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通しNo. No. アドバイザー名 住所 支援内容 資格等 所属 ホームページアドレス 所属団体

1 1
青井　宏安

岡山県

【専門分野】①企業再生のための再建コンサルティング,②経営の収益力改善のためのコンサルティング,③製造企業（製造メー
カー）における収益体質革新（製造原価低減、生産性向上、製造リードタイム短縮etc.）,④営業力強化、マーケティング力強化支援
による売上の増大,⑤開発力強化、新製品開発,⑥管理者を含めた人材育成
【得意業種】①製造業（機械・金属、電気・電子、自動車、食品、アパレル、製靴など）製造業であれば、ほとんどの業種を経験して
いる。②EC(ネット通販、小売流通業)
【おすすめする支援】①生産部門の生産性向上と生産体質革新,②トータルコストダウンの取り組みによる収益体質革新,③事務・
管理・間接部門の業務の効率化と業務体質革新,④開発・設計部門の効率化の追求と新製品開発能力の向上,⑤営業力・マーケ
ティング力の強化支援による受注力の向上,⑥経営再建に向けた取り組み支援

情報処理技術者 （株）アイピック http://www.aipick.co.jp

①（財）広島市産業振興センター
広島市中小企業支援センター
経営革新・経営支援アドバイザー専門家
②岡山県商工会連合会
エキスパートバンク　コンサルタント
③（財）岡山県産業振興財団
岡山県中小企業支援センター専門家
④中小企業119専門家
⑤株式会社システムブレーン
⑥株式会社ブレーン
⑦関西経営管理協会

2 2 穐田　誠一郎 北栄町

【専門分野】マーケッティング、販路対策、ルートセールス、営業活動、営業マン教育、経営戦略・経営計画・ビジネスプラン策定支
援、・新業態開発・導入支援、創業支援、組織管理、ＢＣＰ、人事・労務対策(給与、評価、スキルマップ作成)、業務の見直し・業務
改善
【得意業種】食品、建設、流通・サービス業、農林、福祉介護産業
【おすすめする支援】働き方改革と組織・雇用管理対策、働き方改革と業務改善・生産性向上対策、職業姿勢とスキルアップ支援
(セミナー、ワークショップ含む)、給与体系作成支援・人事評価策定支援、新業態開発・導入支援、創業支援、ＢＣＰ作成支援

中小企業診断士 ビジネスデザイン研究所 （一社）鳥取県中小企業診断士協会

3 3 伊木　恭憲 鳥取市
【専門分野】ファイナンシャル・プランナー
【得意業種】業種問わず
【おすすめする支援】財務

ファイナンシャルプランナー ㈱そうだん広場 http://www.fp-brain.biz/ 日本FP協会

4 4 石原　雄二 大阪府

【業種】業種問わず
【専門分野】① 製造企業の収益体質革新（製造原価低減、生産性向上、製造）リードタイム短縮等 ②経営 体質革新による経営力
強化とビジネスモデル変革③営業力強化、マーケティング力強化支援による売上増大 ④人材育成（中堅社員、監督者、管理者、
幹部） ⑤各種システム設計（生産管理システム、原価管理システム、商品開発システム等） ⑥（ＢＣＭ）事業継続マネジメントシステ
ム構築 ⑦海外事業展開売上増大支援 ⑧契約法務
【おすすめする支援】①生産部門の生産性向上と生産体質革新 ②事務・管理・間接部門の業務フロー分析に基づく業務効率化と
体質強化  ③開発・設計部門の効率化の追求と新製品開発能力の向上 ④営業戦略構築による営業力・マーケティング力と受注
力向上の強化 ⑤トータルコストダウンの取り組みによる収益体質革新 ⑥TQM（総合経営品質向上）による経営体質革新 ⑦中期
経営ビジョンの策定と事業戦略立案の支援とその実務へのブレークダウンと実行と伴走支援 ⑧課題達成型方針計数目標管理の
仕組みづくりによる経営システムの構築・整備 ⑨企業経営後継者及び高度熟練技能の承継と多能工の育成支援 ⑩働き方改革
の実務展開への支援 ⑪経営診断・工場診断 ⑫技術経営に関する企業内研修等

技術士（環境部門）

5 5 井上　貢 広島県
【業種】製造業、自動車部品製造
【専門分野】経営管理、生産管理、生産技術、品質管理
【おすすめする支援】経営改善、生産性向上、品質改善、工場管理

中小企業診断士

6 6 影山　恭英 東京都

【専門分野】マーケティング・ブランディング支援、出口を見据えた商品開発支援、６次産業化支援、食農環境教育等
【得意業種】食品産業、SDGｓ、食育
【おすすめする支援】地域活性化対策支援、通販・宅配市場向け商品開発、６次産業化支援、一流シェフを活用した商品・メニュー
開発支援、環境配慮型商品開発支援、マーケティング活動（戦略・戦術構築、商品開発、デザイン、ネーミング、販路開拓拡大、販
売促進・PR、ブランド化等）、企業連携支援、活動計画策定、地域ブランド化支援、次世代人材育成、資金調達・ファンドレイジング
支援、環境マネジメントシステム構築支援（マニュアル・資料作成等）

・環境プランニング学会認定　環境プランナーER
・日本ファンドレイジング協会 准認定ファンドレイザー
・やまぐち６次産業化・農商工プランナー
・（公財）農民教育協会（食農環境人材育成センター）認定 食農環境管
理士
・NPO法人ローハスクラブ認定 LOHASコンシェルジェ／シードマイス
タージュニア
・（一社）日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエ
・（一社） 日本の食文化を伝えていく会認定 食の検定・食農１級

国産㈱ http://www.kokusan.jp

環境プランニング学会、、一般社団法人
ChefooDo、（特）元気な日本をつくる会、全
国スーパーマーケット協会、日本ファンドレイ
ジング協会、まちづくり村田　等

7 7 北村　真吾 鳥取市
【専門分野】マーケティング、販路開拓、営業活動
【得意業種】メーカー、製造業、運輸、医療福祉
【おすすめする支援】市場開拓、もしくは商品開発を通じた売上拡大支援を得意としています

中小企業診断士 北村経済研究所 （一社）鳥取県中小企業診断士協会

8 8 武田 祐孝 八頭郡

【専門分野】総務（機関運営、法務）、経営戦略、事業再構築、M&A、財務・経理、為替管理、内部監査
【得意業種】一般製造業、電気ガス、金融、観光等
【おすすめする支援】海外事業展開（市場開拓支援、事業計画立案、進出支援等）、PFI、資金調達支援（制度金融を含む）、内部
統制構築（リスク評価、効率化、ガバナンス等）

（米国）公認監査士、無人航空機操縦技能士、無人航空機安全運航管
理者

日本内部監査協会,日本UAS産業振興機構

9 9 中尾 忍 大阪府
【専門分野】経営分析・経営改善、業績アップ、販売戦略、管理職教育、社員教育　等
【得意業種】卸・小売販売業、サービス業全般、製品製造業　等
【おすすめする支援】経営分析・経営改善、業績アップ研修、業務改善研修

コラボマネジメントシステム

10 10 西野　公晴 東京都

【専門分野】①立地診断・出店計画および事業プランの作成 ②事業のフランチャイズ化・フランチャイズ本部立ち上げ支援 ③経営
革新・事業再構築・創業支援
【得意業種】全業種
【おすすめする支援】①事業のフランチャイズ展開（本部構築・のれん分け）②経営革新計画・持続化計画・事業再構築計画策定、
立地診断・出店計画策定

中小企業診断士・国内旅行業務管理者 ㈱アール・アンド・シー http://r-and-c.co.jp/ （一社）東京都中小企業診断士協会

11 11 細田　直樹 島根県

【専門分野】経営全般、品質管理、生産性向上、問題発見・問題解決人材育成
【得意業種】製造系企業
【おすすめする支援】品質改善及びムダ取り等による生産性向上、問題発見及び問題解決人材の育成等による小集団活動の活
性化、品質保証体制の構築及び整備等

技術士（経営工学部門）、国家資格キャリアコンサルタント、JRCA登録
品質マネジメントシステム審査員補、JRCA環境マネジメントシステム審
査員補

細田技術士事務所 http://www.hosoda.org 日本技術士会、島根県技術士会　他

12 12 前　俊雄 兵庫県
【専門分野】地域資源活用、6次産業化・農商工連携、商品企画・開発、マーケティング
【得意業種】食料品製造業、飲食店等
【おすすめする支援】地域資源活用事業による販路開拓支援、中小企業の6次産業化・農商工連携によるマーケティング支援

認定支援機関、経営学修士、兵庫県立大学博士課程単位取得 ㈱政策総合研究所
日本中小企業学会、組織学会、日本経済政
策学会

13 13 牧原　一馬 鳥取市

【専門分野】マーケティング・事業戦略・工程（プロセス）業務改善・改革、組織改革、マネジメントシステムの開発運用、組織開発・
組織風土改善、人事制度の開発導入運用～キャリア開発システムの設計、戦略マネジメントシステムの展開支援～キャリア開発
をもとにしたセルフキャリアドック及びキャリアカウンセリング
【得意業種】業種は問わず（製造業、小売業流通業、各種サービス業、各技術提供サービス業等）
【おすすめする支援】実際の会社や団体の事業活動の実態を踏まえて、“働き甲斐のある”“働きやすい”会社づくり、組織づくりの
推進を支援する。そのマネジメント、業務改革・改善を推進していく過程で、働く社員の個別の特性を理解し捉えて、その特性を活
かせる計画・方法・実施による生産性の向上へと向かえるようにマネジメントシステムを組立て、人事制度改革を含め運用支援す
ることにより（キャリアカウンセリング及びメンタルカウンセリングなども含め）社員の自律的自発的なモチベーションを図る。

JRCA登録品質マネジメント審査員補、公認心理師（国家資格）、教育
学修士（発達科学）2級キャリアコンサルティング技能士（国家資格）、
産業カウンセラー、心理相談員（中災防）

㈱アイエスシー http://isc-network.co.jp/

14 14 松井　成樹 八頭町
【専門分野】技術（製品開発～事業化）、生産性向上、原価管理（管理会計）
【業種】製造業、建設業
【おすすめする支援】・アイデアの事業化（製品開発を含む）・生産性向上　・標準原価に基づく管理会計　・その他、経営支援全般

・経営革新等支援機関、行政書士
・簿記３級、スペイン語検定４級 （株）ＱＵＯＮ

15 15 柳原　浩 米子市
【専門分野】経営改善、原価管理、品質管理
【得意業種】製造業、建設業
【おすすめする支援】１．原価管理改善、経営の見える化と改善、２．製造現場改善、現場の人材育成、５S、QC

中小企業診断士 （一社）鳥取県中小企業診断士協会

16 16 山本　宗人 鳥取市

【専門分野】経営改善、事業再生、事業承継、組織一体化支援、褒める達人セミナー、偉人講和、コーチング、メンター
【得意業種】小売卸業、介護福祉、建設業、製造業、宿泊業、飲食サービス業
【おすすめする支援】志・感動との出会いにより、同じ業種、同じ従業員、同じ取引先、同じお客様でも企業は生まれ変わる事がで
きる。　一体化支援：従業員の成長×人数×365日

中小企業診断士、事業承継コーチ、感動経営コンサルタント ヒマワリ感動経営(株)
（一社）日本事業承継コーチング協会、（一
社）感動経営コンサルタント協会

17 17 綿岡　英幸 広島県
【専門分野】経営改革（企業再生含む）、業務改善（営業・物流）
【得意業種】小売業、卸売業、運送業、建設業、サービス業
【おすすめする支援】経営革新（企業再生含む）、営業改革、仕入改革

中小企業診断士 ㈱ワタオカS＆C 独立行政法人中小企業基盤整備機構

18 1 川角　敏隆 鳥取市
【専門分野】品質・環境マネジメントシステム（ISO9001・14001・TEAS）
【得意業種】製造業（金属加工、機械加工、組立、ゴム、プラスチック素材及び加工）
【おすすめする支援】ISO9001、ISO14001規格の認証登録支援、TEASⅠ種・Ⅱ種規格の認証登録支援

TEAS審査員、ISO９００１、１４００１審査員資格（JRCA/CEAR資格） TEM研究所

19 2 定村　章 京都府
【専門分野】①ISOのQMS規格に基づいたコンサルティング、②ISO9001、IATF16969に基づいたQMS構築
【得意業種】審査専門分野は、化学製品・電子機器・回路・研究開発分野であり、この分野なら経験豊富
【おすすめする支援】QMS以外、環境・労働安全衛生・情報セキュリティ各マネジメントシステムの教育・構築・維持・改善

品質マネジメントシステム主任審査員（JRCA）、IATF16949及び
ISO9001内部監査員

20 3 角田　隆志 米子市
【専門分野】ISO,TEAS（鳥取県版環境管理システム）、BCP（事業継続計画）
【得意業種】業種問わず
【おすすめする支援】ISO9001、ISO14001及びTEASシステムの認証取得及び維持、BCPのシステム構築

品質システム審査員、TEAS審査員、セルフアセッサー

21 4 新田　日出美 鳥取市
【専門分野】ISO9001、ISO14001、TEAS
【得意業種】業種問わず
【おすすめする支援】事業目的とリンクしたISO及びTEASの認証取得

TEAS審査員 サポートNitta TEM研究所

22 5 藤井　留幸 大阪府
【専門分野】医療分野
【得意業種】医療機器事業
【おすすめする支援】新規事業参入支援、医療品質システム構築・運用支援、製品開発・許認可支援・内部監査員育成

QMS審査員補、QMS管理技術者 ㈱エフオー http://www.kkfo.co.jp

23 1 大畑　省臣 広島県
【専門分野】品質管理
【業種】製造業
【おすすめする支援】現場・現物・現実に基づく品質管理、「品質第一」の考え方で職場の問題・課題に果敢に取り組む現場を造る

1級機械検査技能士 （株）広島テクノ

24 2 加藤　正博 愛知県

【専門分野】・TPS方式をベースとした生産管理、品質管理、製造現場管理 ・間接業務（管理）の仕組み ・品質保証度向上
【得意業種】自動車組立・加工、精密プレス加工、食品流通、自動車解体（静脈産業）等
【おすすめする支援】１．自動車製造の現場管理（組立・物流・加工）＆調達物流改善 ２．生産管理業務（稼働計画、仕掛けの仕組
み、LT短縮等 ３．食品流通改善（業務管理の仕組み、流通システム管理） ４．品質保証（QAネットワーク、自工程完結の仕組みづ
くり）

複合技能士１級（内燃機関組立１級、旋盤加工１級、乙４類取扱主任
者

豊通鉄鋼販売㈱、㈱キャッシュフローR

25 3 木原　博孝 広島県
【専門分野】組立領域、生産管理・生産物流領域
【業種】組立・物流
【おすすめする支援】生産性向上（動作分析）・整理整頓と３定

職業訓練指導員

26 4 堀江　範道 埼玉県
【専門分野】ドイツ KOLBUS社製 製本機の技術指導
【得意業種】機械技術指導
【おすすめする支援】機械オペレーターの運転技術、保守点検指導

電気工事士 ㈲テクノ・アイ

27 5 松尾　茂 鳥取市
【専門分野】構造設計
【得意業種】製品開発業
【おすすめする支援】3DCAD（ソリッドワークス）スキルの教授

28 6 向台　孝行 広島県

【専門分野】工場、事務所新設、及び左記リニューアル工事に於ける計画助言、施行管理助言
【得意業種】建設業界（建築関係、各設備関係）
【おすすめする支援】工場建設における計画段階から、設計・施行中・竣工迄の施主の立場での「品質・コスト・納期・安全」確保支
援

衛生管理者、消防Z種 M。Tビジネスプロダクト
M。Tビジネスプロダクト
代表
＊元「中小機構」専門家

29 7 山本　純 鳥取市
【専門分野】ICT分野
【得意業種】ＩｏＴサポート
【おすすめする支援】IoT導入支援、導入後のデータ活用支援

いなばテクノ・エボリューション㈱ https://www.it-evo.jp

技術
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30 1 石橋　治 島根県
【専門分野】食品衛生、野生動物調査
【得意業種】食品製造、飲食店
【おすすめする支援】食品衛生管理構築支援

農学博士、HACCP普及指導員、食品衛生監視員（任用）、食品表示診
断士（中級）、食品微生物検査技師（3級）

さんいん食まる
日本細菌学会、日本衛生動物学会、、
日本野生動物医学会、島根県中小企業家
同友会

31 2 泉川　信一 埼玉県
【専門分野】加工食品の首都圏流通（営業スキルアップ、販路相談）　等
【得意業種】食品営業のスキルアップ、小売バイヤーの情報収集
【おすすめする支援】商品ブラッシュアップ、首都圏販路開拓に関するアドバイス

有限会社アイエムピィ

32 3 柏木　享 山口県
【専門分野】ＳＤＧs（未利用資源の有効利用）、発酵食品・加工食品の製造
【得意業種】発酵食品（清酒製造業、味噌、醤油製造業）、加工食品（こんにゃく製品、ねり製品製造）
【おすすめする支援】・酒粕の有効利用、清酒の新商品開発 ・純米酒製造にふさわしい製麹技術の指導 ・各種発酵食品の開発

醤油JAS審査員 やまぐち発酵文化研究所 一般財団法人日本醤油技術センター

33 4 亀田　道彦 福岡県

【専門分野】食品の海外展開及び新メニュー開発
【得意業種】飲食事業者、食品販売業、菓子製造販売業
【おすすめする支援】食品の海外展開及び海外輸出サポート、フランチャイズビジネスのサポート、海外企業のパートナー候補紹
介、海外向けの新メニュー開発、販売促進企画提案等

菓子製造業許可 有限会社セゾン www.saizon.net

34 5 黒木　克翁 米子市

【専門分野】健康食品原料および化粧品原料の開発、基礎研究
【得意業種】食料品製造業、化粧品（スキンケア用品）製造業　等
【おすすめする支援】①原料の開発から大学等の研究機関を用いた機能性評価 ②生産性向上を目的とした生産ラインの見直し
③既存設備を用いた新原料の提案および企画

農学博士 (株)カンダ技工

35 6 坂本　鉄男 東京都
【専門分野】食品販路開拓支援
【得意業種】食品小売業
【おすすめする支援】商品ブラッシュアップ、専門店や百貨店等への販路拡大に関するアドバイス

日本オリーブオイルテイスター協会顧問

36 7 関谷　真紗美 東京都
【専門分野】商品開発、レシピ提案、製造指導、マーケティング（スイーツ、料理専門）
【得意業種】商品開発、６次化品アドバイス
【おすすめする支援】生産者様（フルーツ、野菜）の加工品開発、製造支援、道の駅メニュー開発、オペレーション指導

栄養士免許 チーフ・シェルフサポートメンバー

37 8 太地　由美 愛知県

【専門分野】食品とフードビジネスに関わるコンサルタント
【得意業種】商品開発、メニュー開発、レシピ提案、商品試作・製造加工の指導・研修、業務用厨房機器の選定・活用法、食品表
示、工程管理・HACCP衛生管理指導
【おすすめする支援】商品開発、メニュー開発、レシピ提案、商品試作・製造加工の指導・研修、業務用厨房機器の選定・活用法、
食品表示、 工程管理・HACCP衛生管理指導

・JHTC国際HACCPリードインストラクター、・調理師免許
・製菓衛生師免許、・フードコーディネーター３級、・フードスペシャリスト
・厨房設備士 ２級、・食生活アドバイザー2級、・食農級２級
・食品表示検定中級、・色彩検定３級

一般社団法人日本フードラボ
＆トレーニング協会

http://jfl-a.com/
中央サポートセンター
日本HACCPトレーニングセンター

38 9 田野島　万由子 茨城県

【専門分野】商品開発、レシピ開発、マーケティング、６次産業化
【得意業種】食品製造（農産加工品）
【おすすめする支援】商品開発プロセスと経営改善：売上向上などを目的として食品製造や新商品開発に取り組む事業者の根本
的な課題を見つけ、新商品開発等の是非を含めた経営全般のコンサルティング

フードコーディネーター 株式会社ＯＲＩＧＩＮＥＳＳ https://originess.co.jp/

39 10 玉川　眞奈美 山梨県

【専門分野】食品
【得意業種】食品企画加工品開発、飲食店メニュー開発
【おすすめする支援】農家６次産業化、飲食店、和洋菓子店、その他食品事業者の農商工連携や福祉施設の農福連携、新メ
ニューや加工品開発、機械導入・動線、食品衛生、食品表示やラベル、パッケージデザインなど企画・開発・販促まで一貫支援

栄養士、野菜ソムリエ、フードコーディネーター、フードアナリスト (株)インフィニバリュー https://www.infinivalue.jp/ 日本栄養士会、山梨県栄養士会

40 11 松本　恵理 島根県
【専門分野】食品衛生、微生物調査
【得意業種】食品製造、飲食店
【おすすめする支援】食品衛生管理構築支援、食品検査技術支援

HACCP普及指導員、食品表示診断士（中級）、食品微生物検査技師
（3級）

さんいん食まる

41 12 丸山　憲德 千葉県
【専門分野】商品開発、販路開拓、販売促進、ブランディング、マーケット開発、HACCP、食品衛生管理、食品表示支援
【得意業種】百貨店の食品全般（生鮮３品、惣菜、菓子、グローサリー、他）、商品開発、販路開発
【おすすめする支援】百貨店でのデイリー、ギフト、催事、通販等の商品開発・展開・販路に対する支援

HACCPコーディネーター（日本HACCPトレーニングセンター）、食品表
示管理士（全国スーパーマーケット協会・初級）

（公社）日本水産資源保護協会、（一社）日
本食育者協会、（一社）地域資源活用の会

42 13 渡邉 由美子 鳥取市
【専門分野】食品開発、新メニュー提案
【得意業種】食料品製造業、製菓製造業、飲食店、カフェ
【おすすめする支援】新商品開発、新メニュー開発

調理師免許、フードコーディネーター、食育インストラクター、1級フード
アナリスト、フードアナリスト協会認定講師

43 1 上田　治城 島根県
【専門分野】品質管理・新事業企画・データ分析とサービス品質の設計支援・その他
【得意業種】建設業、サービス業、製造業
【おすすめする支援】蓄積されたデータに基づくサービス品質の向上策や新事業企画等、人材育成等分野を問いません。

（元　ITコーディネータ、元　同インストラクター） （元　日本品質管理学会）

44 2 門脇　秀星 鳥取市

【専門分野】ＩＴ化支援、補助金、多角化支援など小規模事業者向け支援
【得意業種】飲食業、製造業、建設業、農林水産業
【おすすめする支援】・クラウド会計、賃金、労働管理等導入支援　・POSレジ会計導入サポート　・補助金を活用した多角化、ＩＴ化
支援

クラウド会計ソフトfreee認定アドバイザー 門脇秀星企画事ム所 http://www.kadowaki-kikaku.com
鳥取法人会青年部会、自衛隊鳥取地方協
力本部

45 3 高濱　怜 八頭町
【専門分野】ICT活用
【得意業種】WEBサイト運営・ＩｏＴ導入
【おすすめする支援】ホームページを活用したWEBマーケティング支援、ＩｏＴ導入支援

第二種情報処理技術者 合同会社ヴォール https://wohl-yz.net/

46 4 米原　礼子 鳥取市
【専門分野】情報
【得意業種】製造業等（システム選定導入支援、プレゼンテーション支援）
【おすすめする支援】DX構築時業務フロー整理・設計支援

ITスペシャリスト、カラーコーディネーター、フードビジネスアドバイザー

47 1 藤原　一輝 鳥取市

【専門分野】デザイン全般（プロダクトデザイン他）、商品企画、マーケティング、特産品開発、人材育成、地域づくり全般、紅茶全般
の研究・地紅茶やお茶の企画、商品開発
【得意業種】工業製品、人材育成、食品（紅茶など）、地域づくり
【おすすめする支援】商品デザイン、地紅茶関連商品開発、人材育成、地域づくり、イベント企画

プロダクトデザイナー、グッドデザイン賞受賞（商品デザイン）、2019グッ
ドデザイン賞受賞プロデューサー、、富山県プロダクトデザインコンペ
優秀賞、地紅茶研究家として専門書監修、総務省地域力創造アドバイ
ザー

(同)コミュニティデザイニング
工房　紅茶の会代表

地紅茶学会、紅茶の会代表、全国地紅茶サ
ミット世話人会

48 2 山崎　　章 鳥取市

【専門分野】UI、UXデザイン、HMIデザイン、機器の操作画面やWeb（GUI)デザイン、プロダクトデザイン、
【得意業種】工業製品開発、機器やWebの画面デザイン
【おすすめする支援】商品をより魅力的に使い易くする為の外観とインターフェイスデザイン開発、Webデザイン、プロトタイプデザイ
ン、福祉機器などのユニバーサルデザイン

プロダクトデザイン
2017 GOOD DESIGN特別賞

山崎デザイン工房

49 医療・創薬 1 久世　治朗 徳島県
【専門分野】信頼性保証分野（非臨床試験並びに当該施設の信頼性）
【得意業種】製薬並びに化学分野
【おすすめする支援】会社の信頼性保証に関するアドバイス

GLP-QAP登録者（Quajlity Assurannce Professional、（一社）日本QA研
究会）
薬剤師免許、博士号（薬学）、メンタルヘルスマネジメントⅡ種

大鵬薬品工業㈱ https://www.taiho.co.jp （一社）日本QA研究会

50 1 足立　博俊 米子市
【専門分野】人材育成
【得意業種】コーチング、プレゼンテーション、能力開発
【おすすめする支援】コーチ型マネジメント研修、セールスコーチング研修、メンター制度導入研修、新人・若手社員能力開発研修

国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ、(一財)生涯学習開発財
団認定マスターコーチ

あだち人材育成研究所 http://www.adachi-humanresource.com

51 2 石川　伊津 大阪府
【専門分野】POP,チラシ、ＤＭなどの販促物
【得意業種】小売店、サービス業、卸売業　等
【おすすめする支援】販促物全般、イラスト

POP広告クリエイター (株)ビーアップ http://www.consultant-brain.co.jp/lecturer/detail.php?id=102

52 3 井上　昌美 大阪府

【専門分野】人材育成、組織改革、ハラスメント防止、顧客対応、働き方改革
【得意業種】業種問わず支援可能
【おすすめする支援】ハラスメント防止、ビジネスマナー、接遇・接客応対、電話応対、コールセンター、セールス話法、クレーム対
応、メンタルヘルス、モチベーションアップ、タイムマネジメント、働き方改革、コミュニケーション力向上、部下育成、リーダーシップ、
OJT、話し方、スピーチトレーニング、若手の職場定着、女性活躍推進、徹底3S（整理・整頓・清掃）の進め方

ハラスメント防止コンサルタント、2級販売士、メンタルヘルスラインケ
ア、ファイナンシャルプランニング技能士２級

ラリマー人材育成 https://larimar-skillup.com/

53 4 上田　美鈴 鳥取市

【専門分野】雇用管理改善・人材育成
【得意業種】業種問わず支援可能
【おすすめする支援】労務管理、人事評価、人材採用・育成、職場環境、組織風土、キャリアコンサルティング、心理カウンセリン
グ、リワーク支援

キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、中央労働災害防止協会 心
理相談員

キャリアバード https://careerbird-tottori.com/
キャリアコンサルティング協議会、中央労働
災害防止協会、日本産業カウンセラー協
会、日本メンター協会

54 5 黒住　昭夫 西伯郡
【専門分野】海外貿易、投資に係る支援・相談
【得意業種】機械、食品
【おすすめする支援】海外輸出入に係る実務支援全般

鳥取県日台親善協会

55 6 竹上　順子 米子市
【専門分野】教育コンサルタント及び人材教育トレーニング
【得意業種】全業種（組織内階層別研修、マネジメント、リーダーシップ、接客接遇等）
【おすすめする支援】組織マネジメント（①人材育成 ②コミュニケーション）

㈱インタープロス http://www.interpros.co.jp
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