
◆ 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)

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。

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 30.9-1

9月

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

よろず支援拠点 コーディネーター紹介

人気串揚げ店3店舗を
経営する社長

地元密着型焼き鳥店等
4店舗の社長

広告会社出身の、行列が
できるカフェ経営者

野中 一英
（のなかかずひで）

古賀 広宣
（こが ひろのぶ）

前田 直樹
（まえだなおき）

則武 展博
（のりたけのぶひろ）

飲食
飲食

店舗
飲食 飲食

美容サロン8店舗を経営
する社長

年間150件以上を支援！
店作りの専門家 二級建築士

本村 小巻
（もとむらこまき）

内村 明子
（うちむらあきこ）

販路開拓に強い
元大手百貨店のバイヤー

WEB業界一筋！
WEBの人気専門家

大村 一雄
（おおむらかずお）

森 武志
（もりたけし）

マス
コミ

マス
コミ

マスコミ

小売
小売

小売小売

販路

経営

店舗 店舗

人気番組も手掛ける
現役TVディレクター

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

小売業を得意とする
経営の専門家 中小企業診断士

河野 健一
（かわのけんいち）

篠原 けんじ
（しのはらけんじ）

古川 麻水
（ふるかわあさみ）

一色 将也
（いっしきまさや）

年間ロケ200本以上の人気番組
リポーター＆元日本一実演販売士！

ホームページ制作･広告代理店
社長

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

広告業界23年！印刷会社代表

SEOベストセラー本を執筆！
SEOのプロ

広告・販促・集客の人気専門家 WEB・デザイン会社社長

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

瀧内 賢
（たきうちさとし）

内村 登紀彦
（うちむらときひこ）

雪竹 高弘
（ゆきたけたかひろ）

森友 伸和
（もりとものぶかず）

販路
開拓

ＩＴ
集客

販路
開拓

ＩＴ
集客

税金・会計の
プロフェッショナル 税理士

行政書士

大手カフェの元接客指導官

モチベーションUPが得意な
企画・販促会社社長

Webプロデュース会社の社長

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

元銀行員の心理カウンセラー

広告代理店経験あり！助成金が
得意な労務士 社会保険労務士

大学講師も務める
人事コンサル会社代表

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

3000名支援した
カラーコーディネーター

システム会社20年超！事業
計画策定のプロ 中小企業診断士

高口 知子
（たかぐちともこ）

井上 陽一
（いのうえよういち）

重村 和博
（しげむらかずひろ）

久保田 みき
（くぼたみき）

吉田 明弘
（よしだあきひろ）

辻山 敏
（つじやまつとむ）

赤司 純一
（あかしじゅんいち）

深川 智恵美
（ふかがわちえみ）

松永 幸子
（まつながさちこ）

堀 紗弥香
（ほり さやか）

ＩＴ

経営

ＩＴ
集客

販売
促進 販促

ＩＴ

販促

ＩＴ

販売
促進 販促

店舗
海外

資金

海外

専門学校講師経験もある
WEBの専門家

商工会議所元経営指導員の
Webコンサルタント

中村 博文
（なかむらひろふみ）

服部 憲一
（はっとりけんいち）

ＩＴ
集客

ＩＴ
集客販促

ＩＴ

米国会計も学んだ税金の専門家

税理士 司法書士

介護事業の社長であり
労務のプロ 社会保険労務士

医療・介護・福祉業界の
専門家 中小企業診断士

輝く！未来のためのアドバイザー

佐野 賢一郎
（さの けんいちろう）

チーフコーディネーター

吉原 さくら
（よしはらさくら）

小竹 理香
（こたけりか）

池田 龍太
（いけだりゅうた）

野村 香
（のむらかおり）

園田 京子
（そのだきょうこ）

松代 和也
（まつしろかずや）

中島 香子
（なかしまきょうこ）

今泉 智樹
（いまいずみともき）

坂本 明彦
（さかもとあきひこ）

久留 さつき
（ひさどめさつき）

経営
改善

経営
改善

資金
調達

経営
全般

経営
改善

経営
改善

経営
改善

経営
改善

経営
改善

資金
調達

経営
改善

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

レストランを経営する
起業コンサルタント

レディースアパレルショップ
＆スーパーの元オーナー社長

財務・融資のプロ！
元 銀行支店長

企業法務を得意とする
法律の専門家

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!

セミナー・相談会場地図

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)

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 30.9-1

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： ①10:00～11:00   ②11:00～12:00 ③15:30～16:30

※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。

飯塚よろず
経営相談窓口
ホームページ
ＱＲコード

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。 堀 紗弥香

Ｇｏｏｇｌｅ広告入門セミナー

● どうやって利用開始するの？
● 料金はどんな仕組み？
● 目を引く広告の作り方とは？
● 費用に対する効果を見るには？
● 広告＋α 行うべきこと！

リスティング広告で売上アップ！
10㈪

IT
集客

13㈭
売上
拡大

テレビリポーター・ラジオパーソナ
リティーを中心にイベント司会、番
組フロアディレクター、構成作家、
実演販売士（スマートフォン端末
販売日本一の経験あり）等を経験。
話題性のある商品やキャッチフ
レーズ作り、SNSなどで興味を惹
く方法、情報の伝え方、メディア＆
テレビ映えする方法などご相談下
さい！

テレビ取材してもらえるコツセミナー
● テレビリポーター目線の

「こんな商品いいな」とは？
● 番組でカットされてしまう商品の

共通点とは？
● 惹きつけるキャッチコピーの作り方！
● テレビ映えする商品の作り方とは？
● お店の魅力を伝える テレビトーク術とは？

現役テレビリポーターが語る！

篠原 けんじ

25㈫

IT
集客

ホームページ立て直しセミナー
● 自社の置かれている市場をリサーチ

する方法とは？
● 競合会社のリサーチとは？
● 競合と差別化できる自社の強みを

見つけるには？

【お持ちいただくもの】
スマートフォン等の端末（検索に使います）

ホームページはあるけど集客できていない方のための

元商工会議所経営指導員、元上
場IT企業グループのマネー
ジャー職。現在は、地域密着型ビ
ジネスで戦っている経営者様の
『ホームページ集客』をサポート。
売上がほとんどないホームペー
ジを、市場に受け入れられ、かつ
強みを出せるホームページに変
えることを得意としています！ 中村博文

3㈪
19㈬

売上
拡大

地域産品の開発販路開拓は私にお
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

アイデア発想ワークショップ

● 面白い商品(話題性)を作るには？

● 発想って具体的にどうしたらいいの？

● アイデアを絞り出すワザ

● いざ！商品開発をやってみよう！

面白い！がビジネスを変える！

4㈫
売上
拡大

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！

取材したくなるプレスリリースセミナー

● プレスリリースの基本的知識！
● マスコミの目にとまるコツは！？
● マスコミ㊙年間スケジュールを押さえる！
● ひきつけるキャッチコピーの作り方！
● マスコミとの上手な付き合い方の裏事情

元編集者・TVディレクターが語る！

古川 麻水

個人ページはある、ビジネス用ページは持ってないという方向け！
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＆『YouTube』活用セミナー
●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！
●動画をYouTubeにアップして売上もアップ！

『YouTube』の操作方法から編集方法、音楽、
文字入れまで動画の全てをお伝えします！！
ぜひスマホ・タブレットをお持ちください！

濃い見込み客を呼び込む『YouTube』成功事例を紹介！
5㈬

新セミナー

6㈭
20㈭

経営
改善

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

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？！

7㈮

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？

新セミナー
ＩＴ
集客

11㈫
店舗
飲食

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。

食品関連事業者の成功事例紹介セミナー
●人気No.1ケーキの強みを再認識し更なる販路を拡大

●歴史ある丸子の梅をブランド化し、新たな梅干しを開発

● クラウドファンディングで青大豆カレー開発の資金調達

●洋風イチゴ大福の小規模事業者連携による売上拡大

●店頭広告とＰＯＰの設置で老舗ワッフル店の来客を増加

●食べる意味を伝えることで正月餅等の売り上げを
大幅拡大

「成功事例のいいとこ取り」をしよう！

前田直樹

12㈬
26㈬

店舗
飲食

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

新セミナー

14㈮
売上
拡大

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！

メルマガ・ステップメールの始め方
● 集客の仕組みを理解する
（メルマガマーケティングとは？）

● カウンセラー・コーチ・セラピストに
最適なメルマガ配信スタンドとは？

● 無料ではじめられる
メルマガマーケティング

● メルマガの始め方 今泉智樹

新セミナーカウンセラー・コーチ・セラピストに特におすすめ

セミナー

18㈫
売上
拡大

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！

売上
拡大

カラーコーディネーターとして老舗
のカラーデザイン事務所に8年勤
務後、独立。WEB、印刷物、店舗
内外装、売り場づくりの色彩アドバ
イスが得意。POP、ディスプレイ、
チラシ、ホームページ等、色使い
を見直してみるだけで、効果が期
待できます。一緒に解決策を考え
抜きましょう！

パワーポイントでチラシ作りセミナー

● チラシに盛り込む内容を整理しよう

● パワーポイントの操作確認

● 素材集めのコツ

● 伝わる色選び

簡単！さくさく！！

久保田 みき

21㈮

新セミナー

27㈭
店舗
飲食

飲食のことなら何でもお任せ！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

繁盛する飲食店の作り方セミナー

● 失敗する人の共通点とは？
● 開業前に準備しておく必須事項！
● お金をかけない集客術とは？
● これだけは知っておきたい経営知識！
● 絶対はずせない成功のポイント

天神・渡辺通り・博多駅の人気店現役オーナーが語る！

28㈮
海外
関係

インバウンド取り込みセミナー
● 中国マーケットの特徴や動向は？
＋台湾・香港・韓国も！

● 旅行者はどのようにして情報収集
してるの？何が売れている？

● 店内の中国語表示はどうしたらいいの？

● ＳＮＳでの集客は必須！

来日する中国人観光客に売る！

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。 井上 陽一


