
コロナ禍における
ビジネスの変革
IT 化を推進したい

まずは、お近くの商工会にご相談ください。

※相談は原則３回ま
で無料

Let’s
I T活用

商工会の支援サービス

ITってなんだっけ？
そんな皆様、必見です！・・

相談無料
ITアドバイザーが
あなたの事業所へお伺

いします
※

情報発信支援員

テレワークって
どうするんだろう...

今後も紙決裁で
いいのかな...

個別相談・改善ア
ドバイスを行いま

す！



ご相談
・

ご支援

ヒアリングを基に、状況に合わせた支援や
アドバイスを行います。
※ 引き続き支援が必要な方は、次回の訪問日を予約
　 できる場合もあります。

訪 問 訪問日決定後、地域の商工会担当者とともに
事業所へお伺いいたします。

日程の
調整

地域の商工会担当者が、ITアドバイザーの
訪問日を調整いたします。
※ ホームページ（各サービス）をお持ちの方は、事前に
　 URL をお知らせください。

ご相談・ご支援の３つのメニュー

ご相談・ご支援までの流れ

県連合会に設置した ITアドバイザーが、
小規模事業者のビジネスにおける悩み・現状をヒアリングし、

ITツールを活用した新たな顧客獲得や社内の業務効率化をご提案します。

支援対象外

ご依頼 まずはお近くの商工会へご相談ください。
※ 連絡先は裏表紙をご参照ください。

●ホームページの新規制作、
　リニューアル支援
●ブログ・SNS
　活用アドバイス
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WEB・SNS活用 EC・販路拡大

ホームページの新規制作やリニュ
ーアルの方向性がわからない、
集客や問合せを増やしたい 等

●ネットショップの立ち上げ
　・運用支援
●ネット広告の
　活用や運用相談

ネット販売を始めたいけど方法が
わからない、集客方法や運用に
ついて相談したい 等

ＤＸ・業務効率化
●コロナ禍におけるデジタル
　技術を活用した業務改革や
　ビジネス変革の相談
●社内システムのIT 推進に
　よる業務効率化

デジタル技術を活用した新たな
ビジネス転換、業務効率化・リモー
トワーク推進による生産性向上 等

対象となる方

研修会・講習会等の講師、資料作成の代行、システム構築等の作業依頼・同業種への支援

兵庫県の商工会地域における小規模事業者等

Step
4

Step
3

Step
2

Step
1

支援は、最大３回実施！



得意な
分野

得意な
分野

得意な
分野

得意な
分野

得意な
分野

得意な
分野

得意な
分野

得意な
分野

私たちＩＴアドバイザーは、各分野で長年業務を担当している専門家で、その
経験やノウハウを小規模事業者の皆様向けにアドバイスをさせていただく、
IT コンサルティング集団です。コロナ禍におけるＩＴを活用した新事業展
開、リモートワーク推進、デジタル化推進による業務改善などの相談も対応し
ておりますので、お気軽にご相談くだい。    業務委託：NPO法人コミュニティリンク
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I T アドバイザーのご紹介
情報発信支援員

We’ ll support
   you.

中西 雅幸
IT経営全般・業務効率化

松村 亮平
EC・ネット広告

相馬 裕貴
WEBサイト／SNS全般

WEBサイト／SNS全般
三好 幸一

動画・Youtube活用
土原 翔吾

WEBマーケティング・SNS
立花 史雄

後藤 貴子
WEBディレクター

上村 崇
WEBシステム・サーバ

田中 綾子
県連合会窓口役



1Case Study

飲食店

●集客したい、情報を届けたいお客様を明確化します。
　事業者様の強みや特長を活かし、お客様にどのような情報を届けることが付加価値
　になるのかを、私たち ITアドバイザーが共に考えます。

●その後、SNSをはじめどのような ITツールを活用
　するべきなのか、参考となる事例の紹介なども共有
　しながら、事業者様に伴走する形でご相談に乗り
　解決策をご提案させていただきます。

● 来店頻度が減り、それに伴って売上が減少している。
● 既存顧客のリピート率（来店を回数を増やしたい）や顧客単価を上げる等の
　 新たな取り組みを行いたい。

相談概要

解決の
POINT

● 新規集客のため、Youtube（動画）を活用して新たな情報発信に取り組みたい。
● スマートフォンから検索をする潜在顧客を集客したい。（Google マイビジネス
　 の導入、WEBサイトのリニューアルに向けた企画づくり）　他

その他の相談事例

コロナの影響で、来店客数が減少し
ている。
新たなお客様や、リピート客獲得の
ための情報発信が行えていない。

●お客様の来店頻度が向上した。

●新たなお客様の来店に繋がった。

SNSを活用し顧客をロイヤルカスタマーに！

解決！
After

お悩み
Before
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●事業所様の商品についてヒアリングを実施し、ものづくりの技術力や生産現場の
　環境、強み・特長、さらには、ものづくりに関するストーリーや想いをお聞きします。

●お聞きした情報をもとに、商品の強みや特長が活かせるネット販売事業の立ち上げ
　をサポートします。

●また、立ち上げ後の集客について、ネット広告、SNS、
　WEBサイトを活用した販路開拓についてアドバイス
　を行います。
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2Case Study

製造業

● ビジネス環境の変化やコロナの影響により卸先や取引先からの発注が減少している。
● ネット販売事業などに取り組み、新たな売り上げを確保したいが、やり方がわから
　ない。
● 社内に詳しい人材がいないので、事業の立ち上げについて相談したい。

相談概要

解決の
POINT

● 見積もりや受発注など販売管理をシステム化し、効率化と売上の見える化をしたい。
● 新たなお客様を獲得するため、SEOを意識したWEBサイトリニューアルの相談。
● リピーター客を増加をさせるためにSNSを活用したい。　他

その他の相談事例

ネット販売事業を立ち上げて新たな販路の獲得へ

工場・地場産業・農業など

卸先や取引先からの発注が減少して
いる。新たな販路開拓を目指してい
きたいが、直接お客様を開拓・販売
したことがない。

お悩み
Before

解決！
After ●ネット販売事業の始め方・進め方

   が理解できた。
●必要な予算や各種 ITツールの
   メリット・デメリットが理解できた。



●事業所さまの事業内容をヒアリングし分析を行います。

●お客様に届けたい商品やサービスが、どのように認知され、他サービスと比較検討
　されるのか、そして購入や消費に至り、さらには、リピートしたい、友人に共有
　（口コミ）したいと思うのかを、お客様視点で考えて整理します。

●整理した内容に基づき、どのような媒体（WEBサイトやSNS）で、
　どのような情報発信をするかを計画します。

●その後、事業所様に計画を実行していただき、結果を分析ツール
　で確認・分析し、情報発信の改善を行います。
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3Case Study

小売業

● WEBサイトを新規制作した（リニューアルした）が、情報更新ができず、
    活用ができていない状態になっている。
● SNSの更新を続けてはいるが、お客様からの反応が少ない。
    反応や問い合わせを増やしていきたい。

相談概要

解決の
POINT

● 新たなお客様を獲得するため、SEOを意識したWEBサイトリニューアルの相談。
● SNSを活用し、お客様へキャンペーンやニュースをお届けしたい。
●自社ホームページにアクセスする顧客分析を行うため、分析ツール（googleアナリ
　ティスク等）を導入したい。　他

その他の相談事例

新たなお客様獲得や顧客のリピート
化のために、WEB サイトや SNS
を活用したいけど、うまく使えてい
ない。

●WEBサイトやSNSからの
   問い合わせ件数が増加した。
●データを活用した情報発信の
   コツと改善方法が分かった。

お客様視点に立ってWEB・SNSから集客を！

解決！
After

お悩み
Before

卸・生活関連サービス・宿泊業・アパレルなど



●大規模なシステム導入の前に、Windowsや外付けハードディスクなどを上手く活
　用し効率化を進めます。

●設計図は、事務所内にある複合機でスキャンしＰＤＦで保存する。ＰＤＦの保存は
　ルール化して、ＮＡＳ（ハードディスク）に蓄積します。

●受注台帳のエクセルにファイル保存先を記入します。

●納品後に顧客から再度問合せがあったり再発注があった場合、
　エクセルを開き、過去の設計図が検索・確認できるようになります。
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● タイムカード電子化を進め、効率的な勤怠管理を導入したい。
● 現場で作業する職人と総務スタッフとの情報共有やコミュニケーションを効率化
　したい。（スケジュール共有、受発注の共有など）
●BtoBの販路拡大に向け、WEBサイトを立ち上げたい　他

その他の相談事例

4Case Study

建設業

● 製造ラインにＦＡＸで届く設計図を回しながら製造過程を進むプロセス。
● 製品が完成したタイミングで、設計図を印刷しファイルに紙で保存している。
● 設計図には、製造過程で職人がメモ書きをしている。今後の顧客サポートのため、
　 廃棄せずに保存している。

相談概要

解決の
POINT

書類が多い．．．
あの設計図の最新版はどこかな ...
どこまで進んだっけ．．．
はかどらないなぁ．．．

● 膨大に保存されている中から
　 設計図を探す時間が削減できた！
● 顧客サポートのレスポンスが
　 向上した！

ペーパレス化による業務効率化と顧客サポート向上

解決！
After

お悩み
Before

電気工事・建設・工務店など



Let’s
I T活用

商工会の支援サービス

商工会が設立されている市町内で、事務所・店舗・工場などを有する事業者であれば
規模の大小にかかわらず、商工会に加入することができます。

お問い合わせは、お近くの商工会まで！

実
施
団
体

兵庫県商工会連合会 
〒650-0013　神戸市中央区花隈町6番 19号
TEL：078-371-1261（代表）／078-371-1362（直）　FAX：078-341-4452
E-Mail：shokoren@communitylink.jp
事業名：令和2年度 地域活力増進事業

兵庫県商工会連合会
〒650-0013　神戸市中央区花隈町6-19

078-371-1261

南あわじ市商工会
〒656-0474 南あわじ市市市299-2

0799-42-4721

五色町商工会
〒656-1301 洲本市五色町都志202

0799-33-0450

淡路市商工会
〒656-2132 淡路市志筑新島5-2

0799-62-3066

丹波篠山市商工会
〒669-2331 丹波篠山市二階町58-2

079-554-1678

丹波市商工会
〒669-3601 丹波市氷上町成松140-7

0795-82-3476

朝来市商工会
〒669-5201 朝来市和田山町和田山404

079-672-2362

養父市商工会
〒667-0021 養父市八鹿町八鹿1672

079-662-7127

新温泉町商工会
〒669-6702 美方郡新温泉町浜坂2143番地10

0796-82-1152

香美町商工会
〒669-6543 美方郡香美町香住区若松620-3

0796-36-0123

豊岡市商工会
〒669-5305 豊岡市日高町祢布920

0796-42-4751

宍粟市商工会
〒671-2577 宍粟市山崎町山崎205

0790-62-2365

佐用町商工会
〒679-5301 佐用郡佐用町佐用3043-1

0790-82-2218

上郡町商工会
〒678-1233 赤穂郡上郡町大持278

0791-52-3710

太子町商工会
〒671-1523 揖保郡太子町東南51-1

079-277-2566

たつの市商工会
〒671-1641 たつの市揖保川町原849番地37

0791-72-7550

福崎町商工会
〒679-2212 神崎郡福崎町福田116-1

0790-22-0558

市川町商工会
〒679-2315 神崎郡市川町西川辺163-1

0790-26-0099

神河町商工会
〒679-2413 神崎郡神河町中村29

0790-32-0295

姫路市商工会
〒671-2103 姫路市夢前町前之庄1434-15

079-336-1368

播磨町商工会
〒675-0156 加古郡播磨町東本荘1-5-1

079-435-1630

稲美町商工会
〒675-1115 加古郡稲美町国岡1丁目1番地

079-492-0200

多可町商工会
〒679-1134 多可郡多可町中区茂利20

0795-32-2161

加東市商工会
〒673-1431 加東市社717-1

0795-42-0253

吉川町商工会
〒673-1114 三木市吉川町吉安246

0794-72-1406

猪名川町商工会
〒666-0243 川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷158-1

072-766-3012

三田市商工会
〒669-1531 三田市天神1丁目5-33

079-563-4455

川西市商工会
〒666-0011 川西市出在家町1番8号

072-759-8222

芦屋市商工会
〒659-0065 芦屋市公光町4-28

0797-23-2071


