経済産業省関東経済産業局委託事業

無料定期相談会開催中
●那須塩原市商工会

毎月第1・3 火曜日 ※1

（日光市今市708-7）

毎月第３日曜日

●日光商工会議所

（日光市平ヶ崎200-1）

（大田原市山の手1-1-1）

毎週水曜日

毎月第４火曜日 ※1

（矢板市本町2-18）

毎月第３木曜日

（鹿沼市睦町287-16）

毎月第２水曜日 ※1

※1

●イエローフィッシュ

●栃木商工会議所

毎週火曜日

毎月第３火曜日 ※1

毎週土曜日

毎月第２火曜日 ※1

（足利市田中町32-11）

※1

立てたい

事業承継すべきか

SNS を使って
集客したい

新しい販路を

増やしたい

※3

見つけたい

（真岡市荒町1203）

（足利市通3-2757）

●県南地場産センター

事業計画を

●真岡商工会議所

●足利商工会議所

※1

活用したい

もっと売上を

（宇都宮市中今泉3-5-1）

（佐野市大和町2687-1）

新商品を

廃業か

※2

●宇都宮市立東図書館

●佐野商工会議所

助成金 / 補助金を

開発したい

（宇都宮市江野町10-3）

（栃木市片柳町2-1-46）

毎週金曜日

※1

●矢板市商工会

●鹿沼商工会議所

毎週水曜日

ございませんか？

●大田原商工会議所

13：00〜17：00

経 営 相 談 所

こんなお悩み

（那須塩原市末広町64-27）

●日光市起業・創業支援サロン

無 料

栃木県よろず支援拠点

栃木県よろず支援拠点では、下記のサテライト拠点で相談会を開催しています。

お近くのサテライト拠点へ
お越しください！

中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 の た め の

●小山商工会議所

（小山市城東1-6-36）

毎月第３金曜日

※1

●小山市立中央図書館
（小山市城東1-19-40）

毎月3回（月・金曜日）

13：00〜16：00

毎週土曜日

契約トラブルで

起業したい

困っている

※3

資金繰りを

●開設時間は、※1 午前10時〜午後５時、※2 午前９時〜午後５時、※3 午前10時〜午後６時30分。

改善したい

経営改善を
図りたい

現場改善をして

職場環境を

生産性を向上したい

改善したい

お気軽にご相談ください。
お申し込み・お問合せは

facebook ページでも情報発信していますので、ご覧ください。

はい、
よろず支援拠点です！

Fax 028−670−2611

Tel

028−670−2618

簡単な相談内容・相
談場所、日時をお伺
いし、相談予約を受
け付けます。

相談のお時間は約１時間、じっく
りとお聴きします。
課題解決まで継続的にサポートし
ます。

yorozu@tochigi-iin.or.jp

栃木県よろず支援拠点

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 とちぎ産業創造プラザ

（実施機関：公益財団法人栃木県産業振興センター）
古紙パルプ配合率80％再生紙を使用

Fax、e-mailでも
受付してます。

こんな分野の
プロフェッショナルが
相談に応じます！

経営の お悩み 何度でも

栃木県よろず支援拠点

私たちにおまかせください！

コーディネーター紹介

経営革新/経営改善/事業再生/廃業支援
チーフコーディネーター

矢口

季男

生産管理/現場のIT化/知財関連

Toshio Yaguchi

コーディネーター

てきました。その後、中小企業診断士を取得し、コンサルタント業として独立しました。現
在、独立して約30年が経過しますが、これまで5,000社以上の支援を行っています。経営革
新、マーケティング、資金繰り、経営改善など多岐に渡る支援を経験していますが、最近で

は特に事業再生、スムーズな廃業などに力を注いでいます。

半田

富男

Tomio Handa

中小企業診断士

関

悟

Satoshi Seki

コーディネーター

コーディネーター

小峰

俊雄

Toshio Komine

中小企業診断士・事業承継支援マスター・FP1級技能士

中小企業診断士

コーディネーター

下島

由美

Yumi Shimojima

地域活性化プロデューサー・グラフィックデザイナー
東京のNPO法人でデザインの総合指揮監
督とWeb＆グラフィックデザインを担当
し、その経験を活かし地元矢板市にて企
画・デザイン会社を設立しました。 女性目

線から消費行動を読み解き企画に落とし
込んだデザインを得意とします。 また、

何に反応するか？」
というユーザー目線を
大切にし、キャッチコピーやメインビジュア
ルに至るまで、より効果の出やすいデザイ
ンのアドバイスを行います。

地域資源や企業同士をマッチングしながら
地域を活性化する仕組みづくりのアドバイ
スを行います。

オールとちぎ のワンストップ相談窓口として、よろず支援拠点をご活用ください。

Kou Nakahira

中小企業診断士・日本証券アナリスト協会検定会員
地元金融機関で約20年間勤務後、企業再生
ファンドのアセットマネージャーとして、全国の企
業再生案件に関わった後、企業再生を中心とした
コンサルティング業務を続けて参りました。今度
は支援機関の視点から、地域の中小企業のお
手伝いをさせていただきたいと思います。時
代の変化と共に、
これまでの常識が通用しなくな
りつつある世界で新たな視点を持って、皆様と伴

走させていただきたいと思っています。

県

課題についてなんでもご相談してくださ
い。全力で支援します。

康

Yasunori Saito

ブランディング/グラフィックデザイン

木

製造業で生産性向上、品質改善、コスト
削減など様々なことに取り組んできまし
た。その後、経営コンサルタントとして独
立し、経営革新、経営改善、原価管理な
ど、経営者様と一緒に考え、課題解決を支
援してきました。品質管理・原価管理の導
入や工程設計など、 ものづくりに関する

中平

Takashi Tou

ウェブ解析/分析を行えるWebディレクターと
して、Webサイトを
「事業の成果」
に結びつけ
「ウェブのお
る支援をしています！一言で言うと
医者さん」
です。Webマーケティングにおける目
標や課題 の 設定方法を初め、具体的なホーム
ページの作成方法、インターネット広告の設定や
出稿方法について指導しております。特に
「ホー
ムページに対する数値的な目標設定」
は経営計
画と同じくらい重要になってきます。最初の一歩
からご支援していきます！

印刷会社の企画制作部、イベント運営会
社、広告代理店を経て2010年に個人事業主
として独立しました。20年以上のデザイン経
験を活かし、集客につながる販促ツールの制
作を得意とします。
「 自分がお客様だったら

一緒に一歩一歩ビジネスを前に進めて行きま
しょう！

コーディネーター

康則

グラフィックデザイナー

経営策定/事業承継投資/事業再生
Kazumi Gunji

齋藤

貴志

栃

和巳

コーディネーター

「よく聞くこと」
に重点を置き、迅速で的確な
サポートを目指します。

リアを主に担当しています。

郡司

Naoko Aoyama

創業相談では、創業を志す方だけでなくその周
りの方々にもご満足いただける創業となるようご
支援していきたいと思います。
また、マーケティング関連の相談においては、
専門家としての知識+毎日買物をしている消費者
としての目線で、実践的なアドバイスを行います。

題などで困った時に、ぜひご相談くださ
い。 足利・佐野・栃木・小山・下野市のエ

コーディネーター

直子

藤

ウェブアナリスト・Webディレクター

のビジネス価値とは何ですか？」
を一緒に考え
ていきましょう！

中小企業診断士

銀行などで22年間にわたり事業承継対策
や相続対策、不動産有効活用などの案件に
取り組んできました。その財務コンサルタ
ントの経験を活かし、相談者の相談ごとの
解決に全力で取り組みます。
特に 経営改善計画、事業承継や相続問

経営革新/経営改善/生産性向上

青山

コーディネーター

グラフィックデザイン/ロゴマークデザイン/サインデザイン

創業支援/マーケティング関連
コーディネーター

Hideki Takahashi

ち位置に立ち、伴走して業務課題の解決をお手
伝いします。マーケティングの視点で
「あなた

支援拠点にご相談ください。

経営力向上/金融/相続対策/事業承継

Webマーケティング/インターネット広告

（目標）を遂行するための手段です！」をモッ
トーに、お客様の業務視点で、お客様側と同じ立

が落ちてきた」「粗利が落ちてきた」「客
が減ってきた」など何か経営に不調を感じ
たり、「こんなアイデアを事業に活かした
い」とお考えの事業者は、 早めによろず

Yasuo Inui

多くの経営者には、
「考えを聴かせたり、悩みを
相談できる人がいない」
という問題があると思っ
ています。まずは話を聴く、次に相談することか
ら始めます。お気軽にお声をかけてください。

約20年のシステム開発・運用の業務経験を元
に、中小企業のIT
（業務システム・ソフトウェア）
の
導入や運用、セキュリティ対策やSNS活用、情報
教育などの支援を行います。
「ITはあくまで業務

「もっと早く、よろずに来てもらえば」
といった事例が多くありました。 「売上

ぞ気軽にお声かけください。

英基

泰夫

35年のものづくり経験を活かし、経営課題の解
決のため、緻密に支援するよう心掛けています。
今日まで、財務・業務の視点から、創業、新商品開
発、設備投資計画、事業再構築の計画など、多くの
課題を経営者の方とともに考えてきました。一方、

ITコーディネータ

よろず支援拠点で3年目を迎え、多くの
事業者の経営課題に向き合ってきました。

どのような相談にも全力で取り組み
「よろず支援拠点」に相談して良かった
と思われるように努力します ので、どう

高橋

乾

中小企業診断士

IT/マーケティング

1級建設業経理士・中小企業診断士

商工会の経営指導員としての経験を活か
し、相談事業者の志に沿うよう伴走型の支
援を心掛けています。

コーディネーター

ト・モノへの取り組みに興味があれば、
ぜひご相談ください。

アグリビジネス/資金繰り/経営改善/経営革新
コーディネーター

Masahide Takahashi

システム開発会社にて、製造現場の生産
管理などの現場ITに携わり、事業計画、業
績管理などにも参画してきました。
よろず支援拠点においては県北（那須塩
原、大田原、矢板）のサテライト拠点を中
心に相談対応しています。皆様のお役に立
てればと考えております。特に 新しいコ

製造業現場・営業、小売業、コンビニ、ドライブイン、建設業などで実務や管理を経験し

コーディネーター

正英

中小企業診断士

中小企業診断士

経営革新/経営改善/人材不足対応等

高橋

経営計画/商品開発/工程改善/人材育成

栃木県商工会議所連合会
栃木県信用保証協会
栃木労働局

栃木県商工会連合会

栃木県中小企業再生支援協議会
栃木県働き方改革推進支援センター
ジェトロ栃木

栃木県中小企業団体中央会
栃木県事業引継ぎ支援センター
産業雇用安定センター

JICA 栃木デスク

