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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 30.6-1

売上 を 上 げ た い ！

経営改善 し た い ！

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！

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！

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（092-622-7809）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!

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

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！

https://yoroz.biz/

【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。

＼＼全力でサポートします！！お気軽にご相談ください。 ／／

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！

【福岡県よろず支援拠点にはどんな相談員がいるの？】

◆元ご当地産品会社社長◆飲食店現役社長 ◆デザイナー ◆ＳＮＳ専門家 ◆元銀行支店
長 ◆元覆面調査員 ◆WEB製作会社社長 ◆人材コンサルタント ◆元グルメ情報誌編集
者 ◆元乳製品会社社長 ◆広告代理店社長 ◆司法書士 ◆ネイルサロン社長 ◆中国関
係コンサルタント ◆資金調達コンサルタント ◆元通信販売会社役員 ◆元製鉄会社工場
長 ◆料理研究家 ◆元ベンチャーキャピタリスト ◆元ミュージシャン ◆行政書士
◆元秘書 ◆元不動産ファンド会社 ◆税理士 ◆ベリーダンサー ◆社会保険労務士
◆中小企業診断士 ◆現役TVディレクター ◆元ＴＶ制作会社ディレクター ◆広告プラン
ナー ◆レストラン現役経営者 ◆元百貨店バイヤー ◆店舗デザイナー

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

所在地: 福岡市博多区吉塚本町9-15
福岡県中小企業振興センタービル6階

TEL: 0 9 2 - 6 2 2 - 7 8 09



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 30.6-1

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）

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

※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㈮
22㈮

4㈪
25㈪

売上
拡大

経営
改善

21㈭

27㈬
売上
拡大

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

小規模事業者のための

重村和博
中小企業診断士

マーケティングの『キホンのキ』セミナー

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！

29㈮

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。 瀧内賢

＜最新＞ＳＥＯ対策！！

ＳＥＯ対策の為のホームページ・
ブログ記事の書き方セミナー

● ホームページやブログに、
最適なタイトルをつけよう！

●ホームページやブログに、
最適な概要文をつけよう！

●ユーザーやロボットに響く言葉とは？

ＩＴ
集客

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

販促スケジュールを作ってみよう

● まずは、販促ツールを知ろう

● 販促施策を考えてみよう

● 実践！

販促スケジュールをつくってみよう

セミナー

広告のプロが語る！

店舗
飲食

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！

15㈮
売上
拡大

経営者のためのプレゼンテーション

●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。

セミナー

吉原 さくら

14㈭
創業

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！

売上
拡大

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！13㈬
20㈬

12㈫
26㈫

大学卒業後、新聞社に勤務。記者
として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。
独立後は医療機関の創業支援や
経営支援等を行う。文章表現に関
する相談、医療関係の創業や集
患の相談、その他経営全般のお
悩みご相談ください！

相手の本音を引き出すセミナー

● お客様が必要としているものを上手に
聞き出すコツ、お伝えします

● うまくお客様のフトコロに飛び込みたい！
● 相手の気持ちの『つかまえかた』の

ポイントとは？
● お客様が何を考えているか、知りたい！

元新聞記者が語る！

松代 和也
中小企業診断士

売上
拡大

やさしい食品表示法セミナー

● 食品表示法って何？
● 食品表示を行うための食品の

製造許可とは？
● 作ってみよう！簡単な食品仕様書
● 実例紹介 不適切な一括表示例
● 食品表示法だけでなく、食品業界を

知ろう！

「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。

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！

森友 伸和

店舗
飲食11㈪

28㈭

8㈮
売上
拡大

印象的な名刺を作るための
５つの法則セミナー

初対面でも話がハズむ！

● 印象・記憶に残る名刺！
● 自分(商品・サービス)の売りを

明確に！
● 表現したいのは信頼？癒し？

インパクト？安心？豪華さ？
● やり過ぎ・盛込過ぎに注意！ 松永 幸子

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、
同じ起業家として全力でサポートしてま
いります。お気軽にご相談ください。

7㈭
19㈫

創業

「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。女性の起業に
関するご相談もお受けしております。
初めて人を雇う際のご相談から多くの
従業員を抱える企業様まで、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

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！

専業主婦から創業した実体験を公開！

6㈬
18㈪

ＩＴ
集客

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！

5㈫
ＩＴ
集客

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

25㈪ 「マーケティングの『キホンのキ』セミナー」後 知財
知的財産支援センターによるセミナー

はじめての商標・特許セミナー

● 特許・実案・意匠の手続きと費用
● お客様に覚えていただくブランド作り
● 他人の権利を調べる

時間：15:00～16:00 知財トータルサポーター

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

新セミナー

新セミナー

新セミナー

新セミナー


