
（令和３年４月３０日認定分）

名称 店舗名等 種別 都道府県 市区町村 番地 電話番号 取り扱うことができる相談内容

鳥取
（１）

サンテラス税理士法人 サンテラス税理士法人 税理士法人 鳥取県 倉吉市 福庭町2丁目100番地 0858-48-1110
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、マッチング、人事・労
務、金融・財務

池田 安弘 いけだ経営デザイン研究所 中小企業診断士 島根県 松江市 西川津町428 0852-78-2585
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、生産管理・品質管
理、販路開拓・マーケティング、人材育成、海外展開等、ＢＣＰ作成支援、金融・財務、自社事業の
フランチャイズ化、チェーン化

渡部 剛史 ミライズム合同会社 中小企業診断士 島根県 出雲市 白枝町736-2 0853-77-1027
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、販路開拓・マーケ
ティング、金融・財務

小泉 守 SSSパートナーズ 中小企業診断士 岡山県 倉敷市 西阿知町新田435ｰ7 086-441-4173
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、情報化戦略、販路開
拓・マーケティング、人材育成、人事・労務、ＢＣＰ作成支援、金融・財務、ＤＸ推進支援

吉田 正人 おかやま経営支援研究所 中小企業診断士 岡山県 岡山市中区 浜604-3 090-8606-2258
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、生産管理・品質管理、販路
開拓・マーケティング、人材育成、人事・労務、物流戦略

税理士法人ＬＥＧＡＲＥ 税理士法人ＬＥＧＡＲＥ 税理士法人 岡山県 岡山市北区 清心町16番38号 086-253-1631 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、金融・財務

野田 尚紀 野田公認会計士事務所 公認会計士 岡山県 岡山市北区 伊福町1丁目17番3号 多賀ビル 086-250-7107 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、情報化戦略

平田 精宏 平田精宏税理士事務所 税理士 岡山県 笠岡市 笠岡2693 086-563-9277 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生

山本 晋 山本晋税理士事務所 税理士 岡山県 倉敷市 西中新田632-1 きくやビル2F 086-486-4240 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生

岡田 卓也 プロフィッタブル コンサルタント 広島県 福山市 加茂町北山374-8 090-8711-5333 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、販路開拓・マーケティング

株式会社喜創産業 株式会社喜創産業 民間コンサルティング会社 広島県 三原市 和田1丁目6番37号 0848-67-4273
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、販路開拓・マーケ
ティング、マッチング、金融・財務

洗川 孝典 洗川孝典税理士事務所 税理士 広島県 広島市佐伯区 隅の浜1-2-31 090-2869-7851 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、金融・財務

川本 徳久 川本徳久税理士事務所 税理士 広島県 福山市 新市町大字戸手2321番地6 084-751-2539 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善

川西 勇 川西勇税理士事務所 税理士 広島県 広島市佐伯区 五日市中央4-16-1-205 082-924-6330 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生

島根
（２）

岡山
（６）

広島
（１６）



名称 店舗名等 種別 都道府県 市区町村 番地 電話番号 取り扱うことができる相談内容

キヨプロ税理士法人 キヨプロ税理士法人 税理士法人 広島県 広島市安佐南区 緑井5丁目24番24号 082-877-1426 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ

兼藤 雅紀 兼藤雅紀税理士事務所 税理士 広島県 東広島市 西条町寺家5769-1 アンビエンテⅡ102号 090-5691-4789 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善

藤川 晴基 藤川晴基税理士事務所 税理士 広島県 広島市中区 榎町5番14号 榎町ビル2F 082-292-5315
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、人事・労務、金融・財
務

特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま 特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま ＮＰＯ法人 広島県 広島市西区 横川新町8番25号 広島県鋳物会館ビル内 050-1160-6893 事業計画作成支援、経営改善、生産管理・品質管理、マッチング、人材育成

山之内 暁子 山之内公認会計士事務所 公認会計士 広島県 広島市中区 広瀬北町3番11号 ソアラビジネスポート 080-4550-2817 創業等支援、事業計画作成支援、事業再生

塩田 睦大 塩田睦大行政書士事務所 中小企業診断士 広島県 広島市中区 上幟町11番3-301号 082-577-9556
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、ＢＣＰ作成支援、金融・財務、ビ
ジネスモデル転換、事業再構築等

合同会社ＲＹＤＥＥＮ 合同会社ＲＹＤＥＥＮ 民間コンサルティング会社 広島県 広島市中区 橋本町7番14号 橋本町ＢＬＤ8階 082-555-8851
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、情報化戦略、人材育
成、人事・労務、海外展開等、金融・財務

川上 正人 - 中小企業診断士 広島県 東広島市 入野中山台3-5-11 082-437-1037 販路開拓・マーケティング

兼重 鉄也 かねしげ会計事務所 税理士 広島県 安芸郡府中町 茂陰2丁目2番14号 082-236-7419
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業再生、マッチング、人材育
成、人事・労務、金融・財務

石井 睦子 石井睦子税理士事務所 税理士 広島県 広島市中区 本川町2丁目6-11 第7ウエノヤビル7階3号室 082-231-4955 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、金融・財務

谷 孝洋 税理士谷孝洋事務所 税理士 広島県 広島市中区 小網町7番13-302号 082-557-2299 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、Ｍ＆Ａ

佐伯 昌之 マサエンジニアリング 中小企業診断士 山口県 山口市 楠木町2番41-502号 090-8602-2128 創業等支援、事業計画作成支援、生産管理・品質管理、販路開拓・マーケティング

坂井 孝義 坂井孝義税理士事務所 税理士 山口県 下関市 新椋野1-1-8 083-250-9311 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、金融・財務

株式会社ＲＡＩＺＩＮ 株式会社ＲＡＩＺＩＮ 民間コンサルティング会社 山口県 山口市 名田島3935番地 050-7110-6450
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業再生、生産管理・品質管理、情報化戦略、販
路開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、ＢＣＰ作成支援、物流戦略、金融・財
務

小田 正幸 公認会計士小田正幸事務所 公認会計士 山口県 周南市 代々木通2丁目22番地 083-421-5121 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、ＢＣＰ作成支援、金融・財務

山口
（４）

広島
（１６）


