支援メニュー
中小企業の

「元気作り」を
一緒になって応援します!
株式会社 百年経営技術研究所
代表取締役・中小企業診断士

山﨑 隆由
自己紹介

●個別相談
●各支援機関における無料相談

（詳細は各機関のホームページ等をご確認ください）

・神奈川県よろず支援拠点 藤沢サテライト
・大和市役所産業活性課 （経営専門相談員）
・鎌倉商工会議所 （経営専門相談員）
・神奈川県農業経営相談所 （専門相談員）
●顧問契約
初回相談は、無料です。
お気軽にメール・電話にてご連絡ください。
定員

中小・小規模企業の活性化を図るためには「スモールビジネス（高付
付加価値ビジネス）」の考え方が重要です。そうした事業環境では中
小・小規模企業が「自社の強み」を生かすことが大切になると共に、
競合他社が持っていない新規性や独自性をどれだけ明確にできるかが
ポイントになります。特に、農業においては⾧年にわたって同一の作
物を継続的に安定栽培することが重要と言われてきましたが、最近で
は消費者の多様化が進み、競合社にはマネできない作物の栽培が注目
される時代になっています。支援企業の経営者の思い入れやこだわり、
経営状況を徹底的に支援することが重要となります。

経

歴

1976年 青山学院大学 経営学部 経営学科 卒業
1976年 協同広告株式会社
2005年 那須印刷株式会社
2008年 KCGコンサルティング設立
2012年 神奈川産業振興センター イノベーション促進事業
2014年 神奈川産業振興センター よろず支援拠点 チーフ
2017年 株式会社百年経営技術研究所
2018年 神奈川県農業経営相談所 専門相談員

●セミナー・研修

（先 着順 ）

12月12日 木

13:30- 16:30
（開場 13:00）

横須賀 商工 会議所 １ 階【 多目的 ホー ル】 横須賀 市平 成町2 -1 4 -4

講 師:山﨑 隆由 （ 公財） 神奈川産業振興セ ン ター
第1部
神 奈 川県 よろ ず支 援拠 点 藤沢
コ ー ディ ネー タ 。

・市内 で活動する 市民公益活動団体関係者の方
・これ から活動しようと思っている方 や活動に興
味のある 方 など

山﨑 隆由 氏

令和元 年１ ２ 月４ 日（水 ）ま でに

●各支援機関主催のセミナー

① 団 体 名 ② 参加 人数 ③ 参 加者 全員 の氏 名
④ 連 絡 先 をフ ァ ク ス 、 電 話、 メ ール の い ずれ かで
お申 込み く だ さ い。

※フ ァ ク スは裏 面にご記入の上、 その まま 送信し てく ださ い。

お問い合 わせ
お申 込み

横須賀市 市民部

中小 企業 診 断士 。 ⾧ 年の 広告 会 社の 勤務
経験 を生 か しブ ラン ド開 発や プ ロモ ーシ
ョン 開発 等 の業 務を 多数 手掛 け ると 共に
、経 営者 と の話 し合 いを 通じ て 事業 計画
策定 支援 の 取組 みを 進め てい る 。現 在は
、神 奈川 県 よろ ず支 援拠 点・ 藤 沢サ テラ
イト でコ ー ディ ネー ター を務 め てい る。

市民生活課

電 話： 046-82 2-969 9 ﾌｧ ｸｽ：0 46-821 -1522
メ ール： shim in-ky odo@c ity.y okosuk a.kan agawa .jp

（詳細は各機関のホームページ等をご確認ください）

・中小企業支援のための事業計画作り
・自社の強みを生かした経営力向上
・創業の心構えとマーケティングノウハウ
・ブランド力を高めて市場活性化
・ブランド力を高めて「リピート客」作り
●企業・事業者向け
・ネットワークを生かして「地域の元気作り」
・経営を「見える化」する／マネジメント力の向上
・地域農業の持続的発展を目指す
・働き方改革関連法案の要点解説
・働く人のための「労基法」の解説

会社案内

所属機関
・東京都中小企業診断士協会・中央支部 （老舗研究会・副幹事）
・神奈川県中小企業診断協会 （相談役）
・神奈川中小企業診断士会 （監事）
・ＮＰＯ日本プロ農業総合支援機構 （理事）
・一般社団法人農業経営支援センター （代表理事）
・神奈川県よろず支援拠点 藤沢サテライト
・大和市役所産業活性課 （経営専門相談員）
・鎌倉商工会議所 （経営専門相談員）
・神奈川県農業経営相談所 （専門相談員）

30 名

～人の繋がりが「新たな強み」を生み出す～

2 019年

無料相談
詳細は、各機関
ホームページ等を
ご確認ください

株式会社
住所
Mobile

百年経営技術研究所

〒251-0011
神奈川県藤沢市渡内4 27 12
090

8597 0432

Fax

0466-24-0443

mail

taka.yamazaki0823@gmail.com

2020.3

