経営のお悩みを根本から解決し、夢を実現！
！

熊本県よろず支援拠点の６つの強み

392.3 16
14 1 2

来訪相談者数

16名 の

満足度調査

全国 第3位！
！

92.3％！
！

専門家が対応

多くの方が熊本県よろず支援拠
点にご相談に訪れ、課題を解決。
成果を上げています。

相談して「とても良かった」
「良
かった」がこの数字です。
その一言が私たちの喜びです。

各分野の専門家が、強力にタッグ
を組み、問題解決まで企業様に伴
走しながらご支援します。

14支援機関での

ご相談は

ご相談まで簡単

県内14支援機関での出張相談会
を開催しています。お近くの相談
会・セミナーをご利用ください。

熊本県内中小企業・小規模事業者

専門医的
支援

総合医的
支援

専門医的
支援

（チーム対応）

（かかりつけ医）

（チーム対応）

売上拡大
解決策提示

相談場所
熊大共同
研究
センター

富士通

経営改善計画
策定支援
阿蘇くまもと空港

テクノ
中央
緑地

第二空港線

ホテル
エミナース

テクノリサーチ
パーク入口
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●中小企業庁
連携
●九州経済産業局
支援機関
●中小機構
●熊本県及び熊本県内市町村
●熊本県内商工会議所
●熊本県内商工会
●熊本県商工会連合会
●熊本県中小企業団体中央会
●熊本県知財総合支援窓口
●熊本県信用保証協会
●熊本県内金融機関
●日本政策金融公庫
●熊本県中小企業再生支援協議会
●熊本県事業引継ぎセンター
●㈱地域経済活性化支援機構 (REVIC）
●くまもと産業支援財団復興金融支援室

→
至西原

経営が
改善した！
！

創業
できた！
！

効果ある
チラシが
できた！！

海外展開
ができた！
！
補助金が
活用
できた！
！

ものづくり
ができた！！

資金調達
ができた！
！

結果が出るまで何度でも！
！

無料相談 実施中

各支援機関
熊本県よろず支援拠点

経営のお悩みは、熊本県よろず支援拠点へご相談ください！！
〒861-2202 上益城郡益城町田原2081-10（くまもと産業支援財団内）

TEL.096-286-3355
お電話は平日9：00〜17：00
URL╱http://yorozu-kmt.jp

労務管理
ができた！
！

中小企業・小規模事業者

中小企業庁 熊本県よろず支援拠点

くまもと産業支援財団2階

新規顧客が
開拓できた！
！

TEL.096-286-3355
FAX.096-286-3361

支援イメージ

熊本県よろず支援拠点

売上が
上がった！
！

①TELかFAXでお申し込み＆予
約⇒②来訪にてご相談

企業様の様々なお悩みや複数の
ご用件が全て1か所で完結する
「ワンストップサービス」です。

熊本県よろず支援拠点による支援体制図

熊本県よろず支援拠点

ツーステップ

ワンストップ

相談会開催

中小企業庁

FAX.096-286-3361

FAXは365日・24時間受付

※ご相談をご希望の方は、お申し込み書に記入しFAXしてください。

売上UP

販路開拓

よろず支援拠点とは？

経営改善

創業支援

施策活用

経済産業省・中小企業庁が全国47都道府県に設置する経営相談所です。
各県にチーフコーディネーターを中心とする専門家がスタンバイ。
中小企業・小規模事業所の売上拡大・経営改善など、経営上のあらゆる悩みのご相談を伺い、
適切な解決方法をご提案します。

中小企業庁 熊本県よろず支援拠点は、企業の経営に関するお悩みに対して16名の各分野のエキスパートが「ワンストップ」でご支援しています。
コーディネーター

コーディネーター

髙森 勉

渡辺 資文

Takamori Tsutomu

Watanabe Motofumi

チーフ
コーディネーター
補佐

チーフ

地方銀行勤務を経て独立。創業・起業から経

規模事業者の経営相談に１３年間従事。潜

営改善、再生計画まで様々な課題解決をお

在能力のある企業発掘をすることは勿論、

手伝いします。銀行勤務時代の融資業務や

相談企業が持っている資源を最大限に引き

年金運営管理業務等の経験を活かして資金

出して、事業ステージに合わせて、事業者の

繰り・資金調達や福利厚生面等幅広い分野

目線で課題解決にスピード感を持って当た

でのご相談をお待ちしております。

原川 修一

西原 哲朗

Harakawa Shuichi

中小企業や小規模事業者の方々とともに、経営
改善・売上拡大に取り組んできました。会社経営
は良いときと悪いときがあります。良いときには
寧ろ質素と倹約を心掛け、悪いときにはじっと我
慢し将来への種蒔きをします。
診断士と社会保険労務士のダブルライセンスを
生かして、人事・労務管理も含めた幅広い視点か
らの経営の見直し、課題の抽出と解決、新たな経
営に向けての提案をしたいと思っています。

みを引き出し、コストをかけない解決策策定

になって探し出し、得意のランチェスター必勝

を、33年の銀行員経験と財務局での自治体

戦略を駆使しながら、
「人」を活かした売上アッ

財政融資経験及び、よろず支援拠点の支援

プと業績アップをサポートしております。

機能をフル活用してお手伝いいたします。

地域資源活用型ビジネスのコンサルティング
業務に20年携わった経験を経て、食と健康に
関わる製造業・小売業・サービス業の「売上ア
ップ」につながるトータルな経営支援を得意
分野としています。商品のブラッシュアップか
ら具体的な営業活動・販売方法について提案
サポートします。小規模事業者・中小企業の皆
様の「売りの参謀役」としてご活用ください。

30年を超えるデザイン経験と販売促進計

ランチェスター必勝戦略をベースにし
た「強い収益基盤をつくる経営計画書」
作りと「強い営業・強い営業組織」作り
中小企業診断士

販売促進、販路開拓、商品開発、地域資
源活用、おもてなし、人材育成、事業計
画書作成支援

小さな企業こそ小手先・一時的ではなく、本

業績向上のため、まずはしっかりと御社の状

攻めのＩＴ経営、マーケティング、ビジネスプ

WEBサイト制作・女性起業家支援専門。女

質的・継続的な売上増加策が必要です。起業

況をお聞かせください。状況や心境などをし

ランのブラッシュアップならお任せくださ

性の心をつかむ「ファンコミュニティ作り」を

や新規事業についてはなるべく、お金をか

っかりと共有した後、事業全体の見直し、経営

い。自らも食品製造販売業を営み、ネットシ

軸とした提案を得意とし、数多くの企画運営

けずにやりたいこと・できること・求められて

方針の決定など全体像から組織体制、営業対

ョップや店舗販売を行っています。机上の

に携わる。女性顧客中心の事業者様に、今日

いることの最適解を見つけ「価値とそれを

策、WEB対策等の具体策と実施項目を明確

空論ではない生の情報で、皆様をサポート

から実践できるノウハウで売上アップに貢

提供する仕組み」作りをサポートします。

化して、一緒に一つずつ業績向上に取組んで

いたします。

献します。

コーディネーター

コーディネーター

森田 欣典

西田 ミワ

Morita Yoshinori

Nishida Miwa

いきましょう。

佐々木 浩二

髙野 正晴

上村

Negishi Rintarou

Sasaki kouji

Takano Masaharu

Kamimura Takashi

隆

ＩＴ活用による業務改善、Ｗｅｂ戦略策定、
創業、起業、経営革新、情報セキュリティ
対策、マイナンバー制度
ITコーディネーター・ITマスター

メルマガ会員
募集中！
！
補助金・助成金・セミナー開催情
報など、経営者・創業予定者なら

きます。

不動産、金銭貸借、会社に関する問題
等の民事、商事に関する事件、民事再
生、破産申立等の倒産に関する事件、
家事事件等
弁護士

25年以上のコンテンツ制作ノウハウで、企
業の目標や顧客設定、問題点等を軸に、ツー
ル（WEBサイト[ホームページ]やSNS、ブ
ログ等）の選定と組み合わせ、利用方法、企
業毎による運営方法を考慮し、WEBサイト
を始めとする種々の制作など、企業の売上
向上を目指したサポートを行います。
得意分野

経営改善支援による収益性の向上、
ランチェスター戦略による競争優位
の構築、補助金の申請支援
中小企業診断士

得意分野

得意分野

得意分野

経営改善支援、創業・起業支援、
ＩＴ活
用による生産性向上、販路開拓・営業
力強化、人材育成
中小企業診断士・２級ファイナンシャ
ルプランニング技能士

事 業 計 画 の 策 定などを提 案させていただ

中小企業・小規模事業者のみなさまは、事業
活動におけるさまざまな場面で数々の法律
問題に直面されることと思います。３０年以
上の弁護士経験を活かし、中小企業・小規模
事業者のみなさまが直面されたさまざまな
法律問題について、法律の専門家として適切
な予防方法や対処方法をアドバイスします。

顧客を意識したWEBサイト構築、WEB
サイトの解析等によるWEBサイト軌道
修正、SNSなどの複数ツールを組み合
わせたWEB戦術企画、映像・グラフィッ
ク・イラスト・漫画制作など。

見ないと損！

得意分野

事業戦略構築、戦略実施のための組織
づくり、営業対策、営業組織づくり、営業
（販促）ツール制作、インターネットマー
ケティング・広報・広告、WEBサイト構築

得意分野

知的資産を活用した起業及び経営革新
支援、収益力アップに向けた中小・零細
企業の経営戦略立案
中小企業診断士

根岸 倫太郎

支 援します。ランチェスター 戦 略を活 用し

集客、広報戦略、各種媒体販促ツール制
作、ＷＥＢサイト構築、グラフィックデザイ
ン一般、各種補助金
（公社）日本グラフィックデザイナー協会 熊本地区幹事

Kurita Hironari

コーディネーター

たNO.1戦略の構築と、補助金をからめた

様の業績向上をご支援します。

Kitaoka Toshirou

コーディネーター

た経 営 改 善 支 援を丁 寧に行 い 業 績 向 上を

促ツールをお使いの企業様も多いように感
じます。大胆かつ繊細な販促ツールで企業

栗田 博成

コーディネーター

企業様の状況をよく把握し、強みを活かし

にその魅力を最大限に引き出せていない販

北岡 敏郎

コーディネーター

大手生命保険会社に24年間勤務後、熊本の中
小企業数社で主に経営改善業務に従事。豊富
な実務経験を活かして、幅広い分野で強みを活
かした経営改善をお手伝いします。特に食品製
造業の生産・物流管理（HACCP対応など)や販
路開拓、飲食業・小売業などの生産性向上によ
る人手不足対策などをサポートいたします。

画で、様々な業種の企業様をご支援してき
ました。せっかく魅力ある商品をお持ちなの

チーフ
コーディネーター
補佐

得意分野

人材を見抜く面接から、売上・利益を上
げる人材育成、助成金まで「人」に関す
るすべての相談に応じています。
社会保険労務士

Otaguro Akihiko

チーフ
コーディネーター
補佐

得意分野

得意分野

得意分野

経営診断及び経営改善支援、部門別・サー
ビス別損益管理制度構築、ぐんぐん収益
の上がる人事評価制度構築
中小企業診断士、特定社会保険労務士、
人手不足広域アドバイザー

確保していくのか？ご相談企業の強みを一緒

Nishihara Tetsuo

社会保険労務士の資格を活かし人材を見抜
く面接・採用ノウハウ、労働保険・社会保険の
手続きから、従業員と会社を成長させる就業
規則・人事制度等の制度づくり、そして会社に
キャッシュをもたらす補助金・助成金が得意分
野。商標登録したオリジナルの真Ｒ・戦略会計
でかんたんに会社の数字を見える化し、労働
生産性の向上を実現します。

Shigeta Hanako

得意分野

コーディネーター

夢を実現する。」相談企業の中に埋もれた強

事業戦略（再）構築、財務・資金繰り改善
・金融支援、創業支援、自治体関連企業
経営改善
中小企業診断士

大田黒 昭彦

得意分野

コーディネーター

経営の原理原則を踏まえ、今後の収益をどう

得意分野

創業・起業支援、経営改善・再生計画策
定支援、資金繰り・資金調達支援、企業
年金制度およびiDeCo(個人型確定拠
出年金)導入支援
中小企業診断士

茂田 花子

Kanakogi Yasushi

ご相談企業の「困っていることを解決する。

得意分野

得意分野

創業、事業プラン作成、事業戦略構築、
経営企画、金融
事業ステージに合わせた支援策活用

得意分野

ります。

コーディネーター

鹿子木 康

橋本 雅哉
Hashimoto Masaya

民間企業に勤務後、支援機関で中小企業・小

コーディネーター

コーディネーター

WEB戦略策定、WEBサイト構築、企画
立案、女性に特化したファンコミュニティ
づくりと活用、起業、創業、事業計画作成
支援 交流分析士

facebook

フォローのお願い
役立つ情報をお知らせしています。
皆さん、フォローとシェアをお願
いします！

