BIPのメンバー紹介
▶上場企業・大企業のイノベーションを支援するテーマ

▶金融機関・国自治体と連携した 地域中核企業・ビッグベンチャー経営者向けテーマ

事業リーダー・経営人材育成、ビジネスモデル変革、新規事業創出、営業力強化
アジアグローバリゼーション、AI・IoT活用、マインドイノベーション、働き方改革
佐々木 昭美

取締役会長
総合研究所所長

専門分野｜経営改善、ビジネスモデル、IPO
M&A、人事戦略、社外取締役
東北大学卒業。コープさっぽろで人事・教育・TQC・
広告・商品開発各Mgr、大型店店長歴任。ネットワン
システムズ取締役管理本部長、サービスプロバイダー
本部長、子会社社長歴任。2007年BIP設立。以降数
社の非常勤取締役歴任。組織学会。ベンチャー学会。

高木 仁

取締役
総合研究所 BM・BP研究開発部会長

専門分野｜ビジネスモデル、IT企業コンサル
フランチャイズ本部構築支援

小笠原 隆夫

代表取締役社長 総合研究所
ﾏｲﾝﾄﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究開発部会長

専門分野｜人事制度構築、組織活性化支援
人事評価制度構築・運用支援

事業計画、資金調達、事業成長・事業承継のためのM&A、IPO、人材開発、
オープンイノベーション、コーポレートベンチャリング（大企業と中堅企業・ベンチャー企業の連携）
手塚 里美

代表取締役副社長 企画連携部長
コーポレートキャピタル事業部長

専門分野｜メディアプロデュース、リサーチ
マーケティング、M&A、企業連携

東洋大学経営学部卒業。ソフトウェア開発会社でSE
リーダー、人事労務関連職を経験。人事制度構築・運
用、教育企画運営、社内規程策定、労働法関連対応、
人事労務関連業務全般、部門管理者経験を活かした支
援を行う。日本経営士会経営士。

東京工科大学メディア学部卒業。WEBコンテンツ開
発会社でプランナーを経験。大手メーカービル管理部
門でマンション入居者向けWEBサービス管理経験。
BIPではマーケティング、メディアプロデュース、リ
サーチ、M&A支援、企業間連携コーディネート担当。

伊藤 由紀

尾﨑 充

総合研究所副所長

専門分野｜経営IT戦略、新規事業企画、
地域創生プロデュース

コンサルタント
公認会計士 税理士

専門分野｜会計・税務、株式公開支援
事業承継、M&A

大塚 直義

取締役 コンサルティング事業部長
事業承継・M＆A部会長

工藤 三四郎

専門分野｜事業承継、M&A、資金計画
事業計画、海外事業

理事 東北事業所所長
コンサルタント

専門分野｜管理会計、バランススコアカード

佐藤 喜多夫

理事
東北事業所 地方創生推進室室長

専門分野｜人材コンサルティング、地方創成
環境経営・再生エネルギーコンサル

東京大学 経済学部卒業。MBA。東芝で経営企画と事
業構造改革（海外事業、新規事業開発、M&A）を経
験。その後、大手IT企業等で経営幹部として経営に携
わる。独立後は、豊富な企業実務経験を活かして戦略
的経営の支援を行っている。

東北学院大学経営学修士。ソニーにて事業計画、事業
管理、経営企画、JV設立業務等を経験。東北大学情
報科学研究科産学官連携アジア人財資金構想プロジェ
クトコーディネーター、仙台青葉学院短期大学教授を
経て、東北を拠点とした地域企業支援の活動を行う。

宮城県白石工業高校電気科卒業。富士通半導体工場・
ソニー半導体工場のインフラマネジメント。みやぎ工
業会・みやぎ産業振興機構・中小企業基盤整備機構
コーディネーターを歴任し、企業支援に精通。

倉澤 瑤子

西川 雅樹

今野 裕行 未来産業コーディネーター

コンサルタント 税理士

専門分野｜税務・会計、企業再編、相続
事業承継、M&A

総合研究所東北 コンサルタント

専門分野｜経営戦略・事業戦略立案と実行支援
業務改善・IT化、情報セキュリティ

総合研究所東北 未来産業研究開発部会

専門分野｜未来産業事業化コーディネート
ヘルスケア産業開発事業化支援

千葉工業大学工学部卒業。ソフトウェア開発会社にて
IT戦略策定、コールセンター構築・現場改革、IT提
案支援、新規事業開拓等を経験。ビジネスモデル開発
強化支援を中心に、業務改善、IT支援の他、フラン
チャイズ本部構築支援も行う。中小企業診断士。

名古屋大学大学院理学研究科化学専攻卒業。元NTT、
アビームコンサルティング。経営課題や業務プロセス
改善、企業内ICT戦略企画立案等、プロジェクトマ
ネージャーを多数経験。近年は地域創生分野で六次化
産業立ち上げや地域プロデュース活動を行う。

早稲田大学政治経済学部卒業。公認会計士・税理士・
AFP・宅地建物取引主任者。大手監査法人経験後、現
在アクティベートジャパン税理士法人代表。株式公開
支援業務、上場企業社外役員、監査、事業再生支援、
相続対策、不動産コンサルティング等豊富な実績。

共立女子大学文芸学部卒業。税理士。日商岩井石油ガ
ス㈱にて輸入業務及び営業経理を経験後、アクティ
ベートジャパン税理士法人入社。税務・会計業務を担
当。現在は東京事務所所長代理、さいたま事務所副所
長を務めている。

大阪大学大学院基礎工学研究科前期課程修了。住友ゴ
ム工業にて研究開発本部、購買部、経理部を経験。独
立後は仙台にて地元企業の事業計画策定支援、情報化
戦略策定支援、IT化支援、情報セキュリティアドバイ
ザー等を行っている。

東京理科大学理学部理学研究科化学専攻修士課程卒業。
萬有製薬にてMR経験後、研究者臨床研究支援・学術
業務を経験。社団法人発明協会特許流通アドバイザー、
宮城県産業技術総合センター知財コーディネーターを
務める等、企業への金専産学官連携支援を行う。

岩井 利仁

野原 博

荒蒔 良和

近藤 安弘

吉田 真一

三塚 誠一

理事 総合研究所 コンサルタント

専門分野｜新規事業1,000億円事業化支援
経営支援、売れる仕組、大企業協業

ICT・AI・IoTシステムコンサルタント

専門分野｜ICT・AI・IoTシステムコンサル

M&Aコンサルタント

専門分野｜事業承継、M&A、事業再編
中堅企業向け経営コンサルティング

シニアコンサルタント

専門分野｜生産管理、品質管理、原価管理
購買管理、業務改善、事業計画

中央大学卒業。パナソニックでOA機器、システム営
業本部、PC担当経験後、社内ベンチャー創業社長。
以降多数の大規模新規事業、子会社経営再建取締役を
歴任。経営パワー㈱を設立し代表取締役。経団連、慶
應SFCフォーラム等講師多数、10社以上の顧問、国
立山形大学産学連携教授等歴任。中小企業診断士。

沖電気工業㈱入社後、地方自治体向けシステム開発、
クライアントサーバシステム開発、電子自治体のコン
サルティングに従事。㈱e-セレスを設立し代表取締役。
地域中核企業のICTシステムコンサルティング、地域
課題解決のICT利活用先端システム開発、AI・IoTシ
ステム調査研究等。

武蔵工業大学工学部卒業。沖電気工業にて技術開発、
事業企画部門（中長期経営計画策定および年次別戦略
策定、予算策定業務、決算報告策定業務、M&A関連
業務）を経験。独立後は中堅企業・中小企業のM&A
マッチング実績多数。

大阪経済大学経済学部卒業。経営学博士（DBA）。
松下電器産業（現パナソニック）にて、購買・生産管
理・原価管理・品質管理・企画・営業を担当。独立後
は、経営支援とそれを支える人材育成支援を中心に活
動している。日本経営士会経営士。

大山 元彦

山崎 晃史

豊田 賢治

渡部 和義

総合研究所 営業コンサルタント

専門分野｜営業コンサル、営業研修講師
コーチング・インストラクター
産業能率大学経営コース在学。大手人材派遣・大手通
信販売・大手情報通信各社で営業実績1位。プルデン
シャル生命保険で社長杯1位、世界MDRT連続入会。
㈱LIFE STYLE CONCIERGEを設立し代表取締役。営
業コンサルした東証1部印刷・映像・出版・求人広告
等企業全てで予算達成の実績。

国分 良志

理事
企画連携部担当部長

専門分野｜企業連携支援
経営人材育成支援

総合研究所 人材コンサルタント

専門分野｜人材採用・育成・活用コンサル
キャリアコンサルティング
関西学院大学経済学部卒業、人間総合科学大大学院修
士。ソニーで日本・米国・欧州のマーケティング統括
と、人事部門の人材採用・キャリア開発に従事。人材
紹介会社で経営幹部人材の紹介。キャリアコンサルタ
ント（国家資格）。

中沢 宏行

コンサルタント

専門分野｜海外進出・海外ビジネス支援
生産・品質管理、人材育成研修

早稲田大学社会科学部卒業。元日本ユニシス、ユニア
デックスで新規事業・営業幹部を経験。イーネット㈱
顧問として人材採用と新規事業支援を経験。技術者、
専門家等の多様な人材活用に精通している。

電気通信大学卒業後、東芝入社、半導体事業に従事。
台湾TSMC等外資系2社を経て、OA機器製造会社フィ
リピン現地法人トップを経験。2014年フィリピン英
語学校iYESの設立に参加し、現在CEOを務める。豪
州Bond University MBA、日本経営士会経営士。

浅井 裕

山岸 敏彦

顧問

専門分野｜経営戦略策定と実行支援
経営管理の企画と実行支援
大阪大学工学部制御工学科卒業。沖電気工業で開発部
長、マーケティング部長、海外事業推進本部長、取締
役、沖エンジニアリング社長、沖コンサルティング社
長を歴任。事業開発、経営改善の多くの経験と独自Ｂ
Ｉ手法を活用して支援する。

顧問
総合研究所シニアコンサルタント

専門分野｜Stakeholder Centered Coaching
日 本 大 学 第 二 工 学 部 卒 業 。 DBA （ Doctor of
Business Administration ） Marshall Goldsmith
School of Management, Alliant International
University 卒 業 、 経 営 学 博 士 。 元 ㈱ ア イ テ ィ ー
フォー。社長や経営者のコーチングを行っている。

コンサルタント

専門分野｜経営革新計画策定支援
マーケティング支援、各種研修講師
東京理科大学理工学部卒業。大倉商事で機械部門の製
造設備セールスエンジニア、新規事業開発、審査・経
理業務を担当。独立後はIT系人材派遣会社の上場支援
を経験。経営革新計画策定支援の他、埼玉大学等で
マーケティング講師としても活動している。

仲村 文秀

コンサルタント

専門分野｜司法書士、土地家屋調査士
行政書士

北海道大学経済学卒業。中小企業診断士、事業承継士。
北海道江別市役所勤務後、札幌市でわたべ経営支援事
務所開業。中小企業基盤機構北海道本部でアドバイ
ザー。木材フローリング製造業、菓子製造業、機械装
置製造業、ホテル・旅館業等を支援。銀行職員向けビ
ジネスモデル策定研修等。

石黒 啓司

宮城県立加美農業高等学校卒業。三菱電機系列の家電
販売会社、都市開発及び不動産に関する調査事務所、
危機管理コンサルタント事務所の開設を経験。経験を
活かしビジネスマッチング支援の他、法人・個人のリ
スク回避のコンサルティングも行っている。

【組織図】
総合研究所（東京/東北)
企画連携部

コンサルタント

専門分野｜商品企画、マーケティング
仕事力改革

東郷 弘純

野沢 有

東郷法律事務所代表。弁護士、中小企業診断士。
東京商工会議所 経営安定特別相談室専門スタッフ。
武蔵野商工会議所 個別専門相談員。関東経済産業局
関東財務局 経営革新等支援機関（認定支援機関）等。

中央大学商学部卒業。山形銀行にて法人融資業務、商
社で営業企画・営業管理業務を経験。東北地区の実態
にも精通しており、銀行と事業会社の両方の経験を活
かした、財務改善、経営改善支援を中心に行っている。

専門分野｜企業連携支援、リスク管理
ビジネス情報分析、人材発掘

専門分野｜新規事業開発、ビジネスモデル開発
事業承継

府中工業高校電気課卒業。ソニーにて商品企画統括課
長歴任。国内外マーケティング業務や業界アライアン
ス活動、各省庁との交渉を経験。独立後は商品企画コ
ンサルタント、商品企画・仕事力塾講師を中心に活動
している。

専門分野｜弁護士、中小企業診断士

専門分野｜資金繰改善、資金調達、経営改善
経営立直し

東北事業所
企業連携コーディネーター

コンサルタント 研修講師

司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所フレッ
シュ代表。都内の大手司法書士・土地家屋調査士事務
所勤務後独立、親しみやすく頼れる司法書士をモッ
トーに、不動産の表示・権利の登記、商業法人登記、
宅建免許等許認可業務を中心に活動している。

顧問弁護士

東北事業所 コンサルタント

コンサルタント

専門分野｜建設業全般、建設機器
建設関連製品の企画から製作
立命館大学理工学部卒業。青木建設（現青木あすなろ
建設）技術センター課長。建設自動化開発「自動測量
研究会」事務局長。ミクロ工法を展開するため「ミク
ロ工法協会」設立、事務局長。国の認可称号「ものづ
くり名人」。建設業経営業務管理者（28業種）。
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会

コンサルティング事業部

コーポレートキャピタル事業部

プロフェッショナル人材事業部

