
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 30.1-1

北九州よろずの
ホームページ
QRコード⇒

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）※個別相談はセミナーと関係ないことでもお受けします！

1月15日（月）・23日（火）

1月29日（月）

1月12日（金）

1月19日（金）

1月16日（火）

ビジネス用

Facebookページ作成セミナー
個人ページは持っているけど
ビジネス用ページは持ってないという方向けで

す。

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。

井上 陽一

１．個人ページではできないけど、
ビジネス用ページでできることとは？

２．最初に決めておくべき３つのこと！
３．開設の仕方
４．使える広告機能は？

IT
集客

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

「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】
企業コンサルティング

審議役

原田 俊夫

【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

主任 近藤 充

1月11日(木)13:30～16:30

～～～～～～～～～～講 師～～～～～～～～～～

セミナー

1月11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。

創業

1月9日（火）・18日（木）

1月10日（水）・24日（水）

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。

森友 伸和

1 商品企画書を作ろう！

2 カタカナ語を理解しよう！

3 ヒット商品の裏側（島蜜かすてら編）

商品ブランドで勝ち抜け
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

セミナー

売上
拡大

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！

売上
拡大

【持参物】
・用具代（ペン代実費600円）・ハサミ・セロテープ
・スティックのり・ティッシュ・筆記用具・商品の写真

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！

実践！筆ペンで

１．単価を上げるＰＯＰとは？
２．客数を増やすＰＯＰとは？
３．実際の成功事例で学ぶ！
４．実践！POPを作ってみよう！

手描きPOPセミナー【基本編】

内村 明子

売上
拡大

IT
集客

瀧内 賢

資金なし！人材なし！営業基盤なし！の

●弱者のためのWEB戦略！
●事業にふさわしいテーマ選定！
●事業はオンリーワンの構築から始めよう！
●大手や中堅企業が手を出さないマーケットに多くの
猟場 （NO.1になれるマーケット）をつくる！

Ｗｅｂキーワード戦略セミナー

HPに活力を
与える専門ドクター！
私は、300以上のHP診
断に関わってきた経験を
もとに、改善点を的確に
アドバイスします。
ネット集客もお任せくだ
さい！最後に、困ったと
きの『駆け込み寺』のよ
うなコーディネーターを
目指し、お悩み解決致し
ます！

小規模事業者が生き残っていくための

スタッフマニュアル作成

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。

◆ 良いマニュアルとは？
◆ マニュアルの基本的な作り方（具体例）
◆ 各部分をわかりやすく見やすく
まとめるポイント

◆ 実践！自社で考えてみよう！

スタッフが自律的に動くようになる！？

店舗
飲食

1月17日（水）・31日（水）

1月25日（木）

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

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

外国人留学生活用セミナー

～優秀な人材を採用して活力アップ！～
1 就労資格の無い留学生をアルバイトで！
2 留学生を紹介してくれる機関はあるの？
3 卒業する留学生を

正社員として採用するには？

人手不足解消！グローバル展開！のための 行政書士
行政への申請法人成のご
相談だけでなく店づくり
もお任せ！
許認可の取得、外国人雇
用におけるビザの取得が
主な業務。『安心安全な
経営のための知恵袋』と
してご活用ください。元
覆面調査員として接客レ
ベルアップの経験もあり
ます。

小竹 理香

人材
労務

個別相談会の相談時間枠は
①10:00～11:00 ②11:00～12:00 ③13:00～14:00
④14:15～15:15 ⑤15:30～16:30 です。

■1月26日（金）瀧内 賢（たきうち さとし）

■1月22日（月）古川 麻水（ふるかわ あさみ）

■1月30日（火）井上 陽一（いのうえ よういち）

ＷＥＢサイト、ＳＥＯ対策はお任せ！
・ホームページ全般 ・SEO/SEM対策
・ページ内構成 ・ネットマーケティング
・Webライティング ・キーワード選定
・ネットを活用した売り上げアップ
・ターゲティング

食とマスコミに関することならお任せ！
・プレスリリース ・コンセプト作り
・マスコミ、SNS、紙モノによる集客
・キャッチコピー ・文章の書き方
・飲食店メニュー ・食品商品開発
・撮影スタイリング ・自宅サロン全般

不動産と中国ビジネスはお任せ！
・創業、資金調達計画書 ・中国とのネットワーク
・中国現地法人設立支援 ・中国の税制、資金調達
・中国SNS支援 ・インバウンド対策
・JIMDO・Facebook ・不動産活用
・店舗立地選定 ・経営力向上計画づくり

※セミナー時間が通常と異なり
13:15～15:15となります。


