
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 30.3-1

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）

6㈫
20㈫

7㈬
22㈭

出版社、英会話教室講師、大手コーヒー
チェーン店、特別支援学校に勤務。大手
コーヒーチェーン店では店舗スタッフの教
育を担当した。覆面調査員や数々のモニ
ターも経験しており、消費者の視点で、気
持ちの良い接客と、買いたくなる売り場づ
くりについてアドバイスします。

小竹 理香
行政書士

接客レベル向上セミナー

● お客様目線のサービス、売場づくり
● 接客レベル向上
● 従業員満足度は
お客様満足度に比例する！

元大手コーヒーチェーン店の店舗スタッフ指導官が教える！
8㈭

「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
イスをご提案します。法律、登
記、企業法務のことならお気
軽にご相談下さい。私でもでき
る自社ホームページ作成方法
をお伝えします。

9㈮

池田 龍太
司法書士

契約書作成セミナー

～交渉を『有利』に進めるための契約知識～

● 契約を有利に進めるテクニック

● 要点がわかる！契約書の見方

● 専門家に依頼する場合の注意点

自社に有利な契約を締結する！

スケジュール

セミナー： 13:15～14:45
個別相談： 10:00～11:00 ・11:00～12:00・15:30～16:30

12㈪

13㈫

人事コンサルティング会社で勤務
後、独立して人事関係のコンサル
ティングを手掛ける。大学で非常
勤講師も務める。人事関係の相
談に加え、会社の強みを引き出し、
売上拡大につなげるアイデアの提
案を行っています。 吉原 さくら

経営者のためのプレゼンテーション
セミナー

● 心の距離を縮める！ツカミの技術！
● すぐに使えて効果のある！
非言語表現術！

● アガらないための5つの具体策！

大学卒業後、IT業界の営業兼ディ
レクションなどを経験し独立。その
後、趣味で始めた通販サイトが雑
誌に掲載され、「見てもらえるHP」
の重要性を感じる。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。

瀧内 賢

Ｗｅｂキーワード戦略セミナー

●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！

タウン誌・グルメ情報誌の元編集者がお伝えする！
16㈮

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。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、全力でサポートしてまいります。松永 幸子

はじめてのFacebookセミナー(初級編)

● Facebookの基本
●上手に活用しているお手本
● 集客の前に、まずやること
● お金をかけない集客のための工夫

無料の範囲でできる集客の工夫！
15㈭

14㈬
バイヤーの心に響くモノづくりと
プレゼン手法セミナー

● まずは消費者を知る！
● 次に売り先の状況を知る！
● こうすれば仕入れてもらえる！
売り込み方のポイント

元百貨店バイヤーが語る！

元百貨店バイヤー。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。

森 武志

自信を持って人前に立てる！
23㈮

個別相談は電話での受付となります。
相談内容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!
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※事前予約制
開催日3日前（土日・祝日除く）の16:00迄にご予約がない場合は、
当日のセミナーおよび個別相談の開催を中止する場合があります。

2㈮

5㈪
19㈪

店舗
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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。

辻山敏

販促スケジュールを作ってみよう

● まずは、販促ツールを知ろう

● 販促施策を考えてみよう

● 実践！

販促スケジュールをつくってみよう

セミナー

広告のプロが語る！

オープン前にやるべきことセミナー

●起業前から始めるお客様づくり！

● 「やることリスト」を作ろう！

● タイムスケジュールを立てよう！

● 活動の足跡を記録しよう！

●おまけ テナント物件ここをチェック！

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

『経営力向上計画』認定取得セミナー

実質２枚の申請書で補助金審査で加点！
固定資産税3年間半額！
制度の概要・制度利用のポイント、制度活用
の流れ等を丁寧にお話しします！
※小売業・卸売業を例にご説明いたします。
すでに作成済みの方は個別相談にてお受けします。

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

補助金審査の加点項目！

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。

森友伸和

アイデア発想ワークショップ

● 面白い商品(話題性)を作るには？

● 発想って具体的にどうしたらいいの？

● アイデアを絞り出すワザ

● いざ！商品開発をやってみよう！

面白い！がビジネスを変える！

26日(月)は個別相談会開催！お申込はお電話で！

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

人気の出る飲食店の作り方セミナー

●流行る店の特徴とは？

●集客につながるSNS発信！

●話題の店！になるには？

1年に1000店食べ歩いたグルメライターが語る

29日(木)は個別相談会開催！お申込はお電話で！

「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

女性創業のための3つの心得 セミナー

● 専業主婦からの起業体験

● 扶養は？ 健康保険は？

● 仕事と家庭、両立のコツ！

専業主婦から創業！

28日(水)は個別相談会開催！お申込はお電話で！

30日(金)は個別相談会開催！お申込はお電話で！

7㈬
知財

民間企業で研究開発業務に従事
し、知財や契約締結などの実務
を経て、昨年より知財総合支援窓
口を担当。知的財産に関する皆
様のご相談に対して、専門家の
活用も含め心を込めてご支援さ
せていただきます。 熊本洋

知財トータルサポーター

はじめての商標・特許セミナー

● 特許・実案・意匠の手続きと費用
● お客様に覚えていただくブランド作り
● 他人の権利を調べる

知的所有権センターによるセミナー

【個別相談会】日程・相談時間枠

相談時間枠 （以下の枠でお申込みください）

①10:00～11:00 ②11:00～12:00
③13:00～14:00 ④14:15～15:15
⑤15:30～16:30

個別
相談

27㈫ 28㈬

29㈭ 30㈮

前田 直樹
飲食業界で15年間現場を見てきまし
た。26歳で焼き鳥屋をオープン。その
後、10年で別ブランドの焼き鳥店を同
じく大野城市に3店開店し、現在、4店
舗を経営。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。

古川 麻水
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！

森 武志
元百貨店バイヤー。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。

瀧内 賢
大学卒業後、IT業界の営業兼ディレ
クションなどを経験し独立。その後、
趣味で始めた通販サイトが雑誌に掲
載され、「見てもらえるHP」の重要性
を感じる。300以上のHP診断に関わっ
てきた経験をもとに、アドバイスします。

26㈪ 小竹 理香 行政書士
出版社、英会話教室講師、大手コー
ヒーチェーン店、特別支援学校に勤
務。大手コーヒーチェーン店では店舗
スタッフの教育を担当。覆面調査員や
数々のモニターも経験しており、消費
者の視点でアドバイスします。

時間：15:00～16:00


