
5 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 30.5-1

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： 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。
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「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
をいたします。
法律のこと、登記のこと、企業
法務のことならお気軽にご相談
下さい。

債権（売掛金・買掛金）回収セミナー
● 基本的知識

・滞留債権が経営に与える影響
・訴訟のデメリット？

● まず行うこと
・法的手続きの前の交渉！うまくいかせる
テクニックとは？

● 法的手続き
・いろいろな訴訟の仕方

中小企業・小規模事業者のための！

信憑性がある事業計画書を作成！

飲食店のための創業計画書作成セミナー

● 1ヶ月の売上計画を立てるときの考え方

● 収支計画の考え方

● 設備資金・運転資金調達の考え方

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

売上
拡大

創業から生き残るコツセミナー
● 起業して成功する人、しない人に見える

共通点
● 資格ゼロ、資金ゼロ、お客様ゼロからの
スタートで心がけたこと

● 法人化した今でも実践していること
お客様に好印象を残すワザ

● 起業家として守ってほしい最低限のマナー

資格ゼロ、資金ゼロ、お客様ゼロからでも！

人事・労務管理
のことご相談下さい！
社会保険労務士。「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。

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
～私の起業ストーリー～

● 扶養は？ 健康保険は？
～気になること。タイプ別起業形態～

● 仕事と家庭、両立のコツ！

専業主婦から起業した体験を語る！

野村 香
社会保険労務士

プチ起業・小商いのすすめセミナー

● 月に数万円でも稼ぐことができれば、
それはプチ起業！

● 私らしい働き方で、自己実現を達成！
● プチだからチャレンジできる面白ビジネス
アイディア事例

● プチでも大事！営業ツール紹介

まずは小さく始めて気軽にチャレンジ!
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お客さまの声を反映させて
人気店になる！セミナー

● お客さまの声を聞き逃さない
仕組み作りとは
～「お客さまの声カード」の作り方と活用法～

● 笑顔のトレーニング法
～笑顔一つで売上が上がる！？～

元 百貨店販売担当長が語る！

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

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

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！
IT
集客

池田龍太
司法書士

はじめてのLINE＠セミナー

インターネット初心者の方向け！

● LINE＠ってなに？

● LINE＠ってどうやって始めるの？

● 『お友達』を増やして売上アップ?!!

● 事例を紹介しながら…いざ実践!! 堀 紗弥香

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。

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？

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。

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！

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！

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

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？！

地元福岡の会計事務所に勤
務した後、渡米して米国会計
を学ぶ。現在は税理士事務
所所長。
会計税務を通じて、様々な場
所や立場で働いてきた経験
を活かし、事業をいかに継続
させていくか、共に考え、精
一杯サポートさせていただき
ます！

久留 さつき

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

● 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

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

創業

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。

内村明子
二級建築士
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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！


