
1996年4⽉〜1998年3⽉  �⼀�� �波��
1999年3⽉〜2009年9⽉       パーソナル株式�� (�材��、��、�負業)
                                         2001年6⽉〜渋������任
                                         2006年2⽉〜�����副��  
                                                            �材採⽤、��、セミナー��

2011年11⽉〜        JinboomWeb �立  （個�事業）
             webマーケティング、DTPデザイン、ロゴ、
             パッケージデザイン制作

2014年1⽉〜       地域活動団体「戸⽥マルシェ」�立
              イベント◆「アートむすび�」6回����
                      （戸⽥���活動サポート�助金事業）

                  ◆「くらふとカーニバル♪」����
                      （戸⽥�街づくり共同研�事業）

                  ◆「アートむすび�稲⽑」2016年8⽉・2018年3⽉
                      （千葉�����財団�助）

                  ◆（株）JR東⽇�都�開発 �ビル内��の�売促    
                    �を⽬的としたイベント��担当 

                    2016年12⽉〜現在
                    

2015年5⽉〜       任�団体「戸⽥���⾏�員�」�立 ���任
             戸⽥��業活性���事業�助金��事業 

             年4回���期開�

2016年6⽉〜                   �制�⾏50周年�念事業������員
2019年5⽉〜                        戸⽥ふるさと�  ����員
2019年9⽉〜                        戸⽥�ブランド�員� �員

2020年4⽉〜             ITコーディネータ�得。
                                          埼⽟��⼯����専⾨��� 
2021年1⽉〜                        中⼩�業デジタル��援�事業IT専⾨��� 
                                          ⽇��⼯�����IT専⾨���   
       7⽉〜                        上尾中⼩�業サポートセンター専⾨���  
         10⽉〜                        �⽥�⼯���デジタルマンツーマン事業専⾨�
         12⽉〜         川⼝�⼯���中⼩�業�援専⾨���
2022年3⽉〜                        さいたま�⼯�����専⾨�
     6⽉〜                        中⼩�業�  （METI/���業省）
                                          事業������型�援(デジタル���)事業  
                                          内�専⾨�

     

今村仁美
ITコーディネータ

プロフィール

�売促�を⽬的とした�促

物の制作、地域活性を⽬的

としたイベント��が得�

です。

連絡先

090-8345-4516

jinboom2011@gmail.com

〒335-0021
埼⽟�戸⽥��曽

                      1757-2-608

最終学歴

�戸�⼿女��期⼤� 英��科

1996年3⽉�業

略歴

資格

ITコーディネータ
��２�、書�５�

星��内�（星のソムリエ

®）��

https://web.jinboom.com/

2023年3⽉現在



2019年6⽉9⽇〜
「キャッシュレス朝市」開催

今村仁美
⾃⾝が会⻑を務める「⼾⽥朝市」にてキャッシュレスPayPay導⼊。
PayPay株式会社に協⼒頂き、出店店舗向け事前説明会、お客様は当⽇登録
その場利⽤実施。  
https://m.facebook.com/paypay.official/posts/354495525257897/

2021年1⽉〜
中⼩企業デジタル化応援隊事業
６社⽀援済
２期 ２社⽀援済

■�法律事務所 
 オンライン決済、オンライン相談導⼊⽀援
■�⼾⽥市商⼯会⻘年部
 応援花⽕事業 オンライン決済機能付きイベントサイト⽀援
■�菓⼦製造販売業 EC構築⽀援 
■�社団法⼈  ⾃社運営サイト構築⽀援
■�⾦属製造業 採⽤サイト構築⽀援
■�オンラインサロン 動画、サイト、SNS⽀援

IT活用・導入支援実績　　　
2019年〜

2020年3⽉〜
⼩規模事業者持続化補助⾦

■�DTPデザイン事務所
 ⾃社運営サイト構築
■�グルテンフリー専⾨家
 ⾃社運営サイト構築
■�菓⼦製造業 
 補助⾦⽀援、新商品販促計画⽀援、PR動画、パッケージデザイン
■�ネイルサロン
 補助⾦⽀援、動画配信、動画レッスン、オンライン決済

2021年7⽉〜
上尾中⼩企業サポートセンター
18社⽀援

■�菓⼦製造販売業 
 デジタル広告制作⽀援
■�弁当屋
 販路拡⼤の為のチラシ制作⽀援
■�防⽔⼯事業
 販路拡⼤の為のIT活⽤⽀援 
■�仕出し屋
 販路拡⼤の為のチラシ制作⽀援
■�製造業社員
 PR動画作成相談⽀援

2021年10⽉〜
町⽥商⼯会議所 
デジタルマンツーマン事業
４社⽀援

■�飲⾷店、うどん麺製造業
 ネット販売開始に関する⽀援
■映像制作業
 販路拡⼤のITツール活⽤⽀援

2021年9⽉〜
埼⽟県商⼯会連合会
エキスパートバンク
DX⽀援

■�貴⾦属製造業
 ネット販売開始に関するデジタル専⾨相談
■�⼩売業
 �ホームページ⽀援・販路拡⼤の為のITツール活⽤⽀援

■�教育，学習⽀援業 
 広告マーケティング⽀援
■�コンサル業
 ホームページ活⽤⽀援
■�農業
 販路拡⼤の為のIT活⽤・
 補助⾦⽀援 
■�施術業
 補助⾦活⽤⽀援
■�サービス業（飲⾷店）
 補助⾦活⽤⽀援・新商品開発含め販路開拓
 経営⾰新計画策定
                ・・・等

2023年3⽉現在

■パン製造販売
 ITツールを活⽤した販路拡⼤⽀援
■⼩売業（⽂具店）
 ホームページ改善・EC導⼊⽀援

2021年12⽉〜
川⼝商⼯会議所 

■�⼩売り業（酒・菓⼦）
 販促⽀援・動画活⽤⽀援
■�貴⾦属製造業
 ホームページ改善、EC、SNS活⽤販促⽀援



セミナー講師歴
2017年5⽉〜  �同��アークリンク（�労�⾏�援・�労���援A型事��）
2018年12⽉     WEBデザイナーコース�師 
2018年2⽉       千葉���街������「街と��街の�たな活性�⼿�」
        地域の�供たちが�い�から��街および地域への愛�を�め、

        �来の��街��・�援者を⽣み�していく為のイベント作り

2018年7⽉   戸⽥�����協��   ��団体向けビジネスマナー研�
2019年10⽉    戸⽥�立戸⽥中��  ふれあい体����� 
        ⾃�のホームページを作ろう�

2019年11⽉        ガネーシャ国立⼤�⽇���科 ⽇��かなコンテスト�査員/書����師
2020年12⽉〜        �測� 星��内�
2022年  3⽉            ⾃由�主�埼⽟������
                「スマホで動��� ー�期�挙に向けてー」
2022年  7⽉22⽇     上尾�⼯���
                 「�売促�に使えるWEBツール活⽤」
2022年  7⽉〜     ���団��⻄川⼝���
                                 「租���」�師
2022年  8⽉25⽇      川⼝�⼯���
         9⽉1⽇      「PR動�で�⼒を�えよう」
2022年    9⽉7⽇      さいたま�⼯���
         �員�業���員�流�ファシリテーター�任

2022年12⽉14⽇   南河��⼯�
                 「PR動�で�⼒を�えよう」
2023年  1⽉19⽇   戸⽥�����協��  
       1⽉26⽇   ��団体向け「スマホで簡単動���」
2023年   3⽉6⽇      川⼝�⼯���
                               「⾃�にあったECサイト��と�⽤��」
             3⽉13⽇     川⼝�⼯���
                               「PR動�で�⼒を�えよう」
2023年   3⽉27⽇      上尾�⼯���
                                「動�で�せる��促に使う動�活⽤��」

2023年3⽉現在

埼⽟ITコーディネータ
https://nposai.saitama-
itc.org/members/imamura/

2022年3⽉〜
さいたま商⼯会議所 

■�教育、学習⽀援業
 ホームページ改善、ITツール活⽤⽀援

■サービス業（理容業)
 経営⾰新計画策定⽀援

2022年6⽉〜
�中⼩企業庁�（METI/経済産業省）
みらデジ 内部専⾨家
 

■�オンラインによる相談⽀援
 ・クラウドファンディング活⽤    ・各種補助⾦活⽤
 ・ホームページ活⽤         ・業務効率化ツール活⽤
 ・EC導⼊             ����・販路拡⼤の為のツール活⽤ 
                                 ・・・等

2022年2⽉      埼⽟�DX���援ネットワーク�援��向け動�コンテンツ
                              「�促・�業��（売上向上）のためのITツール活⽤」 �師担当
          ��担当 

2022年2⽉〜     さいたま�シニアユニバーシティ
                           「ITCを活⽤しましょう」
            スマホを�しもう�スマホ活⽤でこんな事ができる
        2⽉17⽇     中央� ⼤�  23���
        2⽉24⽇     中央� ⼤�� 28���
        2⽉28⽇     岩�� ⼤��   7���
         7⽉  1⽇      東浦和� ⼤�    50���
              7⽉  7⽇       専�科   (スマホ) 11���
             7 ⽉12⽇       北浦和� ⼤�� 80���
              9⽉15⽇        専�科   (動�)   11���
              9⽉22⽇        中央�    ⼤�    23���
            11⽉10⽇        専�科   (HP制作) 11���
            11⽉24⽇        専�科 (�師)   11���
             12⽉15⽇       中央� ⼤��   16���
2023年  3⽉8⽇   さいたま��⼒ある����事業
              �の丈からはじめる��・個�のためのデジタル活⽤�⾨��
             「�こそ��� ネットショップの活⽤を�ぶ」
           


