
2 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 30.2-1

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）

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!

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。

久留米よろず
ホームページ

ホームページ,SNS,Facebook
の売上UPはお任せください！
インターネット黎明期からIT業
界で長年の経験を有し、ホー
ムページ制作、特にショッピン
グサイト構築が得意です。ブ
ログやTwitter,Youtube,
LINE＠のご相談もどうぞ！

1㈭

酒井悦子

はじめてのインスタグラムセミナー

● 『インスタグラム』とは？
●アカウントの登録方法
●上手なハッシュタグのつけ方
● Facebookと連動させて閲覧数アップ
●これは便利！な機能紹介
●インスタで広告も出せます！

初心者向け！アカウント登録からお伝えします！

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。 一色将也

プレスリリース作成セミナー

● プレスリリースって何？
● 書き方や配置のテクニック！
● 取材を受けるための仕掛けとは？
● プレスリリースの送り方やタイミングは？

集客につながる！7㈬
21㈬

店づくりはお任せ！
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！筆ペンで手書きPOPセミナー【基本編】

● 単価を上げるＰＯＰとは？
● 客数を増やすＰＯＰとは？
● 実際の成功事例で学ぶ！
● 実践！POPを作ってみよう！
【持ってきていただく物】
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

売上アップにつながる！※13:15～15:15の2時間セミナーです。6㈫
20㈫

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。

13㈫
27㈫

内村明子
二級建築士

Ｇｏｏｇｌｅアドワーズ広告セミナー

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

自社ホームページに誘導して売上をアップさせよう！

創業についてや、中国事情、
不動産やFacebookについて
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。

ビジネス用Facebookページ作成セミナー

● 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？

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

個人ページはある、ビジネス用ページは持ってないという方向け！

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

商品ブランドで勝ち抜けセミナー

● まずは商品企画書を作ろう！

● カタカナ語を理解しよう！

● ヒット商品の裏側（島蜜かすてら編）

15年で600社の取引先を開拓したご当地産品会社の元社長が語る！14㈬
28㈬

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

ＳＮＳ入門セミナー

● 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

広告費0円で宣伝できる！5㈪
15㈭

行政への申請、店づくりは
お任せください！
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。

26㈪
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！～

●就労資格の無い留学生をアルバイトで！

●留学生を紹介してくれる機関はあるの？

●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

飲食のことならお任せ！
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。

2㈮

野中一英

飲食店・個人商店の収益改善セミナー

● 流行る商品には ○○ が必要！

● どうすれば “売れる○○”が作れる？

● ○○ を明確にしてお客様に強烈アピール！

天神・渡辺通り・博多駅の人気店現役オーナーが語る！

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！

19㈪
個別相談のみご対応します

相談枠は
①10：00～11：00、②11：00～12：00
③13：00～14：00、④14：15～15：15
⑤15：30～16：30 です。

食とマスコミのプロがご相談承ります！

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

銀行の格付と審査セミナー

● 銀行の「格付」ってなに？

● 「格付」はどのように行われる？

● 「格上げ」のテクニック！

● 融資申込みの際に押さえておきたいポイント

元銀行支店長が丁寧に解説する！
8㈭

9㈮
23㈮

店舗
飲食

IT
集客

IT
集客

売上
拡大

売上
拡大

資金
調達

井上 陽一

雪竹高弘

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。 廣木 鑑治

中小企業診断士

成約率が上がる企画書セミナー

● 企画書作成に苦手意識を持たないためには？
● 採用される企画書の内容は決まってる？
● 無駄なく説得力が高まる書き方とは？
● 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！

法人営業で新規契約を獲得するための！16㈮
22㈭

IT
集客

IT
集客

売上
拡大

売上
拡大

小竹 理香
行政書士

人材
労務

古川 麻水

個別
相談

よろず女子会 in 久留米15㈭

● 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
「起業女子が成功するための3つのカギ！」

・ 起業のポイントとは？
・ 軌道にのるためのコツとは？
・ 顧客をつかまえるSNSとは？

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 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）

● お申込み 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

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
飲食店オーナー

野中 一英

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター
ＨＰ製作会社社長

酒井 悦子


