
■登録専門家リスト 2021年11月現在

№ ガ分野 住所 専門分野 資格

1 技術 磐田市 工場管理、製品開発、技術開発、技術指導、ISO認証取得支援 技術士、ISO9000（審査補）

2 経営 浜松市中区
営業マーケティング（営業改善・販路開拓支援・営業教育）経営全般、製品開発、創
業支援、新分野進出

甲種危険物取扱者

3 技術 富士市 経営全般、工場管理、製品管理、ISO認証取得支援、事業再構築、医療機器、薬事
ISO9000（主任審査員）、ISO14000（審査員）、ISO13485（審査員）、ISMS情報ｾｷｭﾘ
ﾃｨ（審査員補）

4 技術 浜松市西区 経営全般、工場管理、製品開発、技術指導、デザイン

5 経営 磐田市 経営全般、情報化支援、事業再構築、知的財産権 ITコーディネーター

6 技術 浜松市浜北区 経営全般、工場管理、製品開発、新分野進出、エネルギー、環境対応 公害防止管理者

7 経営 浜松市中区 経営全般、工場管理、ISO認証取得支援、情報化支援、事業再構築 中小企業診断士、ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、ISO9000（審査員補）、ISO14000（審査員補）

8 経営 浜松市中区 経営全般、工場管理、ISO認証取得支援 ISO9000（審査員補）

9 経営 浜松市浜北区 情報化支援 ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、第二種情報処理技術者

10 知財 浜松市中区
特許、実用新案、意匠、商標に関する出願の代理、相談、調査、鑑定、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝ
ｸﾞ、紛争
技術分野：機械全般、制御、光学、情報処理、電気・電子、ｿﾌﾄｳｪｱ、日用品など

弁理士、第二種情報処理技術者、ﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀ応用ｼｽﾃﾑ開発技術者、第一種電
気通信主任技術者

11 経営 浜松市中区
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ支援、商品開発・ﾈｰﾐﾝｸﾞ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ等のﾃﾞｻﾞｲﾝ、VI計画（ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｲﾃﾞﾝ
ﾃｨﾃｨｼｽﾃﾑの必要性のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ）ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝのｺﾝｾﾌﾟﾄﾜｰｸ（ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞにつながるﾌﾟﾛ
ﾓｰｼｮﾝﾂｰﾙのﾃﾞｻﾞｲﾝ、制作を通して経営革新を図る）

12 経営 掛川市
新製品の販路開拓と営業戦略、品質管理と製造管理（紙、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）、公共団体へ
の営業実戦

公害防止管理者、危険物取扱

13 経営 浜松市北区
ｸﾗｲｱﾝﾄ･ｻｰﾊﾞｰｼｽﾃﾑの開発、ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄｼｽﾃﾑの開発、ｴｸｾﾙ･ｱｸｾｽ等　各種ｿﾌﾄの
操作教育

第二種情報処理技術者

14 経営 静岡市清水区
資金調達方法、金融機関における格付とは、格付の考え方、自己査定への影響、格
付の活用方法等、経営改善計画の策定方法、ﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞを活用した効率的営業
の推進および販路拡大策

証券ｱﾅﾘｽﾄ検定会員、宅地建物取引主任者、第Ⅰ、Ⅱ種証券外務員資格

15 知財 浜松市中区
知的財産権に関する企業戦略（権利取得・模倣品対策）、係争・交渉、ライセンス契
約等におけるコンサルティング

日本ライセンス協会会員

16 経営 浜松市西区 海外輸出入取引、和訳翻訳・通訳、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語通訳、語学研修 TOEIC875点、古物商許可：491270003939

17 技術 浜松市北区
プロダクツデザイン（インダストリアルデザイン）、商品企画、製品開発、製品設計、モデ
ル・試作品製作

インダストリアルデザイナー、海外技術指導専門家（JODC海外貿易開発協会）

18 経営 浜松市西区

売上アップに関連する事全般（・集客力向上施策（デジタルとアナログの融合）・地域活
性化、まちおこし（県外の指導実績多数）・営業、接客戦略構築と実践、販売研修・組
織活性化（商業だけでなく製造業にも実績多数）・セミナー、講演会（県外にも実績多
数）

日本ジュエリー協会　2級ジュエリーコーディネーター

19 知財 東京都渋谷区 金属、セラミック、半導体、機械、化学、特許、商標、意匠、著作権、契約 弁理士

20 技術 浜松市中区 複合材料による商品開発、商品企画、事業企画 公害防止管理者（大気1種）、TOEIC（850点）

21 経営 浜松市南区
小売、サービス業における販売促進への助言、製造業に対するコスト削減及び経営の
健全化サポート。企業経営にかかる会計税務、事業計画の立案、経営分析など、経
営全般についてアドバイス致します。

税理士、一般旅行業務取扱主任者、危険物取扱主任者乙4種

22 技術 浜松市西区

１．経営コンサルティング（含む業務改善）　●「自社の勝ちパターンづくり」（経営戦略と見える化）●経営
改善、目標達成（方針展開）、儲ける5S導入　２．ISO9001、14001、BCP策定コンサルティング・研修な
ど　●認定取得支援、内部監査員研修、模擬監査、有効性向上　３．風土改善研修他（コミュニケーショ
ン向上）　●真・報連相研修「強いチームをつくる」他

中小企業診断士、ISO9001審査員補（JRCA登録）、ISO14001審査員補（CEAR登
録）、静岡県BCP（事業継続計画）普及指導員、認定コーチ（コーチング）、真・報連相
インストラクター、Discインストラクター（行動心理）

23 経営 静岡市葵区
BtoB、BtoCのポータルサイトの構築と運営、WebサイトのSEO対策、VMD(Webサイトのビジュアルマーチャ
ンダイジング）、Web販売戦略、デジタル写真撮影、加工、動画作成、ソーシャルメディア活用（facebook、
facebookページ制作、twitter）、Webサイトのコンセプトワーク、カラーコーディネート

中小企業診断士、情報処理技術者（ｼｽﾃﾑｱﾅﾘｽﾄ、ｼｽﾃﾑ監査技術者、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏ
ﾈｰｼﾞｬｰ、情報ｾｷｭﾘﾃｨ、上級ｼｽｱﾄﾞ）、ISO9000審査員補

24 経営 浜松市中区
業務にあわせたソフトウエアの作成、パソコン整備や組み立て、メンテナンス、各種ソフ
トウエアの使用方法

ITパスポート、パソコン整備士

25 経営 浜松市南区 IT全般、経理、経営管理、貿易実務

26 経営 浜松市中区
IT経営（経営に役立つIT活用）の分析、企画、設計、調達、導入、運用に関する分野。
情報ｾｷｭﾘﾃｨに関する分野。BCP（事業継続計画）の策定に関する分野。

静岡県BCP指導者、静岡県ふじのくに防災士、BCAO事業継続准主任管理者、ITｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、ｼｽﾃﾑｱﾅﾘｽﾄ、経営品質ｾﾙﾌｱｾｯｻｰ

27 経営 浜松市中区
食品酒類総合マーケティング、流通全体（メーカー・卸・小売）指導、商品開発総合指
導、店舗開発、マーケットリサーチ、営業販促強化、社員教育

P.O.P・ｾｰﾙｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、ﾜｲﾝ・日本酒・焼酎ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、日本語教師
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28 経営 浜松市南区
IT活用の経営革新、マーケティング、販路開拓、地域資源活用、人材育成、デザイン・
写真

自動車運転免許、一般船舶免許、衛生管理者

29 経営 浜松市東区 栄養学、調理加工学、レシピ開発におけるコンセプト作り、フードコーディネート
栄養士、介護食士、食育指導士、ジュニア野菜ソムリエ、エコ・クッキングナビゲー
ター、ペット栄養管理士

30 経営 浜松市東区
特定人材派遣、BtoBコーディネート、ヒューマンコーディネートアウトソーシング（リードセールス
及び様々な業務代行、事務局大興etc）人材プロダクション（代理人）、キャリアコンサルティン
グ、キャリアカウンセリング、営業、販路開拓（リードセールス）

プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー認定キャリアコンサルタントキャリア開発部長（ＪＩＰＣ
Ｃ）、社団法人日本エアロビック連盟指導員／ピラティス指導員／裏千家茶名取得　弥生会
計・認定インストラクター、MOSエクセル・ワード・パワーポイントスペシャリスト

31 経営 浜松市東区 創業・経営革新計画策定、マーケティング・ブランディング、人材教育、キャリア開発 中小企業診断士、ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、キャリアカウンセラー

32 経営 浜松市中区
事務作業の効率化・省人化、経営計画（中長期・単年）・実行計画作成、補助金・女
性木の申請支援、経営革新計画取得支援、事業再生に向けた枠組み構築、事業再
生計画作成、IT活用による業務改善

中小企業診断士、日照簿記2級、静岡県産業振興財団専門家登録（経営分野）、イ
ンキュベートドクター登録

33 経営 浜松市中区
相続・事業継承、各種許認可手続、国内外契約起案・作成、ファイナンスアドバイス、
外国人採用業務、知的財産権管理、法務登記、会計記帳

申請取次行政書士、ファイナンシャルプランナー（AFP）、知的財産管理技能士、衛生
管理者、ISO内部監査員

34 経営 静岡市葵区
経営革新計画の策定支援　・農商工連携、6次産業化（総合化）事業計画の策定支
援　・経営改善計画の策定支援　・事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援　など

経営革新等認定支援機関、中小企業診断士、ＩＴコーディネータ、情報セキュリティアド
ミニストレーター（ＩＰＡ）、6次産業化プランナー（中央サポートセンター、県センター）、
商工調停士

35 経営 東京都新宿区
経営全般・製品開発・新分野進出・マーケティング・販路開拓。●ＢｔｏＢ（企業間取引）の製造業・卸売業
の支援。●既存商品・技術の販路拡大や、新商品の企画・開発から販売（営業強化）までの全段階で、
「高い利益の確保を目指すため、常に競争を制する視点」でワンストップ的対応で助言。

中小企業診断士、一般毒物劇物取扱者

36 経営 磐田市

経営・管理アドバイス…主にコストマネージメント
生産技術アドバイス…工程分析及びコストダウン
営業技術アドバイス…プレゼンテーションとコンサルティングセールス
管理者スキルアップ…経営分析・事業目標と計画

日本経営士会　経営士、日本能率協会公認プロダクションエンジニア―
ISO　品質・環境審査員補

37 経営 浜松市中区
輸出入業務、海外法人会社設立支援、海外代理店設立支援、海外販路開拓、海外
仕入れ先開拓

38 経営 浜松市中区
海外販路開拓、米国アマゾン輸出サポート、海外向けＨＰ作成・ＩＴ
海外展示会出展サポート、通訳・翻訳

経済産業省所轄　独立行政法人中小企業基盤整備機構　海外販路支援アドバイ
ザー
静岡県商工会連合会　海外展開　エキスパート相談員
総合旅行業務取扱管理者（国家試験）

39 経営 浜松市東区
経営戦略策定支援、ビジネスプラン立案支援、財務戦略策定支援
組織改革支援、組織活性化取組支援、人材育成研修
マーケティング戦略策定支援、海外進出支援、情報化戦略策定支援

中小企業診断士

40 経営 磐田市
人事労務…人事制度（評価制度と人材育成体系・就業規則・経営方針に合わせた評
価制度)助成金活用（雇用関係助成金・処遇改善・教育体系・教育訓練）楽しく働く環
境づくり支援（雇用、労務管理・経営労務管理・ワークライフバランス）

社会保険労務士登録（特定社会保険労務士）・ジョブカードキャリアコンサルタント登
録・日本プロフェッショナルキャリアカウンセラー協会 認定キャリアカウンセラー登録・医
療労務コンサルタント・年金相談員登録・労働相談員指定研修受講・第一種衛生管
理者

41 経営 浜松市中区
経営企画、ビジネスプラン、財務管理、資金計画、ITによる業務効率化、生産管理、コ
スト改善、原価管理、品質管理、情報化戦略、設備計画、人材教育、マーケティン
グ、インターネット活用

中小企業診断士、ISO9001審査員補、ITコーディネータ、経営品質セルフアセッサー
(JQA)

42 経営 磐田市
経理経営分野の大中小の会社業務、予算制度・経理原価システム構築、人材育成・
経理研修、株式公開及び上場業務、損益分岐点管理、中期計画策定指導

43 経営 浜松市浜北区
マーケティング（事業戦略策定・事業再生・事業活性化等）、
労務管理・人材育成（社員モチベーションアップ・MBO・社内技術継承・
各種ハラスメント対策・メンタルヘルス対策・組織体系構築等）

中小企業診断士、日本経営士協会　経営士補

44 経営 岡山県岡山市 経営全般、創業等 中小企業庁中小企業小規模事業者支援専門家、6次産業化プランナー

45 経営 静岡市葵区 経営全般、マーケティング、創業支援、知財等 中小企業診断士、特定社労士、日商簿記2級

46 経営 静岡市葵区 経営戦略、マーケティング等の販路開拓 中小企業診断士

47 経営 浜松市中区 経営全般、創業支援、情報化支援、知財支援 中小企業診断士、1級販売士、知的財産管理技能検定2級

48 経営 浜松市浜北区
経営全般（ビジネス計画・経営管理・人材育成など）
生産管理（生産技術・品質マネージメント・生産管理・現場改善など）
その他（海外展開における各種改善指導・現地スタッフ教育など）　等

公害防止管理者
リスクマネジメント（財団法人リスクマネジメント協会認定資格）　等

49 経営 浜松市浜北区
総合経営診断、事業計画策定、マーケティング戦略立案、新商品企画開発・デザイン
開発

中小企業診断士、1級販売士

50 技術 浜松市中区 自動車工学、電気自動車
博士（学術）、一級自動車整備士指導員資格、低圧電気取扱業務特別教育修了
証、二級建築士　等

51 技術 浜松市東区 規格（ＩＳＯ）、生産管理 エネルギー管理員、ＩＳＯ内部監査員、生産技術（ＷＦ法）

52 経営 浜松市中区
経営全般（経営計画・経営革新・事業戦略など）、財務（財務・税務・
会計・資金調達など）、マーケティング（商品企画・販路開拓など）等

知的資産経営認定士、FP3級、福祉住環境コーディネーター2級

53 技術 三島市 経営全般、マーケティング、創業、情報等

54 技術 掛川市
情報処理システム監査、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）、BCP事業継続
管理マネジメントシステム、規格認証、経営全般等

情報処理システム監査技術者、静岡県BCP指導者養成講座修了
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55 経営 浜松市南区
人材育成支援（コンサルティング、社員研修）、キャリアコンサルティング、ITコンサル
ティング、パソコントレーニング

キャリアコンサルタント、CDA、初級システムアドミニストレータ、ジョブカード作成アドバイ
ザー

56 経営 袋井市 経営戦略、ビジネスプラン、財務改革、社内管理体制構築 一般社団法人日本経営士会認定経営士、経営士養成講座25期生

57 技術 浜松市北区 経営全般、人材育成、生産管理、ものづくり現場改善コンサルティング等
静岡大学客員教授、日経BP社主催「日本の強い工場アワード」審査員、特定NPO法
人「三次元設計能力検定協会」理事

58 経営 静岡市清水区 海外展開及び国際化 通関士

59 技術
愛知県名古屋
市

生産管理（安全、品質、納期、コスト）による社内改善　等

60 技術 掛川市 材料加工、環境エネルギー、材料　等
技術士（化学部門）、環境計量士（濃度）、公害防止管理者（水質1種）、
情報処理技術者（第1種）

61 技術 浜松市西区
ISO9001/ISO14001/FSSC22000 認証取得支援、ISO9001/ISO14001 2015年版
移行支援

中小企業診断士、社会保険労務士、JRCA認定ISO9001審査員補

62 技術 浜松市中区 システム開発、生産管理、経営全般（経営計画等） 工学博士

63 経営 湖西市 事業計画作成、創業計画作成、マーケティング戦略策定 中小企業診断士、銀行業務検定財務2級、銀行業務検定法務2級

64 経営 浜松市南区
マーケティング支援（市場調査、商品開発、販路開拓、販売促進）、現場改善、
収益改善（生産性向上、品質改善、コストダウン）、物流改善　等

中小企業診断士

65 経営 浜松市中区 経営全般支援、人材育成支援、創業支援　等 品質マネジメントシステム審査員補

66 技術 浜松市中区
映像制作（プロモーション、リクルート、展示会、インタビュー、ドキュメンタリー等）、写真
撮影、HP制作　等

67 経営
神奈川県横浜
市

ビジネスデザインマネジメント
慶應義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科修士課程修了
Certified System  Engineering Professional　取得（International Council on Systems
Engineering)

68 経営 浜松市中区
市場調査、商品・イベント企画、広告、広報、販売促進、営業マン育成、販売網構築、
営業支援　等

69 経営 浜松市中区
ソーシャルビジネス事業支援、起業支援（NPO法人事業支援、一般社団法人事業支
援、CSRアドバイス、まちづくり事業支援、商品ブランディング）、市場開拓、SDGｓ

産業ジェロントロジーアドバイザー、社会福祉主事、スキンケアアドバイザー、メイクアッ
プアドバイザー、浜松市緑の基本計画策定委員、静岡県子どもの居場所づくり（子ども
食堂等）アドバイザー、学校法人爽青会ルネサンス専門学校（ペット・デザイン）講師

70 技術 浜松市中区
知的財産利活用コンサルティング、IT全般のコンサルティング（ウェブデザイン・ウェブシ
ステム開発のプロデュース、コンサルティング）

71 技術 浜松市北区
機械・装置・治工具等の設計、合理化、機械加工工程合理化、品質管理、生産管
理、人材育成、安全管理、環境関係（節水、LED化）

72 経営 浜松市南区 人材育成、労務、技術経営、自己表現学、メンタルヘルス、人事考査
工学博士（MOT）、パフォーマンス心理士、メンタルヘルスマネジメント、採用支援・人
事考課評価

73 経営 浜松市中区
経営全般（サプライチェーンの改善、コストダウン他）、人材育成（資材調達部門、材料
管理など管理部門対象に課題の対処方法を講習）、生産管理、工程管理、海外展
開・国際化（海外取引手法、海外サプライヤーとの取引手法）

商業簿記2級

74 技術
神奈川県藤沢
市

生産性向上（5S3定、IE手法、品質改善）、リードタイム短縮、経営全般（経営戦略、経
営計画、経営変革、経営改善）、技術戦略（技術開発、特許対策、技術導入）、健
康・医薬

中小企業診断士、危険物取扱者（甲種）、特定高圧ガス取扱者、シックスシグマ ブ
ラックベルト、HACCPコーディネーター

75 技術 湖西市
研究開発分野（生産技術、材料、分析、科学関係の各種研究開発）
現場改善分野（工程改善、品質改善、コストダウン、省エネルギー、環境対策、排水
処理、BCP策定運用）

技術士（化学部門、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門）、危険物取
扱者 甲種、環境計量士、エネルギー管理士（熱・電気）、第3種電気主任技術者　他

76 経営 浜松市中区
シズテム分野：生産現場の見える化に伴うシステム構築等、業務システムの構築、
ホームページ制作

ITパスポート、MOS（Word、Excel）

77 技術 浜松市西区
ISO9001、ISO14001、IS22000、FSSC22000、ISO45001のシステム構築、認証取得
支援

IRCA登録（品質マネジメントシステム審査員補、食品安全マネジメントシステム審査員
補、環境マネジメントシステム審査員補）

78 経営
神奈川県川崎
市

＜経営分野＞・経営支援（経営診断・助言・経営計画・事業計画策定及び実施支援など）・営業・マーケ
ティング支援（営業計画・販路開拓計画・マーケティング計画策定及び実施支援）・IoT、ICT、AI、ドローン
などを活用したビジネスの支援及び生産性の向上＜技術分野＞・情報工学・半導体・電子機器の設計・
テスト・解析

中小企業診断士、第一級陸上特殊無線技士

79 経営 浜松市中区 経営全般・創業、販路開拓、新事業展開、ブランディング

80 経営 浜松市中区
1.経営全般・・・コスト削減2.事業継承3.財務4.労務5.人材育成・研修講師6.採用7.創
業アドバイス8.観光・・・インバウンド

81 技術 浜松市中区
新規事業（製造業）立上げ、海外事業の指導・支援、生産性改善、品質改善、コスト
削減、人材教育

袋井商工会議所小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業専門家登録
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82 経営 浜松市西区
Webサイト制作、Webマーケティング、ネット広告、ローカルSEO、Googleマイビジネス、
IT化支援

一般社団法人　ウェブ解析士協会　上級ウェブ解析士

83 経営
浜松市有玉南
町

栄養管理・栄養相談、メニュ―開発・レシピ作成、衛生管理、スタッフ教育、在宅医
療、食事介助、給食施設の外部監査

管理栄養士、在宅訪問管理栄養士、ＮＳＴ専門療法士、介護支援専門職、調理師、
食生活アドバイザー２級、認定栄養ケア・ステーション、健康経営アドバイザー

84 経営 浜松市中区
経営管理、業務分析・業務改革、物流業務、生産管理業務、情報システム企画・構
築

情報処理技術者

85 経営 静岡県袋井市
経営全般（経営計画、事業戦略）人材育成（評価制度、研修制度）マーケティング
(ウェブ広告、自社分析、集客、販売促進）その他（在宅ワーク構築、デバイス管理、
Gsuitの導入支援、ウェブ会議導入）

86 技術 静岡県掛川市
IOTによる生産性向上、AT,機械学習を活用した経営データ分析、SNSを活用した集
客、HPの作成、分析、改善、商圏分析

中小企業診断士、応用情報技術者

87 経営 浜松市中区
ISO9001/14001認証取得の構築指導、５S、品質管理、生産管理。ものと情報の流
れ図（TPS）等による現場改善、生産性向上支援訓練（ポリテクセンター）の活用等に
よる人材育成

ISO9001審査員、ISO14001審査委員、JGAP審査員補、JGAP指導員、環境計量
士、公害防止管理者（大気1種・水質1種）、静岡県産業振興財団ものづくり静岡ス
クール、現場改善インストラクター登録

88 経営 浜松市中区
・機会部分の加工方法及び加工機械の効率的、経済的活用について・専用工作機の
企画、研究、開発、設計、制作

機会部門、技術士　　専門分野「機械加工及び加工機」政府登録番号　19561

89 経営 静岡県静岡市
小売店の(店作り・売り場づくり）新店舗オープン、既存店の改善、リニューアル。展示会
出展/ショールーム/ポップアップ/店舗ツールのデザイン/季節装飾業務：現状診断、
提案、企画、展示陳列、売上改善アドバイス、集客アドバイス

VMDインストラクター協会会員、OZONE Lighting Academy照明デザインプロ講座修了
他、収納関係、臨床美術、色彩検定等

90 技術 静岡県磐田市
アルミ鋳造、アルミ材料、熱処理、鋳造設備（金型鋳造、砂型鋳造、ダイカスト）製造
工程管理、工程能力、計測、省エネ、燃焼・燃料の基礎教育、人材育成、職場作り

エネルギー管理士

91 経営 浜松市南区
経営管理全般、労務、人材育成、マーケティング、ブランディング、起業支援、経営戦
略・ビジネスプラン構築、製品企画・開発、VE活動支援、ISO9001、ISO14001導入支
援

中小企業診断士、経営管理修士（MBA)、国家資格キャリアコンサルタント、ITパスポー
ト、宅地建物取引主任者（静岡県登録）、ホームヘルパー二級、二級ファイナンシャル
プランニング技能士（AFP)、VEリーダー、STC　Associate（安全保障貿易管理）

92 技術 浜松市中区
電圧セラミックスの応用製品開発・製造。特許応用製品：車載盗難防止器・異音検知
器センサー・火災報知器

【特許】・高効率電圧スピーカー　・圧電異音検知センサー

93 技術 浜松市中区 ホームページ作成、WEBゲームコンテンツ制作、自動化・効率化ツール制作

94 経営 静岡県菊川市
主にお茶を中心としたビジネスの構築、支援/六次産業化支援、新商品開発から販路
拡大まで全過程を網羅/経営全般、事業再構築、創業支援、海外取引、株式公開、
労務管理/商業経営、農業経営　※緑茶協会所属中はお茶ビジネスのみ。

日本政策金融公庫　農業経営アドバイザー（2020年1月）
1種証券外務員、内部管理責任者、AFP保有

95 経営 静岡県袋井市 経営計画、財務分析（改善の入口＆出口）、生産性向上、在庫削減、品質改善 中小企業診断士

96 技術 浜松市東区
省力化装置のシステム設計
3D-CADによる機械設計およびラダー言語による制御設計

97 技術 浜松市西区

・「ものづくり支援」：IoTを利用した2倍速改善/全社効率化を目指した人材育成型支
援
・IoT/設備/ロボット導入：製造現場の生産性を高める設備導入
・コンピュータシステム導入支援：会計・人事給与から情報系及びセキュリティーシステ
ムなどお客様に最適な導入を選定支援

デジタル一種、アナログ二種

98 経営 浜松市西区

人事・採用・労務
→外国人財全般業務（在留資格、採用活動、労務）
→受入体制構築、受入後フォローアップ、研修、セミナー
→生活サポート

社会科学修士号、経営学修士号（MBA）、職業紹介責任者

99 経営 浜松市中区
コーチング、ファシリテーション

ひふみコーチ株式会社　認定プロフェッショナルコーチ

100 経営 浜松市中区 生活、日用品雑貨マーケティング

経営 68

技術 29

知財 3

100
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