
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 30.6-1

申 込
福岡県よろず支援拠点 （092-622-7809）
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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
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飲食
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売上
拡大

※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。

売上
拡大

飯塚よろず
経営相談窓口
ホームページ
ＱＲコード

大学卒業後、福岡の大手地方銀行
に18年勤務。「事業計画や資金調達
の専門家」としてたくさんの企業をサ
ポート。経営者と関わる中で起業の
夢を持ち、銀行を退職して心理カウ
ンセラーとして起業。昨年カウンセリ
ングの技術に関する本も出版。経営
者の心に寄り添いながら、お役に立
つよう、全力でサポートします！

カウンセラー・コーチ・セラピストのための

集客の仕組み作りセミナー

● クライアントが集まるのには理由がある

● 売れる仕組みを作る第一歩！

● 売れるサービス作り

● ブログ、ステップメール、メルマガ活用法

現役心理カウンセラーが語る！

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。

通販の戦術セミナー
● 売るための値決めとは？
● 売れる見せ方、魅せ方
● リピートを起こすには？
● ＷＥＢ通販の攻略(実例)
売る＆使う＆魅せる

● カタログ通販の活用
～ニッチなマーケットも獲りにいく～

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

イラスト・マンガを使った販促セミナー

マーケティングの『キホンのキ』セミナー

分かる！目をひく！効果抜群！！

これから取り組む会社が知りたい！

内村 登紀彦

国内＆グローバル大手企業にて
新商品開発、既存ブランド管理、
宣伝広告、媒体管理を含むマー
ケティング業務全般を担当。その
後、マーケティングコンサルティン
グオフィスを起業。波乱万丈の経
験と、その代償として身につけて
来た「秘伝のコツ」を皆様にお伝
えします！

● マーケティングって何？基本的知識
● 「新商品！」「宣伝！」「ネット！」

の前に、絶対に知っておくべきこと
● 決まっていますか？

その商品/サービスの○○○○○
● 勝負を分けるのはココ！
● キャッチコピーを作りましょう！

●日本人は、マンガが大好きな国民！
●チラシにイラストを使って問合せ3倍！
●分かり難い内容を分かり易く
●ニュースレターに取り入れて

イメージの刷り込み
●チラシから販促グッズに展開！ 深川智恵美

ＣＡＤを学び、Webデザイン会社を
設立。現在は久留米市に事務所を
構え、Webサイトの企画・制作、チラ
シやパンフレット制作、マンガやイラ
ストを使った販促物の制作などを行
う。ITツールを用いた業務の効率化、
ホームページの企画、販促物の企
画、女性の起業など、お気軽にご
相談下さい！

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!

今泉智樹

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！！

12㈫

店舗
飲食

大学卒業後、家具、雑貨、システム
キッチン、カーテンなどインテリア全
般の販売会社に勤務。約23年の
キャリアの中で、店舗運営、出店、
店長や法人営業リーダーを経験。
その後中小企業診断士資格を取得
し独立。小売業経験と中小企業診
断士としての知見をフルに活用して
お手伝いさせていただきます。

河野 健一
中小企業診断士

売れる店舗づくりの基本セミナー

● 『買いたくなる』売り場の基本ルール
● 売れる売り場づくりの考え方の基本
● 衝動買い・ついで買いを増やすルール
● 売り場の通行量調査をやってみよう！
● 商品陳列の基本

店舗の現場力を分析！

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！

● “やりたいこと”と“求められていること”は違う?
● 個人サロンは、オーナーのキャラも大切！？
● 集客に大事なのは友達の数ではなく伝え方
● これがきっかけでTVに出ました＾＾
● 意外と知られていない、こんな宣伝法も。

小さなサロンの始め方セミナー（料理教室編）

35歳・独身・貯金ナシからのリアル創業体験記
14㈭

創業
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ＩＴ
集客

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！

21㈭
店舗
飲食

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？

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

【ステップアップ編】
の内容も個別対応
可能です

森友伸和

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！

古川 麻水

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！

25㈪
経営
改善

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。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。九
州北部豪雨の際には、被災事業
者の個別相談員も経験。皆さまと
伴走しながら支援させて頂きます。

小規模事業者のための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

九州北部豪雨で個別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


