
№ 専門 氏　　　名 所　　　　属　　　　等 職名

1 経営（商業） 青沼　泰彦 アオヌマ経営情報研究所 所長

2 経営（商業） 大志田　典明 ブレイントラスト＆カンパニー（株） 代表取締役社長

3 経営（商業） 植松　正人 合同会社植松診断士事務所 代表社員

4 経営（商業） 大場　宣英 大場コンサルティングオフィス 代表

5 経営（商業） 加藤　忠宏 （有）アイ・リンク・コンサルタント 代表取締役

6 経営（商業） 加藤　保世明 ピービーエス コンサルティング（有） 代表取締役

7 経営（商業） 黒田　敬子 （有）キャリアコム 代表取締役

8 経営（商業） 佐藤　賢一 （株）アイティ経営コンサルティング 代表取締役 社長

9 経営（商業） 庄司　和弘 ホライズンコンサルティンググループ（株） 代表取締役

10 経営（商業） 竹川　敏雄 タケカワ経営コンサルタント事務所 中小企業診断士

11 経営（商業） 手戸　和喜 アレグリア（有） 代表取締役

12 経営（商業） 広岡　勝時 (株）フォーイーメイキング 代表取締役

13 経営（商業） 松浦　忠雄 (株)エム・シー・オー 代表取締役

14 経営（商業） 渡辺　進也 (有)まる進 代表取締役

15 経営（商業） 鈴木  たすく 合同会社タスクマネジメント 代表社員

16 経営（商業） 南條  晃一 株式会社　ＳＲＤアソシエイツ 代表取締役

17 経営（商業） 岩佐  克之 アドバンス　アシスト　ワークス 代表

18 経営（商業） 五十嵐 光彦 タグライン 代表

19 経営（商業） 渡邉 明代 オフィスＰＯＯ 代表

20 経営（商業） 沼澤　裕 株式会社コストＳＰ総研 代表取締役

21 経営（商業） 愛山　拓 愛山拓経営士事務所 代表

22 経営（商業） 髙橋　香代子 オフィスかよこ 代表

23 経営（商業） 里舘　智大 エステルプランナー 代表

24 経営（商業） 細梅　和彦 リアルマネジメント(株) 代表取締役

25 経営（商業） 三浦　宗昭 経営デザインえむよん コーディネーター

26 経営（商業） 鯨井　文太郎 ジャパンマネジメントカウンシル(株) 代表取締役社長

27 経営（商業） 阿部　竜也 ABE経営コンサルティングオフィス 代表

28 経営（建設） 齋　乾二郎 （株）萼コンサルティング 代表取締役

令和4年度　エキスパート登録者名簿



№ 専門 氏　　　名 所　　　　属　　　　等 職名

29 経営（建設） 佐藤　正樹 （株）Ｍａｓａｋｉ設計事務所 代表取締役社長

30 経営（建設） 大竹　雅之 （株）都市リサーチ設計 代表取締役

31 経営（建設） 福島　和洋 行政書士福島和洋法務事務所 事業主

32 経営（建設） 伊藤　朗 (株)ABCオフィス 代表取締役

33 経営（建設） 栗栖　隆 合同会社リーガルプライマリケア 行政書士

34 経営（製造） 青木　康夫 青木経営コンサルティング事務所 代表

35 経営（製造） 笠原　勉 （株）マネジメント工房 代表取締役

36 経営（製造） 佐々木　和雄 佐々木経営アドバイザー事務所 代表

37 経営（製造） 田中　宏司 ダイナミック ビジネス ブレイン(株) 代表取締役

38 経営（製造） 吉田　尚 株式会社　ＩＳＯブレイン 代表取締役

39 経営（製造） 長野  和夫 長野経営・情報研究所 代表

40 経営（製造） 安孫子 敬一 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ 代表取締役

41 経営（製造） 工藤　弘之 中小企業診断士

42 経営（製造） 野口　修 みやぎの経営診断事務所 代表兼中小企業診断士

43 経営（製造） 小山　敬規 小山敬規中小企業診断士事務所 代表

44 経営（製造） 鈴木　正敏 オフィスSUZU 代表

45 経営（製造） 佐藤　徹 YIS経営支援パートナー 経営支援コーディネート

46 経営（情報） 高木　順 (株)クロスルートコンサルティング 代表取締役

47 経営（情報） 細野　哲平 翠星企画(株) 代表取締役

48 経営（情報） 後藤　毅 合同会社ミア・カーサ経営支援室 代表社員

49 経営（情報） 村山　英嗣 アトランティック 代表

50 経営（情報） 後藤　武志 GIUコンサルティング　オフィス 代表

51 経営（情報） 小松澤　美喜夫 (有)情報技術総合研究所（情報総研-DAISL） 代表取締役

52 経営（情報） 丹野　恭伸 レイリンク(株) 代表取締役

53 経営（情報） 佐藤　創 合同会社クリエイティブファースト 代表社員

54 経営（情報） 遠藤　志郎 合同会社オフィスウイル 代表

55 経営（情報） 高橋　史仁 ＳＥＭ-ＩＴ（セミット） ＩＴコンサルタント

56 経営（環境） 伊藤　秀則 伊藤経営コンサルティング事務所 代表
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57 経営（環境） 早川　俊郎 東北緑化環境保全（株）　 営業開発部ＩＳＯ担当部長

58 金融 菅原　繁雄 （有）ケイエイ・サポートオフィス 代表

59 金融 鳥海　卯 （株）日創パートナーズ 代表取締役

60 金融 八木　寛彰 八木経営士事務所 代表

61 金融 加藤　真二 加藤コンサルティング・オフィス 代表

62 金融 山田　良子 中小企業診断士

63 金融 菅野　史朗 菅野経営コンサルタント事務所 代表

64 金融 小野寺　哲 小野寺中小企業診断士事務所 代表

65 金融 庄司　芳昭 庄司経営コンサルタント事務所 所長

66 税務会計 小窪　史朗 小窪史朗税理士事務所 税理士

67 税務会計 菅原　幸夫 市村恵理子税理士事務所 税理士

68 税務会計 手島　貴弘 手島会計事務所 代表

69 税務会計 工藤　俊悦 工藤俊悦税理士行政書士事務所 代表

70 税務会計 梅津　敏弘 梅津敏弘税理士事務所 税理士

71 税務会計 畠山　和敏 fifthbridge 代表

72 税務会計 洞口　潤 ㈱トミキコンサルティング 代表取締役

73 税務会計 尾形　寛 尾形寛税理士事務所 税理士

74 税務会計 佐藤　一彦 税理士法人ＴＯＭＵ 税理士、行政書士

75 労務管理 阿部　眞二 阿部眞二社会保険労務士事務所 代表

76 労務管理 荒川　哲哉 社会保険労務士荒川事務所 代表

77 労務管理 伊東　達也 社会保険労務士　伊東事務所 所長

78 労務管理 菊地　登康 ＷＡＫ社会保険労務士事務所 所長

79 労務管理 近藤　弘 大河原労務管理センタ－ 所長

80 労務管理 高橋　昭嘉 高橋昭嘉社会保険労務士事務所 所長

81 労務管理 吉田　尚弘 吉田労務管理事務所 所長

82 労務管理 佐藤  崇 仙台中央社会保険労務士事務所 代表

83 労務管理 土田　勝也 土田社会保険労務士事務所 所長

84 労務管理 今野　一郎 杜の都社会保険労務士事務所 代表
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85 労務管理 横尾　徳仁 よこお経営労務管理事務所 代表

86 労務管理 伊藤　薫 伊藤薫社会保険労務士・行政書士事務所 代表

87 労務管理 豊嶋　正孝 社会保険労務士法人　豊嶋事務所 代表社員

88 労務管理 橋本　利男 パートナーズ橋本社会保険労務士事務所 代表

89 労務管理 月田　美和 月田美和社会保険労務士事務所 代表

90 労務管理 泉　俊彦 社会保険労務士法人　泉経営人事 代表社員

91 労務管理 大江　広満 社会保険労務士法人　めぐみ事務所 代表

92 労務管理 田山　勉 たやま社労士事務所 特定社会保険労務士

93 労務管理 若生　英俊 有限会社イズミ会計　若生社労士行政書士事務所 代表取締役

94 労務管理 大根田　和政 社労士事務所　プラザ・ワン・エーディー

95 労務管理 安藤　豊 社会保険労務士安藤豊事務所 代表

96 労務管理 原　多喜子 社会保険労務士多喜子事務所 社会保険労務士、キャリアコンサルタント

97 社員教育 杉浦　永子 第一印象研究所 代表

98 社員教育 早坂　宏美 カラーコーディネーター

99 社員教育 きむら　明湖 Ａki店舗研究所 代表

100 社員教育 望月　孝 （株）プロジェクト地域活性 代表取締役社長

101 社員教育 佐々木 満枝 コンサルティングα. 代表

102 社員教育 倉島 史明 令和グロースバリュー(株) 代表取締役

103 社員教育 倉島 由美 令和グロースバリュー(株) 副社長

104 社員教育 若山　博美 Heartyりぃ～す仙台 代表

105 社員教育 林　秀樹 (株)エンパワーマネジメント 代表取締役

106 社員教育 村上　伸子 (株)S&M企画プランニング 代表取締役・首席研究員

107 工業技術 安藤　政之 (資)安藤技術士事務所 代表

108 店舗設計 進藤　靜雄 靜（せい）設計事務所 所長

109 店舗設計 中村　通 中村デザイン事務所 所長

110 商品開発 相沢　優 ＡＩプランニング 代表

111 商品開発 及川　健 青葉城 本丸会館 総調理長

112 商品開発 落合　順子 （有）シー・ポイント 取締役
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113 商品開発 西澤　直行

114 商品開発 田中　徳子 株式会社ワンダーマート 代表取締役

115 商品開発 鈴木　栄治 株式会社システムプランニング 代表取締役

116 商品開発 高橋　直也 高橋経営士事務所 代表

117 商品開発 佐藤　兼司 ケーティーデリス 代表

118 商品開発 高橋　幸輝 (株)たかはし　ゆきむら 代表取締役

119 商品開発 高野　寿郎 (株)大槻総合研究所 部長

120 商品開発 遠藤　光好 Ⅿ‘ｓ コンサルタント

121 製造技術 佐藤　裕孝

122 デザイン 紺野　あけみ ＰＯＰプロデュースＫ 代表

123 デザイン 加藤　厚 有限責任事業組合キャラメルマジン 代表

124 デザイン 榎本　幸弘 榎本デザイン事務所 代表

125 デザイン 武内　三樹子 (株)three　tree　create 代表取締役

126 デザイン 高田　次朗 (株)メキメキ 取締役

127 デザイン 早坂　正年 ブルーファーム(株) 代表取締役

128 デザイン 高橋　雄一郎 ブルーファーム(株)

129 ラッピング 佐藤　淳子 ＰＯＰセンター福島 チーフデザイナー

130 ラッピング 佐藤　美枝 アールズアフェア 代表

131 包装・POP 長岡　美穂子 (株)まちおもい 取締役

132 都市建築 佐藤　鍈二 佐藤企画コンサル事務所 代表

133 都市建築 南部　繁樹 （株）都市構造研究センター 代表取締役

134 都市建築 佐藤　勝幸 (株)RCマネージ 代表取締役

135 情報システム 男澤　亨 株式会社あるく 代表取締役社長

136 情報システム 小野　桂二 （株）アイ・ティ・シー・キューブ 代表取締役

137 情報システム 佐々木　久夫 （有）ネットシナジー 代表

138 情報システム 志水　麻木 ＰＡＲＯＬＡ 代表

139 情報システム 晋山　孝善 ジェットインターネット（株） 代表取締役

140 情報システム 杉山　友美 有限会社オフィスオーエー 次長



№ 専門 氏　　　名 所　　　　属　　　　等 職名

141 情報システム 清野　浩司 清野経営事務所 代表

142 情報システム 千葉　大貴 （有）マイティー千葉重 代表取締役

143 情報システム 藤川　智雄 （有）アシスタンツ 代表

144 情報システム 門間　裕治 （株）アクティブワークス 代表取締役

145 情報システム 西川 雅樹 経営コンサル タント

146 その他 山並　修 行政書士山並修事務所 代表（行政書士）

147 その他 川村　洋一 ＰＯＰセンター福島 代表

148 その他 小林　好美 小林行政書士事務所 所長

149 その他 鈴木　得央 鈴木得央司法書士事務所 代表

150 その他 勝田 　亮 アネスティ法律事務所 弁護士

151 その他 菅原 達也 追手門学院大学 地域創造学部教授

152 その他 菊地　眞人 きくち行政書士事務所 代表

153 その他 高貝　浩也 採用定着改善コンサルティングハックル 代表

154 その他 千葉　茂隆

155 その他 木下　清午 花咲み法律事務所 弁護士

156 その他 吾妻　純子 行政書士吾妻純子事務所 行政書士

157 その他 白鳥　剛臣 しらとり法律事務所 弁護士

158 その他（海外ビジネス） 鈴木　堅仁

159 その他（法務） 木坂　尚文 ソレイユ総合法律事務所 代表弁護士


