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やまぐち産業維新展

総合ビジネス相談会
覧
相談窓口 一一覧

やまぐち産業維新展
【主催】やまぐち産業維新展実行委員会
山口県、山口県教育委員会、(公財)やまぐち産業振興財団、(地独)山口県産業技術センター、山口
県商工会議所連合会、山口県商工会連合会、山口県中小企業団体中央会、日本政策金融公庫山口支
店、日本政策金融公庫下関支店、(株)山口銀行、(株)西京銀行、山口県信用金庫協会、(独)日本貿
易振興機構（ジェトロ）山口貿易情報センター、山口県地域技能振興コーナー（山口県職業能力開
発協会）、山口県私立中学高等学校協会、山口県市長会、山口県町村会、山口市、山口商工会議所
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山口県産業技術センター技術相談窓口
■新事業展開 ■知財・特許関係
■技術支援・研究開発 ■人材育成

経営相談窓口
■経営革新・経営改善 ■事業承継・Ｍ＆Ａ
■資金調達・補助金 ■販路開拓（国内）
グループ創業・法人化/事業協同組合・
企業組合設立、運営/ＢＣＰ相談窓口
■創業・企業 ■経営革新・経営改善 ■その他（グループの組
織化、事業協同組合等への法人化、ＢＣＰ）

融資相談窓口
■創業・企業 ■新事業展開 ■経営革新・経営改善
継・Ｍ＆Ａ ■資金調達・補助金制度

■事業承

経営・融資相談窓口
■創業・企業
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･･･
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･･･
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（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
山口貿易情報センター
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山口商工会議所
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5

（公財）やまぐち産業振興財団
（山口県よろず支援拠点）

･･･

5

（公財）やまぐち産業振興財団
（山口県事業引継ぎ支援センター）

･･･

6

･･･

6

（公財）やまぐち産業振興財団
（生産性向上・人材創造拠点）

･･･

7

（公財）やまぐち産業振興財団
（事業化支援<国内販路開拓>）

･･･
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（公財）やまぐち産業振興財団
（生産性向上・人材創造拠点）

･･･
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（公財）やまぐち産業振興財団
（山口県知財総合支援窓口）

･･･

8
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9

■資金調達・補助金制度

海外展開相談窓口
■新事業展開 ■知財特許関係
■販路開拓（海外・貿易関係）

創業・経営相談窓口
■創業・企業 ■新事業展開 ■経営革新・経営改善 ■事業承
継・Ｍ＆Ａ ■資金調達・補助金制度 ■販路開拓（国内）

経営総合相談窓口
■創業･企業 ■新事業展開 ■経営革新･経営改善 ■事業承継･Ｍ
＆Ａ ■資金調達・補助金制度 ■販路開拓(海外・貿易関係)

事業承継総合相談窓口
■事業承継・Ｍ＆Ａ

海外展開（海外販路・貿易）相談窓口 （公財）やまぐち産業振興財団
（海外展開支援拠点）

■資金調達・補助金制度 ■知財・特許関係
■販路開拓（海外・貿易関係）■法務問題

IT,IoT相談窓口
■新事業展開 ■資金調達・補助金制度 ■販路開拓（国内）
■技術支援・研究開発 ■人材育成 ■その他（IT、IoT全般）

国内向販路開拓相談窓口
■販路開拓（国内） ■その他（商品・製造の販路ターゲットに
向けたブラッシュアップの相談）

産業人材研修支援相談窓口
■人材育成

山口県知財総合支援窓口
■知財・特許関係

■技術支援・研究開発

総合ビジネス相談会

相談申込書

相談内容を御記載の上、ＦＡＸにて申し込んで下さい。ＦＡＸ：083-921-2013
（複数相談可。※複数相談の場合は、申込書をコピーしてお使い下さい。）
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総合ビジネス相談会

相談窓口一覧表

1 山口県産業技術センター技術相談窓口
支援機関名
業務内容

地方独立行政法人山口県産業技術センター
試験研究、技術相談、機器利用等技術支援業務
【相談メニュー】
技術開発、商品開発、分析依頼、人材育成など、技術に係る相談を幅
広くお受けしています。

相談事項

【具体的な相談メニュー】
技術相談：技術的な課題の解決について専門の相談員が対応します。
依頼分析：部品部材、製品などの分析を行います。
機器利用：試験研究機器を開放（有料）し、分析などが可能です。
補助金獲得支援：研究開発助成金の提案公募申請書の作成支援も行っ
ています。
【相談区分】
■新事業展開
■人材育成

支援機関概要

■知財・特許関係

■技術支援・研究開発

所在地 〒755-0195 宇部市あすとぴあ4-1-1
担当部署 経営企画室 中西 政美
ＴＥＬ
ＦＡＸ 0836-53-5070
ＵＲＬ

0836-53-5051

http://www.iti-yamaguchi.or.jp/

2 経営相談窓口
支援機関名
業務内容

山口県商工会連合会
山口県商工会連合会は県内商工会を会員とする総合経済団体であり、地域の
商工業の振興に寄与することを事業目的としています。商工会の運営指導
や、中小・小規模事業者の支援に係る情報や資料を収集・提供いたします。

【相談メニュー】
①国及び県の中小・小規模企業施策のご案内
②支援成果の紹介（支援成果物・支援実績・支援事例等紹介）
③商工会地域出展事業者のフォロー

【具体的な相談メニュー】

相談事項

①国及び県の中小・小規模企業施策のご案内
・小規模事業者持続化補助金・事業承継総合支援事業・経営革新/経営力向上計画等各種申請
に係る経営計画の策定支援やフォローアップについて
・需要創出の取組として、小規模事業者等の地域資源を利用した商品のプロモーション展開
による「売れる商品」づくりについて
・専門家派遣による経営診断や計画策定後のフォローアップについて
②支援成果の紹介（支援成果物・支援実績・支援事例等紹介）
・持続化補助金等、各種支援事例の紹介
③商工会地域出展事業者のフォロー

【相談区分】
■経営革新・経営改善 ■事業承継・Ｍ＆Ａ
■資金調達・補助金 ■販路開拓（国内）
支援機関概要

所在地 〒753-0074 山口市中央4-5-16 山口県商工会館3階
担当部署 組織運営部経営支援課 湯野 博貴
ＴＥＬ 083-925-8888
ＦＡＸ 083-925-8700
ＵＲＬ http://www.yamaguchi-shokokai.or.jp/
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総合ビジネス相談会

相談窓口一覧表

3 グループ創業・法人化/事業協同組合・企業組合設立、運営/ＢＣＰ相談窓口
支援機関名
業務内容

山口県中小企業団体中央会
事業協同組合等の設立や運営の支援、任意グループ等連携組織の結成や
管理・運営、中小企業の経営についてのご相談に応じます。
【相談メニュー】
１
２
３

相談事項

設立認可が必要な事業協同組合や企業組合にの設立や準備のご相談
中小企業・小規模事業者が取り組む経営革新・経営力向上計画策定支援
ＢＣＰ（事業継続計画）の策定支援等

【具体的な相談メニュー】
【組合等設立】
グループでの創業、グループ活動の法人化/設立要件/手続支援/協同
組合化のメリット/企業組合による創業メリット
【経営革新・経営力向上計画策定】
制度説明/計画策定支援/手続支援
【ＢＣＰ（事業継続計画）】
概要/策定支援/計画見直し/メリット/安否確認アプリ
【相談区分】
■創業・企業 ■経営革新・経営改善
■その他（グループの組織化、事業協同組合等への法人化、ＢＣＰ）

支援機関概要

所在地 〒753-0074 山口市中央四丁目5番16号 山口県商工会館6階
担当部署 連携支援第一課 前田 敦
ＴＥＬ 083-922-2606
ＦＡＸ 083-925-1860
ＵＲＬ http://axis.or.jp/

4 融資相談窓口
支援機関名
業務内容

株式会社日本政策金融公庫山口支店
地域の身近な金融機関として、小規模事業者をサポートする事業資金融資、農林漁業や食品産
業の皆さまをサポートする融資のほか、お子様の入学資金などを必要とする皆さまへの教育資
金融資など、国民生活に密着した融資を行っています。

【相談メニュー】
①創業者や新たな事業展開をお考えの方を支援します。
②経営改善等を支援します。 ③事業承継のお手伝いをします。
④事業資金融資の相談を行っています。 ⑤農林水産業向け融資や経営支援サービスを行って
います。

【具体的な相談メニュー】
相談事項

①営業実績が乏しいなどの理由により、資金調達が困難な場合が少なくない創業者の方や新
しい事業展開をお考えの方に対して経営に関する情報提供や積極的な融資を行い支援してい
ます。
②外部専門機関へお取次ぎすること等により、お客様の経営改善・発展を支援しています。
③事業承継を検討されているお客様に対し、外部専門機関へのお取次ぎや資金面からの支援
を行っています。
④小規模事業者をサポートする事業資金融資を行っています。
⑤新規に農業を始める方や規模拡大をされる方などに必要となる資金支援や商談会等を通じ
た販路開拓・情報提供などの経営改善を支援しています。

【相談区分】
■創業・企業 ■新事業展開 ■経営革新・経営改善
■事業承継・Ｍ＆Ａ ■資金調達・補助金制度
支援機関概要

所在地 〒753-0077 山口市熊野町1-10
担当部署 総務課 川中 英俊
ＦＡＸ 083-924-8222
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ＮＰＹビル４Ｆ
ＴＥＬ 083-922-3660
ＵＲＬ http://www.jfc.go.jp/

総合ビジネス相談会

相談窓口一覧表

5 経営・融資相談窓口
支援機関名
業務内容

株式会社西京銀行
銀行業
【相談メニュー】
①創業・起業：事業計画サポート、当行主催「さいきょう実践創業
塾」の案内
②資金調達：事業概要の把握、資金繰りのフォロー、最適な資金調達
をアドバイス
③事業承継・M&A：事業発展のための事業承継サポート相談

相談事項

【具体的な相談メニュー】
【創業・起業】
資金繰り・事業計画・補助金
【事業承継・M&A】
当行提携している専門機関への紹介等
【相談区分】
■創業・企業

支援機関概要

■資金調達・補助金制度

所在地 〒745-0015 周南市平和通1丁目10-2
担当部署 地域連携部 勝本 嘉明
ＴＥＬ
ＦＡＸ 0834-27-1733
ＵＲＬ

0834-22-7665

https://www.saikyobank.co.jp/sp/

6 海外展開相談窓口
支援機関名

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）山口貿易情報センター

業務内容

・貿易投資相談・セミナー、家屋内外商談会の開催を通じて、中堅・中小企
業等の海外販路開拓、事業展開を支援します。
・各国・地域の経済情勢、貿易投資・産業動向、調査・分析等、海外ビジネ
ス情報を提供します。

相談事項

【相談メニュー】
①海外輸出・海外輸入に関するご相談（貿易実務、販路開拓、現地規
制等）
②海外進出に関するご相談（進出に関する手続き、精度、規制等）
③海外市場の情報収集、および情報収集の方法に関するご相談
④海外での知的財産
⑤その他、ジェトロサービスのご紹介 等
【具体的な相談メニュー】
・海外ブリーフィングサービス
・ミニ調査サービス
・国内外商談会、海外見本市情報
・海外コーディネーターサービス/プラットフォームサービス
・専門家派遣サービス 他
【相談区分】
■新事業展開 ■知財特許関係 ■販路開拓（海外・貿易関係）

支援機関概要

所在地 〒750-0018 下関市豊前田町3-3-1
担当部署 若林 靖子
ＦＡＸ 083-233-3506

- 4 -

海峡メッセ下関 国際貿易ビル7階
ＴＥＬ 083-231-5022
ＵＲＬ https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/yamaguchi/

総合ビジネス相談会

相談窓口一覧表

7 創業・経営相談窓口
支援機関名
業務内容

相談事項

山口商工会議所
法律に基づいて設立されている地域の経済団体です。
地域の小規模事業者・中小企業者の皆様への各種経営支援や、地域振
興・にぎわいの創出等、地域経済の振興に取り組んでいます。
【相談メニュー】
山口市内で事業を行っている方や、これから創業を考えている方の身
近な経営サポーターとして資金調達、補助金活用、経営計画策定、専
門家派遣等様々な経営支援を行っています。
【具体的な相談メニュー】
【創業・起業】
資金調達、補助金・助成金活用、広報戦略、創業計画書策定支援
【新事業展開、経営革新・経営改善】
資金調達・資金繰り相談、補助金・助成金活用、販路拡大（商談
会、ＩＴ活用等）、人材育成、経営計画策定支援
【事業承継】
事業承継診断、事業承継計画策定支援、マッチング、専門家派遣
【相談区分】
■創業・企業 ■新事業展開 ■経営革新・経営改善
■事業承継・Ｍ＆Ａ ■資金調達・補助金制度 ■販路開拓（国内）

支援機関概要

所在地 〒753-0086 山口市中市町１－１０
担当部署 広域応援センター 三浦 孝之
ＦＡＸ 083-921-1555

ＴＥＬ
ＵＲＬ

083-925-2300

http://www.yamacci.or.jp

8 経営総合相談窓口
支援機関名
業務内容

公益財団法人やまぐち産業振興財団（山口県よろず支援拠点）
国が全国に設置する経営相談所です。中小企業・小規模事業者の皆様の
売上拡大、経営相談等、経営上のあらゆる悩みの相談に対応します。
【相談メニュー】
①経営革新支援：あらゆる経営相談に応じ、中小企業・小規模事業者の課題を分析し、一定
の解決策を提示。フォローアップも実施。
②経営改善支援：資金繰り改善や事業再生等の経営改善相談に応じ、中小企業・小規模事業
者の課題を分析し、一定の解決策を提示。
③ワンストップサービス：相談内容に応じて適切な支援機関・専門家につなぎ、国や自治体
の支援策の活用を促し、支援施策の担当者につなぐ。

【具体的な相談メニュー】
相談事項

【売上拡大】
売上拡大（販売手法・IT化・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・広報戦略）/海外展開/地域資源活用/補助金・助成金
活用等
【経営改善】
資金繰り/創業/労務/雇用問題/事業再生/事業承継/商店街活性化/地域活性化等
【ワンストップサービス】
専門機関及び専門家（ﾐﾗｻﾎﾟ・ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾊﾞﾝｸ・やまぐち産業振興財団）への紹介等

【相談区分】
■創業・企業 ■新事業展開 ■経営革新・経営改善 ■事業承継・
Ｍ＆Ａ ■資金調達・補助金制度 ■販路開拓（海外・貿易関係）
支援機関概要

所在地 〒753-0077 山口市熊野町1-10 ＮＰＹビル10Ｆ
担当部署 山口県よろず支援拠点 藤井 良幸 ＴＥＬ 083-922-3700
ＦＡＸ 083-921-2013
ＵＲＬ http://yg-yorozu.jp/index.php
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総合ビジネス相談会

相談窓口一覧表

9 事業承継総合相談窓口
支援機関名
業務内容

公益財団法人やまぐち産業振興財団（山口県事業引継ぎ支援センター）
国から委託を受けて設置された中小企業の支援組織です。中小企業・小規模
事業者の皆様の「後継者がいない」「事業の引継ぎに不安がある」などの事
業引継ぎに関するお悩みの相談に対応します。

【相談メニュー】
後継者引継ぎ、事業譲渡等の事業承継に関するあらゆる相談に対応し
ます。

相談事項

【具体的な相談メニュー】
・後継者事業引継ぎ
・事業譲渡
・事業譲受 等

【相談区分】
■事業承継・Ｍ＆Ａ
支援機関概要

所在地 〒753-0077 山口市熊野町1-10 ＮＰＹビル10Ｆ
担当部署 山口県事業引継ぎ支援センター 大宮 義隆
ＴＥＬ 083-902-6977
ＦＡＸ 083-902-6988
ＵＲＬ http://www.ymg-ssz.jp/hikitsugi/

10 海外展開（海外販路・貿易）相談窓口
支援機関名
業務内容

公益財団法人やまぐち産業振興財団（海外展開支援拠点）
海外展開を希望する中小企業者等が抱える様々な場面での問題に対して
適切な支援を行い、円滑な海外展開を促進します。
【相談メニュー】
海外展開における様々な段階の問題点、疑問点に対し、解決に導くための公的機関
による必要経費助成、専門家の派遣、財団コーディネータによるアドバイスなど適
切な支援を提案します。
海外展開をしたいけれど「どうしてよいかわからない」、「困っている」というこ
とがありましたらご相談ください。

【具体的な相談メニュー】
相談事項

以下の問題点、疑問点について適切な支援を提案します。
・海外情報収集（対象国の市場調査、取得すべき規格、認証等の把握、法務の把握）
・海外展開方針決定（対象国、対象商品の決定、参加商談会、展示会、輸出時期の決定）
・海外展開の準備（商談会、展示会への参加、バイヤー探し、交渉、認証等の取得）
・契約・輸出（契約書の作成、物流ルートの構築、輸出関係書類の作成）
・海外展開後のアフターフォロー（長期取引に向けた取組、戦略見直し、輸出コスト見直
し）

【相談区分】
■資金調達・補助金制度 ■知財・特許関係
■販路開拓（海外・貿易関係）■法務問題
支援機関概要

所在地 〒753-0077 山口市熊野町1-10
担当部署 海外展開支援拠点 山下 亨
ＦＡＸ 083-921-2013
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ＮＰＹビル10Ｆ
ＴＥＬ 083-922-9926
ＵＲＬ http://ymg-ssz.jp

総合ビジネス相談会

相談窓口一覧表

11 IT,IoT相談窓口
支援機関名
業務内容

相談事項

公益財団法人やまぐち産業振興財団（生産性向上・人材創造拠点）
IoT技術を活用した新サービスの創造や新たな事業活動に取り組む事業
者を支援し、幅広い業種におけるIoT導入にる生産性の向上を支援して
います。
【相談メニュー】
サービス産業等幅広い業種を対象に生産性向上、IoTに関する新商品・
新サービスの創出に向けた取組及び高度IoT活用人材の育成

【具体的な相談メニュー】
①IoTを活用した新たな事業計画の立案やロードマップの作成、ビジネ
スパートナーの選定によるビジネスモデルの構築支援
②第４次産業革命スキル習得講座等の受講支援
③働き方改革取組支援
④技術開発や販路開拓に係る助成金
【相談区分】
■新事業展開 ■資金調達・補助金制度 ■販路開拓（国内）
■技術支援・研究開発 ■人材育成 ■その他（IT、IoT全般）

支援機関概要

所在地 753-0077 山口市熊野町1-10 ＮＰＹビル10Ｆ
担当部署 生産性向上・人材創造拠点 小林、白石 ＴＥＬ 083-922-9926
ＦＡＸ 083-921-2013
ＵＲＬ http://www.ymg-ssz.jp

12 国内向販路開拓相談窓口
支援機関名
業務内容

相談事項

公益財団法人やまぐち産業振興財団 （事業化支援<国内販路開拓>）
市場規模の大きい大都市圏における事業化や販路の開拓・拡大に取組む
企業を支援しています。
【相談メニュー】
①国内むけ販路開拓・拡大についてマッチングハンズオン支援
②売れる新製品にむけたブラッシュアップ相談
【具体的な相談メニュー】
・豊富な営業経験やネットワークをもつ商社・企業OB等のコーディ
ネータによるアドバイス及び市場情報の提供、マッチング企業の紹介
等を行う。
・開発段階にある製品・技術においてマーケティング分析等を行い、
ターゲットとする市場に応じた値付け・パッケージ・販路へのアプ
ローチ方法などの相談に応じる。コーディネータは流通・戦略コンサ
ルタント、フードコーディネータ、デザイナー等
【相談区分】
■販路開拓（国内） ■その他（商品・製造の販路ターゲットに向け
たブラッシュアップの相談）

支援機関概要

所在地 753-0077 山口市熊野町1-10
担当部署 事業活動支援部 山本 庸子
ＦＡＸ 083-921-2013
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ＮＰＹビル10Ｆ
ＴＥＬ 083-922-9926
ＵＲＬ http://www.ymg-ssz.jp

総合ビジネス相談会

相談窓口一覧表

13 産業人材研修支援相談窓口
支援機関名
業務内容

相談事項

公益財団法人やまぐち産業振興財団（生産性向上・人材創造拠点）
中小企業の産業人材の育成・強化に係る研修等の紹介や他機関が実施す
る人材育成に係る研修情報の提供等を行います。
【相談メニュー】
・当財団が実施する産業人材の育成・強化に係る研修等の紹介
・産業人材の育成に関する情報の提供等

【具体的な相談メニュー】
・中小企業の産業人材の育成強化に係る研修として平成３０年度に実
施する経営、管理、技術等に関する研修の紹介。
・産業人材の育成に関する情報として、他の機関が実施している人材
育成に関するセミナーや研修等の情報提供。
【相談区分】
■人材育成

支援機関概要

所在地 〒753-0077 山口市熊野町1-10 ＮＰＹビル10Ｆ
担当部署 生産性向上・人材創造拠点 坂本 英規 ＴＥＬ 083-922-9927
ＦＡＸ 083-921-2013
ＵＲＬ http://www.ymg-ssz.jp

14 山口県知財総合支援窓口
支援機関名
業務内容

公益財団法人やまぐち産業振興財団（山口県知財総合支援窓口）
中小企業のアイデア段階から事業展開までの知的財産に関する悩みや課
題の解決にむけた知的財産活動の提案を無料で行います。
【相談メニュー】
・新しく開発した技術の保護手法を知りたい。
・特許出願など効果的な権利取得について検討したい。
・自社技術(知財)をもっと活用し､経営面の課題解決に道筋をつけたい。

相談事項

【具体的な相談メニュー】
・知的財産権制度の概要や活用方法の説明
・知的財産に関する各種支援策の紹介・説明
・電子出願を含めた出願等の手続き支援
・特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」の検索方法のアドバイス
・先行技術調査のアドバイス
・海外展開のアドバイス（外国出願助成制度等）
・「山口県よろず支援拠点」等と連携した支援
・知財専門家（弁理士・弁護士等）の派遣
【相談区分】
■知財・特許関係

支援機関概要

■技術支援・研究開発

所在地 〒753-0077 山口市熊野町1-10
担当部署 山口県知財相談窓口 小柳 正
ＦＡＸ 083-921-2013
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ＮＰＹビル10Ｆ
ＴＥＬ 083-922-9927
ＵＲＬ http://chizai-portal.inpit.go.jp/

やまぐち産業維新展 総合ビジネス相談会
相談申込書
「やまぐち産業維新展」にご出展される企業様、ご来場される企業様を
対象とした「総合ビジネス相談会」を開催いたします。
専門スタッフが総合的な助言、指導を行います。
【相談料無料】

総合ビジネス相談会

申込要領

整理番号

●相談窓口の詳細については、相談窓口一覧表をご参照下さい。
※希望される相談窓口を選択できます。
●相談会の相談時間は、１企業様４５分程度となります。
●相談希望の方は、当相談申込書に必要事項を記載の上、ＦＡＸにて申
込下さい。
なお、相談時間には限りがありますので、お申し込みに応じられない
場合もあります。あらかじめ、御了承下さい。
●お申込みいただいた相談内容は、事前に相談窓口を運営する支援機関
へ案内します。相談内容に応じた専門スタッフを当日派遣いただき、
ご相談内容に応じてまいります。
●相談申込を受付完了後に相談時間の調整を行います。
相談時間が決定しましたら、事務局より御連絡差し上げます。
記入日

会社名
所在地

〒

日

－
担当者役職

業種

主な取扱商品

ＴＥＬ

携帯電話
（当日連絡先）

ＦＡＸ
※該当項目に✔を
お願いします。
（複数回答可）

月

参加人数

担当者名

相談区分

2018年

創業・起業
事業承継・Ｍ＆Ａ
販路開拓（国内）

Ｅ-mail
経営革新・経営改善
新事業展開
技術支援・研究開発
知財・特許関係
販路開拓（海外・貿易関係）

資金調達・補助金制度

法務問題
人材育成

その他（
●相談内容について、できる限り具体的に記入して下さい。

）

相談内容

●希望する相談窓口をご記入下さい。（複数希望可）
相談希望
窓口選択
※希望する相談窓口は、相談窓口一覧表より選択して下さい。
●当日の相談会において適切な対応を図るため、相談内容の把握等、相談窓口運営支援機関
より事前に御連絡させていただく場合があります。
お問合せ先

公益財団法人やまぐち産業振興財団 事業活動支援部
（やまぐち産業維新展実行委員会事務局（相談会担当））
〒753-0077

申込締切日
2018年8月17日

山口市熊野町1-10 NPYビル10F

Tel:083-922-9926

お申し込み先

FAX:083-921-2013
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Fax:083-921-2013

本申込に御記入いただいたお客様の個
人情報は、「やまぐち産業維新展」で
行われる総合ビジネス相談会受付のた
めにのみ使用します。

