
1 1 月 の 無 料 経 営 セ ミ ナ ー久留米よろず創業・経営相談窓口
久 29.11-1

セミナー：
個別相談：

スケジュール 事前予約制 会 場 くるめ創業ロケット（久留米市六ツ門町21番地6 久留米東町公園ビル1階）

申 込 福岡県よろず支援拠点 （092-622-7809）
※個別相談も当日の講師が行います。

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、個別相談はお電話でのみの受付と
なります。
個別相談はセミナーの内容と関係のないことでも大丈夫で
す！お申込みお待ちしております!

１１月１０日（金）・２２日（水）

１１月２４日（金）・３０日（木）

１１月７日（火）

１１月１日（水）・１７日（金）

１１月８日（水）･１６日（木）･２１日（火）

１１月９日（木）・ ２７日（月）

１１月２日（木）

１１月６日（月）

１１月１３日（月）・２0日（月）

１１月１４日（火）・２８日（火）

１１月１５日（水）・２９日（水）

売上
拡大

IT
活用

店舗
飲食

売上
拡大

IT
活用

店舗
飲食

13:15～14:45
①10:00～11:00 ②11:00～12:00
③15:30～16:30

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！

HPやLINE@、
Facebook、
広告・販促戦略はお任せ
ください！
住宅メーカー、健康食品
通販、エステサロン、病
院、高齢者施設など多
ジャンルの広告・販促戦
略を企画。広告戦略の立
案、営業施策についての
アドバイスをいたします。

辻山 敏

１ あっという間にわかる「LINE＠」
２ まずは「友達」を増やそう！
・来店客を「友達」に！

３ 「友達」を「来店客」にして売上アップ !?
・お客様に響く情報や特典とは？

IT
活用

効果・成果の出る
ホームページは
お任せください！
WEB集客、WEBサイ
ト運用サポートなどの
業務を中心に、WEB
のチカラを最大限に活
用し、着実に成果を上
げるWEBマーケティ
ングを日々実践してお
ります。

堀 紗弥香

リスティング広告で売上アップ！

Googleアドワーズ

１．どうやって利用開始するの？
２．料金はどんな仕組み？
３．目を引く広告の作り方とは？
４．費用に対する効果を見るには？
５．広告＋α 行うべきこと！

入門セミナー

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

お店づくりの
ことならお任せ下さい！
住宅や店舗の設計などの
業務に携わった後、独立。
年間150件以上の店舗診
断を行う。入りやすい、
買いやすい店づくりや、
すぐに役立つ、誰でも描
ける手描きPOPの描き方
をお伝えします。魅力的
な店づくりを一緒に考え
ましょう！内村 明子

店づくりの と

売上が伸びる！

１． 顧客心理を踏まえた
店内レイアウトと商品陳列

２． ディスプレイと陳列の違いを知ろう
３． 簡単にできるディスプレイ
４． 売れているお店の手法とは？

お金や時間を
掛けずに

お店の魅力を
アップ！

陳列 セミナー

店舗開業における
起業前準備とコンセプ
ト・強みの設定が得意
新規起業・独立希望者向
けに立地を踏まえたター
ゲット・コンセプト確立、
価格設定・テナント選び
の支援などを行う。特色
のあるメニュー作成のお
手伝いも行っております。

古賀 広宣

１．起業前から始めるお客様づくり！
２．「やることリスト」を作ろう！
３．タイムスケジュールを立てよう！
４．活動の足跡を記録しよう！
５．おまけ テナント物件ここをチェック！

オープン前にやるべきこと
セミナー～成功に導くコツは起業・独立前の準備にあり！～

店舗
飲食

全国のよろず支援拠点が関わった

～成功事例の好いとこ取り！～

食品関連事業者の成功事例紹介

前田 直樹

セミナー

焼き鳥店・八百屋の
経営してます！
26歳で焼き鳥屋を大野
城市にオープン。その
後、別ブランドの焼き
鳥店を同じく大野城市
に3店開店。地元密着
型飲食店にとって大切
だと思うことをお伝え
します。

1. 人気No.1ケーキの強みを再認識し更なる販路を拡大
2. 歴史ある丸子の梅をブランド化し、新たな梅干しを開発
3. クラウドファンディングで青大豆カレー開発の資金調達
4. 洋風イチゴ大福の小規模事業者連携による売上拡大
5. 店頭広告とＰＯＰの設置で老舗ワッフル店の来客を増加
6. 食べる意味を伝えることで正月餅等の売り上げを大幅拡大

店舗
飲食

森 武志

商品開発・商品の魅せ方
はお任せ下さい！
伊勢丹でバイヤーやセー
ルスマネージャーを皮切
りに店舗全体の運営にか
かわる業務まで幅広く担
当。百貨店の品揃えの考
え方、商品の魅せ方や販
売サービスまでノウハウ
を持っています。

◆お客さまの声を聞き逃さない仕組み作りとは
～「お客さまの声カード」の作り方と活用法～

◆ 笑顔のトレーニング法
～笑顔一つで売上が上がる！？～

元 百貨店販売担当長が語る！

お客さまの声を反映させて
人気店になる！セミナー

一色 将也

現役TVディレクター
マスコミや通販映像は
お任せ！映像制作の現場
で１５年以上、テレビ番
組、テレビコマーシャル、
企業紹介動画、フェイス
ブック動画作品、WEB
動画作品、テレビ通信販
売番組などなど、映像に
係るありとあらゆる作品
の企画・制作を担当。

動画制作セミナー

実践！

無料編集アプリのダウンロード方法から

編集方法、音楽、文字入れまで全てお伝えします!
セミナー内で動画作品を完成させますので、ぜひ
スマホ・タブレットをお持ちください！

売上アップ
のための

無料動画編集アプリ
『iMovie』を使って、
誰でも簡単にできる方法
をお伝えします！

廣木 鑑治

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。

１．企画書作成に苦手意識を持たないためには？
２．採用される企画書の内容は決まってる？
３．無駄なく説得力が高まる書き方とは？
４．参考になる企画書の実例

※セミナーに参加された方にはすぐ活用できる
フォーマットをお渡しします！

成約率が上がる企画書セミナー

新規契約を獲得するために！法人営業で

店舗
飲食

資金
調達

財務・資金繰りの
改善等お気軽にご相談
ください！
銀行で約28年勤務。
様々な業種のお取引先
から、経営に関するこ
とを学びました。また、
本部の審査部勤務では、
財務関連について専門
的に取組み、多様な融
資案件を経験。

坂本 明彦

資金繰り表作成法セミナー

◆ 簡単で具体的な資金繰り表作成法！
◆ 資金繰り表は融資審査でどのように使われる？
◆ 事業計画と資金計画および資金繰り表との関係
※本セミナーに参加された方限定で、表計算ソフト
ＥＸＣＥＬで作成された資金繰り表ひな形を差し
上げます！※受講後メールにて

元銀行支店長が丁寧に解説する ※すでに事業を
されている方向け


