
                      公益財団法人 埼玉県産業振興公社
埼玉県よろず支援拠点

〒330-8669   さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル10F
       0120-973-248（048-783-3926）           048-645-3286
      yorozu@saitama-j.or.jp　　https://saitama-yorozu.jp/

実施機関

埼玉県よろず支援拠点
中小企業庁

中小企業庁が全国に設置した中小企業・小規模事業者のための経営相談所です。
販路拡大･経営改善などの相談に、何度でも無料でアドバイスします。

0120-973-248
https://saitama-yorozu.jp/

相談予約・問合せは、電話またはホームページから

　　     9：00~12：00
           13：00~17：00

HPのQRコード※年末年始・祝日を除く

売上を 　　　ために
 よろずが後押しします

平日
受付時間

SIPC 中小企業の未来を創造する信頼のパートナー 公益財団法人埼玉県産業振興公社

売上を増やしたい
補助金の申請について知りたい
ＨＰのアクセス数を伸ばしたい
商品開発・ブランド化を進めたい
事業承継の準備をしたい
生産性の向上を図りたい
チラシをつくりたい
etc…

具体的な相談例

・中小企業診断士
・税理士
・弁護士
・知的財産アドバイザー
・ITコーディネータ
・フードビジネスコーディネーター
・グラフィックデザイナーなど

支援体制

皆様の理想追求に、各分野の専門家が「チーム」でとことん対応！

     　  　必要に応じて各機関と連携を行い、成果達成をサポート！

上山  稔

￥０

主な支援分野

越智  隆史 おち  たかふみ

チーフコーディネーター

皆様の想いを丁寧にお聞き
します。  どんな小さな想い
でもお話ください。

経営計画 / 事業再生 / 会計 / 上場準備

税理士
全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント

主な支援分野

野口  満 のぐち  みつる

現場・現物・現実（三現主義）
を尊重して、ご相談にお応え
します。

特許流通アドバイザー
知的財産アドバイザー

商品開発 / 知的財産
主な支援分野

横山  明彦 よこやま  あきひこ

相談者と企業に寄り添い、
現実的な課題解決型提案
をします。

資産運用アドバイザー
２級ＦＰ技能士

経営全般 / 販路開拓 / 事業承継 / 海外展開

主な支援分野 主な支援分野 主な支援分野

田端  克雄 たばた  かつお

思いがきちんと伝わるよう
に、デザイン思考を大切
にした支援を行います。

デザインディレクター

商品開発 / 広告 / 編集 / ブランディング

たかはし  ともかず髙橋  友一

国内外における企業経営
経験と技術知見で、皆様を
支援します。

国内外経営アドバイザー
製品開発アドバイザー

経営改善 / 海外展開 / 自社製品開発

うえやま  みのる

企業の強みを活かして
成長に繋げるための支援
を全力で行います。

中小企業診断士
キャリアコンサルタント

経営全般 /販路拡大 / 人材育成 / 海外展開

主な支援分野 主な支援分野 主な支援分野

小笠原  富美子 おがさわら  ふみこ

ホームページ・ＩＣＴを
経営に活かして、売上アップ
に貢献します。

中小企業診断士
ＩＴコーディネータ

ホームページ・ＩＣＴ活用

村岡　滋 むらおか  しげる

企業の本質的な課題を
明確化し、適切な解決策
をご提案します。

中小企業診断士
知的財産管理技能士３級

経営全般 / 新分野進出/ 営業戦略 / 販路開拓

小川  良佳 おがわ  はるか

「わかりやすくシンプルに」
売上アップのための仕組み
を一緒に楽しく考えます。

中小企業診断士

経営全般 / 販売促進 / 営業戦略

主な支援分野 主な支援分野 主な支援分野

大坪  晏子 おおつぼ  やすこ

商品の企画・開発・加工・販路
開拓と衛生管理 (HACCP導入)
で食関連企業を支援します。

フードビジネスコーディネーター
国際HACCP同盟認定リードインストラクター

フードビジネス全般 / 品質管理 / 事業連携

北澤  幸廣 きたざわ  ゆきひろ

製品の開発・製造・販売と
企業経営の実務経験をベース
に経営改善に貢献します。

中小企業診断士
技術士（金属部門）

生産技術 / 現場改善 / 商品開発

小櫃  義徳 おびつ  よしのり

企業および商品の魅力を
さらに引き出し、 売上拡大
策を一緒に考えます。

中小企業診断士

経営全般 / 販路開拓 / 営業強化 / 経営革新

主な支援分野 主な支援分野 主な支援分野

法律やリスクを踏まえて企業
のチャンスを多角的視点から
大きく伸ばします。

相澤  英生  あいざわ  ひでお

中小企業診断士
事業承継マネージャー

知的財産 / 契約関係 / 組織活性化 / 経営改善

今泉  真昭 いまいずみ  まさあき

皆様が安心して事業に取り
組めるよう、法律面から
ビジネスをサポートします。

弁護士
中小企業診断士

法律 /契約関係 /債権管理回収 /コンプライアンス

近藤  美恵子 こんどう  みえこ

地域の特性や企業の強みを
活かした事業展開のご提案
を行います。

中小企業診断士
事業再生士補

地域資源開発 / 新事業展開 / 農商工連携

主な支援分野 主な支援分野 主な支援分野

髙橋　信 たかはし  まこと

ＩＣＴ利活用を中心に、
強みを活かした事業拡大・
利益向上を支援します。

情報処理技術者
中小企業診断士

ＩＣＴ活用 / 業務プロセス改善 / 事業計画策定

青木  一生 あおき  かずお

皆様の「想い」を大切に
し、徹底した伴走型支援
を行います。

中小企業診断士

施策活用 / 生産管理

横山  典子 よこやま  のりこ

隠れたニーズを引き出し、広告
からブランド化までデザイン
で売上拡大を支援します。

デザイナー/アートディレクター

広告・商品デザイン / ブランディング

相談無料



相談会場のご案内

※業務上の都合により、相談日が変更になる場合があります。 詳しくはホームページをご覧ください。

相談時間

9：00～12：00／13：00～17：00
※事前予約制

秩　父
東南部
(八潮市 )

ソニックシティビル 10F
埼玉県産業振興公社内

秩父地場産センター 5F 談話室 

八潮市商工会館 1F 女性部研修室

月～金
第１～４火水
第１～４火木

上　尾

熊谷①

熊谷②

加　須

春日部

越　谷

三　郷

川　口

朝　霞

所　沢

川　越

東松山

深　谷

本　庄

さいたま市大宮区桜木町1-7-5

秩父市宮側町1-7

八潮市中央1-6-18 

埼玉県県央地域振興センター 2F 出納審査幹室 上尾市南239-1

熊谷市立商工会館 2F  2号室 熊谷市宮町2-39 

埼玉県産業技術総合センター
北部研究所（SAITEC） 1F 技術相談室 熊谷市末広2-133 

加須市商工会館 1F  多目的室 加須市中央1-11-41 

東部地域振興ふれあい拠点施設
ふれあいキューブ5F 創業支援ルーム共用室 春日部市南1-1-7 

越谷商工会議所 B1F 第2会議室 越谷市中町7-17 

三郷市役所 2F 内職相談室 三郷市花和田648-1

川口若者ゆめワーク 1F セミナールーム 川口市川口3-2-2 リプレ川口一番街2号棟

埼玉県南西部地域振興センター2F 面談室 朝霞市三原1-3-1 

埼玉県西部地域振興センター1F 共用会議室 所沢市並木1-8-1 

ウェスタ川越
5F 創業支援ルーム
4F 埼玉県川越比企地域振興センター 会議室

川越市新宿町1-17-17 

埼玉県川越比企地域振興センター
東松山事務所 1F 学習ルーム 東松山市六軒町5-1 

深谷商工会議所 1F  相談ブース 深谷市本住町17-1 

本庄商工会議所 1F  相談室 本庄市朝日町3-1-35 

第１・３水
第１・３水
第２　　水
第１・３木
第２・４木
第１・３金
第２・４金
第２・４木
第１・３金
第２・４水
第２・４水 (5F)

第３　　木 (4F)

第２・４水
第３　　水
第２ 　   火

相談会場 相談日
※年末年始・祝日を除く
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秩父市

本庄市
深谷市

東松山市

熊谷市①
熊谷市② 加須市

上尾市

川越市

所沢市 朝霞市

大宮

春日部市

越谷市

川口市 八潮市
三郷市

大宮をはじめ 県内1７ヵ所 に
出張相談所、サテライト相談所
を設置しています。
最寄りの「よろず」
をご利用ください。

大宮事務所　　サテライト相談所　　出張相談所

相談・成果が出るまでの流れ

（件）
相談対応件数

0
2,000
4,000
6,000
8,000

H26 H27 H28 H29

3年連続上昇中！

「よろず」を利用される
経営者様、増えています！
「よろず」を利用される
経営者様、増えています！

相談会場にて
ヒアリング

成果が出るまで
徹底的にサポート

電話・メールにて
相談の予約

各分野の専門家
が解決策を提案

支援事例のご紹介
主婦が趣味で自作した猫グッズが反響を呼び
海外展開へ発展。売上前年比200％超を達成！

売上拡大
海外展開

有限会社オガワ・ランド・エイジェント
不動産管理業の傍ら手作りペット用品のインターネット
販売ならびに卸売りを行っている。
「コロコロボール」、「猫用ぬいぐるみ」など、人気商品多数。
HP  https://www.rakuten.co.jp/necono/

ＩＴ活用
施策活用

…………………………………………………

手作りの猫用品のインターネット販売を始めたところ、韓国の卸販売業者から独占契約権
取得の申し入れを受けた。海外取引のイロハを教えて欲しい。

海外取引で起こりうるトラブルや考え方の相違を講じた上で、実務を通じながら直接取引の
ノウハウを相談者が習得。英文メールや契約関係では、こちらの主張を織り交ぜながら交渉
を進めるようにコーディネートした。 また、JETROからアジアにおけるペット市場の拡大が
確認できたため、まずは韓国の業者に非独占販売権を与えるようにアドバイスした。
海外販売開始により、前年比200％の売り上げを達成した。韓国ドラマ
でも同社のおもちゃが使用され、更なる人気を集めている。

補助金を活用し、クラウドＰＯＳレジの導入
とネットショップのリニューアルを行い、
サービス・販売を強化。

noi  bloom (ノイブルーム)
さいたま市浦和区にて、30代～50代の女性を主な対象
に、デザイン性と機能性を併せ持つファッションアイテム
を提供し、根強いファンが多い店舗である。
HP  https://noibloom.com/

…………………………………………………

オリジナル商品を開発するなど品揃えが多く、顧客も多いため、締め作業に毎日時間が
かかっている。また、当店をもっと知っていただくためにネット販売を強化したい。

手軽に始められるiPadを使ったPOSレジを勧め、日次・月次の締め時間が大幅に短縮。
また、顧客の購買履歴を分析し、より顧客への提案がスムーズにできるようになった。
ネットショップのリニューアルも補助金を活用し、あまりコストをかけず、販売強化に
繋がった。ＩＴ・デザイン・商業分野に知見のある各コーディネーター
が連携してサポートを行っている。

相談内容

支援成果

▲店舗外観

相談内容

支援成果

▼ネットショップ

▲▶猫の爪とぎと
　　コロコロボール

小売業 （婦人服）

小売・卸売業 （ペット用品）


