
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 30.2-1

北九州よろずの
ホームページ
QRコード⇒申 込 福岡県よろず支援拠点 （092-622-7809）

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㈭
15㈭

廣木鑑治
中小企業診断士

仕入れたくなる商品の作り方セミナー

● バイヤーが買いたくなる商品とは？
● バイヤーの行動スタイル、発注権限、
業務スケジュール

● そのアポイント、商談まで進みません！
● 成功するタイミングと交渉の順番
● うまくいく企画書のポイントとは

元量販店バイヤーが語る！

福岡市の税理士事務所に
勤務後2017年12月に独立。
税務・会計に関することや、
経営について、従業員や取
引先とのトラブルなどの相
談もたくさんあります。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。

5㈪
14㈬

中島 香子
税理士

楽～な経理のやり方セミナー

● 領収書が沢山あって・・・
～領収書の束から解放される裏ワザ！～

● 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！～

● どのくらい黒字か赤字かよくわからない・・・
～簡単に把握できる裏ワザを教えます！～

月に１時間で終わらせる？！

住宅メーカー、健康食品通
販、エステサロン、病院、高
齢者施設などの広告・販促
戦略を企画。広告や営業、
ホームページについてお気
軽にご相談ください。またチ
ラシのデザイン、フェイス
ブックやＬＩＮＥ＠の活用につ
いても、ご相談ください。

2㈮
21㈬

辻山敏

LINE＠の活用法セミナー

●あっという間にわかる「LINE＠」
LINE＠とは何？・ほかのSNSと違うの？

●まずは「友達」を増やそう！
来店客を「友達」に！
SNSやホームページも活用！

●「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LINE＠の機能！

広告のプロが語る！

「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
社会保険労務士

制作費無料！ 維持費無料！

自社ホームページ作成セミナー
検索してホームページが出てこないと不安に感じる時代です！
信用力アップのために、コスト・時間をかけずに1ページだけの
ホームページでいいので、ホームページを持ちましょう！

● 世界で１５００万以上のホームページが
利用しているＪＩＭＤＯ(ジンドゥー)を使用。

● 用意するのはメールアドレスだけ！

文字入力さえ出来れば自分で作れる！6㈫
22㈭

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。 安元妙圭

タウン誌の広告の出し方セミナー

● 広告相場は、いくらくらい？
● 広告からの集客効果はどうやって

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

集客につながる！7㈬
23㈮

地域産品の開発販路開拓は
私にお任せ！
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。

8㈭
19㈪

森友 伸和

やさしい食品表示法セミナー【入門編】

● 食品表示法って何？
● 食品表示を行うための
食品の製造許可とは？

● 作ってみよう！簡単な食品仕様書
● 実例紹介 不適切な一括表示例
● 食品表示法だけでなく、食品業界を知ろう！

平成32年4月からの完全施行に向けて準備しましょう！

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

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。

9㈮
実践型ブランディングセミナー

●価値の見つけ方

●魅力が高まる戦略

●表現方法とツール

●ブランディング成功事例

選ばれる会社！選ばれる商品！になるための

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。
販促物はもちろん、経営上の
悩みなど、長年の経験を活か
して全力でサポートします。

松永幸子

16㈮
心を掴む名刺を作ろうセミナー&ワーク

● 名刺は最強の営業ツール！

● 使える名刺・使えない名刺

● 記憶に残るために必要なことは？

● 実際に名刺を作ってみよう！

店舗・起業アドバイザーが語る！

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。また、
食育ソムリエ・野菜ソムリエ・薬
膳・幼児食の専門家として、特
色のあるメニュー作成のお手
伝いを行っております。店舗開
業はお任せ下さい。

古賀広宣

労務・助成金のご相談はお任
せ下さい。
人事・総務及び秘書業務を7
年間行い、会社経営を人事労
務面からサポート。その後、社
会保険労務士事務所経験。現
在は特定社会保険労務士とし
て社会保険労務士事務所を
運営。

園田京子
社会保険労務士

Ｗｏｒｄでできる！チラシセミナー

● チラシを作りたいけど、パワーポイントや
イラストレーションは難しそう・・
～word「だけ」を使って、わかりやすく

見やすいチラシを作ろう！～
● 知っていますか？Wordの活用法
～wordを駆使すると絵だって描けちゃう！～

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！

古川 麻水

インスタグラムレッスン

● 【ゆる～り編】まずははじめてみよう！

● 【本気編】フォロワー1,000人超を目指そう！
～１年間で2,000人超えした主婦Rさんにコツを聞きました～

●分析！有名インスタグラマーになるには？
～ストーリー、ハッシュタグ、インスタ映え～

タウン誌・グルメ情報誌の元編集者がお伝えする！13㈫
27㈫

人材コンサルティングおよびIT
コンサルティング会社出身。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！ 高口 知子

効果的なチラシを作るための
5つの法則セミナー

● 「即ゴミ箱行き」にならないための準備！
● チラシに掲載する「５」項目
● 目を引く！ための見やすいレイアウト
● 読みやすい工夫の仕方
● 見やすい色の配色について

WordやPowerpointでも見やすく・効率的に！
26㈪

20㈫
流行る美容系店舗の作り方セミナー

● 実例から学ぶ！
流行るサロンと消えるサロン

● ゼロから始める集客と
リピーターをつかむコツとは？

● 顧客が満足するスタッフ管理と育成！

数々の失敗を乗り越えてきた現役美容会社オーナーが語る！

現在、直営店舗８店舗とＦＣ店
舗2店舗。
お金のかからないサロンの作
り方・広告媒体の使い方・シス
テムの活用方法・お客様の集
客・スタッフ育成、新規店舗の
設計・準備など、何でもご相談
ください！ 本村 小巻

特別なソフトがなくてもきれいにできる！
28㈬

セミナーおよび個別相談は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!

よろず女子会 in 北九州14㈬

● 参加条件
女性経営者・創業をご検討の女性

● 開催スケジュール
13：30～14：30 セミナー
「お客様を射止める！
オリジナルキャンペーンプランニングセミナー」

・キャンペーンが集客になる？！
・キャンペーンを活かして売上げアップをしよう
・オリジナルキャンペーンで新規顧客を集めるには？

14：45～16：30 交流会
・ビジネスマッチング ・商品についての相互アドバイス
・自社商品をＰＲ（有料販売不可・無償配布可）

● 会場 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3階）

● お申込み お電話もしくはホームページより

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

詳しくはこちらを
ご覧ください！

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター
広告プランナー

辻山 敏

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター
社会保険労務士

園田 京子
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