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うまく
使ってる方達
教えます！



「知恵」を「提案」し、共に行動します！
神奈川県よろず支援拠点は「提案力」で勝負！

チーフコーディネーターチーフコーディネーター

中小企業診断士・ITコーディネーター中小企業診断士・ITコーディネーター
森　智亮森　智亮

令和2年度は、22名のコーディネーターが様々な課題に立ち向かいます。
【1】 解決が困難な経営課題に応じます⇒「総合的・先進的アドバイス」
【2】 課題に応じて、チームを組んで支援します⇒「チームの編成を通じた支援」
【3】 ネットワークを活用して、的確な地域の支援機関を紹介します⇒「ワンストップサービス」

■神奈川県よろず支援拠点　令和元年度相談実績

■神奈川よろず支援拠点 在籍コーディネーター　横浜（本部）

●中小企業診断士
●ITコーディネータ

チーフ 森　智亮

◆IT活用による経営・業務
改善、補助金申請、全業種
対応

●弁護士

池田　耕介

◆法律

●中小企業診断士
●認定事業再生士

井上　真伯

◆事業再生、金融支援、
ワンストップ対応

●弁護士

狩倉　博之

◆法律

浦川　拓也

◆広報、メディア戦略、プレ
スリリース作成、ブランディ
ング、マーケティング支援

●中小企業診断士

濱田　良祐

◆IT活用、人材育成、営業
支援、経営計画策定

●弁護士

渡部　英明

◆法律

元山　茂樹

◆コミュニケーション戦
略、ブランディング、マーケ
ティング、コンセプト開発、
クリエイティブワーク

●弁護士

杉原　弘康

◆法律

升田　覚

◆創業支援、資金調達、財
務管理、経営計画作成・実
行支援

●中小企業診断士

●中小企業診断士

冨森　富士夫

◆生産性向上・品質管理と
共に、貿易業務全般に精通

野口　世津子

◆中小企業の販売促進支
援全般、Webサイト、FB活
用にも精通

●中小企業診断士

小池　俊介

◆事業計画策定、財務・経
営管理、新事業展開・経営
革新、補助金支援

●中小企業診断士
●ターンアラウンド
　マネージャー

酒井　和美

◆製造業の生産性改善、
再生支援
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（常設）

（常設） （常設）

●中小企業診断士
●1級カラーコーディネーター
　［商品色彩］

高橋　玲子

◆マーケティング戦略支援、店舗
開発(色彩)、ブランディング

●中小企業診断士
●キャリアコンサルタント
●二級知的財産管理技能士

加藤　茂

◆経営革新・技術経営、商品開
発、ものづくり支援・現場力向上

●中小企業診断士

大野　順弘

◆事業承継、M&A、営業
支援、創業

●中小企業診断士

貝吹　岳郎

◆人事労務、再生支援、補
助金申請フォロー

●中小企業診断士

冨森　富士夫

◆生産性向上・品質管理と
共に、貿易業務全般に精通

●中小企業診断士

天満　正俊

◆経理・営業管理等、
マーケティング戦略

●中小企業診断士
●地域応援ナビゲーター

山﨑　隆由

◆事業計画策定、
ワンストップ、6次産業、
農商工連携

●中小企業診断士

清見　哲郎

◆事業計画作成・実行支
援、製品開発、IT活用によ
る業務改革

●中小企業診断士
●事業承継士

坪田　誠治

◆売上・売上力向上、
事業承継、事業計画・
新事業展開

TEL 080（5518）5058

TEL 090（8597）0432

お近くの
 「よろず」へどうぞ!
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出店一例　“定番コレクション”

支援事例

顧客ターゲットを明確にすると販路が見えてくる

相談のきっかけ 解決策の提案と実施
”こうね純度１００％生馬油”を使用したバーユによるシンプ
ルなスキンケア、うるおい肌づくりを提供できる商品の開
発・安定供給の目途がたったので、今後の事業化に向けて
相談があった。

・高品質な商品ゆえに、中高年ミセス層をターゲットとし、
百貨店催事販売を販路の突破口とする戦略を提案。

・催事販売（対面販売）から、ネット販売への引き込みで売
上・利益の拡大を狙うIT化提案。

・よろず支援チームにより、マーケティング／ブランド戦略
策定を支援。販促ツール（パネル、パンフレット）作成やIT
武装化は、補助金の活用を行い、費用ミニマム化を支援。

会 社 名 株式会社サンテフレスコ
代表者名 岡田　恵子
事業内容 2011年6月創業。

馬油化粧品の製造・販売

様々なことを気軽に相談に乗ってもらい、
大変助かっています。
これからも良き相談相手として活用させて頂きます。

森CCO

百貨店取引を勝ち取った営業力は素晴らし
い。今後の商品バリエーションを増やす取組
にも支援を行っていきます。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

強み・特徴
①代表の肌トラブル経験とその運命的な改善につながっ

た馬油への感謝とその良さを消費者に伝えたい想い。
②希少な「こうね純度100%の馬油商品」が、肌トラブル

予防とうるおい肌づくりに高評価をいただけた商品力。
③営業部長（代表の夫）の物流・商品企画の経験から、販路

開拓の道筋をイメージできていたこと。

課題整理
①顧客ターゲットの明確化と販路開拓の計画つくり。
②販売促進のためのツールつくり。
③運転資金を始めとする事業用資金の確保。

支援の成果
・2018年度で、愛知、京都、大阪、福岡等の大手百貨店計

20店舗以上の催事販売の販路開拓に成功！
・2018年度の化粧品販売（馬油クリーム・石鹸）は、対前年

2.7倍を達成。
・西日本の百貨店催事販売に成功したことで、対面販売の

顧客を、ネット販売へ引き込む、フローは作れた。これによ
り、さらなる売上・利益の拡大を今後は狙う。

高品質の馬油石鹸とクリームを
徹底したブランド化で
百貨店催事販売を開拓！
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支援事例

モノが売れにくい時代に、エンタメを売る

相談のきっかけ 解決策の提案と実施
地域にショッピングモールが多数進出する中、商店街は苦
戦している。そんなおり2年間修行に出ていた息子がお店
に戻って来る。そのタイミングを活かして、地域住人に注目
されるイベントを企画したいと相談があった。

・お店で手作りしているあんこを前面にアピール。
・3代目が入店したことを地域住人に広くPRするイベント

開催を提案。
・企画名は「3代目からの挑戦状！桔梗屋総選挙」親子三代
でオリジナルのあんこを使ったまんじゅうを作り、味比べ
セットを販売。投票用紙を同封し店頭で投票してもらう企
画をGW期間に開催した。

お客さんからの反応がすごくてびっくりしました。
ものが売れていくってこういうことなんだなと感じました。

浦川CO

モノが売れにくい時代に、エンタメを売ること
にこれからもチャレンジして頂けたらと思い
ます。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

強み・特徴
①親子3代揃って和菓子を作っている価値を活かす。
②あんこを外注するお店が多い中、店で手作りしている。
③初代女将と2代目女将の明るい接客力。

課題整理
①和菓子店として商品ラインナップが増えすぎている。
②丹精込めて作っているが、その手間が伝わっていない。
③3代目が加わることでどんな変化を起こせるか。

支援の成果
・1週間で用意した２00セット（まんじゅう1２00個）すべて

完売。
・3代続く桔梗屋への応援メッセージが地域住民から多数

寄せられる。3代目が新たに入店したことを広く地域住民
に知ってもらうことができた。

・今回の企画で「あんこの桔梗屋」を印象付けることができ
た。

三代目からの挑戦状！
「桔梗屋総選挙」親子3代
饅頭味比べ200セット完売！

会 社 名 菓心 桔梗屋
代表者名 須田　義孝
事業内容 昭和33年創業。

和菓子の製造・販売
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支援事例

ハンドメイド作家さんの
スペース

オーナー家族

地域にまず知ってもらう、センスのいいお店

相談のきっかけ 解決策の提案と実施

支援の成果

課題整理

強み・特徴

「初期のビームス」を目指しオープン。アメリカンヴィン
テージファッションの品揃えには自信があるが、商売自体
は初めてなので、経営のこともわからないし、今後どうした
らいいかということで相談に来られた。

・集客力アップのために、アナログチラシの近隣店置きとタ
ウン誌の記事やSNSをフル活用した集客作戦を展開。

・高い家賃負担を軽減するため、空きスペースの有効利用
を図るためにさまざまなアイデア出しを行い、検討を行っ
た。

・利益率を上げるためにアメリカ直仕入れを考え、そのため
のマイルストーンを設計した。

・集客数が少しずつ増加し、経営が安定してきた。
・中2階はハンドメイド作家さんの貸出展示販売スペース
に、地下はオーナーの友人に「まつエク」スペースとして
貸出が決定。スペースの有効活用が可能になるとともに
集客のシナジー効果が生まれていった。

・余裕がでたため、利益率の高いアメリカ直仕入れが可能
になった。

①地域にまだまだ認知されていない。客数が少ない。
②家賃が高い。店舗の空きスペースの有効活用が必要。
③経営経験がない。知識やノウハウを学ぶことが重要。

①オーナー夫妻のセンスの良さ、確かな商品セレクション。
②スペースが中2階と地下が空いている。未活用。
③若いので、やる気とガッツがある。

会 社 名 Two Face
代表者名 遠藤　萌子
事業内容 2016年創業。

アメリカンヴィンテージファッション販売

売上や来店数を増やすためのアイデアをはじめ、話し合いの
中でいろいろな知識やヒントを頂き、少しずつですが良くなっ
てきていることを実感しています。

元山CO

第2子も生まれることもあり、今後もステップ
バイステップで成長してほしいし、将来の生
活設計も描いてほしい。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

アメリカ直仕入れと、
店舗の空きスペースを活かした
異業種集積のシナジーで集客！
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相談のきっかけ
当社では神奈川県の高齢者家庭に見守用カメラの小売販
売を行っていたが、個別相談会にて通信機能を持ったアー
ムベルト型血圧等計測器の開発、販売事業に関する相談
があり本案件の支援となった。

強み・特徴
①高齢者見守り支援に対する強い思いと熱意。
②見守り支援機器販売を通じた業界知識。
③技術者としての経歴を活かした技術面の強み。

課題整理
①新製品の市場需要の確認。
②新製品の採算性の確認。
③ODMメーカーとの適正な契約。

支援事例

時代が求める商品開発。安心を売る。

解決策の提案と実施
〈事業性評価への提案〉
・市場の需要調査、同等・競合品の仕様/価格調査の実施。
・候補とするODMメーカーからの購入金額、販売経費、そ

の他PL保険などを勘案し、想定利益率の確認。
・5カ年収支計画の作成。
〈候補とするODMメーカーとの交渉への提案〉
・量産品単価に関しては数種類のロット単位で出してもらう
（100個、1000個など）。
・出荷前検査項目の明示、製品保証条件の明確化。
・秘密保持契約及び競合避止条項の設定。

会 社 名 プロパーケアー合同会社
代表者名 今井　淳
事業内容 2017年法人設立

見守り用カメラなどの
高齢者見守り用品の販売。

高齢者の合理的な見守り手段を継続して提供するには、安定
した経営が成立つことが不可欠ですので、今後ともこれまで
の延長線上のご指導を頂ければ幸いです。

冨森CO

事業支援を通して高齢者介護支援への貢献
もできるものと考えています。引き続き事業
の成功に向け協力していきたいと思います。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
現状ODMメーカーは最終決定に至っていないが、事業性
確認を終了させた後、試作品を発注する計画である。そ
の後、介護施設、地域包括ケア、医療機関向けに試作品を
使った積極営業を予定する。既にこれら施設・機関からは商
品に対する関心が寄せられており市場のニーズは高いと
思われる。

通信機能付きアームベルト型
血圧等計測器で介護負担の軽減と
独居高齢者家族に安心を！
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相談のきっかけ
工場・設備を備え、創業以来業務用クリーニング事業を行っ
てきたが、2018年より一般店「ホワイト急便」を県央中心
に６店舗オープン。ホームページやLINE@などでネットの
情報発信力をつけ、集客につなげていきたいとのご相談。

強み・特徴
①自社工場のため価格やキャンペーン内容など思い切っ

た施策が打てる。
②各店店長に裁量があり、一斉配信以外に店舗独自の企

画が打てる。
③社長を中心に社内の雰囲気が明るく、プロジェクトリー

ダーのリーダーシップも大きい。

課題整理
①HPは開設済みだが、集客に向けた運用に課題
②SNSは各店担当者のスキルレベルにより取組みにばら

つきがある。
③施策は「割引」が多く、顧客維持の取組みも必要。

支援事例

WEB集客にチームで取り組む！

解決策の提案と実施
LINEを始めWEB集客の勉強会を月１～２回実施し、運用
の目的や操作方法を学んでいる。LINEでは全店向けの一
斉配信と、各店から個別配信で月２回から始めることに。タ
イムラインでは、「季節のお洗濯とクリーニングのヒント」
を発信する。３ヶ月の配信内容とスケジュール、初期の友だ
ち登録と運用方法について決定した。

会 社 名 有限会社ハニードライ
代表者名 大塚　祐二
事業内容 業務用クリーニング及びクリーニング店、

６店舗運営

当初はLINE関係の知識がなく、よろずでヒアリングの上、当
社に合わせたわかりやすい講習会を開催して頂きました。そ
の結果、女性社員のやる気や新しいことに挑戦する雰囲気
が、講習後に湧き上がってきたのが、手に取るようにわかりま
した。素晴らしいご指導、ご支援を有難く思っております。

野口CO

活発な質問や意見交換のある良いスタートに
なった。皆さんのやる気が伝わってくるので
コンテンツをしっかり固めていけば、今後順
調に推移すると思います。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
8月に２回のLINE勉強会を経て、9月より運用開始。現在
各店で、まずは100名を目指し「お友だち登録」を促進中。
開始後1週間ですでに20名登録した店もある。　
早急に店長たちに配信に慣れて頂き、今後どんなコンテン
ツが自店のお客様にヒットするのか、効果を検証していく。

「クーポン」発行だけでなく、お客様に役立つ知恵を「ハ
ニードライ工場長のひとこと、お洗濯やクリーニングのヒン
ト」としてタイムラインとメッセージ配信し、ブログやHPと
も連動させて有効活用したい。

店長チームでWEB集客をプロジェクト化！
LINE公式アカウント（旧LINE@）で
来店促進とリピート策実施
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相談のきっかけ
平成24年頃から発達に困難を抱えるお子さんの受講が
増え始めていた。そこで、平成28年頃よりこうしたお子さ
んを対象にした親子向けピアノ指導「子育てピアノカレッ
ジ」を開講したが、認知拡大に課題を抱えていた。

強み・特徴
①発達心理学とピアノレッスンを両立させるコンテンツ。
②多くのお子さんの状況を改善させた実績がある。
③発達障がいなどの社会的認知が広がっている。

課題整理
①講座の流れや内容が複雑で理解しにくい。
②集客と収益を上げる仕組みがリンクできていない。
③チラシ等、集客ツールが魅力を伝えられていない。

支援事例

社会的要請がある分野に、事業を展開する

解決策の提案と実施
・無料セミナーから有料イベント（または個別カウンセリン
グ）を経由して「子育てピアノカレッジ」に誘客する動線を
整理、参加を検討しているお子さんや親御さんの心理的
ハードルを下げた。

・セミナーやイベントの年間スケジュールを設定し、早い段
階から集客できるよう計画する。チラシ等のツールも情報
を絞り込み、魅力が伝わりやすくなるようなデザインに。

会 社 名 CMS 子どもと大人のための音楽室
代表者名 関野　麻里子
事業内容 平成9年1月　個人開業

個人向けピアノレッスン教室

自分だけではなかなか整理ができませんでした。
よろず支援拠点さんでお話をすることで
段々と整理することができました！

小池CO

社会的要請が高い分野のビジネスでニーズ
は確実にあると感じていました。ニーズがあ
るところにフォーカスして、きちんと伝わる形
をとっていく必要がありますね。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
・支援開始後4カ月で「子育てピアノカレッジ」の売上は当

初比128％に、イベント売上は130％超に増加。
・スケジュールや販売ツールが整理され、セミナー・イベント

参加者やスタッフにも事業の理解が深まった。
・大手楽器店とのコラボセミナーも実現、新たな販路拡大

のきっかけをつかむことができた。

ピアノ講師による新規事業展開
事業拡大のための
ファーストステップのサポート
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相談のきっかけ
青葉台にサロンを開き17年。お客さまの体も心もきれい
にするために奮闘して来られました。しかし長年同じ場所
での経営で、サービスのマンネリ化、コンセプトからのズレ
を感じ、打開策を求めて、相談に来られました。

強み・特徴
①50歳代で資格をとるという実行力とバイタリティー。
②肌以前に、体質改善を第一に考えたサービス内容。
③ホンモノにこだわる、ブレない商品開発。

課題整理
①サロンを理想とするコンセプトに戻す。
②信念やこだわりの情報発信をする。
③こだわりをサービスと商品で実現する。

支援事例

「自分が品質の証人」
商品は1つ。
商品は自ら使う。

オーナーに会いたくなるサロン！

解決策の提案と実施
・長年蓄積したサロンの不動物の排除を断行。
・コンセプトは「“あの頃に戻る“お手伝い」とし、シニアが元

気にスッピン美肌の生活を実現するサロン。
・収支の観点も重視。価格に頼らず、新メニューやワーク
ショップ開催による集客を検討。

・中断していたブログを再開。商品を松山さまの人生や信
念を通して紹介し、共感者を増やす。

会 社 名 青葉台エステティック スパ ルルド
代表者名 松山　哉須子
事業内容 エステティックサロン経営、

および化粧品の開発・販売

アイディアはたくさん湧くのですが、発散し実現できずにいま
した。こちらに来て不安が払しょくされ、頭の整理ができ、自
分が何を大切にしてきたのか気づかされました。

酒井CO

やりたいことがたくさんあるバイタリティ溢れ
る松山さま。まだ途上ですが、大事にされて
いることを第一に考え、方向性と改善案を検
討しています。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
・開放的で、着替えなど動きやすいサロンに変化したこと

で、お客さまから好評を得ている。
・HPリニューアルに備え、予めブログを再開。松山さまの人

柄がわかるHPコンテンツが完成した。
・新メニュー開発は途上だが、サービス内容で来客を促す

考え方に転換でき、同時に時間を掛けすぎる過剰サービ
スの是正につながり、お客さまにも好評。

Before After

信念とこだわりを、
もう一度形にして、
お客さまに伝えなおしたい
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相談のきっかけ
創業から8年が経ち売上拡大を模索する中で福祉施設や
訪問サービスなど新しいサービスを開始するも思うような
成果を得られていなかった。事業全体の最適化を目的とし
た見直しのために相談することにした。

強み・特徴
①先生のリハビリ医療専門職の経験。
②会話と治療を通じてファンができる先生の人柄。
③何事にもチャレンジする積極性。

課題整理
①強みの明確化と強みを活かした経営戦略。
②サービスや対応時間の明確化。
③目標設定と計画的な経営。

支援事例

顧客カルテで個々にあったサービスを提供

解決策の提案と実施
・顧客ごとにカルテを作成しお客さまの仕事や生活習慣、食

生活から個々に合った体質改善の方法を共有しながら痛
みの根本解決を目指すサービス提供を提案。

・店舗でのサービス提供時間と訪問によるサービス提供時
間を決めることを提案。

・経営計画を立てて目標数値に対してアクションプランを
検討することを提案。

会 社 名 横浜みなと鍼灸院・整骨院
代表者名 平原　靖晃
事業内容 2011年創業。鍼灸・整骨院

経営方針に迷っているときに相談することで方向性とやるべ
きことの優先順位などを整理することができた。やる気が起
き取り組むことで売上が上がってよかった。

升田CO

今後は先生のお人柄と経験を強みとしたファ
ンづくりを進めて、さらなる業績拡大につな
がればと思います。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
・体質改善に取り組むお客さまが増え、リピート利用が増加

するとともに顧客満足度が上がり売上が増加した。
・店舗でのサービス提供と訪問サービス提供の時間帯を明

確にすることで留守中の来店客を逃す機会損失を減らす
と同時に業務効率が向上した。

・経営計画の策定により安定的な成長に向かって取り組め
るようになった。

先生の経験と創業からの
経緯を整理して強みを活かした
PRで経営が良くなった！
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相談のきっかけ
当社商品の購入資金の原資となっている自治体補助金の
削減、あるいはホームセンター・通販等との競争が激しくな
る中で、顧客への商品配送コストを減らし、より顧客に接す
る営業活動を行いたいとの相談を受けた。

強み・特徴
①神奈川県内の自治会・町内会を中心に、先代から築いて

きた安心感、信頼感。
②社長の強い経営改善意欲とビジョン構築力。
③社員の深い商品知識と仕入先との強い関係。

課題整理
①顧客への提案力を強化し、受け身の営業からの脱却。
②事業計画の策定と年間売上目標を営業担当の目標に展

開し、PDCAを回す業務管理の導入。
③営業のバックヤード業務の効率化。

支援事例
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成功につながる、現場目線の改革

解決策の提案と実施
・年間の売上・粗利目標を月別・地区別に展開した事業計画

で販売目標を明確にし、毎月実績をフォロー。
・営業の活動予定や個々のキャンペーン企画のレビューと、

実行後の振り返りにより、次の行動の改善に反映。
・見積もり作成等のバックヤード業務を営業から切り離し、

顧客訪問の時間を創出。

会 社 名 株式会社地域シャワーコム
代表者名 外城　順子
事業内容 昭和48年創業。防災・備蓄用品、

及びコミュニティ活動用の備品販売

目標達成への事業計画はどのように立てたら良いか、1人で
悩む日々が続いていましたが、私の方針に伴走してもらえる
ように、営業改革から業務改善まで現場目線にて細かなご支
援を頂きました。

清見CO

社長の「こうありたい」を反映した事業計画と
社員全員のご努力で成果を上げることがで
きました。会社全体の更なるステップアップ
への社長の強いご意志のもと、改革は続きま
す。今後ともご支援を続けます。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
・営業力が強化され、2018年度の売上は前年度対比

27%、粗利は50%、それぞれ増加。
・事業計画から営業担当毎の目標を展開し、PDCAを回す

業務管理が定着。
・今年度より、製造グループ会社の掲示板を当社で販売す
ることになり、引き合い～納品の流れを共通化し、より顧
客満足につながる仕事のやり方を構築。

・バックヤード業務を一元化し、営業業務を効率化。

綿密な事業計画と営業力強化で、
売上・粗利の大幅増を達成!



相談のきっかけ
老舗食堂である当店は、手頃な値段とボリューム感が地元
で評価されてきた。近年駅の利用者は地元客からハイキ
ング客へと大幅に変化している。閑散期の落ち込みを減ら
し、売上高、利益率を向上させたい。

強み・特徴
①創業からの手作り、こだわりの味。
②駅前立地で、ハイキング客に人気。
③店主の醸し出すアットホームな雰囲気。

課題整理
①繁閑差が大きい。オフシーズンの集客が少ない。
②手作りのこだわりが伝わっていない。
③メニューが多すぎ、看板メニューがない。

支援事例
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地域の食材を活かした看板メニューの開発！

解決策の提案と実施
・ハイキング客や観光客が訪れたときに、「相模湖」「かどや

食堂」を感じられる看板メニューづくりを提案。→「津久井
在来大豆」を活かした「おまめちゃん定食」

・メニュー、店舗外装やホームページも老舗・こだわりの味
が伝わるように、シンプルな掲示への変更を提案。

・店舗内のレイアウト変更で、１階の収容能力をアップ。

会 社 名 かどや食堂
代表者名 小池　まきえ
事業内容 昭和11年創業。

飲食店、レンタルスペース運営

悩みぬいてできたお豆ちゃん定食ですが、お客さまからの反
応がすごくてびっくりしました。また次のメニューに挑戦した
いです。

加藤CO

店主の優しい人柄と手作りへのこだわりが、
お客さまを惹きつけています。お店の価値を
積極的に伝えていきましょう。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

老舗食堂四代目女将が
「津久井在来大豆」を
使った名物料理を考案！

支援の成果
・津久井在来大豆を多くの方が注文する看板メニューに。

客単価もアップした。
・もう一品の注文がでるようになり、利益率がアップ。
・ホームページを一新したことで、お客さまからの問い合わ

せも大幅に増加した。→新規のお客さまが実感として大
幅に増加した。お土産品、冷凍品も今後予定。



相談のきっかけ
独立して自身の店舗を開くことを目標に寿司店で修業を
重ねてきた。駅近くで希望条件に合う物件を見つけたのを
機に、ここを借りて早期創業できるよう、具体的な対応方
法を教えてほしいと相談があった。

強み・特徴
①寿司職人として高価格帯のメニュー提案ができる高い

技術がある。
②出身地の伊東や下田に良い仕入ルートを保持する。
③自身のファンとなる顧客リストがあり新店へ呼び込みが

可能である。

課題整理
①物件の仮押さえ交渉と契約条件の確認。
②2カ月で希望金額の資金調達が必要。
③商売を軌道に乗せるための具体的な事業計画と、売上

収支計画の策定。

支援事例
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すし職人の創業計画

解決策の提案と実施
・技術、独自仕入ルート、目利きの良さを活かし、カウンター

8席ながら高品質を訴求した店づくりを固めていった。
・日本政策金融公庫の創業融資を短期実行できるよう、計

画書完成を支援し、ターゲット、セールスポイントの明確化
や確実性の高い売上収支計画の策定を実施した。

・物件契約、退職タイミング、SNSを活用した店舗周知方
法など、開業までの段取りと、その後の店舗運営での助言
を実施した。

会 社 名 すしのいずみ
代表者名 杉下　洋平
事業内容 すし専門店

2018年 駅徒歩4分の
立地に新規オープン

前職に勤務しながらの創業準備でしたが、的確なアドバイス
を頂き、順調に融資を得られ希望物件で創業できました。開
業後も忙しい中で店舗経営でのわからないことなどを相談で
き、助かってます。

高橋CO

お一人で全ての業務に対応しながら、丁寧で
誠実な“しごと”で短期間で着実に地域ファン
の心をつかんでおられます。一周年を迎え、
引き続き成長を応援していきます！

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
・強みを活かし、確実性の高い創業計画を策定でき、約２週

間で創業融資を満額受けることができた。
・予定通りに店舗内装工事、開店準備を実行でき、希望通り

のお店を開業できた。
・創業計画通りに店舗経営し、口コミで高い評価を得て、多
くの地域リピーターを獲得することができた。開業後半年
で見込みと比較して1.5倍の売上を達成できた。

創業計画を策定して順調に
寿司店を開業地域の人々に
愛される店舗へと成長‼



相談のきっかけ
主要顧客の大手成形機メーカーからの受注が縮小し、売
上の減少が顕著となる。この取引先1社で当社の売上の
70％を占めているため、将来のリスク回避を考え、新規取
引先の開拓を決意。しかし今まで営業をしてこなかったた
め、どのように進めればよいか悩んでいた。そこで金融機
関を通じて相談に至った。

強み・特徴
①大型から小型まで様々なタイプのスクリュー製造の設

備とノウハウを有していること。
②大手成形機メーカーと長年の取引実績による業界内で

の信頼を得ていること。
③製造現場の調整力・ノウハウによる短納期体制が可能で

あること。

課題整理
①一社依存体質からの脱却（取引先の分散）。
②従来の受け身的体質から攻めの営業型体質への転換。
③顧客ニーズに合わせた差別化提案の仕組の構築。

支援事例
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営業に対するアレルギーを払拭！

解決策の提案と実施
・まず、ターゲットの明確化を実施。議論の結果、多様な成

形機顧客を持つ、成形機の商社・代理店をターゲットとし
た。

・ターゲットのリストアップとTELコールによるアプローチ。
セールストークを考え、TELで社長と工場長によるアポイ
ント取りから訪問営業を実施。

・当社の紹介資料を作り、機械展示会で営業アプローチ。展
示会に出展している成形機メーカー、商社等へ直接営業
活動を実施。

会 社 名 有限会社マルイ製作所
代表者名 伊藤　晃介
事業内容 1958年設立。

成形機部品（スクリュー・シリンダー）の製造

従来から新規顧客獲得の必要性を感じていたものの、「うち
の業界は新規は難しい」という意識が強かった。よろずに後
押しされることで実行に移すことができて、成果につながりま
した。

坪田CO

社長、工場長を中心に、着実に実行する姿勢
が成功のポイントと思います。これからも継
続的な活動を期待しております。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
・最初は不安があったTELコールも、実際やってみるとア
ポイントが取れ、商談ができたことで営業に対するアレル
ギーが払しょくされた。

・開始から2カ月後に商社から最初の受注を獲得。
・展示会営業で中堅メーカーから問い合わせ獲得。現在、定

期的な受注を得る柱になる顧客に成長。
・営業活動する中で、今まで気にしてこなかった顧客の利用

方法や困りごとなど業界事情が分かるようになった。

営業経験ゼロの社長と工場長で
営業開始半年後には有力顧客から
受注開始で、危機を脱出！



相談のきっかけ
50代を新たなターゲットとして、認知度向上と国産畳の良
さを伝えたい。Web検索の重要性が高まっている中、自社
Webサイトのリニューアルについて、補助金申請サポート
で相談した「よろず支援拠点」へ相談した。

強み・特徴
①畳一筋の業歴から生まれた専門性
②国産いぐさをつかった畳表品質のコダワリ
③わかりやすい説明と丁寧な施工をモットーとした接客

課題整理
①住環境が変わる50代をターゲットに新たなアプロー

チ。
②当社の「強み」の整理と「魅力」の発掘。
③魅力を伝えるWebサイトへのリニューアル。

支援事例
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老舗企業、商品の魅力をWebで伝える

解決策の提案と実施
・Webサイト・コンテンツの検討。「畳の豆知識」や「施工の

流れ」のコンテンツで、畳の奥深さや当社の専門性が伝わ
る内容に精査した。

・Webサイト制作会社から提示されたサンプルをもとに、
コンテンツツリーで整理。また、Webサイトのトップペー
ジに配置するキャッチコピーを提案。当店の魅力を一言で
伝える「～素足体感　大木のたたみ～」を提供した。

会 社 名 大木畳店
代表者名 大木　巧一
事業内容 創業50年、小田原市内で畳を製造・施工

する老舗の畳店。事業承継を経て、現在、
直接受注の強化に取り組んでいる。

当店の魅力をわかりやすく伝えることができ、Webサイトを
通じた受注の増加につながったと実感しています。

天満CO

「強み・魅力」を言葉に表現し、新たなターゲッ
トへアプローチ・挑戦する姿勢は、老舗企業
にとって重要です。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
・旧Webサイトでの受注はなかったが、新Webサイトの公

開以降、 Webサイト経由の受注が毎月1件は獲得できる
ようになった。

・50歳代世代からのWebサイト評価として、「畳の知識が
わかりやすく楽しい」「実際に事業主と会って、専門性や人
柄が伝わるホームページ」といった声を頂戴した。

“国産畳 最高!”を広める
畳職人の魅力を言葉に凝縮



相談のきっかけ
事業主の実父が数年前に病気をし、それ以来実母と姉妹2
人で経営を支えてきたが、資金繰りに不慣れなため手持資
金が不足気味である。そこで、今回は資金繰りを円滑化す
るためのアドバイスが欲しいということであった。

強み・特徴
①創業80余年に亘り構築してきた 「地元とのつながり」。
②厳選したそば粉に加えその他食材にもこだわっている。
③実母と姉妹2人とパート（女性）による笑顔の接客。

課題整理
①毎月の製造原価や販売管理費を適切に管理する。
②集客に合せた人員配置で人件費を適切に管理する。
③食材へのこだわりをよりアピールして集客効果を高める。

支援事例
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老舗のこだわりを伝える、お客様が喜ぶ商品提供

解決策の提案と実施
・事業計画を積極的に見直して「新たな借入れ」を行う。
・新たに「エアレジスター」を導入し「接客」を効率化する。
・エアレジスターを積極活用することで「売れ筋商品や時間

別集客状況」を分析しムダのない人員配置を行う。
・店内POPなどを利用して、「厳選したそば粉やこだわりの

食材」などをお客さまにわかり易いようにアピールする。
・当店自慢の「目玉商品」を開発し、収益性を高める。

会 社 名 そば処 竹扇
代表者名 亀山　順子
事業内容 昭和13年創業

地元のお客様に愛される 
「そば処」 を目指す。

経費管理の進め方がよくわかりました。今後はこのアドバイ
スを生かして収益性向上を図りつつ常連客を大切にします。

山﨑CO

昔ながらの常連客をもっと大切にして、落ち
着いたお店の雰囲気を口コミでPRしてもらえ
るような店作りを進めてほしい。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
・材料原価・人件費・その他販管費等の経費目標額を設定し

て原価管理を徹底した。〈目標管理の導入〉
・季節毎「売れ筋商品」を把握し、定期的に商品ラインアッ
プ見直しを行い、お客さまが喜ぶ商品提供を行った。

・これまで不定期になりがちであった「定休日」をキチンと
定め、常連のお客様に迷惑を掛けないようにした。

創業80余年の歴史を生かして
「食材にこだわる老舗そば処」を
再建する。
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周知開発商品の「白メニュー」シリーズ

隠れ家の最高の味を伝える作戦

相談のきっかけ 解決策の提案と実施
隠れているつもりはないが、住宅街にあるため隠れ家フレ
ンチとなっており、平日と週末の繁閑差が大きい。店主は
過去、専門家からのアドバイスを受ける機会があったが、納
得がいかないと中々実行までには至っていなかった。日頃
色々支援してくれている金融機関から勧めがあり、よろず
に相談することとなった。

・新規とリピーターは別物ということを十分に理解頂いた。
（新規来店と味は比例しないという事実）
・新規周知で、低コストでできることからやってみる。

①Facebookは現状実施しているので、アップのついでに
インスタもあげる。

②営業しているかどうかわからないので、照明の設置。
③リアルのクチコミを想定した、ミニチラシ、ミニカード。

・周知にもリピーター対策も兼ねた季節ごとの新メニュー
開発。

会 社 名 シェ・イロ
代表者名 井口　ひろゆき
事業内容 2010年設立。フレンチレストラン

貝吹CO

店主は典型的な職人で、味さえ良ければ自然
とお客さまは増えるというお考えでした。一
度お店を休んだこともあり、近隣に加え商圏
を拡げた周知が必須でしたが、頑固なので、
アクションしてもらうのに熱量を使いました。
ランチは高めの価格設定ですが満足度が高
いので、私もランチの常連です。

支
援
者
の
声

強み・特徴
①元帝国ホテルのシェフで南青山での店舗経営実績もあ

り、腕はピカイチ。
②三浦半島の新鮮素材を利用。
③春の花、ミモザの季節は最高の景色。

課題整理
①平日の集客をアップさせたい。
②SNSの適正利用。
③周知商品の継続開発。

支援の成果
①Facebookとインスタグラム両方アップすることにより、

いいねが増えた。
②近隣の住民の方が初めて知った、と来てくれることが増

えた。
③新規周知アクションの重要性を店主が認識した。

専門家の方からのアドバイスに関しては初め少し懐疑的でし
た。しかしよろずさんは、じっくりと私の想いを聞いてくれた
上で、やりたくないことはやらなくて良い、でもお客さまはこ
う見ていますよ、と色々な角度から生々しいアドバイスをして
くれました。今後もコツコツ集客のアクション頑張ります！

相
談
者
の
声

隠れ家フレンチの平日集客



相談のきっかけ
鴨居鮨は浦賀地区で長く寿司店を営んできたが、人口減
少や地域住人の高齢化が進み、来店客は右肩下がり傾向
にある。今後の集客を如何にしたら良いかと相談があっ
た。

強み・特徴
①魚市場がすぐ近くなので新鮮な魚を仕入れられる。
②周辺に観音崎や横須賀美術館などの観光地があり、県

道沿いに店がある。
③近隣に自衛隊宿舎や防衛大学がある。

課題整理
①地域住民の来店が減少している。
②店舗の宣伝はしていない。店頭の看板のみである。
③店舗は、浦賀駅から離れており新規顧客が来ない。

支援事例
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【ヨコスカイチバンの紹介ページ】

【穴子ランチ】

【しらす・鮪ランチ】

Web集客、はじめの一歩！

解決策の提案と実施
・横須賀商工会議所が運営する店舗紹介サイト（ヨコスカイ

チバン）に鴨居鮨の紹介ページを発信。
・観光客を対象に、地元産のネタで女性やファミリー向けの
ランチメニューを新たに開発、土日のみのランチ営業を
開始。盛り付けやいろどりに工夫した。

・自衛隊関係者にアピールするため、店頭にチラシを貼り自
衛隊割引を実施。

会 社 名 鴨居鮨
代表者名 古澤　三男
事業内容 浦賀で新鮮なネタを提供する寿司屋

ホームページを閲覧した新たなお客さまが来店されるように
なりました。今まで躊躇していましたが、一歩踏み出して良
かったです。

大野CO

私たちの仕事は、相談者の事業発展について
あらゆる可能性を検討し、実行支援すること
です。

相
談
者
の
声

支
援
者
の
声

支援の成果
・電話による店舗への問合せが増えた。
・土日に観光客が車で来店するようになった。
・ランチは盛況な賑わいとなり、今まで来店しなかった若い

女性も増えてきた。

新たな顧客を取り込む！
地元ネタにこだわったランチで
観光客を魅了
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