（お願い）★を＠に置き換えてご利用ください
氏名

連絡先

電話番号

FAX 番号

電子メール アドレス

平成26年8月18日現在
得意業種

サポート地域

メッセージ

1

杉浦 達昌

豊中市東泉丘1-6-1-101

06-4865-6377 06-4865-2235 sugiura★trsk.net

2

恩村 政雄

京都府八幡市八幡砂田2-45

075-981-3830 075-981-3830 obcc.onmura★nifty.com

卸・小売業、サービス業、物販業・サービス
業の専門店及び商業集積地のマーケティン 京都府内全域
グ活動支援

3

川島 昇

京都市伏見区向島二ノ丸町151-30 3Ｅ-508

075-611-6110 075-611-6110 n-kwsm★s4.dion.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

4

川村 浩一

京都市左京区岩倉中在地町19-3

075-781-5416 075-781-5416 kwmr5416★aurora.ocn.ne.jp

製造業

京都府内全域

5

吉田 俊也

サービス業

京都府内全域

あなたがまだ気づいていない「強み」を一緒に見つけてみましょう！
強みに気づき、それを見える化するお手伝いをさせて頂きます。宜しくお願いします。
木津川市、相楽郡の方は、相楽ビジネスサポートセンターへご相談ください。（0774-73-4664）

“O.B.C.Cは不易流行の理念”と“数多くの企業・商業集続の経営革新”の支援に基いて貴社の潜
在ノウハウ（強み）と気づきを引き出し、更なるイキイキニコニコ経営の伸長をご支援いたします。
経営に関してはＯＫ

6

中山 裕之

宇治市神明石塚33-55

0774-25-1888 0774-25-1888 pxkt79909★zeus.eonet.ne.jp

卸・小売業

木津川市

7

澤井 忠彦

京田辺市大住三野45

0774-62-2837 0774-62-2837 t-sawai★kyoto-fsci.or.jp

製造業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、
京田辺市の企業から少しでも多くの報告書を作り上げることができるようサポートしていきたい。
精華町、南山城村

8

江川 宗治

製造業

京都府内全域

9

西里 修

滋賀県東近江市東沖野2-5-23

0748-24-2640 0748-24-2640 3040nishi★plo.bcap.co.jp

製造業

京都府内全域

10

武田 克己

大津市におの浜1丁目1-57-1002

077-527-5787 077-527-5787 rihaku101★yahoo.co.jp

製造業、卸・小売業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

自社独自の知恵を発見し、さらに磨きをかけていきましょう。

11

安谷 誠

京都市中京区烏丸通り夷川上ル

075-212-6468 075-256-9743 yasutani-m★kyo.or.jp

製造業・食品加工業、特に米加工の分野
ＥＸ．米粉製造機械メーカー、米粉パン製
造、米めん製造

京都市内

“地産地消”を基本に、“食の安全・安心”を担保する企業を応援します！

12

植松 光隆

枚方市東山二丁目33-1 304

072-851-2494 072-851-2494 m-uematsu★kyoto-fsci.or.jp

卸・小売業 特産品開発

京都府内全域

26年間の企業指導により色々な経験を積ませて頂きました。
組織の枠、地域の枠を超えて、サポートしたいと思います。

13

八木 真澄

京都市下京区中堂寺南町134京都府産業支
援センター

075-315-8660 075-315-9091 yagi★ki21.jp

卸・小売業

京都市、亀岡市、南丹市、京丹波町

ひたむきに一歩ずつ次のステージへ昇りましょう。

14

佐々木 博

宇治市琵琶台3丁目11-4

0774-23-3386 0774-23-3386 sasakinr★oak.ocn.ne.jp

製造業

京都府全域

中小企業の繁栄と体質強化に熱意を持って取り組みます。

15

枩田 健

宇治市宇治若森7-6（宇治総合庁舎）

0774-21-2103 0774-22-8865 t-matsuda81★pref.kyoto.lg.jp 製造業

16

中川 普巳恵

17

田中 尚樹

京都市右京区京北周山町上寺田1-1

0771-52-0348 0771-52-1173 n-tanaka★kyoto-fsci.or.jp

18

山崎 忠夫

京都市北区北野西白梅町38-2

075-467-1390 075-467-1385

知的資産を構築しながら企業支援をしていきたい。

治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精
山城企業を応援します。お気軽にご相談ください。
華町、南山城村
日頃は、ＫＲＰテナントさん、インキュベーション施設入居企業さんの新規事業支援成長加速支援
をしています。どうぞよとしくお願い致します。
京都市内、京北

tvory-yama★mbox.kyotoinet.or.jp

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

支部の研究会メンバーを中心として支援活動に取り組みます。

050-24054401

kazu310★mx3.canvas.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業
広告・印刷、通信、流通、自治体他

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

販売促進のためのマーケティング、コンサルティングまでサポートいたします。

075-691-3691

sakurai-1022★
ksf.biglobe.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

個々の企業をアドバイスするには、その企業の歴史及び過去、現在の実情を踏まえて、内部要
因、外部要因を分析して、共に考えて、理論、数字は基本として、そこから現状を見据えて考え、行
動していく。
中小企業の知的資産経営の推進の為に活動しています。

19

佐藤 義和

吹田市山田東3-8-23-107

050-24054401

20

櫻井 勉

京都市南区八条内田町19-1

090-42829067

京都府向日市寺戸町西垣内15-16

075-921-7273 075-921-7273 hosotani★gaia.eonet.ne.jp

21

細谷 弘樹

卸・小売業、サービス業

京都府内全域

22

杉村 麻記子

製造業、卸・小売業・サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

23

中村 久吉

製造業、卸・小売業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

製造業、サービス業
電気・電子・機械、情報・ソフト開発

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山 御社の無形の強みや資産の“見える化”お手伝いします。
市、舞鶴市、綾部市

24

大堀 誠

大阪市淀川区新高1丁目12番ﾚｯｸｽﾀｳﾝ新高
2-817

25

黒崎 徳之助

京都市中京区堺町通三条上る桝屋町62

075-222-1200 075-222-1250 kurosaki★tkcnf.or.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

26

山本 知美

相楽郡精華町桜が丘4-10-17

0774-73-5089 0774-73-5089 bc-forte★tea.odn.ne.jp

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、

06-6399-4931

youohori★titan.ocn.ne.jp

ＴＫＣ近畿京滋会、販売促進会、立命館など人脈があります。

27

牧田 篤男

京都市下京区西洞院通正面上る西洞院町453 075-371-1560

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市

お手伝いできることがあれば、全力で努めて参ります。

28

藤井 明登

宇治市伊勢田町砂田6-343

0774-24-0696 0774-24-0696 zvu03627★nifty.com

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

中小企業新事業活動促進法に基く、経営革新計画承認企業づくり、京都府元気印認定企業作り
等を得意分野としています。

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内

製造業、卸・小売業、サービス業
知的財産専門部会 部会長

京都市内

29

錦 貴之

大阪府堺市西区浜寺石津町東2-2-11-305

090-32784454

30

西元 康浩

大阪市旭区高殿2-21-22

090-19051167

bishamon10★kit.hi-ho.ne.jp

貴社を活性化するお手伝いをさせていただきます。

nikki006z★yahoo.co.jp

31

林 秀樹

滋賀県草津市南笠東3-1-20

077-566-3134

サービス業

京都市内

がんばっている小さな会社の「強み」を発見するお手伝いができれば幸いです。

32

今井 俊和

大津市花園町15-10

077-573-8454 077-573-8454 imai_104kazu★hotmail.com

製造業
電機電子部品、医療福祉事業

京都府内全域

「知恵の経営報告書」の作成を通して、経営力向上を図りましょう。

33

上辻 靖夫

神戸市西区春日台3-2ＣＳ‐310

090-19109030

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内

元気な中小企業は知らないうちに知的資産経営に取り組んでいると思います。知的資産の管理、
活用、発展、改善は、外部ｊからの方が、よく見えます。これがサポーターを活用する意味です。

34

藤原 茂寿

大阪府高槻市安岡寺町4-9-11

072-688-0203 072-688-0203 s-fujiwara★ann.hiho.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内

35

堀井 良雄

滋賀県野洲市冨波乙706-9

077-586-1172 077-586-1172 qqu26wr9★galaxy.ocn.ne.jp

製造業
計測機器製造、設計

京都府内全域

36

山口 泰樹

奈良県御所市関屋85

0745-66-2280 0745-66-2280

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

37

上村 直樹

京田辺市田辺中央4-3-3

0774-68-1120 0774-62-6677 n-uemura★kyoto-fsci.or.jp

卸・小売業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村

078-961-5475 yasuo.uetsuji★nifty.com

38

岡村 彰文

八幡市八幡三本橋59-9

075-981-0234 075-981-8556 a-oksmura★kyoto-fsci.or.jp

39

米田 英樹

奈良市帝塚山5丁目6-5

0742-45-5651 0742-45-5652 yoneda4741hide5259★kcn.jp

八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町
製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

1/8

人、街に温故知新が風土として息づく京都をより活性化させたいです。

経営者との徹底した聞き取りで自社の「強み」を再発見（動機付け、見える化）願えれば。

備考

（お願い）★を＠に置き換えてご利用ください
氏名
40

連絡先

電話番号

FAX 番号

電子メール アドレス
kitano-k1971★
kyoto.email.ne.jp

北野 一樹

京都市山科区西野楳本町66-28

075-950-3012

滋賀県栗東市小平井45-3

077-553-5904 077-552-7049 yoshi-shiraiwa★h7.dion.ne.jp

平成26年8月18日現在
得意業種

卸・小売業

41

白岩 義則

42

赤股 英之

43

大脇 伸太郎

大阪府吹田市山田東4-41-5-911

44

中川 恒信

京都市長岡京市長法寺川原谷13-6

45

山本 容子

京都府京田辺市田辺中央4-3-3

0774-68-1120

y-yamamoto★kyoto-fsci.or.jp 製造業

46

清澤 康弘

城陽市久世里西225-33

0774-54-2430

yasuhirokiyosawa★
yahoo.co.jp

47

中川 二郎

堺市東区大美野16-3

072-237-0062 072-237-0062

48

西山 卓伸

49

黒木 拓生

奈良市神功4丁目12-2

0742-71-0545

50

林 浩史

大阪府高槻市明野町5-20-601

072-673-2686 072-673-2686 h_hayashi★xvb.biglobe.ne.jp

51

福井 浩成

サポート地域

製造業

京都府内全域
京都市内、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束
町、精華町、南山城村

06-6878-5856 06-6878-5856 owaki★tek.jimusho.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府全域

050-34245102

サービス業 音楽、放送、芸術関連団体
（著作権ビジネス）

京都府全域

rima04725★yahoo.co.jp

kuroki00021318★gmail.com

備考

京都市内

製造業

020-46696788

メッセージ

“誠実あるのみ”

全国から知的資産経営報告書作成相談を受けた実績と支援予定企業が複数あります。ネットワー
クを活用して作成支援します。詳しくはＨＰ，http://rima21.comをご覧下さい。

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

製造業 繊維産業

京都府全域

卸・小売業、サービス業

福知山市、舞鶴市、綾部市

サービス業 医業（病院、クリニック）

京都市内、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

これまでクリニックを中心としたヘルスケア事業に関わってきました。定性的な経営分析や執筆活
動が主だったのですが、少しでも定量的な測定を増やしていきたいと思います。

製造業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

自社の真の強み、知恵を把握し、しっかりと活用していきましょう。

製造業、サービス業

京都市内

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

学生時代4年間を京都で過ごしたこともあり、京都にはなじみや懐かしさもあり、何か役に立てれば
と思います。

52
53

高松 崇

54

野崎 幹夫

55

西浦 敏晴

長岡京市下海印寺伊賀寺34-9

075-956-0746 075-956-0746 takamatsu★memis.jp

木津川市

谷村 六夫

京田辺市草内鐘鉦割42-11、2-234

0774-65-2073 0774-65-2073

山田 延正

宇治市伊勢田町名木3丁目1-22

0774-44-1335 0774-44-1335 nm-yamada★maia.eonet.ne.jp 製造業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井出町、宇治田原町

58

稲田 克己

京都市中京区三条烏丸御倉85-1

075-255-3091 075-255-5772 inada★ktx.fujixerox.co.jp

京都市内

59

山下 規夫

60

木之下 繁

61
62

坂口 幸雄

サービス業 理美容、飲食業

向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、
一緒に勉強しましょう
宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

56
57

卸・小売業

仕事の関係上、平日は対応が難しいと思います。
サポート対応：要社内調整

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村
京都市北区持等院西町24-2

075-461-5995 075-461-5995 dream-maker★nexyzbb.ne.jp

大阪府豊中市刀根山6丁目9-40

製造業 グローバル展開（中国、東南アジ
06-6853-0561 06-6853-0561 y_sakaguchi★msh.biglobe.ne.jp
ア）

田中 一夫

製造業

サポート対応：火・木・土であるならＯ
Ｋ

京都府全域
京都府内全域

グローバルな展開をサポートします。

製造業

向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田
原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、舞鶴市、綾部
市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

商工会地域での対応は可能です。私の力の足りない部分は、公的制度の活用により、専門家もご サポート対応：事業の一環として。個
紹介します。
人ではムリです。

63

北川 美教

西宮市甲子園町6-22

0798-48-4970 0798-48-4970 yoshi-kitagawa★nifty.com

製造業

京都市内

知恵の経営（知的資産経営）は中小企業にとって非常に有効だと確信しています。

64

河合 秀彌

奈良市塚山南2-12-18

0742-44-9437 0742-44-9437 mk1kawai★ybb.ne.jp

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手
町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

知的資産経営報告書作成は中小企業のバランスのある活性化支援のツールとして、非常に有効
であると考えます。

65

芳賀 淳

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手
町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

国際的な視野を含めた対応をこころがけます。

66

中江 俊哉

神戸市西区井吹台西町5-14-1

078-997-2021 078-997-2021 nakae★zeus.eonet.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

現在は神戸に住んでいますが、京都生まれ京都育ちです。「知恵の経営で貴社の社内を活性化
し、京のこだわりを全国に発信することで、貴社のビジネスの発展に貢献させていただきたいと思
います。

67

西川 秀樹

京都府綴喜郡井出町多賀新造6-15

0774-99-4338 0774-99-4338 hidefarm★mocha.ocn.ne.jp

製造業

京都市内、宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束
町、精華町、南山城村

ＩＭのビジネスツールとして、先ずは活用します。

都市内、向日市、長岡京市、大山崎町
都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、
宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

68

柳原 正男

大阪府三島郡島本町青葉1-8-10

075-962-6536 075-962-6536 akayx812★tcn.zaq.ne.jp

製造業（知的財産、技術・商品・起業・企
画）

69

米田 良夫

奈良県香芝市狐井367-7

0745-77-0722 0745-77-0722 y-yoneda★credgenality.com

卸・小売業、サービス業

70

窪田 裕幸

71

杉 浩行

卸・小売業、サービス業

京都府内全域

コンサルティング歴は20年近くありますが、経営分野は、若輩者です。意欲ある中小企業を共に考
え、発展の為に少しでもお役に立ちたいと考えています。

72

宮本 里恵

製造業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

一緒に力を合わせて貴社の価値を再発見しましょう！親身になって徹底的にサポ＾－ト致します。

73

炭谷 愛子

製造業

治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精
華町、南山城村

74

澤井 寛治

製造業

京都市内、城陽市、綾部市

企業経営に公式はない。

75

橋本 明洋

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

京都で生まれ、育ちました。地元京都のためにお役に立ちたく思います

76

丸山 優子

サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手
一消費者の立場から長年不満だったこと、なぜだろうと思っていた事を企業側からも見てみたいと
町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、舞鶴
思っています。
市、綾部市

77

相田 剛

ロジスティク、会員ビジネス、飲料製造

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町ほか移動可能地域

ビジネスモデルの視点と事業経営の経験でお役に立ちます。

78

西田 啓

サービス業（クリニック・診療所サポート

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、京丹後市

ともに成長したい！ともに成し遂げたい！

サーポート対応：状況による。

京都市内

大阪市淀川区東三国5-1-8 シオザキビル第
3-402号

大阪府茨木市

06-6393-2852 06-6393-2852 ANC35321★nifty.com

megumi_co_labo★
mx5.canvas.ne.jp

2/8

経歴：①京都銀行31年（支店長4店）
②中小企業4年8ヶ月（三和研磨工業
㈱）③京都市中小企業ｾﾝﾀｰ5年8ヶ月

ビジネスメソッド特許（日米欧）の取得
実績あり

（お願い）★を＠に置き換えてご利用ください
電話番号

FAX 番号

電子メール アドレス

平成26年8月18日現在

氏名

連絡先

79

北西 孝司

木津川市加茂町北鴨村54

0774-76-4232 0774-76-4232 n-west92★agate.plala.or.jp

卸・小売業

南山城村

80

木村 達也

京都市中京区烏丸通り夷川上ル

075-212-6434 075-256-9743

製造業

京都市内

81

佐々木 伸治

卸・小売業、サービス業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村

82

清水 豊久

製造業、卸・小売業、サービス業

木津川市

83

長瀬 進

84

西本 浩

85

長谷川 理生也

86

薮田 理

87

鈴木 岳志

京都市中京区烏丸通り夷川上ル

88

竹谷 保廣

京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水16-1 0774-78-3321 0774-78-4030 y-taketani★kyoto-fsci.or.jp

89

加藤 秀勲

大阪府大阪市生野区新今里5-6-8

090-82172240

90

横田 透

茨城県つくばみらい市中島200

91

高橋 伸雄

京都市伏見区桃山羽柴長吉東町77

京都市右京区西院東貝川町59-3四条沢田ビ
075-315-8771 075-314-8911
ル２階

得意業種

卸・小売業

サポート地域

メッセージ

備考

京都市内
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村

卸・小売業、サービス業

京都市内

卸・小売業

京都市内

製造業、卸・小売業、サービス業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村

卸・小売業、サービス業

京都市内

企業と一体となる熱い支援を実施します。

0297-57-1328 0297-57-1328 sppn8xp9★rice.ocn.ne.jp

製造業

京都府内全域

「門外漢」として、中小企業様を全力でサポートします。フットワークの軽さが「強み」です。

075-611-2322 075-611-2322 mail★srtakahashi.com

製造業
物流業

京都府内全域

「知恵の経営報告書」は、貴社の強みを外部にアピールする絶好の手段です。自社の強みを知る
ことで社員の士気も上ります。貴社の飛躍のお手伝いをさせていただきます。

090-99903741

075-212-6460

hide_kato_0031★yahoo.co.jp

075-352-6119 yuko★horys.net

御社は会社案内をお持ちですか？会社案内、営業チラシでも作るつもりで、気軽に作成しましょ
う。連絡はお電話でお願いいたします。
サポート対応：相楽地区以外は、要協
議

92

堀 裕子

京都市下京区西高辻町214

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

93

梅原 清宏

大阪市西区京町堀1-4-9京町橋八千代ビル6
06-6115-6288 06-6115-6286 umehara★narukan.com
Ｆ

製造業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山 社長の「こだわり」と「業績」をつなぐお手伝いをします。
市、舞鶴市、綾部市

94

岡田 章良

京都市伏見区深草野田町18-1

075-645-0423 075-645-0423 aya060767★yahoo.ne.jp

プランニング、知的資産の証券化

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

知的財産に基くビジネス・プランの提案、知的財産権収得の為のプランニング、知的財産証券を運
用した資産運用、Ｍ＆Ａ等のコンサル等を得意としております。よろしくお願いします。

卸・小売業

向日市

向日市商工会へご相談ください。

向日市

向日市商工会へご相談下さい。

95

石田 卓夫

向日市寺戸町中ノ段16-7

075-921-2732 075-934-2665 t-ishida★kyoto-fsci.or.jp

96

繁 吉浩

向日市寺戸町中ノ段16-7

075-921-2732 075-934-2665 y-shige★kyoto-fsci.or.jp

97

松野 修典

京都府亀岡市北河原町2丁目7-31-106

0771-22-8217 0771-22-8217 PED04440★nefty.ne.jp

98

岡原 慶高

99

太田 芳樹

大津市蛍谷5-34

090-19028509

100

岡田 壽仁

101

坂田 岳史

京都市中京区室町蛸薬師西入パラドール烏
丸ﾋﾞﾙ511

102

佐々木 経司

石川県金沢市鞍月2-2 石川県繊細会館1階

103

多田 康男

卸・小売業、サービス業

京都府内全域

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域
福知山市、舞鶴市、綾部市

ご相談は？を！に福知山市商工会へ！！

075-222-6951 075-222-6965 sakayan★daiconn.co.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

中小企業の経営改革を応援します。

076-268-5258 076-268-0659 sasaki★g-keiei.com

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

隠れた知恵を抽出し、文章や数値、図表で表現します。知恵を売上や利益に結びつけるアフター
フォローもいたします。

自分も勉強しながら１から頑張って、起業家、企業家のお手伝いをしたいと思います。

yoshiki8025★hotmail.com

私と一緒に経営力向上を目指しましょう

104

谷口 葉子

滋賀県草津市草津1丁目19-21 志風館2-C

077-576-1951 077-516-8488 bikkori★ebony.plala.or.jp

卸・小売業

京都市内

105

田原 聡志

西宮市高松町22-15-202

0798-64-0288

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

106

中村 真紀

京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番
地千代田生命京都御池ビル６Ｆ

075-252-0002 075-255-7705 m_nakamura★yu-wa.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

107

濱口 桂

大阪府摂津市正雀本町2-14-6

06-6381-2909

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

108

山田 正克

京都市左京区川端御池上ル東側孫橋町23番
075-771-3289 075-771-3288 yamada★samurai-g.co.jp
地上田商事ビル１・2Ｆ

サービス業、中小企業のトータルコンサルタ
京都府内全域
ントサービス

我々株式会社ＳＡＭＵＲＡＩは「知恵の経営」実践モデル企業に認証されました。荒波は逃げると必
ず難破します。助かる道はただ一つ、荒波に正面から立ち向かうこと！！「知恵の経営」を通して
足元を見直し、時代の荒波をご一緒に乗りきりましょう！

109

池田 崇

京都市南区唐橋堂ノ前町34番地21

製造業、卸・小売業、サービス業（産業ロ
ボット・精密機械メーカー）

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

あなたの「こだわり」を聞かせてください。全力でサポートいたします。

110

石垣 久美子

京都市中京区西洞院通戎川上がる毘沙門町
075-748-1904 075-748-1924 ishigaki★ihj.bz
398-3 AXIS101

製造業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹氏、京丹波町

得意とする業種については職務経験がございます。（開発及びマーケティング・ブランディングが専
2013.5.2住所変更
門分野でした。）

111

石徳 正和

宇治市宇治半白54-52

卸・小売業

112

泉 千晶

京都市下京区堀川通四条下る四条堀川町264
075-634-4748 075-353-6867 izumi★legalworks.jp
番地4ハイネス堀川4F

113

上原 守

京田辺市河原平田13-78

114

江間 勇一

京都市南区東九条西山王町16京都ステーショ
075-585-8258 075-585-8258 office.a★cosmos.ocn.ne,jp
ンコート303

115

大山 治寿

116

荻原 俊彦

117

奥 隆

075-671-5970 075-671-5970 info★ikeda-houmu.com

0774-21-6026 0774-21-6026

0774-68-2589

harvey.lovell★gmail.com

城陽市
京都府内全域

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
卸・小売業、サービス業（IT関係企業も対応
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根
可能です）
町

基本的に土日に限ります。

製造業、サービス業

京都府内全域

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

尼崎市武庫之荘1丁目18－2 プラザ7番館3F 06-6436-6272 06-6436-6273 ogihara★ogihara.info

サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

長年、京都の上場企業で中小企業に対する経営サポートを行ってきました。その経験を活かし、
現在は経営コンサルタント兼行政書士として中小企業の皆様のお役に立ちたいと日々走り回って
います。

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92ラクト 山科メ
075-592-4010 075-582-4010 okuhs★kve.biglobe.ne.jp
ゾンイースト901

製造業（ソフトウエア、電子機器）

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

ソフトウエア会社企画部門での経験をふまえて、お手伝いさせていただきます
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（お願い）★を＠に置き換えてご利用ください
氏名

連絡先

電話番号

FAX 番号

電子メール アドレス

サポート地域

メッセージ

製造業、卸・小売業、サービス業
金属機械加工業

京都府内全域

090-36161311

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

京都府宇治市折居台１丁目4-47

0774-21-5462 0774-21-5463 komai★tkcnf.or.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

事業の存続と発展に役立つ「知恵の経営報告書｣作成のご支援を致します。

小見山 敏郎

大阪市北区天満4丁目5番3号501

06-4800-3500 06-4800-3501

労働者派遣業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

知恵の経営報告書作成は自分の会社を見直すチャンス！

123

白江 秀行

京都府京丹後市大宮町口大野563-21

0772-64-5519 0772-64-5519 white★mxe.nkansai.ne.jp

124

新宮 郁久美

125

田中 靖

京都府長岡京市神足1丁目１－３－１０６

075-200-4819 075-200-4819 y_tanaka★ytmanagement.jp

サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

126

谷 晋一良

京都市南区東九条南石田町44－403

075-691-1830 075-691-1830 cabin_ba★yahoo.co.jp

サービス業、（飲食業）

京都府内全域

127

谷田 良樹

滋賀県東近江市今町279番地21

0748-34-3885 0748-34-3886 vff13055★nifty.com

サービス業

128

中島 巧次

滋賀県大津市赤尾町4－24

077-532-7233 077-532-8288 effort-office★gaia.eonet.ne.jp サービス業

118

岸 孝雄

京都府乙訓郡大山崎町円明寺里ノ後14－31

075-957-0268 075-957-0268

119

黒川 健一

120

小林 康夫

大阪府東大阪市豊浦町5－24

121

駒井 博

122

tyk2000★mbox.kyotoinet.or.jp

平成26年8月18日現在
得意業種

irmlkomi★mbox.kyotoinet.or.jp

宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町
京都市内、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

129

光田 達郎

京都市東山区三条通白川橋東入五軒町113075-708-8480 075-708-8480 mitsu-da★f2.dion.ne.jp
417

130

中村 隆資

京都府八幡市八幡安居塚1－83

090-25585795

131

藤井 知哉

132

前川 洋一

京都市右京区太秦森ケ東町31番地

075-950-2716 075-950-2716 rsb68455★nifty.com

133

牧 勇

134

松井 安則

135

075-971-1848 t_nakamura★nike.eonet.ne.jp

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町
京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

製造業、卸・小売業、サービス業（伝統産
業、ＮＰＯ法人関係）

京都府内全域

製造業、ＦＡ関連、エレクトロニクスケミカ
ル、植物工場

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

サービス業

城陽市

芸術、文化

京都府内全域

製造業、卸・小売業、サービス業

何事も誠実にこなします

但し、日程の都合により対応できない
ときもあります。

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎

京丹後市峰山町杉谷836-1

0772-62-0342 0772-62-3553 y-matsui★kyoto-fsci.or.jp

横田 潤

神戸市東灘区御影塚町2-15-1

078-811-0725

サービス業
不動産関連

京都府内全域

本多 博昭

京都市右京区西院東中水町17 京都府中小企
075-314-7151 075-315-1037 h-honda★kyoto-fsci.or.jp
業会館4F

中小企業全般、地域性のある企業

京都府内全域

137

岡 朋博

京都市中京区壬生森前町8-66 グレイス西院 090-7753303
8507

卸・小売業

京都府内全域

138

平井 章夫

滋賀県大津市月輪5丁目8-3

077-547-2499

サービス業（特に小企業サービス業）

京都市内

139

竹松 昭

滋賀県大津市千町2丁目20-1

077-531-2198 077-531-2198 akiratic★blue.ocn.ne.jp

サービス業、（技術開発、特許出願）

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

島精機 知的所有権部長、蒸熱マイクロ波加工機を開発。 現在は水力風力発電、太陽光発電プ
ロジェクトに参加

140

谷口 真

京都市中京区烏丸通り夷川上ル

075-212-6470

京都市内

京都商工会議所では市内の「知恵の経営」報告書策定を計画されている事業者の方を応援しま
す！

136

備考

企業の「強み」の再発見と、企業価値、存在意義を高めましょう！

宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

fwky6814★nifty.com

顧客に夢と希望を持って頂くことを使命と考えています。顧客と共に成長していける仕事なのでや
りがいを感じます。

製造業、卸・小売業、サービス業（店舗業、 京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
飲食業、ソフトウエア）
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

141

岩橋 亮

大阪府三島郡島本町広瀬4-22-27-301

075-962-2630 075-962-2630 info★iwahashi-ms.com

142

小宮山 衞

京都府宇治市広野町寺山27-6

0774-44-6697 0774-44-6697 m-komiyama★mbm.nifty.com 製造業

京都府内全域

144

今井 俊和

滋賀県大津市花園町15-10

077-573-8454 077-573-8454 imai_104kazu★hotmail.com

製造業・サービス業

京都府内全域

145

皆本 弘樹

大阪市北区西天満３丁目６番３号

06-6363-8020 06-6363-8850 minamoto★aoi-kaikei.com

サービス業

昭和55年生まれ、松坂世代で若さとフットワークの軽さが売りです。傾聴、誠実、創造を信条に若
い経営者の支援が好評です。
誠実に粘り強く取り組むことが信条です。

143

146

中野 正義

宇治市木幡内畑34-10ユニ宇治5-205

0774-32-9765

卸・小売業、サービス業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、
よろしくお願い致します
精華町、南山城村

147

横山 光廣

京都市下京区中堂寺南町134京都高度技術
研究所504号室

075-334-8096 075-332-8581 yokoyama★hito-rhythm.com

サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹市、京丹波町

148

野々村 美貴子 京都市北区紫野上御所田町四

075-493-8777 075-491-9437 nonomura★jamne.ocn.ne.jp

製造業

京都市内

149

仙田 良二

大阪市西淀川区柏里3-7-16-703

06-6477-1193 06-647-1193

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

お役に立てれば幸いです

150

竹下 富彦

京都府木津川市南加茂台6丁目6-4

0774-76-7841 0774-76-7841 to-takesita★nifty.com

製造業・サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

中小企業の経営革新のお手伝いをします
お客様支援業として、顧客開拓や業務改善提案などをしています

senda★marble.ocn.ne.jp

151

鈴木 清

京都市右京区梅津南町69

075-871-2067 075-871-2067 happy-life★kyoto.zqg.ne.jp

サービス業

京都府内全域

152

森田 光弘

奈良県橿原市久米町716番地の2

0744-24-0026

サービス業

京都府内全域

153

吉田 良子

奈良県生駒市小明町573-3

0743-84-4015 0743-84-4016 office4015★nifty.com

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

154

浅井 彰文

奈良市千代ヶ丘2の9の8

090-78747106

0742-94-8180 asaigyouse★voice.ocn.ne.jp

サービス業

京都府内全域

155

山田 祐己

奈良県橿原市見瀬町2044番地

0744-27-3516 0744-27-3516 yuma_jun1213★yahoo.co.jp

サービス業

京都府内全域

156

今給黎 勝

京都市西京区御陵峰ヶ堂町1-10-11

080-38049963

imakyurei★humanlink.info

製造業、サービス業

京都市内

157

安田 稔

京都府京丹後市丹後町間人1930-7

0772-75-0216

m-yasuda★kyoto-fsci.or.jp

158

大前 邦夫

奈良県橿原市栄和町11-2-503

0744-35-4491 0744-23-8268 kout1107★m5.kcn.ne.jp

製造業、サービス業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村

京丹後市
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（お願い）★を＠に置き換えてご利用ください
氏名
159

樋口 一也

連絡先
奈良県橿原市小槻町634-101

電話番号

FAX 番号

電子メール アドレス

平成26年8月18日現在
得意業種

0744-20-3378 0744-20-3379 higuchi★mbi.nifty.com

製造業、卸・小売業、サービス業
サービス業

サポート地域

メッセージ

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

貴社の「知恵」、「強み」の発見をサポートさせていただきます。

京都府内全域

“行動あるのみ”で頑張ります

160

足立 匡嗣

京都市左京区一乗寺西浦畑町6-2 3A

075-708-7130 075-708-7131 m-adachi.g★lion.ocn.ne.jp

161

岡市 広行

京都市下京区中堂寺南町134

075-315-8677 075-314-4720 okaichi★ki21.jp

京都府内全域

162

中川 英輝

京都府京丹後市網野町網野27-3

0772-72-3653

京丹後市

163

鈴木 陽介

京都市下京区中堂寺南町134

075-315-8677 075-314-4720 suzuki★ki21.jp

164

石原 順

京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻
0774-94-5525 0774-93-2629
70

165

長澤 満

京都商工会議所中小企業経営相談センター
（洛南支部）

075-611-7085 075-603-2601 nagasawa★kyo.or.jp

京都市内

166

小谷 貞夫

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

075-414-4851 075-414-4842 s-kotani85★pref.kyoto.lg.jp

京都府内全域

167

中井 雄作

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

075-414-4851 075-414-4842 y-nakai02★pref.kyoto.lg.jp

京都府内全域

微力ながら知恵の経営のお手伝いできればと思います。

168

新田 孝博

大阪府大阪市阿倍野区北畠3-2-7

06-6661-7286 06-6661-7286 info★nitta-gyouseisyoshi.com 製造業、卸・小売業、サービス業

府内全域

若さを活かした行動力と柔軟性で、精一杯サポートさせていただきます。真の強みを発掘・活用
し、芯の強い会社を目指していきましょう！

169

大原 耕也

京都市左京区高野玉岡町1-70

075-712-7636 075-712-0778 koya★ohara-sv.jp

製造業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

社労士業務において中小企業の経営支援を行っている。(有)koco.マネジメントにおいて人事制度
導入支援を行っている。

170

古川 真佐恵

京都市伏見区深草新門丈町17-1-518

075-643-2439 075-643-2439 info★office-fru.com

一毅

京都府内全域

171

堀田 芳子

172

石田 哲雄

京都市西京区松室地家町16-7

075-392-6121 075-822-5317 ishida★yo-ro.com

サービス業

京都府内全域

173

古田 岩美

京都市南区吉祥院菅原町50

075-661-5854

製造業

京都市内

174

土屋 雅宏

京都府内全域
卸・小売業、サービス業

精華町

京都市内

サービス業（運輸、貿易）

税理士事務所と全国大衆居酒屋チェーン養老乃瀧を６店舗経営

京都市内

まだまだ勉強不足で未熟者でございますが、色々な形で解決の糸口を見付ける事が出来たらと考
えております。
事業承継から相続、任意後見制度利用までサポートできます。

175

鹿内 美恵子

大津市松が丘2-1-6

077-549-3606 077-549-3606 shikanaim★mx.scn.tv

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

176

中津 正広

大阪府東大阪市花園西町1-9-11

072-961-2211 072-961-2207 neo-masa5511★yahoo.co.jp

京都市内

177

山口 真輝

京都市中京区空也町490-704

075-211-6785

178

三島 一毅

京都市左京区田中飛鳥井町1番地

075-791-3472 075-781-4390 showa-mi★bz03.plala.or.jp

179

堀口 亜希子

京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都商工会
議所

075-212-6470 075-212-8871 horiguchi★kyo.or.jp

180

丹所 美紀

愛知県名古屋市北区大曽根2-8-26 エステ
イト大曽根2A

052-325-7160 052-325-7162 astel★mbn.nifty.com
072-792-7958 hiroseshiro★gmail.com

製造業、サービス業

06-7777-3575 nijinsky★jockey.club.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、 長年、地方銀行で企業融資、審査部門に席を置き、経営改善計画作成支援を行なってきました。
精華町、南山城村
経験は十分あり、お役に立てると思います

020-46698544

mazenda.aaa★gmail.com

サービス業

京都市内

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内

ＩＳＯ９００１導入経験有

川村 康代

京都府内全域

愛知県初の知恵の経営ナビゲーターです。御社が課題を解決する１つのツールとしての、また御
社の見えない資産を見える化する手段としての、さらには無形資産を事業承継する際の資料とし
ての知的資産経営報告書を作成する支援を行います。

2013.04.25住所変更
2014.08.18住所変更

京都府内全域

新聞社、市場調査会社勤務の経験を活かしてサポートします。企業取材、マーケットの将来性予
測に定評があります。

京都府内全域

技術経営（MOT)、危機管理、IT等、幅広く支援させていただきます。

京都市内
製造業、卸・小売業、サービス業

181

廣瀬 史朗

兵庫県川西市平野1-4-1-207

070-64568278

182

山上 敬

大阪市中央区大手前1-4-2-304

080-38146263

183

大嶋 與

奈良市中新屋町23番地 中江ビル302号

0742-26-5027 0742-26-5027 atou-genn★kzd.biglobe.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

075-791-1136 075-724-1078 koin41232005★yahoo.co.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

184

塩小路 光胤

京都市左京区北白川仕伏町93-6

185

西川 宜輝

奈良県高市郡高取町大字観覚寺913番地の5 0774-52-2535

186

川口 幸介

京都市山科区四ノ宮神田町1-409

090-62400955

187

岩井 將晃

188

武藤 崇

京都市下京区中堂寺鍵田町6-8

050-3488075-344-0634
1110

189

山中 太郎

大阪市中央区北浜東2-16

06-6945-0191 06-6942-3007 y-kansaiad★yellow.zero.jp

190

光本 朋浩

京都市中京区河原町通二条下ル２丁目下丸
屋町403番地 FISビル808号

075-778-5050 075-256-8661 mitsumoto★ap2u.jp

191

田畑 一佳

滋賀県湖南市菩提寺2149-7

0748-74-1401 0748-74-1401 kazu.tabata_0321★mx.scn.tv

製造業、卸・小売業、サービス業

192

笠井 裕

兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町9-8-312

0797-32-7438 0797-32-7438 kasaijpx★nity.ne.jp

卸・小売業、サービス業（経営戦略、人事管
京都府内全域
理、財務分析）

193

金丸 京子

京都市南区西九条寺ノ前町3

075-661-1154 075-61-1154

194

野中 望

向日市上植野町山ノ下１２番地

075-931-2265 075-931-2265 nonaka_n08★yahoo.co.jp

サービス業（介護、福祉）

京都府内全域

195

今西 文彦

京都市中京区西ノ京職司町4-18

075-801-7618 075-801-7618 imatetsu★osk4.3web.ne.jp

製造業

京都市内、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

196

今村 晴美

京都市上京区南辻町367-301

075-411-0988 075-411-0988

197

中右 克昌

大阪市中央区北浜東2-16 日刊工業新聞ビル 06-6945-0191

198

髙木 泰三

備考

枚方市星丘2-16-4

020-4623072-847-2777
2281

nishikawa-gyosei.nara.0430★
ezweb.ne.jp
winwin1958★gmail.com

info★sr-mutoh.com

フットワークの軽さ、真摯さ、聞き上手
京都市内

製造業、卸・小売業（金融、保険）

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹市、京丹波町

製造業（機械メーカー・加工メーカー）

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
社内では分かりづらい貴社の強みを探し、弱点を克服できるように一緒に解決してゆきたいと考え
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山
ています。
市、舞鶴市、綾部市

kyoko--k★kyoto.zaq.ne.jp

雇用管理のサポートとあわせて対応が可能です。

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

知恵の経営報告書の作成を通じてPDCAサイクル化を推進いたします

京都府内全域

経営コンサルタントに「知恵の経営」をぜひ使っていきたいと思います。
三菱東京UFJ銀行のOB

京都市内

開業14年の実績をいかしてお役に立てればと思っています。お気軽に御一報下さい

製造業、サービス業

京都市内

nk-kansaiad.ronn★
black.zero.jp

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

社員のかなりの者に研修を受けさせ、知識、技能を修得させている。叉、仕事柄技術の将来性や
市場性については深い知識を持っている。

info★takagi-office.biz

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内

ナビゲーターとしてはまだまだ若いかもしれませんが、分からないところはしっかりと聞きながら、
ナビゲートしていきたいと思います。また「気持ちを伝える遺言」と関連させ事業承継についてもサ
ポートしていきます。
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（お願い）★を＠に置き換えてご利用ください
氏名

連絡先

電話番号

FAX 番号

電子メール アドレス
kuninagi2933★
hera.eonet.ne.jp

平成26年8月18日現在
得意業種

サポート地域

メッセージ

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井出町、宇治田原町、笠置町、和束町、
市民の法務相談を行っています
精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

199

野口 邦興

奈良県大和郡山市城町1681-126

0743-54-6138 0743-54-6138

200

亀谷 義忠

舞鶴市字浜2020

0773-62-3506 0773-62-2859 y-kametani39★pref.kyoto.lg.jp

201

足利 健淳

202

中路 悦雄

京都市右京区嵯峨野有栖川町40-75

075-861-3402 075-861-3402 nakaji-e★nifty.ne.jp

203

篠永 卓士

京田辺市田辺中央4-3-3

0774-68-1120 0774-62-6677 t-shinonaga★kyoto-fsci.or.jp 卸・小売業、サービス業

204

市山 優

大阪府高槻市大手町2-31

072-655-6566 072-655-6266

205

西河 豊

京都府乙訓郡大山崎町円明寺北浦2-6 1403

075-957-1487 075-957-1487 wazxx★mbox.kyoto-inet.or.jp 卸・小売業

京都府内全域

206

佐々木 暁一

京都市中京区烏丸通夷川上ル

075-212-6470 075-212-8871 sasaki-a★kyo.or.jp

京都市内

207

野々口 二三男 南丹市八木町八木東久保28-1

0771-42-5380 0771-42-5734 f-nonoguchi★kyoto-fsci.or.jp

208

岡山 清子

京都市下京区室町五条上る坂東屋町270-3

075-204-9589

209

曽我 篤

大阪府泉南郡熊取町自由が丘1-17-14

072-453-2968

210

上田 和光

京都市上京区元宣誓願寺通智恵光院西入元
075-451-1154 075-432-8964 kazumitsu-ueda★office-u.net 製造業、卸・小売業、サービス業
中之町500番地宮崎屋ビル3階14号室

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山 会社法務、許認可管理に「知的資産経営」という視点を加えて、事業をサポートいたします。
市、舞鶴市、綾部市

211

乾 泰子

京都市下京区中堂寺粟田町93番地京都リ
サーチパーク4号館3階

075-323-4511 075-323-4512 so-inform★s-off.com

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

212

坂口 竜也

京都市下京区黒門通五条下ル柿本町595200

075-352-2175

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

製造業、卸・小売業、サービス業

亀岡市、南丹市、京丹波町

卸・小売業、サービス業

福知山市、舞鶴市、綾部市

ashikaga-k★kyo.or.jp

050-34885883

京都市内
製造業、サービス業（印刷関連、情報加
工、金型、京都伝統産業

masaru-xyz★
mercury.sannet.ne.jp

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、舞鶴市、綾部市

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町
クライアントと同じ目線でがんばります

亀岡市、南丹市、京丹波町

k.okayama★sakigakesemicon.co.jp

製造業

京都府内全域

自社の知恵の経営報告書を作成した体験をもとにお手伝いできればと思います。

ANDY535★R3.D10N.NER.JP

製造業

京都市内、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山市、井手町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

新規開拓可能です

xryth103★ybb.ne.jp

213

高田 実

京都府亀岡市馬路町狐瀬20-1

0771-24-7878 0771-24-7885 m-takada★shinofarm.jp

214

渡邉 俊彦

静岡県駿東郡長泉町南一色469番地

055-980-5880 055-980-5881 port-i★ab.thn.ne.jp

自身が会社を経営しているため、経営者が何に困り、何を期待しているかがよくわかります。当事
者では気付かない強みを、自らみつけるサポートをします。

製造業（製造業の販路開拓支援、提案営業
京都市内
で事業の拡大）

販路開拓には顧客ニーズに結びついた商品企画、商品開発が重要です。40年間の直接営業の
実践から販売戦略から事業の拡大へのお役に立ちたいと念願しております。

215

井本 安彦

大阪府豊中市緑丘2-3-15

090-87508986

松尾 裕司

京都市左京区下鴨東本町25 ワールドダック
903

075-707-8077 075-707-8078 ym★blue-m.co.jp

217

荒木 武彦

京都府相楽郡精華町下狛

218

髙木 誠

京都市西京区御陵大原1-36

075-382-1062 075-382-1072 takaki-m★kkvp.jp

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

219

田中 貞雄

京都府久世郡久御山町佐山北代36-13

0774-44-2966 0774-44-2966 99mz3ur9k★royal.ocn.ne.jp

製造業（植毛加工及びコーティング加工全
般）

京都市内、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山市、井手町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

西尾 俊

神戸市中央区北長狭通4-2-5ローレル元町ビ
078-335-5187 078-332-6788 info★nishio240.jp
ル4F

06-6848-7521 y.imoto★nifty.com

090-85319271

075-611-4557 gon★herb.ne.jp
050-35882747

221

宮川 浩二

222

武田 晴彦

大阪市天王寺区北河堀町2-20-402

06-6774-0950

223

梨木 孝宏

京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都商工会
議所

075-212-6470 075-256-9743 nashiki-t★kyo.or.jp

224

糟谷 豊

225

緒方 一雄

226

足立 早恵子

227

伊東 伸

京都府福知山市駅」南町2丁目170

228

中江 知史

229

オンリーワンの農産物を使って特産化を目指しています

京都府内全域

216

220

会社経営の実績あり。経営者の目線で支援できる

京都市内、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山市、井手町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

支援事業者85社、支援回数270回以上（2009年度）成果が出せる支援者として定評がある

製造業、サービス業（ものづくり系、ＩＴ系、
技術開発分野）

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

ホームページhttp://www.rtm-cc.jp/をご参照下さい。

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内

製造業、サービス業（人に関わるので、分
野の区別への拘りはございません）

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

t★keda.jp

上場企業在職経験（メーカー36年・総合商社2年）及び、業務委託による企業サポートの経験によ
る自己のスキルを生かしたい。

ＩＴ経営コンサルティング・カウンセリングを主務として「ひと」・「もの」・「情報」といった部分で中小
企業様の一助になれば幸いです。一期一会を大切にし、予定調和の脱却とナレッジを活した企業
文化の創造を目指します。

京都府内全域
製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内

京都商工会議所のスタッフ及び専門家にてサポート可能です。

ykasuya007★aol.com

製造業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

経営戦略部門歴25年以上。経営計画の策定や新事業戦略の立案を得意とします。ベンチャー企
業の代表取締役（2社）、監査役（1社）の経験もあります。

info★adachisaeko.com

卸・小売業、サービス業

京都市内、福知山市、舞鶴市、綾部市

0773-25-0770 0773-45-3155 info★sbsupport.co.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

京都府北部地域の小規模事業者の支援をしています。

京都府亀岡市本町27番地1

0771-22-4108 0771-22-4108 s-nakae★kir.biglobe.ne.jp

卸・小売業、サービス業

京都府内全域

元銀行マンが資金繰りサポートの一環として、また元商売人が事業継続サポートの一環として、報
告書の作成をお手伝いいたします。

泉谷 透

大阪市住吉区万代2-5-36サングリーン帝塚
山101

06-6675-4501 06-6675-4501 t-izutani★oct.zaq.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

特許事務所と共に知財専門の行政書士として知的資産経営にも関っています。企業でのビジネス
経験が長い点から企業サイドの見方ができます。

230

関本 美穂

大阪市北区本庄東2丁目2-23 ヴィレッジリ
バー天神橋503

080-61362444

231

関戸 幸一

京都市下京区四条堀川町264-4 ハイネス堀
075-634-4748 075-353-6867 sekido★legalworks.jp
川4階

サービス業、情報処理業

京都府内全域

232

大江 景史

大阪市中央区内平野町2-2-7 大阪文化会館
06-6314-6694 06-6314-6694 info★mesg.jp
7F

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

233

曽根 信宏

京都市西京区桂木ノ下町１６番地６

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

234

平賀 正志

京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町21-22

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町、 複数の業種実務経験、コンサルティング経験を元に報告書作成のお手伝いを致します。一緒に楽
伊根町
しく貴社の「知恵」を掘り起こしていきましょう！

235

西村 泰成

滋賀県守山市下之郷町一丁目6番47号

077-532-7123 077-532-7123 n-gyousei★gaia.eonet.ne.jp

サービス業

京都市内

236

磯貝 仁志

京都市下京区中堂寺南町134京都リサーチ
パーク内京都府産業支援ｾﾝﾀｰ2階

075-326-0066 075-326-0066 isogai-aad★adp.jiii.or.jp

製造業

京都府内全域

特許流通促進事業に携わり、特許流通アシスタントアドバイザーとして主に中小・ベンチャー企業
の特許等知的財産の活用に対するサポートを実施してきました

237

小山 俊一

shunichi.koyama★gmail.com

教育機関、ＩＴサービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

2009年春より知的資産経営のご支援に携わっております。知的資産に気づき、有効に活用できる
よう、ご支援させていただきます。

238

安田 明彦

akihiko_yasuda★ybb.ne.jp

製造業

京都市内、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山市、井手町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

何事にも前向きに取り組みます

京都市伏見区羽束師古川町566-31

「知恵の経営」が実現できるように、フットワークを効かせ、「現場現物主義」「共に歩む」をモットー
に、工場や工程の中にはいりこみ活動します。

製造業

075-394-1727 075-394-1727
tad_hiraga★yahoo.co.jp

6/8

企業広報で培ったノウハウを活かし、強みの発掘をお手伝いします。

備考

（お願い）★を＠に置き換えてご利用ください
氏名

連絡先

電話番号

FAX 番号

電子メール アドレス
check.14.6.30★
vesta.ocn.ne.jp

平成26年8月18日現在
得意業種

卸・小売業、サービス業（自動車整備業）

サポート地域
京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

239

山田 正明

京都市南区唐橋川久保町41番地1

240

福本 将彦

京都府木津川市加茂町里中門伝117-205

0774-76-6057 0774-76-6057 fukumoto★fintpat.com

製造業（知的財産関連、電気・電子・機械） 京都府内全域

241

元光 久義

大阪府高槻市奈佐原２丁目4-1-804

072-694-0907

製造業

242

澁谷 暁

製造業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

243

福地 真一

大阪府吹田市山田西1-32-15-408

06-6878-6550 06-6878-6550 fukuchi★jupiter.ocn.ne.jp

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

244

前田 めぐる

京都市南区久世大薮町364-5

075-925-1007 075-925-1007

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内

245

清野 篤

京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101 アサヒプラザ
075-602-7440 075-204-7666 info★roudou-kaiketsu.com
内

山口 一

京都府城陽市富野池ノ内73-19

090-74854660

246

a-shibuya★snow.ocn.ne.jp

yamaguchi★globalcredence.co.jp

メッセージ

知的財産関連実務経験20年以上。知的財産関連相談員歴8年。

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

企画制作・広告・広報・情報発信の支援を行っていますので、特に‘強みをみつけること’において
お役に立てます。それらに必要なことは‘知恵からはじまるもの・サービスづくり’であり、常に‘企
業価値’ということを顧客目線で考えています。報告書作成後の魅力発信に、特にお役に立てま
す
社会保障法（労基法、労賃法、雇用保険法、健康保険法）に精通しており、労務管理におけるコン
プライアンスを実現できる所が強み

製造業、卸・小売業、サービス業（海外進出
京都府内全域
支援）

京都生まれ、京都育ちです。強い会社を育てることを目標に財務面だけでなく、目に見えない資産
を活用することをお手伝いしていきたいと思っています。事業承継などもお任せください。
「心の決算書」作成支援いたします

247

髙谷 桂子

製造業、卸・小売業、サービス業（建設業）

京都市内

248

荒木 和彦

京都市西京区松尾上ノ山町３２－６

075-393-8312 075-381-9702 k-araki★f2.dion.ne.jp

製造業、卸・小売業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹市、京丹波町

249

池垣 真理子

京都市左京区岩倉南池田町127番地

075-711-7550 075-711-7633 mariko127★hotmail.com

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

京都ならではの伝統産業、伝統文化の、次代への継承を担う事業者様のサポートができれば幸
せです

京都市伏見区醍醐上端山町31-1

050-3737075-572-9775
1085

卸・小売業、サービス業

京都府内全域

事業者の方の創業支援や第二創業の支援も対応します。貴社の価値をしっかりと見えるよう表現
し、伝えるお手伝いをいたします。

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹市、京丹波町

実家の家業が京都府の木である北山丸太の製造販売業であるので農村学の発展に協力したい

250

池田 圭一

251

石川 昌紀

京都市西京区大枝北沓掛町二丁目7-20

090-32728996

252

市竹 昭雄

京都府木津川市南加茂台7丁目2番地１

0774-76-6586 0774-76-6586 a_ichitake★nike.eonet.ne.jp

253

市原 正博

京都市下京区四条通新町東入月鉾町39-2祥
075-212-8785 075-212-8252
栄ﾋﾞﾙ4階

254

糸永 勝利

京都市南区吉祥院西ノ庄向田町6 ﾙﾐｴｰﾙ葛
野大路618号

075-312-0326 075-312-0326 itoyan★mx4.mesH.ne.jp

255

井上 美治

京都市右京区西院久保田町4-1 西京極ﾊｲﾂ
309

075-311-0894 075-311-0894 inoue.y309★kyt.digitalway.jp

256

大澤 徹

京都市右京区西院東貝川町21 大藤ﾏﾝｼｮﾝ1075-874-4915 075-874-4915 osawa★oboe.ocn.ne.jp
B

257

大牧 敏夫

京都市山科区勧修寺東北出町135-7

258

岡 弘善

京都市下京区西洞院通七条上る福本町407番
okahiroy★mbox.kyoto075-352-3545 075-352-3581
地の1
inet.or.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内

259

岡本 啓文

京都府宇治市菟道東隼上り１番地30

0774-33-2660 0774-26-3238

okamoto.hirohumi★
aqua.plala.or.jp

卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

260

岡本 文彬

京都府宇治市宇治壱番132-4 谷口ﾋﾞﾙ308号

0774-28-0850 0774-28-0851

fumiaki-okamoto★
joy.ocn.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村

小栗 弘樹

京都府木津川市加茂町里南古田126番地 第
0774-76-4064 0774-76-4064 xiaolihongshu1001★ybb.ne.jp
2いずみﾊｳｽ305号

卸・小売業、サービス業（運輸、介護、建
設）

京都府内全域

262

上村 泰史

京都市中京区室町通錦小路下る菊水鉾町573
kamimura1ad.sc★
075-253-0193 075-253-0195
レスタージュ四条烏丸ラティス1306
ares.eonet.ne.jp

製造業、卸・小売業、サービス業

京都市内、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山市、井手町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

263

衣川 道治

京都府福知山市夜久野町板生75-1

264

久世 喜久夫

京都市中京区小川通夷川上る下丸屋町461番
075-241-1191 075-241-1191 kkuze★nexyzbb.ne.jp
地

製造業（ゴム・プラスチックの製造業）

京都府内全域

品質環境マネジメントシステムの指導等を企業内で実施した経験もふくめ、中堅企業をサポートい
たします。
経営革新認承支援

261

075-332-3199 masaki222★clock.ocn.ne.jp

製造業、卸・小売業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、
前勤務で培ったマネジメント経験、真剣・誠実、ねばり強さ
精華町、南山城村
製造業

京都市内
京都市内

製造業、サービス業、宅地建物取引業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

誠実に対応します

サービス業

京都府内全域

Never give up ねばり続く、ていねいな仕事を行う

075-574-0270 075-574-0270 hookbola★pearl.ocn.ne.jp

京都市内

0773-38-1048 0773-38-0298

労務管理等についても対応いたします

様々な業種に関連する資格を保有しているため、知識は豊富です。やる気と行動力と洞察力で見
える化に貢献できます

福知山市、舞鶴市、綾部市

265

黒澤 良一

京都市左京区岩倉中在地町29 B-304

090-99908934

製造業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

266

小西 康雄

京都市右京区宇多野北ノ院町1-5

075-465-2301 075-465-2301 yhran★silk.ocn.ne.jp

製造業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

入管業務、ＮＰＯ法人設立、著作権申請等を主要業務としています。

267

坂根 省吾

綾部市若松町47番地の3 野々垣ビル3階

0773-42-6630 0773-43-1080 s.sakane★nike.eonet.ne.jp

製造業（建設）

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

従業員（人材）に関することについて特意分野

268

佐貫 友昭

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町3-3

075-644-5600 075-644-5600 sanuki-kuma★kfa.biglobe.ne.jp サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

想い、を大切にします。

269

塩見 栄一

福知山市字中2049

0773-22-7393 0773-22-7393 office-shiomi★amail.plala.or.jp

福知山市、舞鶴市、綾部市

075-791-0672 kurosawa★earth.ocn.ne.jp

270

清水 宏晃

京都府木津川市兜台3丁目10-9

0774-75-1310 0774-75-1312 shimizu★fol.hi-ho.ne.jp

271

杉江 正德

京都市右京区宇多野上ノ谷町13番地10

075-463-2653 075-463-2652

272

瀬戸 義裕

京都市左京区静市市原町336

075-741-9229 075-741-2999 yoshiya★kud.biglobe.ne.jp

m-sugie★mbox.kyotoinet.or.jp

273

髙木 貴臣

京都市上京区千本通中立売西入四番町122
番地１ ディオｰフェル北野東402号

075-432-8790 075-432-8791 info★miyako-office.net

274

建部 實嗣

京都市伏見区醍醐柏森町７番地の１

075-575-2808 075-575-2708

275

田中 幸治

京都市中京区麩屋町通夷川上ル笹屋町460
向井ビル２階

075-211-3736 075-634-6750 info★arc-gyosei.com

276

鄭 善大

京都府宇治市小倉町堀池7-1

277

寺田 壽子

京都市上京区一条通御前通西入る大上之町
075-463-5441 075-463-8333
55

278

寺本 孝英

京都府宇治市開町23-9

中川 浩子

京都市中京区西洞院通戎川上がる毘沙門町 090-2703398-3 AXIS101
1002

279

先ずは、慣れた方とのペアワークで。

法律、法律制度に詳しく、事実関係を理解把握能力がある。

東京都三鷹市下連雀三丁目7番26号寿ハイツ
k.t-office.eclafante★
0422-46-1861 0422-46-1861
302
tenor.ocn.ne.jp

info01-ikedagyousei★
memoad.jp

備考

中小企業新事業活動促進法承認「知恵の経営」実践モデル企業認証。経験により対応力は十分
に保有していると自負しています。

0774-24-4768 0774-24-4797 sdchung★losstime.co.jp

0774-43-3136 0774-43-3136
075-748-1924 nakagawa★ihj.bz

製造業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

私自身、いろんな分野に興味があります。ご一緒にレポートを作成しませんか

製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

相続・事業承継

京都府内全域
卸・小売業、サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹市、京丹波町

すぐそばにあるのに気付いていない「知恵」を集め、未来へのロードマップを創っていく。この素敵
な作業を明確にナビゲート致します

京都府内全域
製造業、卸・小売業、サービス業

京都府内全域

東証１部超高収益企業（株）キーエンスの元神戸営業所長として高収益企業のノウハウがありま
す。

サービス業（ＤＴＰ、印刷デザイン）

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町

印刷物デザインの商売をした経験があり、ＤＴＰ関連業界とは比較的親和性が高い

卸・小売業、サービス業

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村
京都市内
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（お願い）★を＠に置き換えてご利用ください
氏名

連絡先

電話番号

FAX 番号

電子メール アドレス

平成26年8月18日現在
得意業種

サポート地域

メッセージ

280

長橋 晴男

京都市右京区嵯峨北堀町20-240

075-468-3238 075-468-3230 nagahashi★sunny.ocn.ne.jp

サービス業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

士業をはじめ、医療・福祉等の広いネットワークを持っている

281

西 博三

京都市中京区二条通新町西入正行寺町682
番地2

075-223-8788 075-223-8788 office-nishi★pure.ocn.ne.jp

卸・小売業

京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

京都府内の老舗の事業承継などの支援をします。

282

野瀬 利生

京都府舞鶴市字余部上1-2 中舞鶴実業会館
0773-63-6912 0773-63-6912 info★nose-office.com
内

製造業、サービス業

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

283

能政 昌代

京都市伏見区久我森の宮町10-135

075-201-5421 075-201-5421

284

野村 隆藏

京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町21-20

075-862-2266 075-862-1002 dan-nigh★silver.plala.or.jp

285

服部 真和

京都市中京区船屋町367 ロイヤルプラザ御幸
075-212-1151 075-708-2174 info★gyoseihoumu.com
町506

卸・小売業、サービス業（ＩＴ、音楽関係、ハ 京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
ンドメイド品、バイク産業、芸術系）
市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

286

張本 貴子

京都府舞鶴市字西106番地

卸・小売業、サービス業（飲食（店）に関連
するもの）

287

藤井 久之

288

藤原 智子

京都市中京区釜座通夷川上ル亀屋町344

075-211-2677 075-211-2679

289

星 剛

京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町34-7

075-864-1119 075-864-4405 gyosyo★tns-g.co.jp
075-959-0069 075-959-0067 info★office-hori.com

office-m.nose★
maia.eonet.ne.jp

0773-76-0308 0773-76-0220 info★office-harimoto.biz

京都市内
卸・小売業

075-812-5476 075-812-5476 h-fujii★cream.plala.or.jp

京都市内
web中心でしたがマーケティングコンサルをしていたので経営者との対話により、企業の価値を導
びくのが得意です。

福知山市、舞鶴市、綾部市
京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町

卸・小売業、サービス業

京都府内全域

財務面からもサポートできます

京都府内全域

あなたのビジネスのお話を、じっくり聞かせて下さい。よろしくお願いいたします。

製造業、卸・小売業、サービス業（建設業者
京都府内全域
産廃中間処分業者（収集運搬業含む））

290

堀 勝博

京都府長岡京市滝ノ町１丁目３番14号 1階

291

松岡 博志

京都市左京区二条通川端東入る系橋町7-4二
075-752-9500 075-752-9508
条ビル

卸・小売業

京都市内

292

村田 貢

京都市中京区麩屋町丸太町下る ふや町ビル
075-241-7733 075-241-7730 kyoninka_quick★yahoo.co.jp
202号

建設業

京都市内

293

望月 賢

京都市伏見区竹田久保町2番地

075-643-4821 075-643-4821 info★office-mochizuki.com

卸・小売業、サービス業

京都府内全域

294

山本 元嗣

京都府綴喜郡井手町井手柏原40

0774-82-2011 0774-82-2011

295

吉岡 勝

京都市右京区花園寺ノ前町40-21

075-432-7304 075-432-7304 masaru1305★yahoo.co.jp

296

吉見 美晴

京都府福知山市字内記10番地の78

0773-22-2766 0773-22-2877

福士業務や 記帳代行、各種許認可業務を通じ、顧問先をはじめとする京都における中小企業と
の関わり合いを持たせて頂く機会も多くありますので、少しでもお役に立てるよう尽力させて頂きま
す。よろしくお願い致します。

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村
サービス業（医療・福祉・保育分野）

京都府内全域
福知山市、舞鶴市、綾部市

欠番あり
登録者数 計 294 名
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