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№フリガナ分野 住所 専門分野 資格

1

ア
ー
ネ
ス

経営 浜松市中区
貿易業務、海外進出コンサルティング業務　特にインド、スリランカ
市場はもちろんのこと「三国間貿易」を通し、中国、韓国、東南アジ
ア等の貿易を得意とする。

古物商管理者講習会修了（第11400107）

2 アイハラケンイチ経営 浜松市中区
論理思考とビジネスプレゼンテーション、感性工学と事業イノベー
ション、競争優位の経営戦略、社会価値を生むソーシャルマーケ
ティング、人的資産を活かす地域イノベーション、経営情報

米国IEEE終身フェロー、工学博士

3 アガタタダヨシ経営 浜松市南区 経理・会計・税務
税理士、簿記実務検定1級、簿記実務検定工業簿記、パソコン整備士
2級

4 イケヤノブアキ技術 浜松市中区 経営全般、工場管理、製品開発、技術指導、デザイン

5 イシカワヒロシ経営 浜松市南区 人財採用、社員定着、営業代行

6 イタミマキコ経営 浜松市東区
ITコンサルティング、パソコントレーニング、Webサイト作成、システム
構築

マイクロソフト認定トレーナー（MCT）、VBA Expert Excel 2002 VBA
Standard、パソコン検定2級、初級ｼｽﾃﾑｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀ、総務省認定地
ﾃﾞｼﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

7 イトウヒロユキ知財 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

8 イトウマサヒデ経営 浜松市中区
キャリア・コンサルタント、行政書士コンサルティング全般、BCP危機
管理コンサルティング指導、消防防災コンサルタント、人材育成教
育指導全般

キャリアコンサルタント、職業コンサルタント、行政書士、1号ジョブコー
チ、消防関係（建築調査・全種消防点検資格者）

9 イワサキミキ経営 浜松市中区
創業・新規事業開発支援、販売計画・事業計画・経営戦略の策定
（BSCの活用）、販売促進及び関連情報の分析、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽの
事業化・運営及び情報管理、業務ﾏﾆｭｱﾙ作成

中小企業診断士、経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、ISO9000審査員補

10 イワモトサトル技術 静岡市駿河区 食品工場における品質管理活動全般、品質管理体制構築支援

FDA-HACCP講習会修了(2007)大日本水産会、エキスパート講習会
【内部検証コース】修了(2008)大日本水産会/日本食品分析セン
ター、ISO22000食品安全マネジメントシステム規格解説コース修了
(2009)

11 エマショウゴウ経営 浜松市西区
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

12 オオタアキオ知財 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

13 オオタマスホ経営 浜松市北区

都市ホテル・リゾートホテル・旅館・ビジネスホテル及び飲食業全般
の経営運営指導・事業再生指導、農商工連携に関するｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、
植物工場に関する相談、老人福祉施設における食の向上に関する
コンサルタント

14 オオバサキオ知財 浜松市中区 特許を含む知的財産権全般、技術関係 弁理士

15 オオバトミオ経営 浜松市東区
経営全般、製品開発、情報化支援、事業再構築、創業支援、新分
野進出、株式公開、商業経営

中小企業診断士、宅地建物取引主任者

16 オガワケンゾウ経営 浜松市東区

中小企業に対し、自社のIT導入・活用コンサルティングを行います。
ITコーディネーターのIT導入に関するプロセスガイドラインに基づいた
経営戦略策定~IT戦略策定~以降のプロセスやWEBを中心とした
マーケティングを、企業に対しコンサルティングします。

ITコーディネーター

17 オガワサダアキ経営 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

18 オゼキトシヒサ経営 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

19 オダギトモコ経営 浜松市東区

情報分野、営業支援（各種IT化支援）例：顧客管理CRM導入支
援、社内情報共有、タブレット活用、販路開拓（ウェブサイトなどを
使ったマーケティング）例：ウェブサイト診断、SNS活用、ネット通販
導入支援、経営革新計画等の申請支援

中小企業診断士、販売士（2級）、簿記（2級）

20 オトタケタダオ技術 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

21 カシワバラアツシ経営 浜松市中区
経営計画・事業戦略・資金計画・販売計画・営業企画・設備企画・
市場調査・新分野進出・人材確保・人材教育・労務管理等の経営
資源・その他経営分野に関する助言

日本経営士会　経営士

22 カトウタダヒロ経営 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

23 カミヤタケヒコ技術 浜松市東区 表面処理加工（めっき技術） 中央職業能力開発協会による高度熟練技能者認定

24 カモコウスケ知財 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

25 クワタケノリオ経営 浜松市南区 個人開業・法人設立、創業計画、経営改善計画、経営革新計画 税理士

26 クワハラレンキチ経営 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

27 コスギメグミ経営 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



28 コスギヨシノリ技術 浜松市東区 技術・製品開発（開発技術・固有技術）

29 サカイユキヨシ技術 浜松市中区

圧電ブザーの開発設計・量産技術、圧電ブザー素子設計、圧電セ
ラミック応用製品開発・製造、各種セキュリティー警報器開発・製
造、各種セキュリティー警報器開発・設計・量産技術、圧電センサ
開発・設計。

業界№1の高効率圧電ブザー特許取得済

30 シマダレイイチ経営 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

31 スギヤマヒロノブ経営 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

32 スギヤマヒロユキ経営 静岡市葵区 マーケティングプランニング、ブランドマネジメント 政策学修士

33 スズキタケシ技術 浜松市北区 技術開発指導、工場5S活動指導、機械設計指導

34 スズキナオヒロ知財 菊川市
企業内における知的財産戦略の提案（①新製品の開発支援と発
明の発掘②知的財産権の取得とその活用③知的財産に関する紛
争の予防と解決④知的財産に関する契約支援）

二級知的財産管理技能士

35 タガタゲンイチ技術 浜松市西区
電気・電子・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号処理、排水処理など産業廃棄物処理、多
くの分野で技術調査・方法論で問題解決、和訳、英訳

工学博士

36 タカノシゲル技術 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）

37 タカヤナギカズヒロ経営 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

38 トヨダユミ経営 富士市
経営分野：人材育成・営業企画・事業戦略の助言など　技術分野：
生産・加工技術などの助言など

静岡県認定農業者、静岡県認定エコファーマー、AFT認定カラーコー
ディネーター2級

39 トツカヒロシ経営 浜松市中区
経営企画・戦略立案、生産管理、経理・財務管理、人事・労務管
理

簿記実務検定2級

40 トミダタエコ経営 浜松市中区

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（ＪＩＰＣＣ）、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

41 ナガタヤスシ技術 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）

42 ナカヤマツカサ経営 三重県伊勢市
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

43 ナサカヒロシ経営 浜松市南区 IT全般、経理、経営管理、貿易実務

44 ナナミナオキ経営 浜松市南区 登記手続き（不動産・会社関係）、裁判手続き 司法書士

45 ハットリヒロユキ経営 浜松市中区 外国人関連業務（設立～経営まで法務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 行政書士

46 フジタトシヒロ経営 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）

47 フセマサノリ経営 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

48 フルハシマサトシ経営 浜松市西区
現場改善（生産技術、生産管理、製造現場の改善提案）、労務・
人事、営業、人材育成

49 ホソヤトモハル経営 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）

50 マエダシゲル経営 浜松市西区

経営革新、経営改善、事業戦略企画、人材育成、組織の活性化、
情報システム構築、IT活用、ISO登録維持、物流改善、創業及び新
規出店支援、マーケティング及び販売力強化、自然体験型環境観
光の開発

中小企業診断士（商業部門）、販売士1級、森林インストラクター、第2
種情報処理技術者、グリーンツーリズムインストラクター、自然観察指
導員、公認オートキャンプ指導員

51 マツモトタカヒコ経営 横浜市鶴見区
経営企画・戦略立案、海外展開・国際化、販売・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、生産
管理、経理・財務管理、人事・労務管理

一級販売士、MTP・TW1・RSTｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

52 マツモトトクオ経営 浜松市東区
経営企画・戦略立案、販売・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、生産管理、経理・財務管
理、人事・労務管理

行政書士、宅地建物取引主任者、FP2級

53 ミゾグチマサヤス経営 磐田市
経営企画・戦略立案、海外展開・国際化、情報・IT活用、販売・ﾏｰ
ｹﾃｨﾝｸﾞ、技術・製品開発、生産管理、法務・特許、英語での指導

54 ミヤカドリョウスケ経営 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

55 ミヤザキタダス技術 浜松市西区
ISO9001審査員補、中小企業工場経営・改善指導（品質、生産
性、生産管理、5Sその他）、各種セミナー等の開催（中産連メン
バー）

ISO9001審査員補、自動車整備士シャーシ3級



56 ミヤチスミオ経営 磐田市 経営全般、技術開発、環境対応、経営革新計画作成 中小企業診断士、ISO14000（審査員補）

57 ミヤヅセイイチ技術 浜松市中区
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）

58 ミワコウイチ技術 浜松市南区 設計開発等

59 ムラマツヒロシ経営 浜松市南区
企業会計及び税務サポート業務（建設業、製造業、PFI業務の会計
及び税務サポート）、資産税務業務（相続税、贈与税、譲渡税）

税理士、農業経営アドバイザー

60 ムロイクニマサ技術 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）

61 モウリシュンホ技術 浜松市浜北区 ポリウレタン樹枝の応用開発 一般計量士、危険物取扱者（乙種第4種）

62 ヤナギヨシノリ経営 浜松市西区 ホームページ開設、ホームページ運用

63 ヤマモトマサル経営 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

64 ヤマモトミサオ経営 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）

65 ヨシダタケヒコ技術 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）

66 ヨシミユウイチ経営 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

67 リュウツネオ経営 浜松市中区
海外取引通信業務のサポート、決済に関するアドバイス、海外進出
サポート、英訳、通訳

68 ワダヨシミツ経営 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

69 エノトモトイ経営 静岡市
インターネットを活用した販路開拓、Webマーケティング、ホーム
ページ制作、検索エンジン対策等

70 ムラキノリヨ経営 浜松市中区
ITを活用したマーケティング、プロモーション戦略支援、組織改革、
キャリア開発、農相公連携、経営革新、ブランディング

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（CDA）、2級通訳
士

71 オオノミツノリ経営 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

72 ワカサマヒサトモ経営 浜松市東区

引き合い増すための製商品企画、企業ブランディング、イベント集
客、宣伝広告・販売促進計画に基づく様々な媒体を用いた戦略的
デザイン計画の構築。印刷物・看板・WEBサイト・ディスプレイ等の
相談。

73 スギモトマサノブ経営 東京都港区
NSFインターナショナルの食品衛生分野における製品認証プログラ
ム（食品設備機器、浄水器及び水関連部材等）の認証取得に関す
る事項及び当該プログラムの工場審査（品質）

NSF工場審査員、製品認証検査院（構造評価）

74 オブチナオユキ経営 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

75 ヤマダアラタ経営 静岡市清水区 会計、税務 公認会計士、税理士

76 経営 浜松市西区
広告概論・グラフィックデザイン・商品企画からプロモーション戦略な
ど、販売促進につながる支援

77 経営 浜松市南区
中小企業のブランディング（デザイン監修・制作）。ロゴマーク、パン
フレットからＷＥＢまで一貫した世界観を表現すること。また、企業戦
略におけるデザインの効果的な取り入れ方のご提案。

ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）技能士2級

78 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

79 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

80 経営 東京都品川区 新事業展開のマネジメント、マクロからナノまでの材料加工プロセス 工学博士

81 経営 湖西市 ＨＰ制作、ＷＥＢシステム開発、ＷＥＢデザイン

82 経営 浜松市北区
ホームページ企画・制作、webコンサルティング、webシステム開発
ソフトウェア開発

情報技術検定2級

83 経営 藤枝市
経営分析、販売促進、営業戦略、マーケティング、ブランディング、
デザイン、商品企画開発、WEB戦略

中小企業診断士



84 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

85 経営 浜松市西区 ホームページ作成、CMS構築(Wordpress)、ECサイト(Makeshop)

86 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

87 経営 浜松市中区

ITコンサルタント…インターネット全般支援、ホームページ構築支
援、
　　　　　　　　　　　Webマーケティング支援
システム構築コンサルタント　等

プロジェクトマネージャ、情報セキュリティスペシャリスト、
ソフトウェア開発技術者、基本情報技術者、ITコーディネータ

88 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）

89 経営 川崎市
ＩＴ（クラウド・モバイル利活用、情報システム構築・運用、ソフトウェア
開発）、経営戦略立案

中小企業診断士、高度情報処理技術者（ＩＴサービスマネージャ、シス
テム監査技術者）、通訳案内士（英語）、2級ファイナンシャル・プランニ
ング技能士

90 技術 浜松市東区
プロダクトデザイン・デザインコンサルタント・商品開発・試作・OEM・グ
ラフィック・造形・３DCAD(Rhinoceros)・教育等

公益社団法人　日本インダストリアルデザイナー協会（ＪＩＤＡ）準会員

91 技術 磐田市
電子・光学顕微鏡を用いた半導体、ガラス、カーボンナノチューブ
などの材料や、ＬＳＩ、液晶パネルの欠陥、汚染、腐食の微小部分析
が専門

所属学会：日本顕微鏡学会、米国顕微鏡学会、日本物理学会

92 経営
山形県西村山
郡

マーケティング全般、マーケティングリサーチ、新商品開発、事業開
発

93 技術 湖西市
オープンソースソフトウェア、オープンデータ、オープンソースライセン
ス、Webシステム、ネットワーク

博士（工学）、4級アマチュア無線技士、宅地建物取引主任者、
初級システムアドミニストレーター、
准認定ファンドレーザー（日本ファンドレイジング協会）

94 技術 浜松市浜北区

ＩＴ関連全般（Webサイト制作・運営、Webサービス活用、業務シス
テム開発・導入、オープンソース開発・導入、スマートフォンアプリ開
発・導入）NPO法人の設立・運営支援、サブカルチャーのビジネス活
用（アニメ、マンガ等）

日商簿記2級、第2種情報処理技術者、第2種電気工事士、ガス溶
接、
フォークリフト運転技能

95 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

96 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

97 技術 浜松市中区 産業用ロボット、機構治具設計、仕上げ加工技術 産業用ロボット操作、産業用ロボット特別教育インストラクター第2719

98 経営 浜松市天竜区 経営計画、経営革新、事業戦略、人材育成・ビジネスプラン構築等
行政書士、環境省環境カウンセラー、心理カウンセラー（認定）、メンタ
ルコーチ（認定）、国際サイクルマップ協会公認講師

99 経営 浜松市中区
企業コンプライアンスの整備支援、IT体制構築・整備支援、市場概
況調査、FISC・COBIT・CMMI等の標準化・効率化支援、ISO規格支
援

【IRCA認定】情報セキュリティ・マネジメントシステム審査員補、情報テクノロジーサービス・マネジメ
ントシステム審査員補、事業継続・マネジメントシステム審査員補、【IIA認定】内部統制評価指導
士、【JASA認定】情報セキュリティ監査人補、【ThinkBuzan公認】マインドマップ・インストラクター
COPC®VMO規格コーディネーター　等

100 経営 浜松市中区 労務管理全般 社会保険労務士

101 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)

102 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

103 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

104 経営 浜松市東区
経営コンサル、マーケティングコンサル、創業支援、ITコンサル、
プロダクトデザイン

経営管理学修士(MBA)、(公財)日本インダストリアルデザイナー協会正
会員、IPAソフトウェア開発技術者

105 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

106 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

107 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

108 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

109 経営 浜松市浜北区 経営全般、創業等 税理士、宅地建物取引士、情報処理技術者

110 経営 東京都中央区 経営全般、海外マーケティング(営業・調査)

111 経営 愛知県豊橋市 グラフィックデザイン、マーケティング、ブランディング、PR/広告 MBA


