
企業の課題解決に役立つ
支援策

技術・製品・ＱＣＤ・販路
経営基盤の強化により現状打開・活路開拓！

岡崎商工会議所
(2021.09.24更新)



この冊子では、多くの支援策をご紹介するため、

ポイントを絞り、ひと目で分かるように記載しています。

簡潔過ぎて、分かりづらい部分があるかと思います。

もし、一つでも関心をお持ちになりましたら、

お伺いして、ご説明します。

是非、下記にご連絡ください。
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岡崎商工会議所 産業支援部 ものづくり支援

ＴＥＬ０５６４－５３－６１９１



支援メニュー もくじ
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岡崎商工会議所の「産学連携窓口」 無料

このようにしたい方は、ぜひご相談ください→技術課題が解決します

新製品開発を目指したい!

新しい受注のため、今まで出来なかった
加工技術を得たい！

新分野に進出したい！新しい技術を得たい！

１０人のものづくりコーディネータが、得たい技術の詳細について情報・意見交換を行い、

適切な技術支援を行う機関を紹介し、具体的な連携につながるまでフォローします。

ご紹介する人材・機関
・大学研究者
・専門家派遣（中小企業診断士等）
・公設試験研究機関
産業技術総合研究所
あいち産業科学技術総合センター
科学技術交流財団
名古屋市工業研究所

新しい生産方法を得たい！

1.相談
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・自然科学研究機構 ・豊田工業大学
・名古屋大学 ・南山大学
・名古屋工業大学 ・中京大学
・豊橋技術科学大学 ・愛知県立大学
・名古屋市立大学 ・東海学園大学
・中部大学 ・岡崎大学懇話会
・名城大学 愛知学泉大学
・愛知工科大学 愛知産業大学
・愛知工業大学 人間環境大学
・大同大学 岡崎女子大学
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豊田中央研究所ＯＢ等が
技術課題の解決を支援する「専門家派遣」

●「どう作ったらよいのか分からない」「やってみたが上手くいかない」、また、
「今後、取組みたい分野の技術が分からない」など技術課題を解決できます。

支 援 分 野 (ここに記載のない分野もお問い合わせください)

環境 廃棄物処理、リサイクル 商品化技術

現像解析

摩擦、磨耗、潤滑

エレクトロニクス

情報

情報通信、ＩＴＳ、光エレクトロニ
クス

流体制御、エネルギー

生産技術

材料

機械加工

電子回路技術 鉄鋼材料、熱処理

電子・電気技術 粉末冶金、焼結金属

安全 安全、人間工学 高分子材料

商品化技術

現像解析

構造、強度、耐久性、振動・騒音、
車両運動、空気力学

ゴム･樹脂材料の成形加工

鋳造技術
設計開発

燃焼、エンジン排気、熱流体、エ
ネルギー

表面改質、工具材料

その他 新技術紹介

1.相談
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あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰによる
「技術相談・指導」

http://www.aichi-inst.jp/technical_assistance/support/

1.相談



7

科学技術交流財団による
「技術課題・新製品開発相談」

http://www.astf.or.jp/files/astf_2016_10.pdf

1.相談

http://www.astf.or.jp/files/astf_2016_10.pdf


名古屋市工業研究所による「技術相談・依頼試験」

https://www.nmiri.city.nagoya.jp/technical_2.html

○技術相談
○依頼試験

・一般 ・精密測定 ・機械機器の試験および検定
・物理試験 ・化学試験
・繊維製品およびその関連資材の試験
・特殊試験、測定及び検定
・試料調整 ・定性分析 ・定量分析
・機械関係加工 ・機械設計及び製図

1.相談
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https://www.nmiri.city.nagoya.jp/technical_2.html
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名古屋産業科学研究所による
「大学との共同研究・事業化支援」

https://www.nisri.jp/

1.相談
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鋳造、鍛造、切削加工、めっき等の技術支援
「テクサポネット」

https://www.chubu.meti.go.jp/b31technology/techsupponet/

1.相談



知的財産 ワンストップサービス

〇愛知県知財総合支援窓口

https://chizai-
portal.inpit.go.jp/madoguchi/aichi/

一般社団法人愛知県発明協会

電話（052）753-7635

※出張相談で対応してくれる場合があります。

○岡崎商工会議所 発明相談

（随時・予約制） 電話（0564）53-6191
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1.相談

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/aichi/


事業承継 専門家相談
〇あいち産業振興機構

https://www.aibsc.jp/support/990/
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1.相談



事業承継 Ｍ＆Ａ

〇愛知県事業引継ぎ支援センター

http://ajhsc.jp/
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1.相談



愛知県内の海外展開の相談窓口

JETRO

『貿易投資相談』 ： 平日毎日

『貿易アドバイザーによる個別相談(予約制) 』 ： 平日毎日

○アドバイザー3人(【専門業務分野】 ：貿易実務全般・海外投資、【専門業種
分類】 ： 自動車部品・音響機器・金属・窯業・農業・食品、【専門地域】 ：北米・
欧州・東南アジア・アフリカ・中国)

中小企業基盤整備機
構中部支部

『国際化相談窓口』 ：月2回

○アドバイス対象国:中国・香港・台湾・ベトナム、タイ、インドネシア・マレーシア

○対応アドバイザー2人

あいち産業振興機構

『国際ビジネス相談デスク』 ：月2回

○相談分野：中国・ベトナム・貿易実務一般

『国際ビジネス専門家相談』：随時

○相談員：中小企業基盤整備機構国際アドバイザー

名古屋商工会議所

『貿易・海外投資相談室』 ：毎月3回

○相談員：国際協力銀行担当者

『国際法律相談所』 ：毎月2回

○相談員：弁護士(2名)
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1.相談



独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)

情報サポート 海外経済・貿易の情報サポート
世界約70カ所の海外ネットワークで収集した信頼性のある最新ビジネス情報
(統計データ・法律制度・関税率等)をウェブサイト、メールマガジン、出版物、ビジネスラ
イブラリー等で、また、海外事務所でのブリーフィング(現地経済事情・産業動向等)や
海外ミニ調査サービスで個別ニーズにも対応。

実務サポート 実務相談・人材育成サポート
専門アドバイザーによる貿易投資相談と各種貿易実務講座で実務を基礎から
支援

海外販路開拓サポート
海外展示会・商談会出展支援、海外取引先探し・商談アレンジ・通訳の手配・
ジェトロ・スタッフの随行、インターネットで海外取引先探し

海外進出サポート
海外進出立上げ時の貸オフィスとコンサルティング、現地法人設立準備、設立
後の問題解決を支援

ジェトロの海外ビジネス支援
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1.相談



あいち産業振興機構のＩＳＯ相談
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1.相談

https://www.aibsc.jp/support/723/



ＧビズＩＤを取得しよう。
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2.補助金申請前にＧビズIDを取得しよう。



アカウントの取得方法
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2.補助金申請前にＧビズIDを取得しよう。
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2.補助金-国
事業再構築補助金 2021年初

電子申請
ＧビスＩＤ取得

通常枠

特別枠

特別枠
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2.補助金-国

事業再構築補助金 申請用件



21

2.補助金-国

事業再構築補助金 補助対象経費
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2.補助金-国

事業再構築補助金 ～指針～
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2.補助金-国

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

事業名 令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

対象者 ・中小ものづくり高度化法12分野の技術を活用した事業

・経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセ
スの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を
支援

助成割合 対象経費の１／２ or ２／3以内 ※事業規模による

補助上限額 ・一般型１,０００万円 ・グローバル展開型３，０００万円

補助対象経費 ・機械装置費 ・技術導入費 ・専門家経費 ・運搬費

・クラウド利用費 等

募集期間 3年にわたり、数回設置 ※詳細は専用サイトで確認

https://seisansei.smrj.go.jp/

http://portal.monodukuri-hojo.jp/

電子申請
ＧビスＩＤ取得
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2.補助金-国

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
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2.補助金-国

https://seisansei.smrj.go.jp/

https://r1.jizokukahojokin.info/

小規模事業者持続化補助金

対象事業 販路開拓

対象企業
小規模事業者

従業員数２０名以下（商業・サービス業 ５名以下）

限度額／補助率 ５０万円以内 ２／３以内 （一般型）

委託対象経費

●機械装置等費 ●展示会等出展費

●広報費 （パンフレット、ポスター、チラシ作成費）

●開発費（デザイン料） ●外注費

公募期間 3年にわたり、数回設置 ※詳細は専用サイトで確認
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2.補助金-国 令和２年度第３次補正予算

小規模事業者持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠

https://www.jizokuka-post-corona.jp/

電子申請
ＧビスＩＤ取得
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2.補助金-国

https://seisansei.smrj.go.jp/

https://www.it-hojo.jp/

ＩＴ導入補助金

電子申請
ＧビスＩＤ取得
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2.補助金-国

（１）生産設備におけるエネルギー
使用合理化等事業者支援事業費補助金

https://sii.or.jp/seisan01r/orientation.html

補助対象設備の確認をしてください。
↓
補助対象設備一覧
https://sii.or.jp/setubi01r/search/

省エネ補助金

HPで最新情報をご確認ください。

https://sii.or.jp/seisan01r/orientation.html
https://sii.or.jp/setubi01r/search/
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2.補助金-国

（２）エネルギー使用合理化等事業者支援事業 http://www.teitannso.jp/category/2024301.html

省エネ補助金

令和2年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業
（略称：省エネ補助金・エネ合・合理化）

・予算（新規採択分）：90.7億円（推定）
・公募期間：2020年5月20日（水）～6月30日（火）※17:00必着
・採択発表：2020年8月下旬予定

※設備単位は中小企業等に限定
＜設備単位での補助対象設備＞

①高効率空調
②産業ヒートポンプ
③業務用給湯器
④高性能ボイラ
⑤高効率コージェネレーション
⑥低炭素工業炉
⑦変圧器
⑧冷凍冷蔵庫
⑨産業用モータ

※高効率照明は補助対象外

http://www.teitannso.jp/category/2024301.html
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2.補助金-国

電子申請
ＧビスＩＤ取得

https://jsh.go.jp/r2h/
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2.補助金-県 新あいち創造研究開発補助金

https://www.pref.aichi.jp/site/shin-aichi/

（１）【研究開発・実証実験】

・対象
①次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット分野、
その他知事が認める分野

（以下、研究開発のみ）
②「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に指定された特定基盤技術分野
③あいち産業科学技術総合センターが支援する技術分野

大企業等 市町村 中小企業等

補助率 原則として１／２以内 原則として１／２以内 ２／３以内

限度額 ２億円以下 原則１億円以下
原則１億円以下

トライアル型500万円

https://www.pref.aichi.jp/site/shin-aichi/
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2.補助金-県 新あいち創造研究開発補助金

https://www.pref.aichi.jp/site/shin-aichi/

（２）【サービスロボット実用化】 対象 大企業、中小企業

大企業等 中小企業等

補助率 １／２以内 ２／３以内

限度額 ２，０００万円

https://www.pref.aichi.jp/site/shin-aichi/
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2.補助金-県 あいち中小企業応援ファンド助成金

https://www.aibsc.jp/support/1182/

（１）【一般枠】

中小企業者等が新事業展開を行う産業分野で、
主要地場産業（繊維、窯業、食品、家具及び伝統的工芸品）以外の分野

毎年６～７月に公募があります。
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2.補助金-県 あいち中小企業応援ファンド助成金

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/fund2020-2.html
公募前のため、昨年度の内容を掲載しています。
（２）【地場産業枠、農商工連携】 ※助成対象事業 商品開発・販路拡大・人材育成

助成対象分野 助成対象者 助成限度額/助成率

地場産業枠
県内の地域産業資源を活用した事業展開の
ために行う事業（繊維・窯業・食品・家具・伝統
工芸品）

中小企業者等 50～300万円 1/2以内

小規模企業者 50～100万円 2/3以内

中小企業者団体等 50～600万円 1/2以内

農商工連携枠
地域資源のうち農林水産物を活用して、あい
ち産業科学技術センターや愛知県農業総合
試験場等と連携して行う事業

中小企業者等 50～300万円 1/2以内

中小企業者団体等 50～600万円 1/2以内

毎年１２～１月に公募があります。
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2.補助金-県 愛知県経営革新補助金

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/shienhojokin2021.html
申請期間 202１年4月 今年度は終了しました。

対象事業 県承認を受けた経営革新計画に従って、当該年度に実施される販路開拓事業

対象企業

・小規模事業者 従業員数２０名以下（商業・サービス業 ５名以下）

・愛知県内に本社又は主たる事業所を有すること。

・愛知県知事から経営革新計画の承認を受けていること。

・県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

・訴訟や法令順守上の問題を抱えていないこと。

・「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成24年

６月29日付愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）」に基づく排除措置の

対象となる法人でないこと。

限度額／
補助率

１００万円以内 ２／３以内

委託対象
経費

●機械装置等費 ●展示会等出展費 ●広報費 （パンフレット、ポスター、
チラシ作成費） ●開発費（デザイン料） ●外注費

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/shienhojokin2021.html
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2.補助金-市 岡崎市ものづくり支援補助金

https://www.okamono.com/subsidy_list.php
令和３年４月 ～ 令和４年１月（予算がなくなり次第終了）

（１）【共同研究】

岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化のため、
大学又は試験研究機関等との共同研究に取り組む費用の一部を補助します。

補助対象経費の１／２以内（１社最大 100 万円） ※1,000 円未満切り捨て

（２）【依頼試験】

岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化のため、
大学又は公設試験研究機関等との依頼試験に取り組む費用の一部を補助します。

補助対象経費の１／２以内（１社最大 100 万円） ※1,000 円未満切り捨て

https://www.okamono.com/subsidy_list.php
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2.補助金-市 岡崎市ものづくり支援補助金

https://www.okamono.com/subsidy_list.php
令和３年４月 ～ 令和４年１月（予算がなくなり次第終了）

（３）【専門家派遣】

岡崎市内のものづくり事業所が経営や技術に関する課題解決のため、独立行政法人中小
企業基盤整備機構又は独立行政法人あいち産業振興機構が実施する専門家派遣事業を利
用する費用を補助します。

事業者負担額の全額 補助対象経費（１社最大 100 万円） ※1,000 円未満切り捨て

（４）【見本市等出展】

岡崎市内のものづくり事業所が、見本市等出展における販路開拓に取り組む費用の一部
を補助します。

補助対象経費の１／２以内（１社最大 50 万円） ※1,000 円未満切り捨て

https://www.okamono.com/subsidy_list.php
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2.補助金-市 岡崎市ものづくり支援補助金

https://www.okamono.com/subsidy_list.php
令和３年４月 ～ 令和４年１月（予算がなくなり次第終了）

（５）【知的財産取得】

岡崎市内のものづくり事業所が、特許出願、審査請求等に掛かる費用の一部を補助しま
す。

補助対象経費の１／２以内（１社最大 50 万円） ※1,000 円未満切り捨て

新

https://www.okamono.com/subsidy_list.php
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3.給付金/
助成金等

新型コロナウイルス感染症対策

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0205
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3.給付金/
助成金等

新型コロナウイルス感染症対策

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0205
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4.事業計画
-国 事業継続力強化計画

中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定す
る制度 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
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4.事業計画
-国

経営力向上計画

「経営力向上計画」は、人
材育成、コスト管理等のマ
ネジメントの向上や 設備投
資など、自社の経営力を向
上するために実施する計画

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
pdf/tebiki_keieiryoku.pdf
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4.事業計画
-県 経営革新計画

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/0000042990.html
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4.事業計画
-市

先端設備導入計画
事業名 先端設備等導入計画

https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1565/1627/p026617.html

概要 中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、市
の導入促進基本計画に沿って作成する計画

認定対象者 新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定している中
小企業者

期間 3年間、4年間、5年間

労働生産性 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3％以上向上する
こと(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上。)
○算定式
（営業利益＋人件費＋減価償却費）／労働投入量
※労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の
種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
○機械及び装置、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)、
器具及び備品、建物附属設備、ソフトウエア

（注意）固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。

固定資産税の
特例

計画に基づき導入した設備の固定資産税が3年間ゼロ
生産性向上に資する指標（例：生産効率、精度、エネルギー効率等）が旧モデル比で
年平均1％以上向上する設備
（工業会等の証明書が必要です。）



45

4.事業計画
-市

工場等建設奨励制度

市内で土地・建物などを新たに取得し、工場、倉庫、研究施設、本社機能を新築または増築する事
業所の皆様に奨励金を交付
https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1404/1413/p011141.html
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5.商談-国 Ｊ-Good Tech(ジェグテック）

ジェグテックは、中小機構が運営する、日本の中小企業と国内大手企業・海外
企業をつなぐビジネスマッチングサイト
https://jgoodtech.jp/pub/ja/

https://jgoodtech.jp/pub/ja/
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5.商談-国 新価値創造ＮＡＶＩ

WEB展示会、WEBマガジン、リアル展示会を柱に、日本の中小企業が持つ優れ
た製品・技術・サービスを紹介するポータルサイト
https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/shinkachi2021/
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5.商談
-県

希望した企業と充分な時間で、充実した商談ができます

「アライアンス・パートナー発掘市」

愛知県内商工会議所会員限定

エントリーは毎年３月頃から開始し、５月中締切り
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5.商談
-県

地域商談会

あいち産業振興機構

https://www.aibsc.jp/supports/support_for_business_partner_development

１）個別相談会
発注企業のニーズを聞きながら、ピンポイントで個別面
談ができる商談会を単独で実施。「商談会開催まで待て
ない」「自社で面談したい」など効率的・効果的な商談
が期待できる。

２）取引先の紹介
仕事を受注したい企業（受注企業）と発注したい企業
（発注企業）に登録いただき、登録内容に基づいて取引
の紹介・斡旋を無料で行う。
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岡崎ものづくり推進協議会サイトの登録

事業所検索 https://www.okamono.com/member_list.php
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5.商談-CCI ビジネスモールへの登録

事業所検索 https://www.b-mall.ne.jp/

https://www.b-mall.ne.jp/


6.講座/講演
-CCI

技術・技能 各種講座

新型コロナウイルス感染防止のため、予定が変更になる可能性があります。
岡崎ものづくり推進協議会の講座情報をチェック！

講座名 開催予定 内容

ものづくり基礎講座 標準作業と改善の基礎 ４月 新人・若手向けのものづくり基礎講座

初めてのフライス盤講座 ４月 安全教育も含めた講義、実技

デジタル・トランスフォーメーション（DX） ７月 経済産業省が推進する施策と企業の事例を紹介

初めてのＩｏＴプログラミング ７月 プログラムの基本を学ぶ

ものミニ：原価管理 ８月 社内で活用できる原価管理の手法を学ぶ

初めてのＣＡＤ講座 ８月 AutoCAD、JW-CAD、3DCAD(Inwentor)

品質管理基礎 ＱＣ講座 10月 自社で活用できるＱＣ活動の基本を身に付ける。

初めての自主保全講座 11月 自主保全の必要性、基本的な技能について、講義と実技

次年度補助金説明会 ２月 補助金の種類、概要、申請方法説明

ドローン操作実習 随時 各企業の要望に合わせた内容を実施。

52
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6.講座/講演
-県

岡崎高等技術専門校

岡崎高等技術専門校は、職業能力開発促進法に基づい
て、愛知県が設置している職業能力開発施設です。実
技を中心としたカリキュラムなどにより、実践力を備
えた高度な知識と技能を有する人材を育成するため、
次の職業訓練を行っています。

https://www.pref.aichi.jp/shugyo/koukyou/okazaki/

岡崎ものづくり推進協議会は岡崎高等技術専門校と連携し、
企業様に役立つ研修をお伝えしてまいります。
ぜひ、ご利用ください。

https://www.pref.aichi.jp/shugyo/koukyou/okazaki/


54

7.交流 基盤人材育成事業
愛知県立岡崎工科高等学校生徒の企業実習

全国一の自動車産業や機械産業のサポーティング･
インダストリー等の岡崎の優れた地域産業の技を継
承し、地域の発展に貢献する中堅技術者や後継者と
なる若手人材の育成を図るとともに、県立岡崎工科
高校とのパートナーシップの強化を図り、岡崎産業
界の発展に寄与することを目的として実施。

1）事業所研修 ※件数は2020年度実績

受入れ企業 19社 参加生徒 39名
2）企業技術者による講習会

お問い合わせ先：岡崎商工会議所 人材支援事業部（0564）53-6165



私たちが応援します ものづくりコーディネータ

方針/目標管理支援：森 義和(もり よしかず)

【民間企業の実績】
生産管理。経営企画室にて
経営計画・方針策定/展開。
営業部にて営業・原価管理・
原価企画。

技術力向上・販路開拓等の
課題に対し、公的支援策を
活用し、解決に向け支援を
コーディネートします。ちょっと一言
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生産技術支援：近藤 頼幸(こんどう よりゆき)

【民間企業の実績】
設計、生産技術、ISO14001

の導入と社内管理体制作り
の経験豊富。

技術的課題・その他問題を解
決するため、他機関とも連携
を図りながら経営力向上につ
ながる支援をさせていただき
ます。

ちょっと一言

事業計画作成支援：粟野 猛(あわの たけし)

【民間企業の実績】
製品設計・開発および品質
管理、海外事業立ち上げ等
の経験豊富。

技術の本質に注力し、課題
解決を支援することで岡崎
企業の競争力向上に貢献し
たいと考えています。ちょっと一言

よろず経営改善支援：西岡 昭彦(にしおか あきひこ)

【民間企業の実績】
自動車部品の設計・開発・購買の
経験。５S活動、QCサークル活動、
コストダウン手法にも経験豊富。

製造業の「展示会を通じた異業種
進出」や「事業承継」のサポートに
も力を入れております。
「利益が出るモノづくり」の支援をさ
せていただきます。

ちょっと一言

技術力向上支援：近藤 正恒(こんどう まさつね)

【民間企業の実績】
自動車板金、吸排気系部品の
溶接技術開発号口化、工場出
荷品質・工程改善。製品不具合
調査。

豊田中央研究所OBや大学の
ネットワークを活用し、レーザ、
CMT、FSW、AM、Cold Spray他、
新技術で製品を開発し、新規顧
客開拓の支援をします。

ちょっと一言

技術開発／ＩＴ／電子技術支援：高木信友(たかぎ のぶとも)

【民間企業の実績】
自動車用コンピュータ・デバイス・
通信・EMC・ソフト技術を開発。技
術部長、開発プロフェショナル。国
内特許２９件取得。

超低コスト通信などの新技術を武
器に技術的課題に対し、解決策を
ご提案致します。光ネットワーク、
セキュリティ、ホームページ支援も
お任せください。ちょっと一言



私たちが応援します ものづくりコーディネータ
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原価管理の高度化 支援：宮沢 亮(みやざわ りょう)

【民間企業の実績】
自動車会社で購買業務を経験。
調達先の評価、原価計算、原価
管理価格交渉、生産現場の合理
化等の原価低減活動

原価を計算し、価格交渉や原価
低減に活用する仕組みづくりを
支援します。各企業の実情に
合った経営改善のための方法を
考えます。ちょっと一言

事業計画/経営管理支援：杉浦美奈子(すぎうら みなこ)

【民間企業の実績】
自動車部品サプライヤー経営企
画歴10年超。事業計画や目標
値体系等 会社全体から損益管
理の細かな実務まで幅広く経験。

「数年後の会社の姿についてこ
れから考えてみたい」「こんな困
りごとがあって･･･」のような、漠
然とした段階のご相談にも対応
致します。一緒に進みましょう。ちょっと一言

営業強化/生産性向上支援：高橋康友(たかはし やすとも)

【民間企業の実績】
半導体・電子部品業界における
営業で新規顧客開拓の実績多
数。製造業では営業だけでなく品
質管理業務も担当。

貴社の強みの磨き上げと活用、
顧客ニーズと貴社技術ノウハウ
とのマッチング、人材育成・定着、
ムダ・ムラ・ムリのない生産体制
の確立をご支援します。ちょっと一言

事業計画/海外展開支援：岡本裕子(おかもと ゆうこ)

【民間企業の実績】
機械メーカーにて海外製造拠点・
国内仕入先支援に従事。中国企業
の統合業務、経済協定を活用した
関税低減、経営計画策定等幅広く
経験。

長きにわたる企業経営において、成
長ステップでの課題はつきものです。
貴社の思い描くビジョンを叶えるお
手伝いをさせていただきます。まず
はお話しをお聞かせください。一緒
に考えていきましょう！

ちょっと一言


