード 一級技能士：ファインセラミックス製品
ベースとした工程管理に加え、将来の市場動向や競合他社動向か マップと技術戦略指導。
製造、エネルギー管理士：電機・熱、

高橋 弘毅

1953

由利本荘市

0184-23- 高橋技術士事務 ら日本と海外生産拠点を合理的に繋ぐ海外取引マネジメントを得意 ②電子部品製造業に於ける要素技術やプロセス技術、並びに必要 技術士：経営工学部門、総合技術監
3277
所
とする。
なリソース４M（材料、設備、方法、人）を反映した工程改善指導。
理部門、ISO9001審査員：JRCA QMS
主任審査員

ｼﾝﾄﾞｳ

ｼｽﾞｵ

ﾌｼ ﾞ ﾜ ﾗ

ﾋｻﾖｼ

進藤 靜雄

1950

宮城県

022静設計事務所
375-2480

*都市計画関連業務並びに建築分野の意匠・構造設計及び工事監
理、コンサルティング
*宮城県商工連・仙台市商工会議所管轄区域商業地域調査、計
画、個店診断
*国家資格受験対策講座講師及びメディア主催講演

*宮城県商工会連合会の商店街（元気な店の発掘調査）及び個店
診断等業務拝命。仙台市商工会議所（仙台市、白石市、古川市、
石巻市等）の管轄区域調査・診断業務を拝命。仙台市産業振興事
業団の総合窓口相談員拝命。

一級建築士、一級建築施工管理技士
シニア商業施設士
高等学校教諭第一種免許
インテリア・プランナー

①機械設計業務19年②生産管理業務3年③営業・新規事業開拓業 ①機械設計：大手センサーメーカーで機械設計指導の他、自動機
務7年④工場経営9年。トータル的生産性向上、５S、品質保証、コス の開発設計はTDK等、他多数。②機械設計製造：融雪実験装置、

藤原 久良

0182-32- 株式会社プロデ トダウン計画（特に設計技術者）、事業計画書作成等、ノウハウを、 航空機部品自動加工マシン、ボーチェーン製造マシン他。③企業指
1953 横手市
1121
ザイン
ものづくり企業38年の実経験から有しており、必ず実効の上がる指 導：あきた企業活性化センターと中小機構東北のコーディネーター
導ができます。

ｱ ｿｳ

ｼｹﾞｵ

ｺｼﾀｶ

ﾂﾖｼ

麻生 茂雄

越高 健

0901950 横手市 28421890
0901956 八郎潟町 55976608

018-828㈱縫工
猿田 由美子 1948 秋田市 6162
ｻﾙﾀ

ﾕ ﾐ ｺ

080ｻ ｻ ｷ
ﾏｻｷ
佐々木 雅樹 1961 秋田市 60407135

ｱｵﾔ

ﾀｶｼ

青谷 孝

ﾂﾁﾀﾞ

ｼｮｳｺ

土田 鐘子

アサイ

ヒロユキ

浅井 裕之

0901968 横手市 97463258

で品質保証、生産性向上等の実務指導実績がある。

*高出力ＬＥＤ応用製品開発、熱の利用方法（集熱・放熱）、融雪、地 *モーターコイルの効率化指導、高出力ＬＥＤ仕様製品開発、融雪
熱利用、太陽光、・水力・風力発電、等を専門とする。
製品開発、融雪製品の小電力回路化、等の実績がある。

ＴＶ修理技術、電気工事士、冷媒回収
技術者証

＊環境経営に向けた環境管理システムの構築及び 経営革新実施
計画による運用の指導
＊生産技術力向上に関する工程・設備・作業改善,補助金申請など
の指導
＊開発製品・製法、産学共同研究、 特許流通支援の実績有

①秋田県の 電気・機械器具 製造業への品質向上 指導
②山形県の自動車・電気部品製造業への工程改善指導
③兵庫県の輸送機械製造業への生産技術指導
④秋田県の産廃 処理業者への ISO 14001 認証取得指導

ISO14001(環境)審査員補、
ISO9001(品質)審査員補、情報処理管
理者(ITパスポート)、第１種衛生管理
者他

・婦人子供服オーダー歴16年、婦人子供服既製服歴33年。技能検
定委員歴22年、秋田県職業能力開発協会技能士会会員。全日本
モデリスト協会会員、秋田県職業能力開発協会マイスター会会員、
秋田県洋裁技能士会会長。

・秋田県の縫製業における技術指導。岩手県の縫製業における技
術指導。北海道、山形県、埼玉県における洋裁技能士会における
技術指導。秋田県のレンタルサービス業における商品開発指導、
秋田県の県立高校における技術指導。

１級婦人子供既製服技能士、１級婦人
子供注文服技能士、職業訓練指導
員、ものづくりマイスター、秋田県優良
技能者、技能検定員、第２５回技能グ
ランプリ２位(社)全技連マイスター

・大手製造企業で生産管理、品質管理、プロセス改善、原価改善、 ・秋田県の製造業を主体に製品開発や製品改良の助言。共同研究 行政書士
新製品開発を経験し、秋田県産業技術センターで研究開発コーディ の企業推進、連携企業の調査、企業間の橋渡しなどを支援。
２級知的財産管理技能士

あくりす行政書士 ネーターとして事業化促進を支援した。行政書士資格も有し、権利 ・農商工連携や異業種連携において製品開発から製品化までのプ
事務所
業務等の手続きの知識経験がある
ロセス全般で参画した実績がある。
〇グラフィックデザイン
〇ＵＩデザイン

・秋田県の林業メーカー「木材伐倒用のためのレーザーガイド装
置」の開発支援

有限会社エピカリ 〇プロダクトデザイン
ス

主として木材を中心に住宅、店舗、福祉施設、事務所等の設計・監 秋田県内の主として店舗の企画・設計に係る指導。具体例として
理、インテリアコーディネーターを行っております。独立して約16年、 は、老舗曲げわっぱの店舗改装の設計アドバイス、体験工房の新
018-816- 有限会社住まい 年間４～５棟のペースで業務を行っております。
装に伴う企画、設計アドバイスを行った。
1967 秋田市

0677

0901965 東京都 25372166

工房S

製造業を対象とした①生産性向上：工程改善、動作改善、レイアウ
ト改善、段取り改善等により生産性向上を図る②生産管理レベル
の向上：在庫管理、生産管理作成支援により生産リードタイム短縮
在庫圧縮、納期遅延防止を図る③人材育成：改善トレーナー育成、
５S、QCの推進人材の育成を実施
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広島県の自動車部品製造、金属加工、樹脂成形業での生産性向
上指導（広島県助成事業） 岡山県の自動車部品製造業での遅延
削減指導 新潟県の金属加工業での新工場レイアウト検討指導
東京都大手商社でのモノづくり基礎講座「QCD」講師他

・JIDA（日本インダストリアルデザイ
ナー協会）の正会員

一級建築士、（その他関連資格、免許
16ケあり）

【食品・醸造】
氏名
ﾔﾏｸﾞﾁ

生年 住所地

ﾚ ｲ ｺ

山口 麗子

ﾀ ﾅ ｶ

ﾉ ﾘ ｺ

田中 徳子

電話

所属等

0901962 秋田市 6255-

所有資格等
専門分野・経歴等
指導実績
・秋田県内にて料理家、食育インストラクターとして活躍中。東部ガ 秋田県潟上市のタルトをメインにした飲食店の店舗開店にあたっ 調理師
ス、秋田テルサ、県内各地で料理講師。青いポストの料理レシピ提 て、メニュー開発やレシピの助言。
日本食育インストラクター
供。
秋田県潟上市の食品製造業における生姜を使った佃煮の商品化。

1918

1968 横手市

0182-32- 株式会社ワン
5103
ダーマート

主に食品関連事業者の課題抽出及び課題解決の方法を提示、具
体的な改善に向けた行動計画等の支援を専門的に行っている。秋
田県、宮城県の商工会連合会エキスパート人材/秋田県信用保証
協会登録専門家/秋田県6次産業化プランナー/宮城県よろず支援
拠点コーディネーター(2017～2018年度)
*食品加工、開発、販路、調理法指導

ｲ ﾄ ｳ

ﾕｳｴ ﾂ

伊藤 勇悦

ｶﾅｻﾞﾜ

ﾖｼﾋﾛ

金澤 良浩

ｼﾞﾝﾊﾞ

ｴｲｽｹ

神馬 英介

ｶﾄﾞ

ﾕ ﾐ ｺ

ｲ ｸ ｺ

佐藤 郁子

ﾅｶﾞﾊﾏﾔ

品加工指導 等

018-865和食 ももん
1888

・フードコーディネーター１級
・ローフードマイスター １級
・秋田県6次産業化プランナー

特許出願(2009-04303号、2010065420号、2013-26715号、2015248151号)を利用した食品開発

*食品工場、給食施設、レストラン等の環境衛生、食品衛生につい *秋田県・岩手県・青森県の食品製造業における工程管理指導、従 一般毒物劇物取扱者
て、現場の状況把握（環境診断）を行ったうえでの改善指導を行う。 事者研修。
文化財虫菌害防除作業主任者
*レストラン等の食品衛生指導。
家屋害虫一般防除士
蟻害腐朽検査員

018-868- 株式会社 ダイ 特に食中毒対策、異物混入対策、加工・調理従事者への啓発指
1954 秋田市
2568
ナミック・サニート 導。

1980 秋田市

018-863- Herbal Café
2286
PRANA

*メディカルハーブ（薬草）に関わる全般
*アロマテラピー、美容サロン、健康サロンに関わる全般
*専門性に特化した個性的な魅力を追及するブランディング、起業
指導

*県内６次産業支援、商品開発、地域資源活用、販路アドバイス
*県内個人事業主の起業指導、経営指導
*県外農家の商品開発支援、中小企業の新規事業参入助言等

日本メディカルハーブ協会認定 メ
ディカルハーブコーディネーター
日本メディカルハーブ協会認定 ハー
バルセラピスト

*食品に係わる法律が多きにわたることや、複雑な加工原料が増え *石川県の菓子製造業における商品仕様書作成と表示に関する助 食品表示管理技士 上級
る中、消費者のニーズに答えられるよう自社での仕様書管理・表示 言
中級食品表示診断士
0761-51- 株式会社高澤品 作成などをご支援します。
*大阪市の食品輸入業における食品表示コンプライアンスに関する
1968 石川県
7193
質管理研究所
助言*埼玉県の健康食品メーカーにおける表示点検・クレーム管理
に助言

角 弓子

ｻ ﾄ ｳ

1957 秋田市

*宮城県女川の水産業者による農業参入事業の支援、商品販売支
援。
*秋田県の山菜加工業者の販路開拓支援、販売ツール作成のため
のメニュー開発及び撮影のためのスタイリング、販売ツール作成デ
ザイン
*秋田県のcaféの利益向上のためのメニューの見直し、調理改善
*秋田県内（八峰町、藤里町ほか）の市町村や地元企業に対する食

ｻﾄｼ

長浜谷 聡

0901958 秋田市 66813316

1973

由利本荘市

秋田ふき粉会

0184-44- 岩城の燻製屋
8942
チャコール

070ｷﾑﾗ
木村 まゆみ 1972 秋田市 50908025
080ﾌｼﾞ ﾜﾗ
ﾏ ﾘ ｺ
1980
横手市
1801藤原 真理子
7318

*秋田の特産品や地域資源を利活用した企画・開発事業。６次産業
化に向けての新商品の企画とアドバイス。地域の食材を使用してレ
シピ提供・料理講習。地産地消直売所でお総菜のプロデュース。お
米に関する食育指導。

*秋田蕗稲庭うどん製造における材料分配調整。潟上市の地産直 栄養士
売所で枝豆プリン製造における材料配分指導と惣菜の料理講習。 食育インストラクター
秋田駅の地産直売所でお総菜プロデュース。異業種参入業者の商 食農連携コーディネーター（FACO）
品企画・開発。

・2011年より燻製専門店を始め、2016年に移転し食肉製品製造
業、乳製品製造業(燻製に限る)の営業許可を取得。魚類、肉類、
チーズの燻製を製造、販売を行っています。

*三重県の干物を製造して業者様へ燻製製造の指導

食品衛生管理者

・食品会社の商品開発部門で20年勤務後、独立。管理栄養士の資 *秋田県の食品会社へ商品開発と衛生管理指導(ＨＡＣＣＰ認証取 管理栄養士
格を活かして、健康と栄養をテーマにした商品開発の支援をしてい 得の支援)を行っている。食品の原価計算、栄養成分表示の計算な 機能性表示食品届出指導員
る。食品表示から栄養成分分析、５Ｓ・ＨＡＣＣＰなどの衛生管理指 どの指導、6次産業化の商品開発を行っている。
導も行う。
・長年飲食業・サービス業に携わり、2012年よりフードコーディネー ・秋田県内の飲食店複数へのメニュー提案や調理・接客指導。
フードコディネーター、焼酎ナビゲー
ターとして活動を開始。2015年より食の商品開発やメニュー開発支 ・岩手県の菓子製造業における和菓子の新商品開発支援と製造指 ター、日本酒ナビゲーター、サケ・エキ
スパート
食堂café Amush 援を行っている。2018年7月、横手市十文字に「食堂cafeAmush」を 導等
オープンし、県内の旬食材やあきた伝統野菜、特産品等の秋田に
拘ったメニューを提供している。
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【食品・醸造】
氏名
ﾖｺﾔﾏ

ｶ ﾅ ｺ

横山 哉子

ｽｶﾞﾜﾗ

ﾋｻﾊﾙ

菅原 久春

ｽｺﾞｳ

ﾏ ｻ ﾄ

菅生 將人

生年 住所地

電話

1967 横手市

0182-388132

所有資格等
専門分野・経歴等
指導実績
・フードコーディネーターとしてフードビジネスコンサルタントに従事。 *秋田県の食品製造業における商品開発支援。工程管理支援。メ フードコーディネーター２級、食生活ア
食の商品開発、レストランプロデュース等。
ニュー開発支援。
ドバイザー２級、フードアナリスト４級、
*秋田県の飲食店におけるメニュー開発支援。経営改善支援。食に 中学校教諭二級普通免許状（家庭）
関する授業。

1951 秋田市

018-8231355

・秋田県醸造試験場、総合食品研究所、農林水産技術センター、秋
田県立大学などで漬物加工、野菜・山菜などの鮮度保持技術、そ
の他を担当した。漬物製造技術、食品包装、HACCPに詳しい。魚
醤油などの調味料に精通。

いぶり漬、粕漬け、醤油漬け、味噌漬け、浅漬けなどの漬物製造技
術と工程管理を指導。山形県で漬物コンクールの審査員を委嘱さ
れ指導。全日本漬物協同組合連合会(全漬連)で技能検定講習講
師を歴任。県内いぶり漬の品質向上。

1979 東京都

09010449259

*築地市場内荷受、食品メーカー、水産卸売業の勤務経験を通じ、
生鮮食品流通に関する専門家として、市場関連企業、メーカー、卸
売業、量販店等の経営改善、新商品開発、新事業展開、営業戦略
支援等を専門としている。

*東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、新潟県、秋田県の市場関連 中小企業診断士、調理師
企業、食品メーカー、商社、量販店、専門店、飲食店を中心に経営
改善、新商品開発、新事業展開、営業戦略検討支援を実施。年間
50～100社の実績あり。

1967 秋田市

018-868- 株式会社ダイナ み、書類作成などのコンサルティングや行政や団体等主催セミ
ンナーとして、県内の食品製造業や給食施設などへの一般衛生管 トロール技能士
2568
ミック・サニート ナー、研修会等での講師。秋田県HACCP認証制度、JFSM規格取 理やHACCP構築のコンサル、県外事業者のJFSM B規格認証取得

所属等

食品衛生責任者、HACCP事務者、秋
・食品製造業における一般衛生管理、HACCP構築に必要な取り組 ＊秋田県HACCPコンサルタント業務や専門家派遣。6次産業化プラ 田県6次産業化プランナー、ペストコン

ｽｶﾞﾜﾗ

ﾀ ｴ ｺ

菅原 妙子

得のためのコンサルティング。

ﾂｶﾓﾄ

ｹﾝｲﾁ

塚本 研一

ｻｲﾄｳ

ﾕ ﾐ

斉藤 由美

モミヤマ ヒロユキ

籾山 広之

のコンサル実績あり。

・㈱ニチロ、秋田県総合研究センターにおいて食品関連の技術を30
年近く行ってきました。特に水産発酵食品関係は長く従事し技術
018-864- 塚本技術士事務 士：水産部門(水産加工)、農業部門(農芸化学)、博士(生物資源科
1958 秋田市
3982
所
学)資格がありすべての食品分野で対応可能。

0901967 大館市 65661546
0901964 能代市 10659352

・指導例として地域資源黒大豆を利用したビン詰商品開発や地域 技術士：水産部門(水産加工)
資源ジュンサイの品質向上あり。特に水産加工では魚卵加工、海 技術士：農業部門(農芸化学)
藻加工、魚醤製造技術、その他水産加工全般で多数の実績があり 博士：生物資源科学
ます。

・紅茶業界に30年従事。英国ブランドの紅茶メーカーに21年にわた ・自ら紅茶スクールを運営し紅茶に関する著書5冊の執筆実績あ
日本紅茶協会認定ティーインストラク
り。
ター
・紅茶の入れ方や種類、文化、商品開発などの指導を一般、飲料
メーカー等に行う。テレビや雑誌にもインタビュー依頼にも対応した
実績があり。

紅茶専門店&紅 り勤務。
茶スクール イギ ・紅茶の専門家として、メディア出演経験多数（NHKためしてガッテ
リス時間紅茶時 ンなど）。
間
ざしきわら
し.COM

・商品開発を手がけること20年。以来、全国、東北、秋田など規模も 食品製造企業からの依頼が多く、試作品のパッケージアドバイスや 食品衛生責任者
審査基準も異なる食品開発コンテストへ独学で開発した商品を出 評価、商品コンセプトの策定、キャッチコピー、セールス文などを提
品し、入賞経験あり。
供。また、30年の営業経験から販売方法などを指導。
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【法務・労務】
氏名
ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀﾀﾞｼ

専門分野・経歴等
*労働・社会保険諸法令に基づく各種諸手続
*人事・労務管理相談、就業規則等の諸規程類の作成
018-836- 本庄忠社会保険 *確定拠出年金の導入支援
1951 秋田市
6394
労務士事務所
*企業リスクマネージメント
*職場のトラブル解消及びあっせん代理

指導実績
*県委託事業「多様な働き方導入支援アドバイザー」「あなたの会社
流子育てサポート推進事業アドバイザー」「次世代育成サポートア
ドバイザー」として指導。あきた企業活性化センターの専門家として
企業5社指導。県内数十社の人事・労務管理の改善指導

ﾐ ｳ ﾗ

新規会社設立に伴う手続き、社会保険労務士業務全般(労働基準
監督署、ハローワーク、年金事務所に関する業務)、就業規則の作
0187-62- 三浦社会保険労 成・運用並びに賃金設計、労働トラブル解決・各種調査立会い、高
1968 大仙市
5768
務士事務所
齢者・定年退職者の雇用対策

秋田県内において、厚生労働省、労働局、信用保証協会、社会保 社会保険労務士
険労務士会、商工会連合会等の労務問題専門家として、1000社以
上の訪問指導実績がある。現在、県内数100社の新会社設立・人
事・労務管理の指導中

本庄 忠

ｻﾀﾞ ﾖｼ

三浦 貞義

ﾎﾘｶﾜ

ﾖｼﾊﾙ

堀川 義春

ﾏﾂｼﾀ

ﾀｸ ｿ ﾞ ｳ

松下 卓蔵

ｻｲﾄｳ

ｱｷﾋｺ

齋藤 昭彦

ｻｲﾄｳ

ﾋ ﾛ ｺ

齋藤 博子

ｽｶﾞﾉ

ﾀｲｿ ﾞ ｳ

菅野 太造

ｵｵﾂｶ

ﾄﾓﾕｷ

大塚 知行

生年 住所地

電話

0801955 秋田市 18446389

所属等

行政書士 堀川
予防法務事務所

042-313- 株式会社ＭＭ
1966 東京都
9141
パートナーズ

1976 秋田市

1973 秋田市

018－893 あきた知的財産
－5115
事務所

018－893 あきた知的財産
－5115
事務所

菅野社会保険労
0182－35 務士事務所・菅
1956 横手市
－5680
野太造行政書士
事務所

会社法務、法人設立、労働問題、民事法務、相続問題、離婚問題、 秋田県内中小企業約350社訪問し、あらゆる企業相談に対応した
法務分野講演会
実績があります。その中には会社法務、新会社設立及びコスト削
減等、専門的立場のアドバイスを実践で積み重ねてきました。

三井住友海上経営サポートセンターで運送会社向け賃金制度・評
価制度の作成支援などを実施後、(株)MMパートナーズ代表として、
全国の中堅中小企業の経営支援を行う。得意業種は運送業は
（950社超）、建設、工務店で指導年数は19年。

所有資格等
特定社会保険労務士
CRM（リスクマネジメント協会認定）
DCアドバイザー（401K）
年金・退職金総合アドバイザー

行政書士

・北海道、徳島県、愛媛県の建設会社において、経営改善計画を 中小企業診断士
立案、営業強化と意識改革、予実績管理等を指導。
・北海道、秋田県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県の運送会社
において、賃金評価制度の見直しと原価管理を指導。

特許・実用新案・意匠・商標等の知的財産に関する創造、保護及び 秋田県、岩手県及び山形県における知財総合支援窓口・外部窓口 弁理士
活用の支援。特にソフトウェアに関する特許や、国内及び外国の商 における相談の担当や派遣専門家、知財授業や知的財産セミナー 情報処理第１種
標を専門とする。
の講師、国立大学法人秋田大学の非常勤講師

特許・実用新案・意匠・商標等の知的財産に関する創造、保護及び 秋田県、福島県及び山形県における知財総合支援窓口相談担当 弁理士
活用の支援。特にソフトウェアに関する特許や、国内及び外国の商 や派遣専門家、知財授業や知的財産セミナーの講師、国立大学法
標を専門とする。
人秋田大学・秋田県立大学の非常勤講師

・社会保険労務士業務全般（労働・社会保険、助成金、就業規則、
給与計算、賃金設計、各種助成金、労務管理全般）
・行政書士業務（各種契約書、相続関係、外国人関係）
・他の同業者にない特色として、外国人技能実習生に係る実務に
精通

＊県内新規事業、既存事業に対する人事・労務コンサルタント経験
18年
＊秋田県、岩手県の事業協同組合に対する外国人技能実習生に
係る雇用管理と入国管理局への各種申請の実務及びコンサルタン
ト経験16年

社会保険労務士（特定社会保険労務士）、
行政書士（申請取次行政書士）、第一種衛
生管理者、ファイナンシャル・プランナーAFP
（日本FP協会）、２級ファイナンシャル・プラン
ニング技能士

１．労働・社会保険諸法令に基づく各種手続業務 ２．就業規則及 *秋田県内の製造業、介護施設、飲食店、クリニック、建設業、卸売 社会保険労務士（特定社会保険労務
び関係規定の作製・整備・改訂 ３．給与計算業務 ４．労働トラブ 業等に対し、就業規則の改定、人事・賃金制度、助成金の申請、労 士付記）
0186-42- 社会保険労務士 ル解決サポート ５．障害年金手続代行 ６．事業承継・Ｍ＆Ａ 開 務相談、給与計算業務等、人事・労務管理の幅広い指導を行う。 Ｍ＆Ａシニアエキスパート
1950 大館市
0385
大塚事務所
業前は、建設業、木材業、鉄工業で約30年にわたり、資金繰り、予
算管理、労務管理等を担当。

090ｷ ｸﾁ
ｷ ｸ ｵ
菊地 喜久雄 1958 秋田市 33629104

登記・供託等手続代理(不動産法務・会社法務等)
裁判書類等作成
菊地司法書士事 財産管理業務（遺言執行・任意財産管理・相続財産管理等）
務所
成年後見業務、訴訟・調停等代理、裁判外和解法律事務、債務整
理業務 等
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会社設立・分割・合併その他会社法務 、売掛金請求・賃金請求等 司法書士
各種訴訟、相続・種類株と事業承継、成年後見・財産管理等法律
事務、会社破産・個人破産・個人再生・任意整理等債務整理、商品
等動産譲渡担保・債権譲渡担保・債権質入れ

【法務・労務】
氏名

生年 住所地

電話

所属等

018-832- 佐々・藤盛特許
ｻ ｻ
ｹﾝﾀﾛｳ
佐々 健太郎 1974 秋田市 4736
事務所

ﾏﾂﾓﾄ

ｶｽﾞﾄ

松本 和人

ｻﾜｷ

ﾔｽﾀ ｶ

澤木 康隆

1977 秋田市

専門分野・経歴等
・大学院修士課程修了後、食品、製薬企業にて研究、研究開発管
理、および研究開発企画業務経験。
・退職後、食品、化学、材料、日用品及び機械を中心に幅広い分野
の特許を扱う。意匠、商標も扱う。海外出願経験有り。

指導実績
*秋田県を中心とした東北地方、および一部関東圏、関西圏の中小 弁理士
企業、大学、ベンチャー企業等の特許、実用新案、意匠、商標登録
出願指導実績有り。知的財産権に関する各種相談、講演経験有
り。

・中小企業法務一般

・秋田県内の中小企業法務指導

ﾄ ｳｺ ﾞ ｳ

ﾋﾛｽﾞﾐ

弁護士

018-874- 松本総合法律事
9902
務所

○就業規則他諸規定及び各種労使協定の整備と運用支援
○人事労務管理に関するコンサルティング
018-846- 澤木社会保険労 ○労働社会保険関係の諸手続き
1970 秋田市
5061
務士事務所
○給与計算

平成２３年４月以降県内全域において、秋田県商工会連合会及び 社会保険労務士（特定社会保険労務
秋田県社会保険労務士会等の派遣型専門家として、５００超の企 士付記）、行政書士試験合格（非登
業を１，３００回以上訪問することによる、就業規則はじめ人事労務 録）、初級システムアドミニストレータ
全般の指導実績がある。

*東京電力福島原子力発電所事故を原因とする風評被害に対する *上記についての支援先は観光関係、水産業等で、他に製造業、
損害賠償請求（ＡＤＲ）を得意とする。原発事故以来売上が下がっ 卸売業、物流業、飲食業等において、倒産法制・事業再生の実績

東郷 弘純

所有資格等

弁護士、中小企業診断士、経営士

03-35561971 東京都
東郷法律事務所 ているが、未だ東電に請求をしたことがない方、直接東電に請求し がある。
1336
たが認められなかった方、すでに補償を受けたがまだ風評被害が
続いている方等を支援します。

ﾀｶﾊｼ

ｶｽ ﾞ ﾀｶ

高橋 一貴

1986 秋田市

018-838- アスカ人事労務
0469
パートナーズ

・専門：①人事評価制度の構築・運用②テレワーク制度導入③従業
員エンゲージメント診断と改善提案(離職低下、生産性向上)④
SaaS(クラウドサービス)による業務効率化⑤働き方改革PJプロジェ
クト支援⑥研修企画 他

＊2012年より社会保険労務士。人事制度をはじめとする労務管理
全般、SaaS・ICT活用による業務効率化、組織診断による課題抽出
と解決立案手法等を多数指導。社員研修・セミナー等での講師実
績多数(アンケート満足度100％)

・社会保険労務士、ワークライフバラン
ス認定WLBコンサルタント、あしたの給
与コンサルタント、男女共同参画あき
たF・F推進員

・人事労務管理の相談・労務トラブル解決のサポート。就業規則等 ・介護・医療業界の労務管理に約20年間携わる。現在も介護・医療 社会保険労務士
ｻ ﾄｳ

ﾀﾂﾙ

佐藤 樹

ﾇﾏﾀ

ﾖｼﾉﾘ

沼田 能典

佐藤樹社会保険 諸規則の作成。人材確保のアドバイス。助成金申請のサポート。労 業界で人事労務課題の解決・労働組合対応等の指導を行ってい 行政書士
0187-73る。また、介護保険施設・介護保険事業所・障害福祉サービス事業 社会福祉士
1977 大仙市
労務士・行政書 働・社会保険諸法令に基づく各種諸手続。
7883
所の立ち上げ実績がある。
士事務所
0901972 東京都 85845007

約20年ほど、企業の従業員のメンタル・休職問題の解決を行ってき *関東・東海・関西・東北の10人規模の企業から一部上場企業ま
中央労働災害防止協会THP指導者
た。単純な解決だけではなく、それに伴う業務改善や制度・風土改 で、600社以上の企業で、休職者、人事トラブルの対応、現場アドバ (心理相談員)、上級人材測定コンサル
革を行うなどし、人材の定着化、利益向上につなげてきた。
イス、家族対応、業務・文化制度改善による利益化、人材定着化等 タント(採用・評価)、産業カウンセラー
を実施。
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【税務・会計】
氏名
ｳｵｽ ﾞﾐ

生年 住所地

専門分野・経歴等
指導実績
県内中小企業を中心に12年間、税務会計業務を提供。事業継承業 *秋田県十文字町自動車整備業、秋田県にかほ市金属部品製造 税理士
務も担当している。
業、秋田県北秋田市住宅建築業、秋田県大館市タクシー業、事業 CFP®
018-838- GSPartners税理
承継に関する税務相談、部門別管理等の会計指導など
1979 秋田市

ｹﾞﾝ

魚住 元

電話

0136

所属等

士法人

*一般税務
ｷ ﾘ ﾀ

ﾘｮｳﾍｲ

桐田 良平

ﾀｶﾊｼ

ｼｹﾞｷ

高橋 茂輝

ﾆ ﾜ

ｶﾂﾋﾛ

丹羽 克裕

ｵ ﾉ ﾀ ﾞ

ﾘｭｳ

ﾊｾｶﾞﾜ

ｼﾝ

小野田 龍

長谷川 伸
ｼﾞ

治

1985 横手市

所有資格等

秋田県において、不動産賃貸業の消費税税務指導、建築業の税
務指導、その他開業時の税務指導

0182-23- 桐田良平税理士
6241
事務所

税理士

地元中小企業を中心に16年間、税務業務提供。事業承継業務も担 商工会連合会事業承継ブロックコーディネーターとして会員への事 税理士、ＣＦＰ、教員免許（第１種 商
当している。税務調査、相続税などの相談、申告も行います。
業承継支援等の実績がある。秋田県中小企業団体中央会主催に 業）、経営革新認定支援機関
0183-55- 高橋茂輝税理士
よる消費税講習の実施。生徒自動への租税教室。
1979 羽後町

8251

1968 東京都

事務所

03-3426- 丹羽総合会計事
5485
務所

・事業再生支援（資金繰り実績作成、返済可能額査定）、創業支援 ＊主に首都圏において、宿泊業やガーデニング業の事業再生支援 公認会計士、税理士、行政書士
（事業計画から創業後の税務申告）を専門とする。
の実績がある。また、継続的に会社設立の相談を受けている。

・「事業承継対策」「経営改善」「相続税対策」「資金調達支援」ス
タートアップ企業から大規模法人までの多くの法人の顧問やコンサ
03-53791985 東京都
税理士法人GNs ルティングに関わり、経営者の方から信頼を得ています。事業承継
8150
対策等の経験も豊富です。

＊主に東京で数多くの法人の事業承継を提案し、実行している。ま 税理士、経営革新認定支援機関
た、小売業・建設業等の原価管理、経営計画の作成支援、上場準
備会社の会計税務等にも詳しく、上場準備会社の監査役を務めて
いる。

・税理士として、中小企業、個人事業主の確定申告や税務調査対 ・指導実績：所得税、法人税、相続税などの相談、税務指導、申告 税理士
応に精通。また、相続税などの相談、申告についての実績を上げて など。また会社設立相談や記帳指導などの実績があります。
018-827- 長谷川伸治税理 います。
1964 秋田市

7626

士事務所
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【その他】
氏名
ｻ ﾄ ｳ

生年 住所地

ﾖ ｳ ｺ

佐藤 洋子

ﾄｷ ﾀ

ｶｽﾞﾕｷ

ｽｽﾞｷ

ｼﾝ ｴ

時田 和幸

電話

所属等

専門分野・経歴等
*秘書業務等のキャリアを生かし、ドゥファイン入社後にマナーイン
ストラクターとして活躍。高校、大学、企業の社員や管理者等指導
018株式会社ドゥファ 先は多岐にわたる。コールセンターでスーパーバイザートレーナー
1962 秋田市
867-0211 イン
として電話応対を極める。現場で”すぐに役立つ”実践的な研修が
得意。

*商品開発とブランド構築：コンセプト設計、マーク・ネーミング、商品 *仙北市の商店街と栗農家の農工商連携における商品ブランド化
デザイン、市場調査。集客・コミュニケーション手段：PR・販売促進 *宮城県のお土産商品開発（地域ブランドの定義、試作品・評価）
018*河辺の産直農家経営の加工食品 売上向上の経営指導、組織化
1965 秋田市
株式会社アルテ ツールのデザイン、HP、イベント企画
853-9320
指導*秋田県川連漆器青年会の新商品開発支援
１．電気及び熱エネルギーの管理（省エネルギー）

鈴木 新右
ﾓﾝ

エ門

ｼﾊﾞﾀ

ｼ ｹﾞ ﾉ ﾘ

柴田 栄宜

ｺﾊﾞﾔｼ

ﾉ ﾘ ｺ

小林 紀子

ｼﾏﾐﾔ

ﾐﾂｱｷ

嶋宮 光明

ｲｼｶﾞｷ

ﾋﾃﾞﾔ

石垣 秀也

指導実績
所有資格等
*民間企業の新入社員、中間管理者へのビジネスマナー・電話応 電話応対技能検定指導者級
対研修。官公庁職員を対象とした接遇研修・電話応対研修・クレー
ム研修。介護福祉施設の職員を対象としたコミュニケーション研
修。コールセンターにおけるクレーム応対研修。電話応対コンクー
ル出場者個別指導。

0901950 秋田市 43130124

実務経験18年
秋田県電気管理
技術者 協同組 ２．省エネ法対応業務（法定報告書作成、管理標準作成、工場調
査対応）
合

1961 秋田市

018-8360065

018-839- 有限会社エスコ
4010
秋田

(財)省エネルギーセンターのエネルギー使用合理化専門員として
東北地区の工場及びビルの省エネ診断実績400件以上、同セン
ターの技術調査員として工場・ビルの調査実績250件以上。

電気管理士
熱管理士
第３種電気主任技術者

・秋田県職員の健康測定及び健康運動指導、県職員体操の制作、
秋田銀行健保組合の健康運動指導、日本健康運動指導士会の北
海道、東北各県支部の単位認定講習会の講師、東北各県のADL
高齢者体操の指導者養成、秋田県内市町村の健康運動指導講演
20か所以上

健康運動指導士
ＡＤＬ高齢者体操上級公認指導者
温泉利用指導者、ラフターヨガティー
チャー、ほめ達2級

実務経験15年

１．各企業従業員の健康運動指導
有限会社スポー ２．高齢者体操指導者の養成事業
0187-541954 仙北市
ツコンサルタント ３．高齢者介護予防、転倒予防、等の運動指導
3833
４．特定保健指導、特定高齢者指導
シバタ

1957 秋田市

アシスタントカラーコーディネーター(カ
ラーコーディネーター3級)
ファッションコーディネート色彩検定2
級

・ビジネスマナー・接遇マナー
・短大、専門学校にて秘書・ビジネス実務、キャリア教育32年
・サービス業・福祉施設等接遇指導
・企業・団体・福祉施設等にて顧客満足接遇マナー指導
・ヒューマンスキル・人間関係をよくするコミュニケーション講座 等 ・社会・職場内での人間関係をよくするコミュニケーション講座

秘書技能検定１級
サービス接遇検定１級
キャリア・コンサルタント
コミュニケーション能力１級

・既存建物の省エネ回収更新導入補助金申請コンサル教務
・省エネルギー診断(分析・省エネ提案)
・建築物省エネ法による届け出書作成支援業務
・ZEB建築物の提案・プランニング

ビル省エネ診断技術者
１級管施行管理士
ZEBプランナー

銀行32年間勤務した後、秋田県貿易促進協会に6年間勤務。
貿易促進協会では、主に注g区と台湾を担当し、秋田県内事業者
018-835- 合同会社オフィス の海外進出の支援をしてきた。中国と台湾では主に日本酒の輸出
1953 秋田市
8432
輪
支援を行い、マッチングの企画を実施した。現在は輸出会社を創業
した。

＊省エネ診断業務100件以上
＊省エネ機器導入補助金(経済産業省j・環境省)支援業務50件以
上
＊建築物省エネ法届出作成100件以上

中国では北京、長春、大連、瀋陽で輸出取引開拓支援を実施。日 合同会社オフィス輪で酒類輸出業免
本酒メーカー5社の輸出取引成約実績。台湾では、台北でフード台 許取得
北、Sakelism(第1回(2013年)から5回(2017年))に参加。日本酒メー
カー3社の取引成約実績。

・知的財産権に関する権利化、鑑定、契約、法律相談、セミナー講 ・秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、東京都、神奈川県な 弁理士
ど主に製造業の知的財産権戦略、大学、高専の講師

ｶ ｶ ﾞ ﾔ

ﾂﾖｼ

加賀谷 剛

ｽｽﾞｷ

ﾋ ｻ ﾄ

鈴木 尚登

ﾊﾅﾀﾞ

ｼﾞｭﾝ

花田 順

師など。
特許業務法人
03-53241971 東京都
創成国際特許事
9810
務所

1958 横手市

0182-23Be linked
5825

018-823- 有限会社花田設
1969 秋田市
2417
計事務所

国家資格キャリアコンサルタントとインキュベーションマネジャーの
資格を活かし、伴走型支援コンサルタントとして、相談者から丁寧
に聴き取りを行い、相談者・相談企業の強みや適性を見つけ、それ
を活かす支援とはににかをともに考えます。起業創業6次産業化
キャリアコンサルティング働き方女性活躍移住・定住など

＊横手市創業支援事業受託ワンストップ起業相談員として活動、
秋田県農業公社6次産業化プランナーとして活動、ミラサポ・秋田県
信用保証協会専門家として活動、キャリアコンサルタントとしてハ
ローワーク等でキャリア支援、商品開発・販路開拓・販売促進支援

シニアー・インキュベーション・マネ
ジャー、国家資格キャリアコンサルタ
ント、極和ファシリテーター3級、女性
労働協会認定講師、しごとモチベータ
―

*店舗設計におけるインテリアコーディネート、アレンジも含めたトー *主に県内企業において、省エネ店舗設計、他店と差別化を図る店 一級建築士
タルコーディネート、等を専門とする。
舗設計、街並みに溶け込むデザインのアドバイス、集客性を高める
仕組みに関する指導、等の実績がある。
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【その他】
氏名
ｽｷﾞﾔﾏ

ﾅｵ ｺ

杉山 直子

ﾂ ﾁ ﾀﾞ

土田 ゆき

ｽ ｽﾞ ｷ

ｴ ﾐ

鈴木 絵美

ｻﾄｳ

ｼｭｳｲﾁ

佐藤 秀一

ﾏﾂﾊｼ

ﾋﾃﾞｵ

松橋 秀男

ｺﾝ ﾀ

ﾋ ﾛ ﾐ

今田 裕美

ﾀﾅｶ

ﾕｷ

田中 行

ﾅｶﾔｽ

ﾙ ﾐ

中安 留美

ｻｲ ﾄｳ

ﾐﾂ ｺ

齊藤 光子

ｲｼﾂﾞｶ

ﾉﾌﾞﾋﾛ

石塚 伸宏

生年 住所地

電話

所属等

0801965 秋田市 5556-

専門分野・経歴等
指導実績
所有資格等
*心理カウンセリングによるモチベーションアップ、起業家向け悩み・ *県内起業家等に対し、将来像や目標の視覚化によるモチベーショ 心屋流メソッドアセプトカウンセラー、
問題解決手法の指導等を専門とする。
ン向上指導、コミュニケーション能力向上指導等の実績がある。
フラクタル心理学教育心理コース講師

ゆめかなえ塾

4115

1966 秋田市

1970 秋田市

018-862- 株式会社ビリーヴ
イン
5981

・成城大芸術学科卒。㈱クボタ東京本社秘書広報。太平山観光開 秋田県内の学校、商工会、金融機関、企業、飲食業、各種団体等 茶道裏千家助教授
発㈱施設開業、広報他。ヤマハ英語教室講師。H27~㈱ビリーヴイ にマナーを中心としたコミュニケーションを指導。マナー全般の他、
ン代表取締役、マナー・プロトコール講師。裏千家茶道教室主宰。 クレーム対応、印象アップ、話し方・聞き方、チームワーク、リーダー
シップ等。

018-8370133

＊情報・通信系の講師として職業訓練校で技術指導（13年）
＊Excelによる売上管理、アンケート分析、顧客購買分析
＊農産物販売・旅行企画会社の創業、経営経験あり
＊求職者のメンタルケアと再就職支援、社会人基礎力の指導

0901968 秋田市 31603696

メンタルヘルス全般、高校教員を経て秋田市の心療内科クリニッ
ク、精神科病院にて勤務。その後、秋田県教育庁でスクールソー
一般社団法人エン シャルワーカーを務める。
カウント

県内の福祉事業所におけるメンタルヘルス指導。

精神保健福祉士
公認心理師
教員免許

技術士登録農業部門(農業および蚕
*JICA関係での海外農業技術指導、秋田県庁では農業技術指導、 糸)
秋田県立大学・農業試験場等では技術開発・移転に関して携わり、 ASIAGAP指導員資格
現在の大潟村では農業アドバイザーとして海外販路の開拓支援を JGAP審査員補
行っている。

*専門分野：ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)
・「東北地域の製造業におけるＣＳＲに関する調査委員会」委員(Ｈ
18.4～19.3)
・東北SDGｓ未来都市サミットシンポジウム仙北市講師(令和2年1
回)

・山形県の特別養護老人ホーム、製造業において、ISO26000や
ESG、SDGコンパスを活用したSDGsの取り組みを支援した。

03-3376- 建築＋デザイン
7127
事務所イッスン

・大手デベロッパーの住宅商品開発・デザイン、店舗設計、展示会
デザイン、新規事業企画立案、プロダクト商品開発。空間設計、プ
ロダクトデザインに付随する広告宣伝分野のプロデュース、ディレク
ション。

*秋田県の伝統工芸品メーカーの商品開発を通じてのデザイン指 一級建築士
導。広島県の塗装メーカーの新規事業ディレクション、ブランディン
グ、商品開発、展示会デザインなど総合的に若手への技術、管理、
デザイン指導。

018-838- 株式会社ビィ・
7010
ウィズ

・人材育成、研修事業を行っています。研修講師として、大手コー
ルセンターの教育研修事業部で県内外の自治体や企業で実績を
積んできました。研修専門会社を2018年に設立し、様々な組織の
課題解決を行っています。

・秋田県の企業や団体における新入社員研修、管理職研修、接遇 ホスピタリティ・コーディネータ
マナー研修、クレーム対応研修などを実施。IT関係企業や労務士
事務所などでは毎月1回の定例研修会を実施。

0901966 山形県 22780538

1960 秋田市

メンタル心理カウンセラー
職業訓練指導員
教員免許(工業)

*大学農学部卒業後一貫して農業分野で仕事をし、栽培技術指
導、農業試験研究、技術移転、農産品の加工・販売・輸出まで携
わってきた、これまでの知見を活かし県内企業の支援から秋田の
農業振興を加速させたい。

0901955 北秋田市 44795668

1969 東京都

＊Word・Excelによる業務効率化とトラブル対処
＊社員教育研修（ビジネスマナー、コミュニケーション）
＊農産物販売・旅行企画会社の創業、経験あり
＊メタルヘルス(ストレスマネージメント・ハラスメント対処)

英国IEMA認定サステナビリティCSRプ
ラクティショナー

・創業・企業/各種アーティストに対する経営支援業務、カルチャー ・創業・設立支援(株式会社・一般財団法人)の設立支援、メンタル 産業カウンセラー
教室の運営・商品企画・デザイン業務、カウンセリング業務/カウン ヘルスの支援業務、カウンセリングの受託業務、専門家派遣による 生涯学習コーディネーター
セラーの育成/メンタルサポート、セミナー/講演/イベント企画・生 創業・起業支援、相談解決のためのコーディネート
涯学習支援

0901958 秋田市 95307263

株式会社ハート
メッセージ

0801985 秋田市 28191683

株式会社新和工 務し、下記実績に係る評価に従事。
芸

・不動産鑑定及び物件調査、不動産に関するコンサルティング。前 ・福島県の食品卸売業者の事業再生に伴う資産査定。岩手県の木 不動産鑑定士
職まで不動産鑑定大手東北支所にて専任不動産鑑定士として勤 材加工関連事業者の事業再生に伴う不動産鑑定評価。宮城県の
ガス販売事業者の不要資産売却の参考のための鑑定評価。
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【その他】
氏名
ｶﾏﾀ

生年 住所地

ｼﾝﾍﾟｲ

鎌田 新平

ﾎｲｽﾞﾐ

ｼﾝｲﾁ

保泉 真一

ｽｶﾞ

ﾖｼﾉﾘ

ﾕｷｵ

山田 幸男

ｶﾜｾ

ｶｽﾞﾕｷ

川瀬 和幸

ﾔﾏﾉ

ﾕﾀｶ

山野 豊

ｵｵｽｶ

ｼﾝ

大須賀 信

ｻｲﾄｳ

ｶﾂﾄｼ

齊藤 勝俊

ｽｶﾞ

ﾏｻﾄ

菅 真人

ｺｼﾞﾏ

ﾋｻｼ

小島 寿

0801985 東京都 9126-

9271
0701954 東京都 39906864

所属等

株式会社
quantum

1946 美郷町

0901961 青森県 34024408
0701973 大館市 20203085
0901966 秋田市 20214905

指導実績
所有資格等
・プロダクトデザイン提案に加え、企業と共同での製品開発(アイデ 武蔵野美術大学造形学部卒業
ア出し、コンセプト/ブランド策定、製品デザイン)やサービス開発、 トレース技能検定2級
ネーミング提案等。開発から量産までをデザイン的な視点でアドバ
イスが可能。

所

・ホテル立上げ18年間の実務経験の中で唎酒師の資格取得。その ・以下全て秋田県内。ホテルFBマネジャー。企画・営業・新人教育・ 唎酒師
後カフェ立上げサポート。グリーンツーリズムインストラクター資格 オペレーション構築。インテリアショップ＆カフェ立ち上げ時マネジメ グリーンツーリズムインストラクター
を取得し、地域資源を活用したプログラムの企画・開発。NPO法人 ント。スペシャリティコーヒー豆専門店におけるオペレーション構築。 湯沢市まちづくりコーディネーター
の経営改革マネジメント。
ヤマダフーズの専務時代に構築した流通業界のとパイプが太く、 *西馬音内の街起こし 古くからある日本を思い起こし、年配者の働
マーケティングに関した実践的な指導を得意としている。また、食品 くことを目的とし、台湾の方に日本古来の「嫁どり」作戦を行おうとし
業界にも精通し商品開発にあたっては市場を考慮した展開支援も ています。
得てとしている。

0182-373030

0801983 東京都 39345575

専門分野・経歴等
・新規事業開発全般に従事。工業製品全般のデザインやサービス
開発を専門とする。プロダクトデザイン業務、技術の用途開発、他
領域への商品展開に強み。RedDotDesignAward、グッドデザイン賞
の受賞あり、意匠登録４８件

・発電設備の計画・設計・建設管理。エネルギー設備の省エネ、高 ・コジェネ(熱・電気)設備導入による環境改善・低炭素化・経済性改 技術士(機械部門)
効率化・低炭素化の提案。海外での拡販・事業遂行。欧州(4年)・中 善。発電設備の高効率化・省エネ改造。海外への販売支援、海外 実用英語技能検定準1級
保泉技術士事務 国(6年)の駐在経験。現地パートナーとの協業推進。
での事業展開。

0901977 湯沢市 22775608

菅 善徳

ﾔﾏﾀﾞ

電話

WAgon

・2008～2017年までKEN OKUYAMA DESIGNに入社、奥山清行氏
に師事し、伝統工芸、地場産業を中心とした商品開発、ブランディ
ングなどの活動に従事。

・2017年に独立、新潟県燕三条地域との連携事業を担当し支援。
・新潟県三条市の若手後継者育成支援事業の座長としてセミナー
を開催。新潟県燕三条地域日本金属洋食器工業組合のアドバイ
ザー就任。秋田県仏具メーカーの新ブランドや商品開発を担当。

山野りんご株式
会社

・秋田県出身で大学卒業後に工作機械メーカー勤務後、農業に転 企業、農業法人、農業系高校にGLOVALG.A.P.の認証制度につい
身。
て説明と取得に向けた指導の実績がある
・EUREPG.A.P.(適正農業規範)の初翻訳を行い、以降GAP認証取
得を志す後進の指導に一貫して従事。

・観光地域づくり法人（DMO）の業務を通して、社会全体の多文化 ・行政機関、団体でやさしい日本語についての講演実績あり。
日本語教師養成総合講座（文化庁指
共生を目指して取り組みから、定住外国人、技能実習生、訪日イン ・民間企業に対して、外国人実習生受入れ準備に対する日本語指 針420時間準拠）修了、日本語教育能
一般社団法人秋 バウンドへの対応を主とした「やさしい日本語」の指導が可能。
導実績あり。
力検定試験合格（日本国際教育）

田犬ツーリズム

有限会社サイカ
ツ建設

0801989 湯沢市 18284070

神奈川 045-5831960
小島工房
県
3006

・大和ハウス工業を経て現在の建設業に従事。インテリア、色彩、 ・光、音、香を複合的に組み合わせた空間で、人体への効果や、そ ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ライフスタイルの資格を有し、東北地区の店舗、商業・宿泊・医療施 れに伴うサービスの可能性を、コンソシアム立ち上げ研究、指導し ﾀｰ、ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｲﾘｽﾄ
設の企画、設計、演出を手掛ける。大学や研究機関と連携した快 ている。
１級、商業施設士、二級建築士、１級
適空間の開発も展開中。
建築施工管理技士、２土木施工管理
技士
都内酒類専門商社などで海外酒類の営業、フードイベントの出店
業務、店舗マネージメントを経験。酒、飲食、フードイベント業界の
経験を活かし、SNS、ネットショップを駆使した売上改善を指導。

都内飲食店舗、フードイベント会社、酒類専門商社向けにSNSを活 ジャパンビアソムリエ協会認定ビアソ
用したオンラインショップの売上改善、販路指導。県内農家向けに ムリエ
ネットショップを活用した野菜の販路開拓指導。

・プロダクトデザイン（子供用品・木製品・家具・玩具・クラフトデザイ
ン等）を専門とする。デザイン事務所勤務時には、地域産業品の製
品開発事業等にも多く携わる。流行に左右されない、永く使用でき
るデザインを提案。

＊地域産業品の製品開発事業等に係る指導、東京都における製
造業者の顧問デザイナー、及び幼稚園の木工工作講師、【木のデ
ザイン展】2013での受賞作品を製品化に向けて製作指導、オリジナ
ル木のおもちゃ【コッコ・トイ】の製造販売。

23

【その他】
氏名
ﾂﾁﾀﾞ

ｼｹﾞﾙ

土田 茂

ｺﾞ ﾄ ｳ

ﾄｼﾂｸﾞ

後藤 寿次

生年 住所地

1976 秋田市

電話

所属等

018-8458148

指導実績
*秋田、東北、関東において事業承継・相続に関する支援を行って
おり、M&Aや各士業との連携を行い、立案から実行まで対応が可
能。相談者がどのようにしたいのか、またどのようにしたらよいのか
を明確にしなるべくそれに近づけるよう立案しています。

・商工会、商工会連合会で34年に亘って勤務。経営指導員等で企 *経営相談件数１万件超、金融相談件数1,000件超(内斡旋件数500
業訪問し経営相談指導。その内容は広く金融、労務、税務、取引、 件超)、国・県補助金事業担当20件超
創業、事業承継など。経営課題を探り経営改善策の提案。

0901958 秋田市 73245067

090ｶﾏﾀﾞ
ｱ ｶ ﾈ
鎌田 あかね 1979 秋田市 61775128

専門分野・経歴等
*ファイナンシャルプランナーとして、ライフプラン・保険・証券投資・
税制・不動産・相続事業承継の分野において、業務を行っており、
相続事業承継においても多分野での問題にも対策を行え、いわゆ
る「部分最適」ではなく「全体最適」をご提案しています。

Little A

018-893- 株式会社KITA
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ
北林 由貴子 1970 秋田市 5650
DESIGN

*グラフィックデザイン制作／CI・ロゴ、パッケージ、販促物ツール
*JA鹿角婦人部の商品パッケージリニューアルにおけるデザイン制
（チラシ・ＰＯＰ・小型広告物）など、商品開発、販路拡大における企 作を指導、文房具店のオリジナル商品開発における企画制作を指
画提案。
導、美容室の販促ツールリニューアルにおけるブランディングとデ
ザイン制作を指導
・グラフィックデザイン全般。女性向けを得意とし、伝えたいことを分
かりやすくデザイン。（リーフレット・名刺・ロゴ・情報誌など）。WEB
サイトデザイン。情報発信やSNS発信、企画運営などのアドバイ
ス。秋田の女性向けWEBサイト「a.woman」編集長。
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・女性起業家のパンフレット（子育て・コーチング）、・新発売商品（梅
漬け）のパッケージデザイン&WEBサイト、秋田市クリーニング店の
DM、折込チラシ製作、・子育て支援NPO法人のＷＥＢサイト、・女性
起業家の6次産業商品（お粥）のパッケージデザイン&動画製作

所有資格等
ファイナンシャルプランナー(CFP認定
者)・1級FP技能士、相続コンサルティン
グマスター、プライマリー・プライベート・
バンカー、DCプランナー2級、認定SWOT
分析コンサルタント、証券外務員1種

