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ワンストップの利便性をさらに高める	

 	 

設立に至った経緯をお話します。2016年に（株）船井総合

研究所からコンサルティングを受けました。目的は次なる

「法務・会計プラザ」のあり方。わたしたち法務・会計プ

ラザは弁護士や会計士など国家資格者が多数在籍する集合

体で、スタッフを含めて100名近くが集まって仕事をして

います。こういったスタイルでサービスを提供しているの

は国内では極めて珍しく、世界的に見てもほとんど例がな

いと高く評価されました。このかたちで20年以上運営して

きて、次なる20年をどうするか。ひとつの方向性が、「ワ

ンストップ性をさらに高めよう」ということでした。そん

な折り、わたしたちが入居する道銀ビルに空きフロアの情

報がありました。新たな場をつくって、既存の専門家以外

に集まってもらい、提供するサービスに付加価値をつける

ことはできないか。テーマは「IT」・「人材」・「スター

トアップ」。この３つをキーワードに、主旨に賛同いただ

けるプロフェッショナルに声をかけていったのです。とは

いえ、ただオフィススペースを整備しただけではなかなか

機能しません。そこで「イノベーション・プラザ」という

コンセプト（名称）を与えました。“新しい結合が発生す

る広場”として、目的をもって運営することにしたのです。

現代はテクノロジーの進歩や環境の変化も速く、新たな社

会課題が発生しています。これらの問題にも向き合えるの

ではないかと、2017年の６月にスタートしました。	 

 	 

付加価値を向上させより高度なサービスを	

 	 

現在は、ブースタイプが4社。コ・ワーキングスペースと

バーチャルタイプ11社が参画しています。最初の１年間は

手探りの運営でした。ドラッカーマネジメントをベースに

おいた「イノベーション研究会」を２期開催してきました。

自主的な「マーケティング読書会」も開催されています。

「Dラボ」というひとつのテーマのもとに、複数の執筆者

が記事を投稿するメディア型サイトも運用が始まりました。

こうした連携から、参加するメンバー同士の相互理解は進

んだと思います。いくつかの連携した成果も出てきていま

す。昨今、企業は自分たちのドメインだけでは乗り越えて

いけない新たな課題が生まれてきています。「単なる会計

事務所ですとか、見栄えのいいWEBサイトつくれます」と

いった単一のサービスを提供するだけでは生き残っていけ

ない時代になっています。これまでになかった異分野での

連携によって付加価値を向上させ、より高度なサービスを

提供できる集合体にしたいと思っています。	 
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常務取締役　村木宏彰	

HK・イノベーション・プラザの
ファシリテーター役、イノベー

ションマネージャーの村木です。

企業経営に役立つ各種セミナー

も企画しています。ぜひ、この

新しい“チーム”をご活用くだ

さるようお願い申し上げます。	 



入居するエキスパートのご紹介、	
会社・店舗の名前やロゴを登録し、ブランドの権利を守る！

あさかぜ特許商標事務所  札幌オフィス
鎌倉にメインのオフィスがある弁理士事務所。弁理士が４人在籍し、特許申

請・実用新案・意匠（デザイン）・商標（マーク）・著作権・企業秘密（ノウハウ・

顧客情報）などに対応します。ある日突然、「御社の店名は商標登録してい

ないので、今後は使えません」といったことにならないよう、トラブルを事前対

策でサポートします。	

メール a-‐kumano@asakaze-‐patent.com	

	

支所長　熊野彩	  
くまの・あや	  

札幌市出身、津田塾大卒、
法律事務所や（株）ブリジ

ストンなどを経て、現在に
至る。１児の母。	

中小企業診断士の視点から社内をITで効率化する

斎藤情報システムデザイン事務所

業務効率や働き方改革をITシステムで解決

（株）インフォマテリア

ファイナンシャルプランナー・産業カウンセラー

アップデート

SEOに強く売上をあげるWEBサイトのの制作や運営を担う

（株）エレメント

プログラマ、中道リースでの社内SEを経て2014年独立。情報システムの導入

支援や、セキュリティ対策などが専門。売上自動集計システム、会計システム、

不動産管理システムなど、企業サイズや予算に応じたITシステムを提案、設

計します。情報システムを使う側と作る側の双方を現場体験として知っている

ことが強み。コンサルティングにおいては、技術的知識に裏打ちされた実用

性ある選択肢を提供可能。ITの力で社内を効率化します。	

代表　斎藤学	  
さいとう・まなぶ	  

松前町生まれ。	  
東京理科大中退、	  

中道リース（株）などを経て
現在に至る。	

ITに関する知識・技術・サービスを提供しています。プログラム及び情報シス

テムの企画・設計・開発がメインの業務。IT業務全般のコンサルティングや、

サーバーなどの導入・構築・保守を。ホームページの企画・設計・開発・保守

も行います。コンピュータ及び、ソフトウェアに関する教育支援を中心としたIT

に関わるさまざまな問題や要望にお応えします。「コミュニケーションマジック」

のセミナーも開催しています。	

代表　石川辰義	  
いしかわ・たつよし	  

大阪府生まれ札幌育ち、	  
北海道大学大学院理学研究科修了。

（株）メディアリュウムを経て現職。	

北見市で独立開業して10年が経過しました。お金はとっても大切です。世の

中のほとんどの、もめごと・悩みはお金で解決できます。しかし、私はこう考え

ます。お金で解決できないこと、家族のこと、自分自身のことに集中するため

に。お金に任せられるところは任せる。たった１％かもしれないお金で解決で

きないことこそ大切だと。お金は目的ではありません。だからこそ、お金のこと、

ファイナンスについてしっかり考えたいのです。生命保険１９社、損害保険９

社の取り扱いを通じて、法人と個人のリスクマネジメントをサポートします。	

代表　田村友朗	  
たむら・ともあき	  

北見市出身、北海学園大
工学部卒、日専連ニック

コーポレーション	  
などを経て独立。	

ただ作るだけのWEB制作業界に疑問を感じ、成果をあげるWEBサイトの

しくみを追求。ネット通販サイトでは月商6,000万円を達成するなど

数々の実績があります。	 

・通販WEBサイトの売上向上	 

・WEBサイトでの求人	 

・WEBサイトの運営管理	 

代表　今井孔太	  
いまい・こうた	  

比布町出身、趣味はハード
なイトウ釣り。	  

食事・運動・瞑想にも	  
造詣が深い。	



ユーザーに役立つWEBコンテンツを制作し、企業の価値を広める

はなまるメッセージ

人材採用に特化した動画で人手不足を解消する

セルフメディアエイジェント（株）

客単価をあげるPOP理論の指南と実践

（株）ピーオーピーオリジン

人の思考と行動特性を活かしたチームで成果をあげる手法を伝授

千里堂（株）センスマイル

中小企業が目的を達成するための自立型人材の育成・指導

（有）シンプルタスク

弊社の理念は「地域の皆様の健康な笑顔に貢献する」です。網走を本店に

オホーツクエリアで４店舗を展開する、メガネ・補聴器の「千里堂」。調剤薬局

「よつば薬局」。スーパーマーケット「スーパー１００」を経営。加えて、行動と

思考による個人特性分析を使って、組織や人材採用・定着に関するアドバイ

スを行っています。	

代表　伊藤亮人	  
いとう・あきひと	  

網走市出身、北海道薬科
大卒、薬局チェーン店に入

社後、父が経営する千里
堂に入社、代表取締役に。	

２０１０年ソーシャルメディアの将来性を感じ、起業。ソーシャルメディアのコン

サルティングを中心に事業展開。２０１４年、動画制作事業にコーチング技術

やドラッカーの教えを取り入れ、新しい制作方法でムービー映像を提供して

います。求人難の時代のなかで、現在は採用に特化した映像制作をメインに

活動しています。本業のかたわら、世界最大１７万人が所属する経営者の会

で指導的立場としてディレクターを7年間務め、８千人の経営者にアドバイス。	

	

代表　和久井海十	  
わくい・かいと	  

札幌市生まれ、大学卒業
後、日本電子計算（株）他

を経て2010年独立。	  
東京と札幌を往復する。	

フリーの取材型インタビュー記事制作者。２０年の広告代理店勤務からマー

ケティングの実務を経験。社長インタビューなどによる人物紹介や、社内報制

作、WEBサイトのコンテンツを作り、集客・売上増に貢献します。	

　・WEBサイトのコンテンツ制作	

　・企業SNSの運営	

　・写真撮影	

代表　花岡俊吾	  
はなおか・しゅんご	  

恵庭市生まれ、高崎経済大卒、
ピーアールセンター他を経て独立。	  

北海道新聞に記事連載中。	

ミッションは「POPで日本の景気回復！」。公的機関・商店街・大手企業に対

して次世代型POP広告を伝授しています。大学・専門学校講師やPOP楽会

主宰。「POP甲子園」コンテストの審査委員長も務めています。年間１５０回を

超えるPOPに関するセミナーを開催。のべ３，０００社にのぼる個別企業への

指導も実施。「POPスター」の愛称で、新聞や雑誌などメディアへの執筆活動

やテレビ出演もしています。	

代表　沼澤拓也	  
ぬまざわ・たくや	  

東京都生まれ、札幌育ち。	  
POP広告検定審査専門委員、	  

大学の非常勤講師。	

全国各地で延べ８２期の連続講座を開催。卒業生は２，５００人以上。習慣形

成のメソッドを中心に、成果・結果を積み上げていく人を多数排出しています。

多業種にわたり企業の顧問として、人間力向上のコンサルティングや人材育

成のトレーニングを行い、企業の増収増益のサポートをしています。JADA協

会認定SBT１級のコーチ資格を取得し、ビジネスマンの能力開発のみならず、

スポーツチーム指導、受験生の能力アップも行っています。	

代表　吉井雅之	  
よしい・まさし	  

３０歳にして多くの	  
能力開発セミナーに参加。	  

石油関連企業を中心に	  
人材教育業務に従事。	  

2005年独立。	

あなたの悩み・課題を解決します	



第3期の「イノベーション研究会」が開催されます！	

▶「ゼロ部会」がスタート	

新しい研究会「POP学研究室 0（ゼロ）部

会」が、６月から開催されています。担当

研究者は”POPスター”でおなじみの沼澤

拓也さん。テーマは「常識である◯◯を０

（ゼロ）にするブランディング」。ゼロにする

ことで見えてくるブランド価値を考え、発表

し合いました。沼澤さんはゼロにしたら良く

なる事例を300社集めるという目標を立て

て、研究しています。ぜひ、事例集めにご

協力ください。　	

マーケティングについて最新理論と現場に

活かせるスキルを学ぼうと「コトラーのマー

ケティング4.0読書会＆研究会」が開催され

ました。１回につき１章ずつ読み合って進

めています。参加者は４人から９人ほど。

マーケティング初心者から、講師で活躍す

る精通者までさまざまです。話しが脱線し

たり、深い議論になったり、学びと気づきが

多い90分。WEBの記事のつくり方も学ぶこ

とができる読書会、全１１回です。	

▶コトラー読書会が開催	 ▶おしゃれランチMTG	

新企画。「第１回ランチMTG」が札幌三

井JPビルディング内のレストランで行わ

れました。弁理士の熊野彩さんがセレ

クトするお店で、情報交換や予期せぬ

ことを報告しあうランチ会。普段、男性

だけではなかなか入ることがないお

しゃれスポットを知り、流行を感じること

ができる企画（笑）。おいしい！たのし

い！そうなんだ！の１時間。２ヶ月に１

回程度の予定。ぜひ、ご参加ください。	

発行　HK・イノベーション・プラザ　広報委員会　札幌市中央区大通西４丁目１道銀ビル１０階　hDp://hki-‐plaza.com/　　　	

現場にイノベーションを起こそう！	  
当研究会では、そのための理論と実践力を強化します。日々の仕事の

中にドラッカー教授のマネジメントの体系を導入し、個別の現場実践力

をどのように強化するかを気鋭のコンサルタントなどとともに考え、自社

の課題解決に挑戦しましょう。第3期のテーマも「イノベーションの起し

方」。イノベーションの起し方の基礎を学ぶパートと、「生産性」を高める

ための実践知が修得できる２本立ての講座です。	

	  

第3期イノベーション研究会要項	  

①10月４日（木）	  

②11月7日（水）	  

③12月12日（水）	  

④1月22日（火）	  

・時間はいずれも、13時〜17時半	  

・道銀ビル12階会議室（10月のみ８階）	  

・参加費は４回講座で４万円（税込み）	  

・20社限定	  

第2期ではVRを題材に新しい活用法などを議論しました	


