久留米よろず創業・経営相談窓口
スケジュール ※事前予約制
セミナー： 13:15～14:45
個別相談： ①10:00～11:00

②11:00～12:00 ③15:30～16:30
売上
拡大

１月１０日（水）・２４日（水）

１．チラシ制作のコンセプトづくり
「チラシの目的整理シート」を使って実践

２．受け手に伝わる「キャッチコピーのつくり方」
キャッチコピーを難しく考えすぎてませんか？

辻山 敏

３． ｢Picky-Pics｣を使ったチラシ作成

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。

イラストレーターやパワーポイントなんて使わなくても作れる！

売上
拡大

１月１１日（木）
選ばれる会社！ 選ばれる商品！になるための

実践型ブランディング
セミナー

１価値とは？ 魅力とは？
２価値の見つけ方
３魅力が高まる戦略
４表現方法とツール
５ブランディング成功事例

松永 幸子

売上
拡大

１月１９日（金）・３１日（水）

集客につながる！

集客、販促改善を
サポートします！

タウン誌の広告の出し方

セミナー

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

安元 妙圭

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。

売上
拡大

１月２２日（月）

効果的なチラシを作るための
５つの法則セミナー
１．「即ゴミ箱行き」にならないための準備！
２．チラシに掲載する「５」項目
３．目を引く！ための見やすいレイアウト
４．読みやすい工夫の仕方
５．見やすい色の配色について

デザイン・マッチング
はお任せ！

高口 知子

１月２３日（火）

通販の戦術

セミナー

１、売るための値決めとは？
～店で売るだけが
２、売れる見せ方、魅せ方
商売じゃない！～
３、リピートを起こすには？
４、ＷＥＢ通販の攻略(実例)売る＆使う＆魅せる
５、カタログ通販（郵便局・百貨店・企業内回覧通販）
の活用～ニッチなマーケットも獲りにいく～

販促に関する課題解決や
お客様サービスの見える
化を得意としています。
創業、デザイン（チラシ、
パッケージなど）、商品
開発、販路開拓、事業連
携（マッチング）、女性
起業家の支援はお任せく
ださい！

売上
拡大

楽天ランキング１位を獲得した元プリン会社社長が語る
今日からできる！
売るための

チラシ・販促物！
ご相談ください！
売上げアップにつながる販
促物サポートをメインに
行っており、女性の感性を
活かした企画提案など長年
の実績と経験による販促物
の専門性とクオリティの高
さが強みです。経営上の悩
みなど、長年の経験を活か
してサポートいたします。

森友 伸和

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。

個別相談も毎日
開催！当日のセ
ミナー講師が担
当いたします。

１ 月 の 無 料 経 営 セ ミ ナ ー
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）
売上
拡大

１月２９日（月）
元編集者・TVディレクターが語る

取材したくなる

プレスリリース

メディア(テレビ・新聞・ラジオ)への情報提供
で話題の商品・会社に！

１．プレスリリースの基本的知識！
２．マスコミの目にとまるコツは！？
３．マスコミ㊙年間スケジュールを押さえる！
４．ひきつけるキャッチコピーの作り方！
５．マスコミとの上手な付き合い方の裏事情！

古川 麻水

Facebook、LINE、
インスタグラム・・

１
２
３
４
５

セミナー

SNSって何？
SNSの使い分け
Facebook(フェイスブック)の活用法・事例
LINE(ライン)とLINE@(アット)の活用・事例
Instagram(インスタグラム)の活用・事例

堀 紗弥香

今なら補助金を使って、
iPadは1/2、レシートプリン
ター・ドロア等は1/3の価格
で買替え可能。

『Airレジ』を活用した
コスト削減×業務効率化

セミナー

『Airレジ』とは、0円でカンタンに使えるPOSレジアプリです。

『Airレジ』を導入することで、売上分析、顧客管理、
在庫管理、レジ締め業務の効率化 が可能になりま
す！準備するのはiPadもしくはiPhoneだけ！毎月の
費用は0円！セミナーを聞けば使い方がわかります！

池田 龍太

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

セミナー

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

野中 一英

１月９日（火）・２５日（木）
専業主婦から創業！
セミナー

3

資金
調達

１月１６日（火）

インターネットで資金調達！

クラウドファンディング

活用
セミナー

クラウドファンディングとは、製品・サービスの開発、アイデ
アの実現などの目的のために、インターネットを通じて日本中
の応援者（同志）から資金の出資や協力を募ることをいいます。

◆具体的な事例の紹介と成功体験に学ぶコツ！
◆どんな商品が売りやすいの？
松窪 一則
◆効果的に資金調達するためには！

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。

専業主婦からの起業体験
～私の起業ストーリー～
扶養は？ 健康保険は？
～気になること。タイプ別起業形態～
仕事と家庭、両立のコツ！

野村 香

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。

増資・資金調達・
経営力向上についても
よろずに対応します。
26年間勤務した大手証券
会社で人事,採用,支店長等
幅広く経験。ベンチャー
キャピタル常務から転職
したベンチャー企業では
「360度人事評価制度」
を作成・導入しました。

１月１７日（水）・３０日（火）

経営
改善
税理士
税務・会計のご相談
お待ちしています！
2011年7月に税理士
登録。福岡市中央区の
税理士事務所に勤務後
2017年12月に独立。
中小企業の社長、個人
事業主の方の側に立っ
て、相談にのっていき
ます。

1.領収書が沢山あって・・・
～領収書の束から解放される裏ワザを教えます！～

2.確定申告の時期、一年間何もしていなくて大変！
～そうならない裏ワザを教えます！～

3.どのくらい黒字か赤字かよくわからないままです。
～簡単にタイムリーに把握できる裏ワザを教えます！～

１月１１日（木）・２５日（木）

中島 香子

※セミナー時間が異なります
セミナー時間

小規模事業者・中小企業のための！

15:00～16:00

はじめての商標・特許 セミナー
◆新商品のアイデア 特許・実案・意匠の手続きと費用
◆新商品のネーミング
商標の手続きと費用、お客様に覚えていただくブランド作り
◆でも他人も同じことを考えるのでは？？
他人の権利を調べる

女性企業家・女性創業希望者
のための学びとマッチングの会

参加条件
スケジュール

創業

女性創業のための３つの心得
2

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。

久留米よろず
ホームページ

店舗
飲食

１月１８日（木）

1

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。

店舗
飲食

１月１２日（金）・２６日（金）

１
２
３
４
５

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！

IT
集客

１月１５日（月）

ＳＮＳ入門

久 30.1-1

・女性経営者・創業をご検討の女性

13:30～14:30 セミナー
「創業から生き残るコツセミナー」
14:45～16:30 交流会

高口 知子

野村 香

自社の商品（サンプル等）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。

☆スケジュールは変更の可能性があります。
☆福岡県よろず支援拠点コーディネーターの高口、野村が担当致します！

会

場

お申込み

えーるピア久留米内 男女平等推進センター
210・211研修室 （久留米市諏訪野町1830-6）

詳しくはこちらを
ご覧ください！

お電話もしくはホームページより申し込み

092-622-7809

(福岡県よろず支援拠点)

よろず女子会
ホームページ
ＱＲコード

