
３２名のコンサルタントに無料で何回でも相談できます！

Facebook・LINE・ホームページ・チラシ・WEB広告での集客をサポート

販路開拓・商品開発・商品改善・店舗繁盛化をサポート

資金繰り・事業計画・労務・法律・税金・契約等の悩みをサポート

様々な実績・経験のあるコンサルタントや現役経営者が相談にのります！

公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 公益財団法人 福岡県中小企業振興センター

内面のセミナー案内をご覧ください！

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)

申込 092-622-7809☎福岡県よろず支援拠点 事前予約制

北 30.4-1

毎日行います！！※土日祝日は除く

売上 を 上 げ た い ！

経営改善 し た い ！

4月

北九州よろず経営相談窓口

創業希望者・個人事業主・中小企業のための 相談窓口無料

会場

申込

電話予約
・企業名 ・お名前
・ご連絡先
・相談希望日時
・相談内容

来訪

などをお伺いします。

ご相談の流れ

092-622-7809
（福岡県よろず支援拠点）

相談時間は1時間です。
予約時間に遅れないよう
にお越しください。

セミナーも個別相談も無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！セミナーも個別相談も無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

セミナー開催日程や相談員紹介などの詳細はホームページで！

＼＼全力でサポートします！！お気軽にご相談ください。 ／／

セミナー・相談会場地図

福岡よろず
ホームページ

QRコード

メルマガ
登録

QRコード

はじめての営業秘密・商標
セミナー

小規模事業者・中小企業のための！

● 営業秘密
あなたのノウハウ守ります！
秘密漏洩の実態と保護の仕方

● 商標（ネーミング）
商標出願する方法をお教え
します！手続きと費用は？！

知財

【難しくお話ししません！
分かりやすくご説明いたします！】

はじめての商標・特許セミナー

● 新商品のアイデア
特許・実案・意匠の手続きと費用

● 新商品のネーミング

商標の手続きと費用、お客様に

覚えていただくブランド作り

● でも他人も同じことを

考えるのでは？？

他人の権利を調べる！

4/17㈫ 15：00～16：00 4/19㈭ 15：00～16：00
知財

小規模事業者・中小企業のための！

【福岡県よろず支援拠点とは？ 】

『よろず支援拠点』は平成２６年に国（中小企業
庁）が全国４７都道府県に設置した無料の経営相談
窓口です。福岡県では(公財)福岡県中小企業振興セ
ンターに『福岡県よろず支援拠点』が設置されてお
り、32名の専門家・相談員（うち1５名は女性）が
日々、個別相談や少人数セミナーを行っています。

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

北九州よろず経営相談窓口は、北九
州市・福岡県信用保証協会・北九州
商工会議所・ 福岡県よろず支援拠
点が連携して開設する無料の経営相
談窓口です。
お気軽にご相談・ご参加ください！

https://yoroz.biz/



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 30.4-1

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㈮
11㈬

9㈪
26㈭

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

10㈫
27㈮

12㈭

HPやLINE@、Facebook、
広告・販促戦略はお任せく
ださい！
住宅メーカー、健康食品通
販、エステサロン、病院、高
齢者施設など多ジャンルの
広告・販促戦略を企画。広
告戦略の立案、営業施策に
ついてのアドバイスをいたし
ます。 辻山 敏

かんたん！今すぐできる！

チラシ作成セミナー

● チラシ制作のコンセプトづくり
● 受け手に伝わる「キャッチコピーのつくり方」
● ｢Picky-Pics｣を使ったチラシ作成

イラストレーターやパワーポイントなんて
使わなくても作れる！

従業員に社長の思いが伝わる
17㈫

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。

商品ブランドで勝ち抜けセミナー

● 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）

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16㈪
25㈬

13㈮

森 武志

売上が上がる！
18㈬

人材
労務

ＩＴ
集客

売上
拡大

補助金
助成金

売上
拡大

資金
調達

売上
拡大

売上
拡大

ＩＴ
集客

※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㈪
24㈫

3㈫
ＩＴ
集客

売上
拡大

19㈭

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
・実際に作ってみた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。

内村明子
二級建築士

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。

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！

雪竹高弘

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

元百貨店バイヤーが語る！

● 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。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。

4㈬

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。

● 顧客はどこをどう見ている？
選びやすい・売りやすい売り場
づくりで売上アップ！

● 今の売り場を診断してみよう！ 小竹 理香
行政書士

買いたいを引き出す売り場づくり
セミナー

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！5㈭
23㈪

文字入力さえ出来れば自分で作れる！

制作費無料！ 維持費無料！

自社ホームページ作成セミナー

● 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！

「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。

池田龍太
司法書士

好感度を上げる！

ブログ・ＳＮＳ 文章の書き方！
写メのコツ！セミナー

古川 麻水

● いつもの日記がひと工夫で
人を集める投稿に！？

● 自分をブランディングしよう！
● 文章をスラスラ書ける４部構成とは！？
● キレイに！おいしく！見える写メのテク

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！

『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！

財務や融資に関するよくある質問にお答えします！

元銀行支店長が語る！

疑問質問お答えセミナー
● 銀行はいくつと取引したら良いのか？
● 創業間もない会社の借入はどのように
したら良いのか？

● キャッシュフローの考え方を教えてほしい
● 良い税理士を選ぶコツはあるのか

…等々 様々な疑問にお答えします！

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

プレスリリース作成セミナー

集客につながる！

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？

森友伸和

就業規則の作り方セミナー

「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

● その就業規則、御社に合っていますか？
● なぜトラブルになる？
● 意思を明確にする社長の会社がうまくいく！
● 想いどおりに働いてもらう就業規則の作り方！

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

売上
拡大

20㈮
Ｗｅｂキーワード戦略セミナー

小規模事業者が生き残っていくための
ＩＴ
集客

瀧内 賢

店舗
飲食

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。

●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！


