
◆ 飯塚商工会議所(飯塚市吉原町6-12)

【飯塚よろず経営相談窓口】 の３つの窓口

申込先
福岡県よろず支援拠点 いずれも

事前予約制

◆ 飯塚市役所２階ホールカフェ前(飯塚市新立岩5番5号)

セミナー内容やスケジュールは内面をご覧ください
個別相談は当日のセミナー講師が行います

◆ 飯塚市商工会 穂波本所(飯塚市忠隈494)

輝く！未来のためのアドバイザー

佐野 賢一郎

赤司 純一

ホームページ制作･広告代理店社長

集客アップの「仕掛け」は
お任せ！

・ホームページ全般
・広告販促ツール
・WEB広告・チラシデザイン
・集客方法支援
・事業計画書作成
・店舗看板、のぼり

事業者の皆様のために、
福岡県よろず支援拠点の
体制整備・相談レベルの向
上・様々な企画を行います
・経営戦略全般
・資金調達 ・Ｍ＆Ａ
・株式公開 ・事業承継

税金・会計のプロフェッショナル

中島 香子

税務・会計の相談ならお任せ！

・経理 ・税金
・確定申告 ・年末調整
・会計ソフト入力指導
・資金繰り改善
・法人税 ・消費税

税理士

行政書士
行政への申請、
店づくりはお任せ！
・各種許認可相談
・行政への手続き
・外国人雇用のビザ
・法人の設立・創業支援
・事業計画書・契約書・接客術
・消費者目線の商品開発小竹 理香

大手カフェの元接客指導官

米国会計も学んだ税金の専門家

久留 さつき

経営のカタチつくりましょう！

・経理 ・税金
・確定申告
・年末調整
・会計ソフト入力指導
・資金繰り改善
・法人税 ・消費税

税理士

モチベーションUPが得意な企画・販促
会社社長

高口 知子

デザインやマッチングは
お任せ！

・チラシ、カタログ、看板、
パッケージおよび、Web
デザイン・販促戦略

・創業関係・強みの発見
・新商品開発アイデア

マーケティング・ブランディングを
得意とするコンサルタント

内村 登紀彦

ブランディング、
商品開発はお任せ！

・既存ブランド
・既存商品強化
・ブランド開発・新商品開発
・宣伝広告開発
・コピーライティング

森 武志

元大手百貨店のバイヤー

百貨店バイヤー目線で
アドバイス！

・魅力ある商品づくり
・販路開拓・販売サービス
・商品の見せ方
・コンプライアンス
・災害対策・BCP

本村 小巻

美容サロン8店舗を経営する社長

美容業界のことなら
お任せください！

・美容店経営全般
・ITを用いた業務効率化
・メニュー提案
・スタッフ育成・人事制度
・多店舗展開
・フランチャイズ展開

野中 一英

人気串揚げ店3店舗を経営する社長

飲食店開業・経営
一緒に考えましょう！

・飲食店経営全般
・飲食メニュー提案
・集客ツール提案
・スタッフモチベーション
アップ ・効果的な広告販促

・強み発見・販路提案

地元密着型焼き鳥店等4店舗の社長

前田 直樹

飲食店開業のこと
一緒に考えましょう！

・飲食店経営全般
・開業（飲食店、美容室、
野菜関係、エステ）

・マニュアル作成・店舗内装
・店舗展開・資金0からの開業
・事業の収支バランス

一色 将也

人気番組も手掛けるTVディレクター

マスコミや映像、
通販はお任せ！

・動画の作成、撮影
・プレスリリース作成
・マスコミを利用した情報発信
・コピーライティング
・ブランディング支援
・Youtube登録アップ

堀 紗弥香

Webプロデュース会社の社長
成果の出るホームページは
お任せ！

・ホームページ全般
・強みの明確化
・ターゲティング
・キーワード選定・ネット広告
・ECサイト
・ネットマーケティング

松永 幸子

広告業界23年！印刷会社代表
チラシ・販促物について
ご相談ください！

・チラシ ・販促ツール
・ブランディング・看板
・女性起業支援・POP
・ビジネスプラン策定
・Facebook活用・地域活性化
・病院･薬局など医療関係

レストランを経営する起業コンサルタント

古賀 広宣

店舗開業・起業準備はお任せ！

・店舗開業全般
・店舗、厨房レイアウト
・立地、テナント選定
・飲食メニュー開発
・デリバリー
・創業計画書作成
・顧客管理 ・名刺作成

30ヶ国 80社以上との取引経験あり！
海外輸出入のスペシャリスト

吉田 明弘

海外輸出入はお任せ
ください！

海外企業との取引における
・貿易実務・商品開発
・商談交渉・契約締結
・クレーム対応

司法書士

企業法務を得意とする法律の専門家

池田 龍太

登記・契約・企業法務はお任せ！

・登記、契約書作成
・債権回収・トラブル対策
・リスク管理
・法律 ・事業承継
・交渉の方法
・ITを用いた効率化

元銀行員の心理カウンセラー

今泉 智樹

心とお金の事、
お任せください！

・事業計画づくり
・資金調達 ・財務体質改善
・起業アドバイス
・働き方改革 ・人材育成
・メンタルへルス

財務・融資のプロ！元 銀行支店長

坂本 明彦

財務・資金繰り改善等
ご相談下さい！

・資金繰り
・財務改善
・事業計画書策定
・金融機関取引
・創業計画 園田 京子

広告代理店経験あり！助成金が得意な労務士

労務・助成金のお任せください！

・人事、労務・給与計算
・社会保険、雇用保険
・新規開業（保険関係、雇用）
・雇用契約書、就業規則
・雇用、労働トラブル
・労働法の基礎知識

社会保険労務士

瀧内 賢

WEBサイト、SEO対策は
お任せ！

・ホームページ全般・SEO対策
・SEM対策・ページ内構成
・キーワード選定
・ネットマーケティング
・ネットによる売上拡大
・ターゲティング

SEOベストセラー本を執筆！SEOのプロ

雪竹 高弘

WEB業界一筋！WEBの人気専門家

ホームページ・ＷＥＢサイトは
お任せ！

・WEBサイト
（デザイン、システム、開発等）
・WEBマーケティング
・アクセス解析 ・SEO対策
・ネット広告・顧客分析
・SNSによる集客

二級建築士店づくりはお任せ！

・店内構成、店内レイアウト、
商品配置、陳列、ディスプレイ

・お金をかけない魅力的な
店づくり

・店舗設計、増改築
・ＰＯＰ、
ブラックボードの書き方内村 明子

年間150件以上を支援！店作りの専門家

辻山 敏

広告・販促・集客の人気専門家

広告・経営 一緒に
考えましょう！

・ホームページ全般
・広告企画・チラシデザイン
・ニュースレター
・店内、外サイン全般
・LINE@、Facebook
・集客施策、導線作り

1年に1000店以上を食べ歩いた元グルメ
ライターで現役フードコーディネーター

古川 麻水

食とマスコミに関することなら
お任せ！
・プレスリリース・ＳＮＳ集客
・飲食店メニュー提案
・食品商品開発
・撮影スタイリング
・自宅サロン集客

吉原 さくら

大学講師も務める人事コンサル会社代表

強みを引き出すお手伝い！

・人事制度
・社内教育
・人材採用
・社員のモチベーション向上
・プレゼンテーション
・強み発見
・ITを用いた業務効率化

事業計画作成年200件以上！不動産・中国
に詳しい 総合コンサルタント

井上 陽一

不動産・中国ビジネスはお任せ！

・創業、資金調達計画書
・中国現地法人設立支援
・中国SNS・インバウンド対策
・JIMDO・Facebook
・不動産活用・店舗選定
・経営力向上計画づくり

介護事業の社長であり労務のプロ

野村 香

人事・労務管理のことお任せ！

・雇用、効果的な求人
・人材育成 ・人事評価
・社会保険関係
・助成金活用
・介護事業経営
・女性の起業 ・JIMDO

社会保険労務士

小売業を得意とする経営の専門家

河野 健一

物販店の売場作り・売上改善
はお任せ！

・小売業の売場改善
・出店準備支援・集客拡大手法
・事業計画書作成(経営改善計画)
・経営革新計画
・補助金申請支援

中小企業診断士

3000社支援したカラーコーディネーター

久保田 みき

カラーコーディネートはお任
せください！

・資料の色使い
・ＰＯＰ、チラシ
・ホームページ、名刺
・パッケージデザイン
・店舗内外装・売り場つくり
・女性起業支援

システム会社20年超！事業計画策定のプロ

重村 和博

IT活用・生産性向上なら
おまかせ！

・経営計画策定
・創業支援 ・補助金申請
・ホームページ作成
・ＳＮＳ活用
・生産管理 ・原価管理

中小企業診断士

医療・介護・福祉業界の専門家

松代 和也

医療機関の創業、集患なら
お任せ！

・経営知識全般
・事業計画書作成
(創業、経営革新、経営改善等)
・医療関係経営全般
・患者囲い込み・顧客管理

中小企業診断士

深川 智恵美

WEB・デザイン会社社長
WEBサイト、チラシは
お任せ！

・WEBサイト企画立案
・無料のITツールを用いた
業務効率化・SNS活用

・漫画、イラストを用いたPR
・ニュースレター活用
・女性の創業支援 服部 憲一

専門学校講師経験もあるWEBの専門家
WEB、ネットショップは
お任せ！

・WEB制作/運用
・ネットショップ構築
・SEO/SEM対策
・アクセス解析
・SNS運用・OSS活用
・チラシ、POP制作

地域産品の開発、
販路開拓ならお任せ！
食品の
・販路開拓・商品開発・市場設定
・商品パッケージとデザイン
・地域資源活用
・商品プロデュース

大手ショッピングモール1位の実績がある
プリン会社 元社長

森友 伸和

則武 展博

広告会社出身の行列ができるカフェ経営者

店舗運営や広報ＰＲは
お任せください！

・飲食店開業・店舗運営
・飲食メニュー開発
・広告デザイン
・広報戦略 ・映像制作
・イベント企画
・ドローン活用

チーフコーディネーター

092-622-7809☎

福岡県よろず支援拠点博多本部の相談員（裏面）と
相談できます

① 9:30～10:30
②10:45～11:45
③13:00～14:00
④14:15～15:15
⑤15:30～16:30

飯塚よろず経営相談窓口は、飯塚市・飯塚商工会議所・飯塚市商工会・嘉飯桂産業振興協議
会・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。

よろず支援拠点 コーディネーター紹介

① 9:30～10:30
②10:45～11:45
③13:00～14:00
④14:15～15:15
⑤15:30～16:30

福岡県よろず支援拠点博多本部の相談員（裏面）と
相談できます

相談時間

相談時間

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飯 30.7-1

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！



会 場 飯塚市役所 2階ホール（カフェ前）
(福岡県飯塚市新立岩5番5号)

飯 30.7-1

申 込
福岡県よろず支援拠点 （092-622-7809）

2㈪
18㈬

4㈬

3㈫
24㈫

5㈭

9㈪
19㈭

10㈫
31㈫

スケジュール

セミナー： 13:15～14:45
個別相談： ①10:00～11:00   ②11:00～12:00 ③15:30～16:30

11㈬
27㈮

13㈮
23㈪

売上
拡大

創業

売上
拡大

店舗
飲食

IT
集客

売上
拡大

店舗
飲食

※事前予約制
開催日3日前（土日・祝日除く）の16:00までにご予約が入っていない場合は、
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。

お電話もしくはホームページよりお申込みください。

IT
集客

飯塚よろず
経営相談窓口
ホームページ
ＱＲコード

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!

12㈭
30㈪

経営
改善

17㈫
店舗
飲食

20㈮
売上
拡大

25㈬
海外
関係

「食べたい」と感じる物作り・売り方

あらゆる食品業界を経験した食のコンサルタントが語る!

「食の６次産業化プロデューサー」。平
成１０年㈲対馬ふるさと俱楽部を設立
し、「半熟藻塩プリン」「島蜜かすてら」
などのヒット商品を開発し、楽天ランキ
ング１位を獲得するなど活躍。その後、
経営破たん等も経験し、現在は様々な
食・地域産品の企画・提案・アドバイス
等を行うコンサルタントとして活動中。

● 「美味しい」では売れない
「美味しいは当たり前」

● 「よだれ」を連想させよう
● もしもシリーズで商品開発
● 検証！
なぜこの商品は売れたのでしょう？

26㈭
IT
集客

伝わる文章力の磨き方セミナー

元新聞記者が語る！

新聞記者の経験で身につけた
文章作成のコツをお伝えします！

● キャッチコピーで
お客様の目をひきたい！

● お店や商品を言葉でうまく表現したい！
● とにかく文章を上手く書きたい！

松代和也
中小企業診断士

大学卒業後、新聞社に勤務。新聞
記者として業界で11年ほど経験を積
んだのち、病院内勤務の仕事に転
職し、その後中小企業診断士の資
格を取得。文章表現に関する相談、
医療関係の創業や集患の相談、そ
の他経営改善計画の策定や経営革
新など経営全般のお悩みも受け付
けます！

新セミナー

森友伸和

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
● お店や商品の宣伝動画を作りたい！
● リクルート用会社案内を作りたい！
● ホームページやフェイスブック、

ＹｏuTubeに掲載して売上アップ！

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！

集客につながる！

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!

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

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！

人気隠れ家カフェの経営者が語る！

長続きするカフェの作り方セミナー

則武 展博

● どんなお客様を集めたい？
イメージの固め方

● 誰もはっきりと言わない！
月間売上の目安

● 提供スタイルの事例
● 困ったときの対処事例
● お客様を呼ぶメンタル、離れるメンタル

広告関連の仕事をしながら、50万を
元手に『公園カフェ Bianco Blanco』
を開業。2ヶ月後には行列ができ、さ
まざまなTVや雑誌で取り上げられ
る人気店に！正解が無いと言われ
るカフェや飲食店はできることも無
限大！開業の戦略と戦術、PR、メン
タルコントロール、メニューづくりな
ど、一緒に考えていきましょう！！

新セミナー

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

低予算で出来るネットショップ開店セミナー

● ネットショップをつくる
● デザインを変更する
● 商品を登録する
【準備・持参いただく物】
メールアドレス、メール受信のできるパソコン
【受講条件】
パソコンの基本操作ができる方

教育関連コンサルタント会社にて、
大学などで使用されている教材
の開発や、Web制作専門学校で
の講師業務を行い、その後独立。
業者に発注すると高額なシステ
ムも、無償公開のソフトウェアを
使うと超低コストでブログやネット
ショップなど会社に必要な機能が
揃います。ぜひご相談下さい！ 服部憲一

ＷＥＢデザイナーが語る！ 新セミナー

福岡にてシステム開発会社に
勤務。産業用ロボットの制御ソ
フトや生産管理システムの開発
を手掛ける。中小企業診断士と
して独立後は製造業やソフト
ウェア開発業を中心に中小企
業、小規模事業者の支援を行
う。皆さまと伴走しながら支援さ
せて頂きます！

BCP【事業継続計画】セミナー
● 朝倉市、東峰村で事業者はどんな被害を

こうむったのか？
● 災害復興のために事業者はどう動いた

のか？
● 自社が守るべき資産を整理する
● 自社に合ったBCP（事業継続計画）を

作成する

九州北部豪雨の復興支援をしたコーディネーターが語る

重村 和博
中小企業診断士

新セミナー

ぼくが新しいお店を始める前にやっていること

● 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
舖開店。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。

セミナー

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

初めての輸出入ビジネスセミナー

輸出入の基本からお伝えします！

20代の時にメキシコ、ボリビア、ア
メリカなどへ移住。その後福岡県
内と諸外国の食品、飲料の輸出入
を行う企業に勤務。現在は独立し、
世界約20ヶ国とビール、ワイン、加
工食品などの輸出入ビジネスを
行っています。これまでに30ヶ国80
社との取引経験があります！海外
輸出に一度トライしてみたい方、是
非ご相談下さい！

吉田明弘

食品、酒類、雑貨、化粧品などを中心に
お話します！

● 輸出入ビジネスって儲かるの？
● まずは基本的な流れを理解しよう！
● 輸出入はどう始めるの？
意外と難しくない？

● 仕入れ先、販売先の探し方、リスクなど

新セミナー

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！

【セミナー開催日程や相談員の詳細情報はホームページで】

https://yoroz.biz/

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

セミナー＜実践編＞
新セミナー


