
3 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 30.3-1

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： 10:00～11:00 ・11:00～12:00・15:30～16:30

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

1㈭
12㈪

7㈬

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【ステップアップ編】

● 顧客の心を動かすＰＯＰ
● 顧客の足を店内へ向けるＰＯＰ
【受講条件】
筆ペンによる手描きPOP講座【基本編】を受講された方

【持参物】
・基本編で購入された材料と150円（ペン代実費）
・ハサミ・セロテープ・スティックのり・ティッシュ・筆記用具
・実際に使ってみたＰＯＰ・商品の写真・お持ちのPOP用具

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㈫

13㈫

内村明子
二級建築士

14㈬

5㈪

16㈮

2㈮

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㈪

取材したくなるプレスリリースセミナー

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

元編集者・TVディレクターが語る！

8㈭
22㈭

9㈮

店舗
飲食

店舗
飲食

売上
拡大

売上
拡大

補助金
助成金

IT
集客

15㈭

売上
拡大

IT
集客

売上
拡大

売上
拡大

創業

古川麻水

売上
拡大

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！

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

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！

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

助成金 活用 セミナー

● どんな事業所が利用できる？
● 御社にもきっと当てはまる！
～様々な助成金の紹介～

● 助成金を上手に活用する方法

もらえるのに もらってない！？

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。

井上 陽一

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！

酒井悦子

Facebook広告セミナー

● 目的に合わせた広告種類を選ぶには？
● 目を引く広告の作り方とは？
● 広告を使った事例紹介
他社の上手な取組を見習う！

1000円あれば色々試せる！

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！

自信を持って人前に立てる！

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！

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

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！

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！

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。

中島 香子
税理士

開業・創業 セミナー

主に個人事業主の方を対象とした内容です！
開業後の税金についてわかりやすくご説明します。

● 開業に必要なことって？
● 税金の基礎について
● 確定申告書について

税理士が語る！

23㈮
売上
拡大

2㈮
14㈬
15㈭

知財知的所有権センターによるセミナー

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

実践！売上アップのための

動画制作セミナー

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！

現役テレビディレクターが語る！

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

時間：15:00～16:00
武内洋介 佐々木賢 金谷 利憲

知財トータルサポーター

3/26～3/30はセミナーの開催はありません。
個別相談は行っております！
担当コーディネーター（相談員）は表面をご覧ください！


