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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 30.5-1

売上 を 上 げ た い ！

経営改善 し た い ！

5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

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

4/17㈫ 15：00～16：00 4/19㈭ 15：00～16：00

【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、36名の専門家・相談員（うち14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/

毎日行います！！※土日祝日は除く

◆ ３6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！

5/10㈭ 13：30～16：30

創業計画＆創業の資金調達セミナー

保証協会＆信用金庫＆日本公庫＆元銀行支店長の話が一度に聞ける！

☑創業をお考えの方
☑創業したけど計画通りにいっていない方 向けです！

坂本明彦
福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

馬場 健
福岡県信用保証協会

保証統括部
創業・経営支援統括課課長代理

渡邉敬介
福岡ひびき信用金庫
ソリューション営業部
法人営業グループ

審議役

高橋 秀彰
日本政策金融公庫

福岡ビジネスサポートプラザ所長

特別
セミナー

※講師は予告なく変更する場合があります。

創業計画書の立て方や、創業資金の借り方
をわかりやすくお伝えします！

審査の際に審査員は計画書のどんなところを見
ているのか？創業時に気になる情報満載です！
質問時間もたくさんとります。どんな質問でもお受けいたし
ますのでお気軽にご参加ください。

4/17㈫ 15：00～16：00 4/19㈭ 15：00～16：00
5/14㈪ 15:00～16:00

はじめての商標・特許セミナー

知的所有権センターによるセミナー 知財

商品・サービスの企画・開発と知
的財産の保護・活用は事業を発
展させるための両論です。「知的
財産の相談をしてよかった！」と
言っていただけるよう、また業績
向上に貢献できるようなお手伝
いをしていきたいと思います。 武内 洋介

知財トータルサポーター

● 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



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 30.5-1

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）

9㈬

11㈮
25㈮

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

14㈪

17㈭
28㈪

22㈫

21㈪
31㈭

18㈮

23㈬

店舗
飲食

店舗
飲食

人材
労務

売上
拡大

売上
拡大

店舗
飲食

経営
改善

※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。

1㈫
15㈫

2㈬
16㈬

ＩＴ
集客

売上
拡大

24㈭
店づくりのポイントと

陳列テクニックセミナー

お客様の心をくすぐる！

● 顧客心理を踏まえた
店内レイアウトと商品陳列

● ディスプレイと陳列の違いを知ろう
● 簡単にできるディスプレイ
● 売れているお店の手法とは

7㈪

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。

● 何から始めればいいの？
● 自身の思いをうまく計画書にするには？
● 販売計画の立て方は？
● 費用をどのように見積もればいいの？
● いくら借入すれば良いの？

井上 陽一

実践！創業計画書作成 セミナー

日本政策金融公庫の創業計画書を使ってご説明！
8㈫

店舗オープン前にターゲット・コンセプト
を決めようセミナー

● 独立・創業の現状
● 「ターゲット」と「コンセプト」
● 今日からはじめるマーケティング
（自分でやる低予算の市場調査）

● 業態の可能性を考える！
● 経験の棚卸しって？

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。得意
分野は店舗開業における【起業前準備】
と【コンセプト・強みの設定】

店舗・起業アドバイザーが語る！

ＩＴ
集客

29㈫
店舗
飲食

創業

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

販路が開ける商品開発の実例セミナー

● 戦略：まずはコンセプト＆ターゲット
● 戦術：メディア＆商流＆行政活用
● 転回：なぜ売れなかった商品が大ヒットへ!?
● 戦歴：７社の支援事例をご紹介します！

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!

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

LINE＠の活用法セミナー

● あっという間にわかる「LINE＠」
LINE＠とは何？・ほかのSNSと違うの？

● まずは「友達」を増やそう！
来店客を「友達」に！
SNSやホームページも活用！

● 「友達」を「来店客」にして売上アップ !?
お客様に響く情報や特典とLINE＠の機能！

広告のプロが語る！

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！

内村明子
二級建築士

流行る美容系店舗の作り方セミナー

● 実例から学ぶ！
流行るサロンと消えるサロン

● ゼロから始める集客と
リピーターをつかむコツとは？

● 顧客が満足するスタッフ管理と育成！

数々の失敗を乗り越えてきた現役美容会社オーナーが語る！

現在、直営店舗８店舗とＦＣ店
舗2店舗。
お金のかからないサロンの作
り方・広告媒体の使い方・シス
テムの活用方法・お客様の集
客・スタッフ育成、新規店舗の
設計・準備など、何でもご相談
ください！ 本村小巻

「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。

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！

池田龍太
司法書士

古賀 広宣

店舗
飲食

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

インスタグラムレッスン

● 【ゆる～り編】まずははじめてみよう！

● 【本気編】フォロワー1,000人超を目指そう！
～１年間で2,000人超えした主婦Rさんにコツを聞きました～

●分析！有名インスタグラマーになるには？

～ストーリー、ハッシュタグ、インスタ映え～

タウン誌・グルメ情報誌の元編集者がお伝えする！
ＩＴ
集客

自社の強みを再発見セミナー

●強みを活かして大逆転！
売上アップした事例紹介

●自社の強みを見つける！実践ワーク

●強みが際立つ！広報テクニック

売上アップにつながる！

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

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。

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

小竹理香
行政書士

ぼくが新しいお店を始める前に
やっていることセミナー

● 絶対に最初にやること
● 自分のものさしを作る
● 顧客、お店の場所、立地の選び方
● メニューや販売価格を決める
● 開業資金や仕入
● どこに、どれくらいの時間をかけるか

地域密着型の焼き鳥店、現役社長が語る！

前田直樹

焼き鳥店・八百屋の経営してま
す！26歳で焼き鳥屋を大野城市
にオープン。その後、別ブランド
の焼き鳥店を同じく大野城市に3
店開店。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。

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

Ｗｏｒｄでできる！チラシセミナー

● チラシを作りたいけど、パワーポイントや
イラストレーションは難しそう・・

～word「だけ」を使って、わかりやすく
見やすいチラシを作ろう！～

● 知っていますか？Wordの活用法
～wordを駆使すると絵だって描けちゃう！～

特別なソフトがなくてもきれいにできる！

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。

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！

瀧内賢

小規模事業者が生き残っていくための

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

【個別相談会】
個別
相談

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

30㈬

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


