
9 月 の 無 料 経 営 セ ミ ナ ー久留米よろず創業・経営相談窓口
久 30.9-1

スケジュール ※事前予約制 会 場 くるめ創業ロケット（久留米市六ツ門町21番地6 久留米東町公園ビル1階）

申 込 福岡県よろず支援拠点 （092-622-7809）
セミナー： 13:15～14:45
個別相談： 10:00～11:00 ・11:00～12:00・15:30～16:30
個別相談も毎日開催！当日のセミナー講師が担当いたします。

久留米よろず
ホームページ

6㈭

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。

飲食店の海外進出セミナー
● 飲食店のアジア出店はなぜ失敗した？
～カンボジア、プノンペンでの実例～

● カンボジアでの屋台、小型店舗、５店舗
流行っていたのに何故撤退したのか？

● アジアの人達と日本人の、働き方、考え方、
習慣の違いとは？

● アジアと日本の商習慣、ここが違う！
● アジア出店、やって良いこと、やってはいけない事！

カンボジア・プノンペン 進出経験者が語る！

元 百貨店販売担当長が語る！

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

3㈪
27㈭

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
会社に必要な機能が揃い
ます。ぜひご相談下さい！

ホームページ・ネットショップ『開設準備』
● ドメインやWebサーバーって何？
● ホームページやネットショップ出店サービス
の選定ポイント

● ホームページを作成後に必要な作業・手続き
について

【受講条件：ホームページの閲覧や
電子メールの基本操作ができる方】

※Web制作を主業とされる会社・関係者の方は参加いただけません

ホームページをこれから作る方向け！
IT
集客新セミナー

18㈫
経営
改善

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？！

地元福岡の会計事務所に勤
務した後、渡米して米国会計
を学ぶ。現在は税理士事務
所所長。会計税務を通じて、
様々な場所や立場で働いて
きた経験を活かし、事業をい
かに継続させていくか、共に
考え、精一杯サポートさせて
いただきます！

久留 さつき
税理士

セミナー

服部 憲一

5㈬
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

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！

野中一英

7㈮
売上
拡大

〝秘伝″のアイデア出しセミナー

大手企業の元マーケティングマネージャーが語る

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！

● アイデア出しは質勝負ってホント？
● 人のアタマが○○の時は、どう
頑張っても良いアイデアは出てきません

● 光るアイデアを掘り出すための3か条
● 具体的なアイデア出し方法
＝4つの「R」とは？

● 実行すること、それが一番大事。

新セミナー

10㈪
28㈮

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
集客新セミナー

11㈫
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

ＩＴ
集客

新セミナー

広告のプロが語る！12㈬
26㈬

売上
拡大

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？

13㈭
売上
拡大

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？ 森友 伸和

「食べたい」と感じる物作り・売り方
セミナー＜実践編＞

新セミナー

14㈮

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。

価格見直しセミナー

● 企業やお店の価格の決め方を考えてみよう

● 価格の「いろは」を理解しよう

● コストのことを考えよう

● 明日から使える実践価格政策

価格を見直して売上・利益をアップさせよう！

重村和博
中小企業診断士

売上
拡大

新セミナー

元 百貨店販売担当長が語る！
19㈬

親から子への事業承継
● 借金過多、売上不振
● 経営幹部が身内でまともな議論ができない
● 信用がないから現金仕入しかできない
● 競合店の圧力で売れ筋商品が入らない
● 業界経験ゼロでの後継ぎ など・・・
そんな絶体絶命の厳しい状況の事業承継でも
道は開けた！
事業再建の道のりを、赤裸々に話します！

取り組み方一つでマイナスだらけのこともプラスに！

父親からスーパーを受け継ぎ、売
上を5億円から12億円にアップさ
せ再建。新規事業としてアパレル
ショップを出店、繁盛店となり8年
間で中国も含め約100店舗を展開。
上場直前の法的整理、20億円の
資金調達、支払い・返済リスケな
どあらゆることを経験してきました。
何でもご相談ください！

大村 一雄

経営
改善

新セミナーセミナー
＜経営改善編＞

人事・労務管理のことご相談下さい！
社会保険労務士。「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。人に付随する様々なご相
談や、最適な助成金の活用方法をご
提案いたします。

60歳以上採用で人手不足解消
● 人材不足の現状

● シニアの採用方法
・使える機関は？
・求人票の掲載の仕方！

● 使える助成金の活用法
・シニアを採用して助成金もゲット！

シニア（60歳以上）採用が切り札！
20㈭

人材
労務

野村 香
社会保険労務士

新セミナー

セミナー

21㈮
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！

人気の出る飲食店の仕掛け作り

●オンリーワンの店作り

●話題になるようなメニューを作ろう

●店の魅力を伝えよう

●撮影映えするスタイリングの秘訣

●番外編 飲食店は料理写真が命！

1年に1000店食べ歩いたグルメライターが語る

古川麻水

セミナー

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？

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！
25㈫

創業

井上陽一

Ｇｏｏｇｌｅアナリティクス導入と
アクセス解析方法セミナー● Googleアナリティクスとは？

● アナリティクスの導入・設定方法
● 6つの分析基礎項目
● アクセス解析例
● 具体的な改善方法
【お持ちいただくもの】
・パソコン、タブレット、スマートフォンなどの端末
・導入済みの方はログインIDとパスワード

自社サイトの改善点がわかるようになる！

雪竹 高弘

4㈫

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。

新セミナー
ＩＴ
集客

※Googleアナリティクスとは、サイト訪問者
のデータを調べる無料ツールです

＜初心者向け＞


