
新商品を
開発したい

現場改善を
したい

創業したい

補助金を
活用したい

お任せください！

法律の相談を
したい

よろず支援拠点は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

販路を
拡大したい

事業承継を
したい

労務の相談を
したい

新潟県
によろず支援拠点

資金繰り
を改善
したい

ITや
SNSを
活用したい
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メディア効 果を利 用した販 路 拡 大を支 援しました

南魚沼産しいたけを使用した商品のパッケージと販路を支援しました

相談
内容

相談
内容

支援
内容

支援
内容

令和２年に個人事業で開業し、ハンドメイド商
品の製造販売を開始。開業当初は個人顧客向
けにネット販売を行うのみでしたが、新商品「米
ぬか・玄米カイロ」の販売に伴い、新商品の
販売拡大や認知度向上に向けた PR 方法につ
いてご相談いただきました。

昭和２年創業の同社は「幸せは食から」を理
念に掲げる地域に密着したファミリーレストラ
ン。地元の生産者が育てた食材を地域の特産
品として発信しようと、初めて商品開発に取り
組んでいたところ、商工会を通じて、マーケティ
ングに関するご相談をいただきました。

個人向けの多品種・小ロットから法
人向け販売への転換を提案して、販
路拡大を目指しました。「妊活」「温活」
を切り口にして、婦人科のクリニック
やマッサージサロンなどに向けての PR
やモニタリングを支援しました。

南魚沼産の天恵菇（てんけいこ）と
いう希少なプレミアムしいたけを使用
した自社商品「山のあわび」の商品
化にあたり、名称、価格、見せ方、ター
ゲットと考え方などについてアドバイス
を行いました。

クラウドファンディングやメディアリリースを
行った結果、クラウドファンディングは目標
額の400%を達成。地元紙をはじめとした 
メディアリリース効果もあり、販売量拡大と
認知度向上につながりました。

希少なプレミアムしいたけを使用するため、
価値に合った価格設定や地域における情報
発信を支援しました。2020年に販売を開始
すると、同年に開催された「フードメッセ in
にいがた」の６次化大賞でグランプリと特別
協賛企業賞をダブル受賞されました。また、
2022年美味アワードで大賞を受賞しました。

支援のポイント

支援のポイント

「顧客にどのような価値提供ができるのか？」を着眼点として支援しまし
た。体を温める効果や女性特有のお悩みの解決などを切り口に顧客の
共感を高める方向性に留意してアドバイスを行いました。

この商品の美味しさとすばらしさを広めるためには、「ターゲット設定に
おける顧客提供価値をどう引き出して、感じてもらえるか？」を着眼点に
支援しました。提案内容を具体的に丁寧にご説明して、ご納得いただき
ました。地域での情報発信や集客の中核を担う商品としても知名度が
上がってきており、頼もしい限りです。

担当コーディネーター

笹川　一郎

担当コーディネーター

中俣　順弥

米ぬか・玄米カイロ

山のあわび

相談者様

相談者様

令和４年５月作成



電話・FAX・メール
または

ホームページから
申し込み

相談内容の
確認

コーディネーター
との相談・
アドバイス

進捗確認 相談内容の
解決

無料で何度でもご利用いただけます

相談
無料

事前
予約制

お気軽に
ご相談ください！

対応件数5,400件以上！
年間相談

WEB
相談可

相談の流れ20名のコーディネーターが
支援します！
経営課題に合わせ、チーム支援も行っています

お申込み
フォームは

こちら

チーフコーディネーター 中俣　順弥
宣伝や商談、接客などコ
ミュニケーション力を高める
支援ならお任せください。

宣伝力強化支援　商談力向上支援
（元バイヤーからのアドバイス）　
食品衛生管理（HACCP）支援

本間　真弓
「美味しいものつくりたい」
「こんなものつくりたい」
のお手伝いをいたします。

食の新商品開発　地域資源活用　
６次産業化　飲食メニュー構築　

食品加工技術　HACCP　
食品衛生　

現場改善生産性向上

管理栄養士
フードコーディネーター

五十嵐　広明
法 律 のことで 悩んだら、 
どんな相談でもお気軽にお
声がけください！

経営に関する法律問題全般
（契約書／労働問題／クレーム対応　

会社のたたみ方など）

弁護士

石川　翔太
創業、第二創業、後継ぎ
など、新しいことをしたい
方、一緒に挑戦しましょう！

DX　イノベーション
（事業開発／新規事業開発）　

組織開発　
アントレプレナーシップ

南雲　純子
魅力や価値、商品力を高め、
より伝わる情報発信で「売
れる」をサポートします。

販売促進・情報発信・観光飲食業支援
　情報発信（SNS やブログ等を

活用した情報発信）
 商品造成（飲食観光業向） 
　販売促進（販売力向上・

売上 UP 支援）

国内旅行業務取扱管理者
調理師

田中　裕輔
創業や経営改善について
わかりやすくアドバイスいた
します。

創業　経営改善　
資金繰り　施策活用

中小企業診断士

辰喜　太輔

創業、法人設立などのご
相談に分かりやすく、丁寧
に取り組みます。

創業　法人設立　事業承継　
資金繰り　税務・会計

税理士、中小企業診断士
FP（１級ファイナンシャル・

プランニング技能士）

本間　大輔
経営の原理原則を大切に、
企業のより良い明日を作り
ます。

戦略策定　事業計画策定　
IT・ウェブ活用

中小企業診断士

笹川　一郎
ミッションは「未来が開く」
瞬間を創り続けること。 
お気軽にご相談ください。

販売促進　商品企画　
キャッシュフロー経営　
企業理念の策定浸透

上村　　修
「数字」と「時間軸」を
用いて、経営の「見える
化」をご支援します。

資金繰り支援　
経営改善支援全般　

創業相談　補助金相談

中小企業診断士
宅地建物取引士、AFP

白井　　仁
製造業全般の現場で発
生する課題や問題の解
決手法を支援します。

製造業支援（金属機械加工　
機械装置組立　

設備導入　鋳物製造　
コンクリート製品製造　

鉄骨加工製造） 

水質関係二種公害防止管理者
二級管工事施工管理技士

渡邉　重仁
税務のほか、法改正や
補助金活用など経営相
談に幅広く対応します。

税務　財務　
資金繰りに関する相談　

経営改善支援

税理士
中小企業診断士

高井　基行
「ウェブで集客したい」
「ウェブを活用したい」と
思ったらご相談ください！

ウェブマーケティング　ウェブ解析　
ホームページ制作　SNS運用

（一社）ウェブ解析士協会認定
上級ウェブ解析士

和栗　　聖
創業や経営改善など、
ご相談者の目線で対応
いたします。

創業　経営改善　
資金繰り支援　施策活用

中小企業診断士
社会保険労務士 

永田　功二
特定社会保険労務士と
して労務管理のアドバイ
スを行います。

労務管理（社会保険や労働関連の
法律等についての相談）

特定社会保険労務士
キャリアコンサルタント

佐藤　麻記子
チラシなどの販促デザイ
ン、広報宣伝のご相談
はお気軽にどうぞ！

販売促進デザイン　
広報プラン二ング

木村　泰博
課題解決の答えは現場に
あります。三現主義に則っ
た改革案を提供します。

事業の経営革新　
成果が生まれる組織改革　

製造業の現場改善　
賃金・評価制度の導入　

各種補助金申請

経営士

山崎　勝雄

財務から IT まで、経営の改善
を総合的にご支援いたします。

事業再生　IT 導入支援　
生産改善　組織改革

中小企業診断士
情報処理システム監査技術者

Associate Business Continuity 
Professional (ABCP)

鈴木　俊雄
IT 活用による生産性向上
と補助金のご相談はお任
せください。

IT 活用　補助金　
事業承継・引継ぎ

中小企業診断士

伊藤　一哉
抱えている問題・課題・
不安を解決し、新しい一
歩をサポートします。

資金繰り対策　経営改善　
事業再生　事業承継　

廃業支援　金融機関対策

認定事業再生士

課題解決
チームを編成
あなたの経営課題に合わせた
専門家チームで課題解決ヘ
全力投球します。
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02
課題に応じた
ワンストップサービスを
提供
皆様のどんなご相談でも
ワンストップで解決します。

Point 

03
総合的・先進的な
経営アドバイスを提供
様々な分野の専門家がいる
からこそ、色々な角度から
一歩踏み込んだアドバイスをします。

Point 

01


