
経営支援のエキスパート
中小企業診断士

〜私達が県内企業の経営を支援いたします〜

中小企業診断士が支援する変化への挑戦
〜コロナ後を見据えて〜

リアル開催：2022年2月2日〜4日 @パシフィコ横浜

オンライン開催：2022年2月2日〜10日

https://www.tech-yokohama.jp/

無料経営相談・ミニセミナー(動画)は

当協会のテクヨコ特設Webサイトを

ぜひご覧ください

https://sindan-k.com/support/tech-yoko/

一般社団法人神奈川県中小企業診断協会

一般社団法人神奈川中小企業診断士会

電話 ：045－228－7870
Email ： info＠sindan-k.comhttps://sindan-k.com/

電話 ：045－264－9900
Email ： info＠k-shindanshi.comhttps://k-shindanshi.com/

■経営ミニセミナー・無料経営相談会

■出展者セミナー テクヨコ公式サイトにてオンライン開催

「中小企業が導入すべきDXプラットフォームとは」

講師：山本 邦雄（中小企業診断士）

DXプラットフォーム導入は、大企業でなければ無理と思って
いませんか？中小企業がDXを導入し、人材育成や生産効率向上
などに効果を上げるための処方箋があります！実際の事例を踏
まえてご説明致します

販路拡大

新たな販路開拓で
売上拡大を図るには
どうすればよいのか

新しい働き方

従業員の働き方改革に
向けて、いつからどのよ
うに取組めばよいか

新商品開発

自社の競争力を
高めるための
施策は何なのか

補助金・資金調達

販路拡大、新規事業に向けた
手元資金確保の為に、活用で
きる補助金・資金調達は何か

デジタル化

ITを活用した競争優位性
の高い新たなサービスや
ビジネスモデルとは

参加無料 予約不要
オンライン動画もあり

参加無料 リアル会場は予約不要
オンライン相談はWeb予約

見開きのセミナーリストでは、テーマの先頭に下記の分類で

色分けした●印を示しています



■経営ミニセミナー

セミナー担当講師にもっと話を聞きたい方、相談したい方は終了後お声がけください

■オンラインミニセミナー Webでご覧いただけます！

テーマの分類：●－新商品開発 ●－販路拡大 ●－デジタル化 ●－補助金・資金調達 ●－新しい働き方

開催時間 セミナーテーマ・概要 担当講師

10:30〜

10:50

11:05〜

11:25

●お金の流れがわかる！キャッシュフロー講座

　経営者にとって分かり難いけれど重要なお金の話を簡単に説明します

　セミナーを聞けばお金についてのもやもやが無くなり、経営判断が簡単になります

清水 一郎

11:40〜

12:00

●2022年に活用できる補助金を教えます

　2022年に補助金を申請したいという方に、活用できそうな補助金について、概要をお教えします
中井 一

12:15〜

12:35

●ここから始まる補助金・準備の勘所

　補助金を申請したいけど、どこから始めればという疑問に答えます

　これまでの経験に基づきスムーズな申請方法をご案内します。補助金に興味がある方は是非ご参加下さい

金谷 浩司

12:50〜

13:10

●高付加価値製品のススメ

　売上は製品単価×数量で表せますが、数量をあげるより現実的な、製品単価を上げることで売上を延ばすコツをわかりやすく解説します
林原 敏夫

13:25〜

13:45

　知って役立つ支援機関のご紹介
　県内の支援機関が適材適所で連携し、皆様の経営を全力で支援しています

　各支援機関のご案内とご相談のポイントをお伝えします

当協会理事／

支援機関

14:00〜

14:20

●神奈川県信用保証協会の経営支援事業について
　当協会をご利用する多くの中小企業から、ご好評を頂いている経営支援メニューについて、事例を交えながらご紹介を致します

神奈川県

信用保証協会

14:35〜

14:55

●DX活用による地域の活性化
　中小企業の業態によるDXの活用事例についてご説明いたします

山本 邦雄

15:10〜

15:30

●中小製造業企業における製品開発の進め方

　製品開発で苦労されている中小製造業企業の皆様に、開発のフローチャートを示し、製品開発成功の確率を向上させます
伊藤 裕之

15:45〜

16:05

●コロナ渦で激変した企業の働き方を捉えた新たな営業方法

　コロナ禍で激変した働き方を捉えた営業活動の戦略転換を解説します

　効果的なコミュニケーションを軸に､必要な経営資源を組込む営業活動計画のつくり方を提案します

堀内 仁

2/2

(水)

『オールかながわ』の取り組みについてご紹介
　私たちは、多様なバックグラウンドの診断士で構成する専門家集団として、地域社会の産業振興に貢献

　公益に資する活動やサービスメニューをご案内します

開催時間 セミナーテーマ・概要 担当講師

10:30〜

10:50

11:05〜

11:25

●まだ間に合う事業再構築補助金

　今年の目玉である事業再構築補助金。どんな事業計画を考えれば良いか、疑問に思う方の悩みを解消します

　新たな事業を考えている方是非ご参加ください

金谷 浩司

11:40〜

12:00

●中小製造業企業における製品開発の進め方

　製品開発で苦労されている中小製造業企業の皆様に、開発のフローチャートを示し、製品開発成功の確率を向上させます
伊藤 裕之

12:15〜

12:35

●お金の流れがわかる！キャッシュフロー講座

　経営者にとって分かり難いけれど重要なお金の話を簡単に説明します

　セミナーを聞けばお金についてのもやもやが無くなり、経営判断が簡単になります

清水 一郎

12:50〜

13:10

●電子インボイス対応に向けた業務デジタル化対策

　2023年10月の適格請求書等保存方式に向けて、デジタル化の考え方と具体的な対策を解説します
野村 篤志

13:25〜

13:45

●補助金などにおける新規事業計画の策定

　事業再構築などで必要となる新規事業の事業計画について、

　どのような観点から、何を記載し、わかりやすいストーリーをどう作るかについてお伝えします

柴田 一喜

14:00〜

14:20

●横浜市信用保証協会の経営支援事業について
　利用者の多くから高い評価をいただいている経営支援メニューをご紹介します

　お客さまの「明日」を身近でサポートするのが、横浜市信用保証協会です

横浜市

信用保証協会

14:35〜

14:55

●高付加価値製品のススメ

　売上は製品単価×数量で表せますが、数量をあげるより現実的な、製品単価を上げることで売上を延ばすコツをわかりやすく解説します
林原 敏夫

15:10〜

15:30

●生産性の向上を叶える健康経営マネジメントシステム導入のすすめ

　元気がテーマ、健康が第一、生き活きとした毎日を送るワークライフを叶える組織運営のあり方を紹介します

　健康経営マネジメントモデルをご提示します

堀内 仁

15:45〜

16:05

2/3

(木)

『オールかながわ』の取り組みについてご紹介
　私たちは、多様なバックグラウンドの診断士で構成する専門家集団として、地域社会の産業振興に貢献

　公益に資する活動やサービスメニューをご案内します

『オールかながわ』の取り組みについてご紹介
　私たちは、多様なバックグラウンドの診断士で構成する専門家集団として、地域社会の産業振興に貢献

　各法人／団体向けの経営支援サービスをご案内します

開催時間 セミナーテーマ・概要 担当講師

10:30〜

10:50

●ホームページを優秀な営業にする７つのポイント

　『ホームページはあるけど成果に結びつかない』多くの中小企業がこうした悩みをお抱えです

　本セミナーでは、ホームページを一人前の営業として働かせる方法を紹介します

小川 直樹

11:05〜

11:25

●電子インボイス対応に向けた業務デジタル化対策

　2023年10月の適格請求書等保存方式に向けて、デジタル化の考え方と具体的な対策を解説します
野村 篤志

11:40〜

12:00

●2022年に活用できる補助金を教えます

　2022年に補助金を申請したいという方に、活用できそうな補助金について、概要をお教えします
中井 一

12:15〜

12:35

●無料で！自分で！20分でできるホームページ作成術

　Webを活用した集客や販促を行いたいけれど、時間も資金もノウハウもない…

　そんな事業者様向けに、無料＆自力で簡単にできる販促ツールの作成術をご紹介します

田中 将統

12:50〜

13:10

●社会的課題解決に応えるコミュニテイビジネスのすすめ

　社会的課題を機会と捉え、地域資源を強みとして活用するコミュニテイビジネスモデルの取組み方を紹介します

　持続可能なＳＤＧｓ時代のビジネスモデルです

堀内 仁

13:25〜

13:45

　知って役立つ支援機関のご紹介
　県内の支援機関が適材適所で連携し、皆様の経営を全力で支援しています

　各支援機関のご案内とご相談のポイントをお伝えします

当協会理事／

支援機関

14:00〜

14:20

●川崎市信用保証協会の経営支援事業について
　中小企業の様々なニーズに対応するための、当協会の経営支援メニューについてご紹介致します

川崎市

信用保証協会

14:35〜

14:55

●ホームページを優秀な営業にする７つのポイント

　『ホームページはあるけど成果に結びつかない』多くの中小企業がこうした悩みをお抱えです

  本セミナーでは、ホームページを一人前の営業として働かせる方法を紹介します

小川 直樹

15:10〜

15:30

2/4

(金)

『オールかながわ』の取り組みについてご紹介
　私たちは、多様なバックグラウンドの診断士で構成する専門家集団として、地域社会の産業振興に貢献

　各法人／団体向けの経営支援サービスをご案内します

セミナーテーマ・概要 担当講師

●中小製造業企業における製品開発の進め方

　製品開発で苦労されている中小製造業企業の皆様に、開発のフローチャートを示し、製品開発成功の確率を向上させます
伊藤 裕之

●新製品の実現方法

　新製品の開発において商品企画やマーケティング調査を踏まえて、製品を短期間に実現化する３つのコツを紹介します
林原 敏夫

●製品の製造期間短縮のコツ

　製品の製造において、製造期間が製造計画より長引く原因と短期間に製造するための計画立案のコツをわかりやすく解説します
林原 敏夫

●既存の商品を生まれ変わらせるためのアイデア発想方法

　ブレインストーミングを生んだオズボーン氏が考案したアイデア抽出のためのチェックリスト

　当ツールを活用して既存の商品を生まれ変わらせるためのヒントをご紹介します

大島 英一

●製造業における品質を考える

　電機メーカーや自動車メーカーの品質不正問題は、毎年のように起こっています

　本セミナーでは、製造業の運命を決める「品質」の意味を考えていきます

三橋 利彦

●今こそ対面機会確保し、マーケットインでヒット商品を

　外出機会が減り、生活様式が変化するも、追い難くなった

　このハードルを乗り越え、うつ病等の健康２次被害を回避し、ニーズ変化を的確に掴み、ヒット商品提供を！

山田 潤

●購買・調達担当者が求める企業ホームページとは？

　非対面営業の重要度が高まる中、サプライヤーにとってWebサイトでのアピールが極めて重要です

　購買・調達担当者が求めるのはどのようなホームページか解説いたします

三枝 道雄

●社会的課題解決に応えるコミュニテイビジネスの取組み

　社会的課題を機会と捉え、地域資源を強みとして活用するコミュニテイビジネスモデルの取組み方を紹介します

　持続可能なＳＤＧｓ時代のビジネスモデルです

堀内 仁

●ホームページを優秀な営業にする７つのポイント（前編、後編）

　『ホームページはあるけど成果に結びつかない』多くの中小企業がこうした悩みをお抱えです

　本セミナーでは、ホームページを一人前の営業として働かせる方法を紹介します

小川 直樹

●2022年に活用できる補助金を教えます

　2022年に補助金を申請したいという方に、活用できそうな補助金について、概要をお教えします
中井 一

●コロナ渦で激変した企業の働き方を捉えた新たな営業方法

　コロナ禍で激変した働き方を捉えた営業活動の戦略転換を解説します

　効果的なコミュニケーションを軸に､必要な経営資源を組込む営業活動計画のつくり方を提案します

堀内 仁

●生産性の向上を叶える健康経営マネジメントシステム導入のすすめ

　元気がテーマ、健康が第一、生き活きとした毎日を送るワークライフを叶える組織運営のあり方を紹介します

　健康経営マネジメントモデルをご提示します

堀内 仁

出展ブースにて熱く語ります！


