
セミナーも個別相談も無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

３２名のコンサルタントに無料で何回でも相談できます！

Facebook・LINE・ホームページ・チラシ・WEB広告での集客をサポート

販路開拓・商品開発・商品改善・店舗繁盛化をサポート

資金繰り・事業計画・労務・法律・税金・契約等の悩みをサポート

様々な実績・経験のあるコンサルタントや現役経営者が相談にのります！

＼＼私達が全力でサポートします！！お気軽にご相談ください。 ／／

公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 公益財団法人 福岡県中小企業振興センター

内面のセミナー案内をご覧ください！

会場 福岡県信用保証協会 北九州支所(小倉北区古船場町1番35号北九州市立商工貿易会館5F)

福岡県信用保証協会 北九州支所
小倉北区古船場町1番35号 北九州市立商工貿易会館5F

申込 092-622-7809☎福岡県よろず支援拠点 事前予約制

北九州よろず経営相談窓口

北 29.11-1北 29.11-1

毎日行います！！※土日祝日は除く

セミナー開催日程や相談員紹介などの詳細はホームページで！

【福岡県よろず支援拠点とは？】

『よろず支援拠点』は平成２６年に国（中小企業庁）が全国４７都道府県に設置した無料の経営相談窓口
です。福岡県では(公財)福岡県中小企業振興センターに『福岡県よろず支援拠点』が設置されており、
32名の専門家・相談員（うち1５名は女性）が日々、個別相談や少人数セミナーを行っています。

＼＼全力でサポートします！！お気軽にご相談ください。 ／／

北九州よろず経営相談窓口は、北九州市・福岡県信用保
証協会・北九州商工会議所・ 福岡県よろず支援拠点が
連携して開設する無料の経営相談窓口です。
お気軽にご相談・ご参加ください！

福岡県よろず支援拠点にはこんなコーディネーターがいます！ → ◆元ご当地産品会社社長◆飲食店現役社長
◆デザイナー ◆ＳＮＳ専門家 ◆元銀行支店長 ◆元覆面調査員 ◆WEB製作会社社長 ◆人材コンサルタント
◆元グルメ情報誌編集者 ◆元乳製品会社社長 ◆広告代理店社長 ◆司法書士 ◆ネイルサロン社長 ◆中国関
係コンサルタント ◆資金調達コンサルタント ◆元通信販売会社役員 ◆元製鉄会社工場長 ◆料理研究家 ◆
元ベンチャーキャピタリスト ◆元ミュージシャン ◆行政書士 ◆元秘書 ◆元証券会社 ◆元不動産ファンド
会社 ◆税理士 ◆ベリーダンサー ◆社会保険労務士 ◆中小企業診断士 ◆現役TVディレクター ◆元ＴＶ
制作会社ディレクター ◆広告プランナー ◆レストラン現役経営者 ◆元百貨店バイヤー ◆店舗デザイナー

セミナー・相談会場地図

福岡よろず
ホームページ

QRコード

メルマガ
登録

QRコード

売上 を 上 げ た い ！

経営改善 し た い ！

創業希望者・個人事業主・中小企業のための 相談所

11月21日(火)13:30～16:30
コワーキングスペース秘密基地
北九州市小倉北区京町2丁目2-19 （小倉ジャンジャンビル3F）

福岡県内で創業をご検討の女性および、女性経営者

13:30～14:15 女性企業家によくある質問集①
●「 社会保険労務士が お答えします」
・起業した時の社会保険はどうなるの？・扶養はいつまで入れるの？ etc…

14:15～15:00 女性企業家によくある質問集②
●「 税理士が お答えします」

・開業したら確定申告をしないといけないの？ etc…

日時・会場

参 加 条 件

内 容

15:15～16:30 交流会
自社の商品（サンプル品等）を無償配布したい方、参加者の皆様からご意見を聞きたい方は
当日会場へお持ち下さい。

お 申 込 み お電話もしくは申込フォームにてお願いします。
092-622-7809（福岡県よろず支援拠点）

よろず女子会
参加申込
フォーム

講師
福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

野村 香

講師
福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

久留 さつき

よろず女子会は、福岡県よろず支援拠点が
企画運営する福岡の女性企業家の学びと
マッチングの会です。

参加無料



北九州よろず経営相談窓口
会 場 福岡県信用保証協会 北九州支所

小倉北区古船場町1番35号 北九州市立商工貿易会館5F

北 29.11-1

北九州無料セミナー
申込はこちら⇒

11月1日（水）・15日（水）

11月6日（月）・21日（火）・27日（月）

11月17日（金）

11月7日（火）

11月１3日（月）・２9日（水）

11月9日（木）・22日（水）

11月１0日（金）・28日（火）

11月14日（火）・30日（木）

11月20日（月）

11月8日（水）・24日（金）

売上
拡大

11月16日（木）

森友 伸和

IT
活用

セミナー：13:15～14:45
個別相談：①10:00～11:00②11:00～12:00③15:30～16:30

申 込 福岡県よろず支援拠点 （092-622-7809）

事前予約制となっております。セミナーはよろず支援拠点ホームペー
ジ（お申込みフォーム）、もしくはお電話でお申込みください。
個別相談はお電話でのみの受付となります。お電話の際は「北九州よ
ろずのチラシをみて」とお伝えください。

IT
活用

売上
拡大

売上
拡大

１．広告相場は、いくらくらい？
２．広告からの集客効果はどうやって

測定するの？
３．失敗する広告の特徴とは？
４．集客に成功する広告の5つの法則

集客、販促改善を
サポートいたします！
12年半、福岡の情報誌で
広告や記事の編集・ライ
ティングを担当し、編集
長としても業務を担いま
した。言葉や写真を有効
に使って、自社の強みを
伝えることにこだわって
サポートいたします。

集客につながる！

タウン誌の広告の出し方

安元 妙圭

セミナー

１．面白い商品(話題性)を作るには？
２．発想って具体的にどうしたらいいの？

～あの有名人も使っている発想法の紹介～

３．アイデアを絞り出すワザ
４．いざ！商品開発をやってみよう！

面白い！がビジネスを変える！

1時間半で頭が柔らかくなる！創造力・発想力に磨きがかかる！

アイデア発想ワークショップ

地域産品の
開発販路開拓はお任せ！
食の６次産業化プロ
デューサー。食品表示診
断士。平成１０年㈲対馬
ふるさと俱楽部を設立し、
「半熟藻塩プリン」など
を開発し、楽天ランキン
グ１位を獲得。その後、
食・地域産品の企画・提
案するコンサルタントと
して活動中。

営業嫌いの経営者のための
売れる営業、反響の出る
広告、効果的な集客アッ
プ等のご相談はお任せ！
リクルート社で情報誌
ホットペッパー創刊時か
ら福岡地区の立上げに携
わる等、15年間営業をこ
なす。集客アップのため
の広告などをクライアン
トと共に考え、共に成長。

営業に苦手意識がある方でも、今すぐ営業したくなるような
マル秘テクニックをお伝えします！

肱岡 知子

１．契約に結び付く営業の共通点
２．信頼されるための3つの心得？
３．『営業』が好きになる！究極の必殺技！

ホットペッパー立上げに携わり、15年間で1000社以上の開拓をした、
トップ営業ウーマンが語る！

営業したくなる セミナー

ホームページ・WEBサ
イトなどご相談下さい！
WEB企画・制作・運
営・広告運用等一貫して
ＷＥＢに関わる仕事に従
事。顧客分析やアクセス
解析などのデータを基に
した分析・WEBサイト
企画・コンサルティング
を得意とします。

Googleアドワーズ広告で

１．Googleアドワーズとは？
２．アドワーズ広告のメリット・デメリット
３．Googleアドワーズのしくみを知る
４．売れるキーワードとは？
５．効果的な広告文を作成する！

集客・売上アップする方法

雪竹 高弘

楽しみながらビジネス活用！

１.『インスタグラム』って何？
２. 【ゆる～り編】まずははじめてみよう！
３. 【本気編】フォロワー1,000人超を目指そう！
４. 【とことん編】フォロワー10,000人超で有名人！
５. 分析！有名インスタグラマーになるには？
６. インスタ映えする写真を撮ろう！

インスタグラムレッスン

古川 麻水

食とマスコミに関するこ
とならお任せ！
テレビ番組制作、タウン
誌、グルメ情報誌の編集、
仕出し会社勤務を経て、
料理教室を創業。飲食店
のフードプロデュース、
スタイリスト、雑誌への
レシピ提供、時々テレビ
の料理コーナーにも出演
しています！

廣木 鑑治

事業計画書作成セミナー

取締役として10以上の事業に携わった実務経験を
活かしてお伝えします！

（ビジネスモデル作成・数値計画・実行計画作成編）

１. 事業計画を考える際に最初に決めなければ
ならない５つのこと

２. ビジネスモデルを検討する時に大事な９つのこと
３. 実行計画・数値計画の作成の仕方と活用法

中小企業診断士
大手生活雑貨専門店グ
ループで、営業マネー
ジャー兼バイヤーとし
て様々な業態の小売店
をプロデュース。
小売業・卸売業の実務
から管理・運営・経営
まで幅広く対応します。
事業計画書の作成もお
任せ下さい。

創業

創業のお悩みや中国事情、
不動産やFacebookまで
お気軽にご相談ください
保険会社、不動産投資顧
問会社を経て上海の会計
コンサルティング会社に
勤務。会社設立・税務・
会計に携わってきました。
それらの経験を活かし相
談業務に取り組んでおり
ます。

◆ 何から始めればいいの？
◆ 自身の思いをうまく計画書にするには？
◆ 販売計画の立て方は？
◆ 費用をどのように見積もればいいの？
◆ いくら借入すれば良いの？

実践！

創業計画書作成 セミナー

日本政策金融公庫の創業計画書を使ってご説明！

井上 陽一

人事・労務管理
のことご相談下さい！
社会保険労務士。「人が
集まる会社」を基本思想
に、選ばれる会社になれ
るような仕組みづくりを
考えて活動しています。
人に付随する様々なご相
談や、最適な助成金の活
用方法をご提案いたしま
す。野村 香

1 専業主婦からの起業体験
～私の起業ストーリー～

2 扶養は？ 健康保険は？
～気になること。タイプ別起業形態～

3 仕事と家庭、両立のコツ！

専業主婦から創業！

女性創業のための３つの心得
セミナー

人材育成や“人”に関す
るご相談
お待ちしております！
人事コンサルティング会
社で勤務後、独立して人
事関係のコンサルティン
グを手掛ける。大学で非
常勤講師もしています。
売上拡大につなげるアイ
デアの提案を行っていま
す。吉原 さくら

創業予定者のための

プレゼンセミナー

１．起業家に求められる
プレゼンスキルとは？

２．事業計画をすっきり伝える方法
３．ストーリ―ボード（ワークシート）を

使った演習

登記・契約・企業法務
はお任せ！司法書士。
「経営に生かせる法
律」をモットーに経営
リスクの予防のためだ
けではなく、法律を生
かした積極的な経営施
策のアドバイスをいた
します。法律、登記、
企業法務のことなど、
お気軽にご相談下さい。池田 龍太

借金のある個人事業主のための

跡継ぎ対策セミナー
１ 誰に跡を継がせるの？ その方法は？
２ 銀行借入の保証人はどうなるの？
３ 個人資産(自宅等)が担保に入っている。外せるの？
４ 債務超過でも事業承継できるの？
５ 事業承継がうまく行かない場合、どうなるの？
どんな方法があるの？

※本セミナーでは
節税対策等はお話ししません。

天神・渡辺通り・博多駅の人気店現役オーナーが語る！

繁盛する飲食店の作り方

野中 一英

１ 失敗する人の共通点とは？
２ 開業前に準備しておく必須事項！
３ お金をかけない集客術とは？
４ これだけは知っておきたい経営知識！
５ 絶対はずせない成功のポイント

飲食のことなら
何でもお任せ！
27歳で飲食業界へ。35
歳で独立。現在は福岡市
内に3店舗営業中。カン
ボジアでの出店も経験。
飲食店の開業したい方、
海外へ出店をお考えの方、
今現在経営でお悩みの方
などのお役にたてればと
思っています。

セミナー

店舗
飲食

創業

創業

創業

経営
改善

保証協会＆信用金庫＆日本公庫＆元銀行支店長
による合同セミナーが

11月からスタートします！！

「創業計画&創業の資金調達」

創業計画書の立て方や、創業資金の借り方をわかりや
すくお伝えします！審査の際に審査員は計画書のどん
なところを見ているのか？創業時に気になる情報満載
です！ぜひご参加ください！

【日本政策金融公庫】
国民生活事業

福岡ビジネスサポートプラザ

所長 高橋 秀彰

【福岡ひびき信用金庫】
理事

企業コンサルティング部長

唐生 昌平

【福岡県よろず支援拠点】
コーディネーター
元銀行支店長

坂本 明彦

【福岡県信用保証協会】
保証統括部創業・経営支援統括課

中小企業診断士 課長代理

甲斐田 博臣

11月2日（木）13:30～16:30

～～～～～～～～～～講 師～～～～～～～～～～

セミナー

初回は・・

11月2日（木）の個別相談は、坂本がお受けいたします。
時間は①10:00～11:00、②11:00～12:00の枠のみです。

講師は予告なく変更する場合がございます。

※個別相談はセミナーと関係ないことでもお受けします！

創業


