
専門家派遣事業をご活用ください 

＜概要＞ 

事業環境の変化により非常に厳しい環境下におかれている中小・小規模事業者の困りごとを解決するため、 

専門知識や実務経験を有する専門家を派遣します。 

 

このような経営課題や悩みごとの解決にご活用ください 

 ・商品サービスがもっと売れる方法を教えて 

 ・自社の認知度を上げられる有効的な SNS の活用方法をおしえて 

 ・魅力的な店舗づくりのためにアドバイスがほしい 

 ・Ｗｅｂ広告、チラシデザインのアドバイスがほしい 

 

＜対象＞ 

豊田商工会議所管内の事業者 

＜事業実施期間＞ 

２０２３年２月１日（水）～２０２４年１月３１日（水）※事業予算の上限に達した場合は終了となります 

＜回数・時間等＞ 

原則３回継続実施・１回につき２時間以上４時間以内・平日 9：00～17：00 

＜ご相談いただける専門家＞ 

中小企業診断士、弁護士、国家資格キャリアコンサルタント、広告プランナー、販促デザイナー、ＩＴアドバイザ

ー、情報セキュリティ支援等 

詳細は 専門家派遣事業 専門相談員 紹介 をご覧ください 

※相談内容によってはご利用いただけないことがあります 

※事業内容は変更することがあります 

 

まずは豊田商工会議所にご相談を！ 

＜お問合せ＞ 

中小企業相談所 本所ＴＥＬ：0565-32-4594  

南支所：0565-21-0019 北支所：0565-45-1212 



【事業環境変化対応型支援事業】 

 

専門家派遣事業 専門相談員 紹介 
 

立松 直文（たてまつ なおふみ） 
 

 

コメント 

日進月歩で進化するインターネットは様々な活用方法がありますが、

その使い方は業種業態・ビジネスの立ち位置によって大きく変わり 

ます。 

ホームページや SNS・動画共有アプリ等での見込客の作り方・集客方

法について「ゼロから始めたい」「まだ初心者だ」という方はご相談

ください。 

得意分野 

検索・マップ・動画・アプリを使ったデジタルマーケティング 

ＷＥＢサイト・アプリ・動画などデジタルコンテンツの製作 

顧客の行動の分析～対応策の立案までの戦力作成 

アナログ×デジタルのクロスメディアマーケティングなど 

経歴等 

印刷会社ＷＥＢディレクター、通信代理店デジタルマーケッター、 

デジタル広告代理店経営（Google ﾊﾟｰﾄﾅｰ/Facebook ﾌﾞﾙｰﾌﾟﾘﾝﾄ） 

 

 

 

岡田 保久（おかだ ほく） 
 

 

コメント 

「自社・自店の製品を誰にどのように PR すればよいか分からない」 

「自社・自店の顧客を増やすにはどうすればよいか分からない」  

「チラシ・カタログ・HP・SNS をどのように発信したら効果的か分

からない」等々 

 売上拡大方法についての様々なお悩み解決のお手伝いをさせていた

だきます。 

得意分野 

売上拡大/経営計画/販売促進/販路開拓/商品開発/店舗運営/ＩＴ活用

/施策活用 

経歴等 

大手百貨店出身、中小企業診断士・１級販売士・国際認証 MBA 

 

 

販路開拓 商品開発 

デジタル（マーケティング・コンテンツ） 

広告宣伝 マーケティング 



高柳 直紀（たかやなぎ なおき） 
 

 

コメント 

日々、面倒なエクセル作業に追われていませんか？ 

単調なエクセル作業は PCに任せて、人的資源を高付加価値の仕事に

集中させましょう！ 

得意分野 

お客様の業務と文化に即したエクセルマクロ開発による業務効率化 

支援 

経歴等 

中小企業診断士、IT ストラテジスト、IT コーディネータ。 

2000 年に独立。IT 業界経歴 25年。社員数 50人以下の企業の支援

を得意とし、これまで支援した会社数は 100 社を超える。 

 

 

 

 

 

吉住 英理香（よしずみ えりか） 
 

 

コメント 

「何から手を付けたら良いのか分からない。」「こんな事聞いてもい

いの？」・・なんてお悩みになる前に、まずはお気軽にご相談下さ

い。 

パソコンの活用、書類の効率化、ネットに関するお悩み事の解決に向

けて、親切丁寧を心掛けたお手伝いをさせて頂きたいと思います。 

得意分野 

ホームページ、SNS 活用、Excel 帳票作成、You Tube 動画、 

Google マイビジネス 

経歴等 

 IT 業界出身 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務効率化 ＩＴ活用（エクセルマクロ） 

ＩＴ活用 動画 ＨＰ作成 



二宮 佳代（にのみや かよ） 
 

 

コメント 

広告宣伝・販売促進のお悩みにお応えします。 

チラシやホームページ、SNS、動画から展示会の活用まで、商品やサ

ービスのプロモーションを強化したい、見直したい、何から手を付け

て良いかわからない方、是非ご相談ください。 

得意分野 

広告宣伝・ブランディング 

経歴等 

広告代理店に勤務し、CM や新聞などのマスメディアからチラシやカタ

ログ、展示会などの販売促進まで、商品の魅力を発信するということ 

                       に従事。2019 年、中小企業の方のプロモーション支援を行う 

「オフィスおむすび」を設立。現在は愛知県よろず支援拠点や 

商工会議所等の相談支援を行う。 

 

 

 

 

鬼木 利瑛（おにき りえ） 
 

 

コメント 

女性の起業支援、起業事例提供、職場づくり（従業員の定着、キャリア

形成）支援、SNS マーケティング、経営者の方のメンタリング 

得意分野 

課題整理、方向性や企業理念に合わせた経営・人事戦略を一緒に考える

ことを専門としています。 

経歴等 

リクルートにて人材採用、育成部門に従事した後キャリアコンサルタ

ントとして独立。現在は株式会社 eight で起業支援、キャリアモデル開

発、職場づくり支援、女性活躍支援を軸に、各種セミナー、コンサルテ 

  ィングを行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告宣伝 販売促進 

従業員教育 職場づくり 



長坂 亜希子（ながさか あきこ） 
 

 

コメント 

広告会社出身、紙媒体専門のデザイナーです。 

「魅力が伝わる会社案内が欲しい」「おしゃれな商品カタログが欲し

い」「チラシや DM を打ちたい」などご検討の際は、 

どのような構成で何を掲載するべきか、発注に必要な情報、手順や予算

なども一緒に考えていきましょう。 

得意分野 

女性をターゲットにしたシンプル＆洗練されたデザイン 

文章制作まで行うトータルデザイン 

経歴等 

・不動産系広告会社ディレクター出身 

・全国展開カフェ 販促室(デザイナー 兼 広報）出身 

・フリーランスデザイナー歴 6 年（制作予約 6 年連続 満枠） 

 

 

 

 

蓮尾 智紗子（はすお ちさこ） 
 

 

コメント 

「広報や PR の進め方がわからない」「スタートアップだけど、どう

やって PR したらいいの？」といった、広報に関する漠然としたモヤ

モヤを整理し、一緒に課題や目標を見つけ、広報活動の方向性やプラ

ン作成をサポートします。 

集客や認知度向上のためにどのような広報ツールを準備したらよいか

など、製作に関するアドバイスも行います。（SNS 等ですぐに集客を

ねらいたいなど、短期的な SNS 運用に関してはご期待に沿うことが

できません。） 

得意分野 

広報・PR 企画（計画）の立案、広報ツール企画・デザイン制作支 

援、広報内製化支援 

経歴等 

PRSJ 認定 PR プランナー 

前職は自動車部品メーカーの経営企画に所属し、広報・企画を担当。 

当時「こんな広報サポーターがいたらいいのに…」と考えていたことを 

ベースに、現在は PR プランナーとして店舗様・企業様の広報・PR 活 

動をサポートしています。 

 

広告デザイン パンフレット作成 

広告宣伝 広報・ＰＲ 



平家 勉（へいけ つとむ） 
 

 

コメント 

「自社の方向性はこれでよいのか」、「やり方がちぐはぐなのではな

いか」そういった不安をお持ちの方、あるいは生産性を上げたい、働

き方改革をしたいと思っているが何をしたらよいかわからないという

方に整合性のある経営戦略や働き方改革の実現を支援します。 

得意分野 

経営戦略策定、資金調達、補助金・助成金の活用、働き方改革、知財経

営、HACCP、BCP 

経歴等 

2016 年より中小企業診断士として、企業の経営戦略策定や実行のサポ

ートを通じて生産性の向上の支援を行ってきた。 

                        岐阜県働き方改革推進支援センターアドバイザー（H30 年４月～R2 年 

３月） 

INPIT愛知県知財総合支援窓口相談員（令和２年４月～令和 2年 9月） 

中小企業庁オンライン経営相談窓口専門家（令和２年６月～令和 3 年 3

月） 

愛知県働き方改革推進支援センター専門家（H31 年 4 月～） 

 

 
 
 

金原 沙保理（きんばら さおり） 
 

 

コメント 

IT の分野は「お客様が使いこなせることが大切」だと考え、その人に

合わせた説明と提案を心がけています。 

得意分野 

ホームページ制作、SEO 対策を踏まえたブログ記事作成、IT ツール

の調査・比較検討、IT ツールの使い方説明 

経歴等 

システムエンジニア 6 年半勤務、2019 年 WEB エンジニアとして独立 

 

 

 

 
 
 
 

経営戦略 知財経営 

ＩＴ活用 ＨＰ作成 

ＢＣＰ 



鈴木 恵美（すずき えみ） 
 

 

コメント 

企業がその本業に集中し、障害に阻まれないよう最後の砦でなく、最

初からクライアントさんとともに走る。全速力でその先にある障害を

見つけ、可及的に取り除く。トラブル知らず、強い会社、事業創りを

前のめりでするお手伝い。伴走型専門家をめざしています。 

得意分野 

契約書、知的財産等を手段とする法的リスク対応の検討とビジネス推

進の相談・サポート。 

法務（知財）部（チーム）体制の設立・促進のサポート。 

経歴等 

岐阜高校卒業、名古屋大学法学部・法科大学院修了。弁護士。 

名古屋工業大学、愛知淑徳大学創造表現学部、愛知大学地域政策学 

部、非常勤講師（知的財産権）。 

 

 

 

 

北原 康子（きたはら やすこ） 
 

 

コメント 

「内容がうまくまとまらない」「制作に時間がかかる」「社内に相談

できる人がいない」など、社内で、チラシなどの告知物を制作担当し

ている非デザイン専門職の方のお悩みはございませんか。 

25 年の広告グラフィックデザイン現場経験を活かし、解決に向けてア

イデアを一緒に考えましょう。 

得意分野 

チラシのデザインチェックとアドバイス。 

印刷物のグラフィックデザイン 

経歴等 

制作プロダクション、印刷会社など 17 年間勤務後、2015 年開業。 

「デザインは問題解決の手段である」をモットーに、ご提供いただい

た資料や原稿から一部リライトまで、トータルで視覚編集を行うアー

トディレクター兼デザイナー。 

 

 

 

 

 

広告デザイン 

各種契約 知的財産 法律 



中島 準（なかじま じゅん） 
 

 

コメント 

「原材料仕入価格の上昇や販管費の上昇などで原価が上がっているの

に、お客さまに納入価格改定を認めてもらえない」「そもそも原価の

把握ができていないので、説得資料が作成できない」といったお悩み

に対して、調達部門経験者だからこそ、わかるアドバイスやご支援を

致します。お気軽にご相談ください。 

得意分野 

調達関係、原価関係、補助金・助成金の活用 

経歴等 

中小企業診断士 

自動車部品メーカーの調達部門出身 

米国（ジョージア州）製造子会社への出向経験有 

 

 

 

 

 

土屋 守（つちや まもる） 
 

 

コメント 

手作業をやめてＩＴ化を図りたいが、何から手を付けてよいか分から 

ない、システムのレベルアップを図りたいが、手順がわからない。 

セキュリティをきちっと確保していきたいが、何をするの？、全社に 

浸透する方法は？ 困りごと、悩みごと、ご相談ください。 

得意分野 

ＩＴ化相談 

ＩＴ化の企画、要件整理、ＲＦＰ作成・評価、セキュリティ診断・評 

価・推進・監査 規程作成システムパッケージ選定・導入、ＩＴ導入 

契約支援、ＩＴ化チーム作り（計画、チーム編成、マネジメント） 

経歴等 

ＩＴベンダー出身・ＩＴコーディネータ、ＰＭＰ 

 

 

 

 

 

 

 

調達関係 原価関係 

ＩＴ導入支援 情報セキュリティ支援 



佐藤 佑子（さとう ゆうこ） 

 

 

コメント 

ＳＮＳ集客や求人の母集団形成にお困りでしたらお声がけください。 

貴社にカスタマイズしたご提案と成果重視の伴走をさせていただき 

ます。 

得意分野 

ＳＮＳ集客のサポート、求人の応募促進 

経歴等 

岡崎信用金庫入社後、東証一部上場企業の総務人事スタッフとして 

５社の事業子会社化と株式上場事務を経験し、人事コンサルタント 

として独立。現在は、法人・個人のＳＮＳ集客サポートおよび採用 

            コンサルティングに重きを置いている。 

 

 

 

 

伊豆原 理恵（いずはら りえ） 

 

 

コメント 

商品開発に取り組むための情報収集や分析、試作やパッケージデザイ

ン、販促ツールなど総合的に伴走します。また、事業計画やブランデ

ィングに取り組む方、地域と共に事業展開をご検討の方など、補助金

の活用も含めて一緒に考えさせていただきます。 

得意分野 

ブランディング・事業計画・マーケティング・商品開発・販売戦略・ 

販売促進・店舗づくり 

経歴等 

「とよた食と農ビジネススクール」講師、農山漁村発イノベーション 

（6 次産業化）プランナー、経営・技術強化支援事業に関わるエキス 

パート（名古屋商工会議所）等。広告代理店勤務後独立。「未来は現 

実の中にある」をモットーに、農業・食・工芸・地域活性化の分野 

で､企画・プロジェクトマネージメント・コンサルティング等を行う｡ 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＮＳ集客 人事採用 

商品開発 販売促進 事業計画 ブランディング 


