
株式会社パートナーズプロジェクト

パートナーズプロジェクト税理士法人

パートナーズプロジェクト社会保険労務士法人

高野・星野法律事務所

司法書士法人長谷川合同事務所

砂山法律事務所

一般社団法人相続と遺言の相談センター

一般社団法人創業・承継・M＆Aの相談センター

県央税理士法人

県央社会保険労務士事務所

弁護士法人青山法律事務所

日本リーガル司法書士法人

NAコンサルティング合同会社

NA＆Well-Being株式会社

NA＆HRコンサルティング社会保険労務士法人

株式会社新潟県労災防止研究所

税理士法人近藤まこと事務所

弁護士法人北辰法律事務所

皆様が、直面している問題解決のお手伝いをします！

各分野の専門家を身近に感じる一週間

期間 料金 開催

こんな

お悩み
ありませんか

自分だけで悩んでいませんか？お気軽にお問い合わせください

□ 売上回復の見込みがない

□ 資金繰りが心配

□ 事業を続けていけるか心配

□ 社内の情報共有が上手くいかない

□ 新しい事業を始めたい

□ 取引先や従業員とトラブルが起きた

□ ＳＮＳ活用のアドバイスが欲しい

□ 相続や遺言はどうしよう

11~15 無料 11件金
各１時間程度 事前予約制

オンラインもあり

相談会

セミナー

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

＼もちろん秘密厳守です／ ＼遠方でも利用できます／ ＼コロナ対策は万全です／ ＼ノウハウも習得できます／

個別面談 Ｗｅｂ面談 複数人でも Ｗｅｂセミナー

自社の実態に合わせた

アドバイスを受けられます

外出せずに、自社の悩みを

相談できます

担当者やご家族などを

同席することも可能です

同じ部屋、違う部屋で

何名でも受講できます

事務局へのお問い合わせはこちらまで

アライアンス新潟
０２５８-３６-９５８９ＴＥＬ．

［ＵＲＬ］ https://san-niigata.com/  [MAIL]  info@san-niigata.com

〒940-0084 新潟県長岡市幸町1-3-10 パートナーズＰＬＡＺＡ

平日／9：00～17：00
（土日祝のぞく）

一般社団法人

スペシャリストウイーク

７月

月

７月

11~15 無料 11件
８か所８か所

小川会計グループ 弁護士法人青山法律事務所

日本リーガル司法書士法人 税理士法人近藤まこと事務所

パートナーズプロジェクトグループ 県央マネジメントグループ

グローカルマーケティング株式会社 弁護士法人北辰法律事務所

無料相談会 スペシャリストウイークスペシャリストウイーク

相談会のお問合せ、お申込みは各社まで。 事前予約制です。

7/11～15 対面式＆オンライン相談会

新潟市東区豊2-6-52
☎ 025-２７１-２２１２ 担当：村山
✉ o-g-k@ogawakaikei.co.jp

事業承継、組織再編、M&A、労務、相続/贈与、遺言/後見
コロナ対応（助成金、給付金、融資）、事業再構築補助金

新潟市中央区学校町通一番町12
☎ 025-222-7788 担当：荒明
✉ niigata-aoyama.law@poem.ocn.ne.jp

7/15(金) 対面式＆オンライン相談会

会社再建・廃業支援、労務管理、会社法関連、事業承継
交通事故、相続、債務整理、遺言/後見

7/12(火） 対面式相談会

事業承継、組織再編、M&A、企業法務、起業/創業
テレワーク、Web会議、相続/贈与、遺言/後見

新潟市西区山田3081-6
☎ 025-378-4075 担当：田澤・石丸
✉ y-tazawa@tkcnf.or.jp

新潟市中央区東大通1-1-15東大通ビル3F
☎ 025-278-7713 担当：徳本
✉ info@jlegal.jp

コロナ時代の経営戦略
～お金・人材から組織再編まで～

7/12（火） 対面式相談会

長岡市幸町1-3-10
☎ ０２５８-36-2685 担当：金内
✉ pro@3d-m.jp

事業承継、組織再編、M&A、企業法務、補助金、融資
労務、年金相談、相続/贈与、遺言/後見

7/11～14 対面式相談会

三条市北新保2-1-40
☎ 0256-32-3171 担当：五十島
✉ info@kenou.or.jp

7/13、14 対面式相談会

事業承継・M&A・相続・組織再編・労務

長岡市城内町３-２-１山嘉ビル３F
☎ 0258-８９-６２２１ 担当：山倉
✉ marketing@glocal-marketing.jp

WEB、SNSマーケティング販路開拓、店舗集客

7/14(木) 対面式＆オンライン相談会

マーケティングの専門コンサルタントが売上アップに導きます！

7/12（火） 対面式相談会

労働問題、企業法務

新潟市中央区西堀七番町1555
日生不動産西堀ビル5F
☎ 025-227-3010 担当：佐々木
✉ hokushin@hokushin-law.com

税理士法人小川会計

株式会社KBS

株式会社小川会計コンサルティング

一般社団法人小川会計相続支援センター

社会保険労務士法人KBS

新潟異業種支援センター事業協同組合

グローカルマーケティング株式会社

株式会社エム・エスオフィス

MSアカデミー株式会社

グループ 社 登録スペシャリスト 名（2022/6現在）10 27 93



午 前 午 後

7/11
(月)

7/12
(火)

7/13
(水)

経営者応援セミナー
無料オンラインセミナー

コロナ禍が長期化する中、この先を見据えて様々な課題にも取組む必要

があります。 中小企業経営者、個人事業主の皆様を応援する一週間。

無料のオンラインセミナーですので、お気軽にご参加ください。（要予約）

スペシャリストウイークスペシャリストウイーク

毎日開催！毎日開催！

オンライン（Zoom）形式によるライブ配信です。お気軽にご視聴ください。
※ＰＣ（またはタブレット）とインターネット環境があればどこでも参加可能です。

ご予約フォームからお申込みください

❶ https://san-niigata.com/news/3725/ にアクセスする

❷講座の前日までに受講URLをメールでお送りします

➌当日はお送りしたURLをクリックして入室してください

・「ご予約フォーム」ＵＲＬをクリック

・必要事項を記入して、送信

・自動返信メールが届いていることをご確認ください。

※返信メールが届かないなど、お困りのことがございましたら、事務局までご連絡ください。

事前にZoomアプリのインストールを済ませてください。

お問い合わせはSAN事務局 TEL：0258-36-9589

申込締切（各講座の2日前まで）

11：00-11：40

自社の利益につながる！ＳＤＧｓ入門セミナー

ＮＡコンサルティング合同会社

代表社員 井上 浩仁

SDGｓの3つのテーマである「環境」「社会」「経済」

これらに関する様々な課題を解決しながら、同時

に自社のＰＲや利益を産む活動を行うノウハウを

お伝えします。

7/14
(木)

7/15
(金)

開始時間、終了時間が異なりますので、ご注意ください。

13：30-14：30

ＳＤＧｓで企業価値を高める

◆ISOマネジメントシステムでSDGsに取組む方法

◆SDGsに取り組むことで
ISOマネジメントシステムの有効性を高める

株式会社エム・エスオフィス

専務取締役 若月 一浩

11：00-11：40

事例からわかる 黒字拡大のツボ

株式会社小川会計コンサルティング

取締役 佐藤 陽亮

増やしたいのは売上や利益、そして資金。

そのために必要なことは・・・

事例紹介を中心に解説します。

11：00-11：40 ＡＩを活用した
契約書のレビュー

弁護士法人青山法律事務所

代表社員 若槻 良宏

近時、法務分野においてもＡＩの活用が進んでおり、特に企業法務

において重要な契約書のリーガルチェックの分野においては、

ＡＩを活用して契約書のレビューを行うケースが

増えています。そこで、法務分野のトレンドである

ＡＩを活用した契約書レビューの方法やメリット等に

ついて解説いたします。

11：00-11：40

中小企業のＤＸ入門～これなら実践できる！～

グローカルマーケティング株式会社

代表取締役 今井 進太郎

最近よく聞くＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）。

「中小企業がどこから手をつければよいかわからない」

「中小企業が実践できるＤＸを教えてほしい」

そんな方にＤＸをわかりやすく、実践的な内容で

お伝えします。

11：00-12：00

パートナーズプロジェクト税理士法人

15：00-16：30

マーケ大「小売店向けセミナー」

グローカルマーケティング株式会社

経営コンサルタント 石田 和晋

13：30-14：30

行政から企業への認証制度、通称「ホワイトマーク」とは？

NA&Ｗell-Being株式会社

代表取締役 井上 智玄

13：30-14：10

社会保険労務士法人ＫＢＳ

代表社員 河野 雅史

13：30-14：10

NA&HRコンサルティング社会保険労務士法人
公的資金活用アドバイザリーグループ

菅家 綾子

人が集まる！売れる！店舗作りの方法！

ＳＤＧｓとＩＳＯマネジメントシステムは、共に持続可能な発展を

目的としており、ＩＳＯマネジメントシステムは、SDGsを強力に

推進するツールとして活用することができます。

SDGsの１６９のターゲットを参考に、組織の重要課題（目標）を

見出し、それに取り組むことで

ＩＳＯマネジメントシステム（箇条８運用）を

ブラッシュアップできます。

売り場の作り方次第で、店舗の売上は5～10％

変わると言われています。売場販売戦略の考え

方や手法などをお話します。

採用力強化への第一歩

職場の価値向上、企業イメージの向上のために

近年ホワイトマークを取得する企業が急増して

います。ホワイトマーク取得のメリットや種類など

分かりやすく解説します。

問題社員との正しい接し方

問題社員への対応を間違えると会社内部に混乱

を発生させます。適切な対応方法を知り、会社の

平穏を保ちましょう。

税理士

酒井 伸
税理士

鹿住 拓郎

令和4年度 助成金・補助金活用セミナー

助成金と補助金の違い、申請するメリット、令和4年

度の助成金・補助金について、具体的な申請事例を

踏まえながら、これまで助成金・補助金を申請した

ことがない方にもわかりやすくお伝えします。

インボイス制度と電子帳簿保存法への対応

早めに準備をしておけば、怖いことはありません。

制度の内容・対応をわかりやすくお伝えします。

受講申込者には、（株)エム・エスオフィスから事前にご連絡させて
いただき、ISO認証を受けていらっしゃるか、などご状況を伺います。
受講者に合わせた内容で解説しますので、ISOに興味のある方は
どうぞお申込みください。

※受講URL等はグローカルマーケティング(株)
よりご案内させていただきます。

※受講URL等はNAコンサルティンググループ
よりご案内させていただきます。

↓こちらからも申込みできます

※一部のセミナーは、講師の所属会社よりご連絡させていただきます。
あらかじめご了承ください。

※本講座は、11(月)、12(火)とも同じ
内容です。ご希望日をお選びください。

◆すべての事業者に影響があります
◆何を、いつまでにすべきか


