
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 30.10-1

北九州よろず
経営相談窓口
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 ※セミナー開始10分前からご入室いただけます

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。

13㈭

『Ｗｅｂキーワード』戦略セミナー

資金なし！人材なし！営業基盤なし！の小規模事業者が生き残っていくための

●弱者のためのWEB戦略！ ●事業にふさわしいテーマ選定！ ●事業はオンリーワンの構築から始めよう！
●大手や中堅企業が手を出さないマーケットに多くの猟場 （NO.1になれるマーケット）をつくる！

● 独立・創業の現状 ●「ターゲット」と「コンセプト」 ●今日からはじめるマーケティング
● 業態の可能性を考える！ ● 経験の棚卸しって？ （自分でやる低予算の市場調査）

4㈭
26㈮

19㈮
債権回収セミナー

本セミナーでは、『滞留債権が発生してしまったときの対応』についてご説明いたします。
●基本的知識 ●まず行うこと ●法的手続き ※詳しい内容はホームページにて

売掛金の回収が滞っている取引先がある中小企業・小規模事業者のための 経営
改善

11㈫

クラウドファンディング成功事例解説セミナー
● そもそも、クラウドファンディングとは何か？ ● 主なクラウドファンディングサイト一覧
● メジャーサイトでの成功事例の数々 ● よろず支援拠点がかかわった成功事例
● 見えてきた成功のポイント ● 最後に 勝負を決めるのはコレ 内村 登紀彦

12㈮
アピール方法を工夫して「目標金額」達成！

13㈭

『長続きするカフェ』の作り方セミナー

人気隠れ家カフェの経営者が語る！

● 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

16㈫

古賀 広宣

池田 龍太

則武 展博

カウンセラー・コーチ・セラピストに特におすすめ

13㈭

自店舗の売上向上セミナー

競合店調査を学び、ライバル店の長所をヒントに売上アップを図ろう！

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！
18㈭

売上
拡大

初めての輸出入ビジネスセミナー

🔴 ライバル店調査って何？ 🔴 ライバル店調査のステップ
🔴 調査を実施する際のポイント 🔴 エクセルでもできる簡単な調査分析手法

10㈬

● 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

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～

9㈫

スタッフマニュアル作成セミナー
24㈬

タウン誌・グルメ情報誌の元編集者がお伝えする！スタッフが自立的に動くようになる！？ IT
集客

●良いマニュアルとは？ ●マニュアルの基本的な作り方（具体例）
●各部分をわかりやすく見やすくまとめるポイントって？（具体例） ●実践！自社で考えてみよう！

雪竹 高弘

吉田 明弘

小竹 理香

22㈪
店舗・起業アドバイザーが語る！

店舗オープン前にターゲット・コンセプトを決めよう

IT
集客

資金
調達

売上
拡大

河野 健一
中小企業診断士

輸出入の基本からお伝えします！

古川 麻水前田 直樹

ＮＥＷ！

店舗
飲食

お電話もしくはホームページよりお申込みください。

1㈪
外国人技能実習制度の上手な活用法セミナー

注目が高まっています！

● 技能実習制度の概要 ● 実習生の受入れ準備から受入れ後の流れ
● やっていいこと、いけないこと ● 実習生はこんなところで活躍しています！

人材
労務

行政書士

11㈫

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

2㈫
30㈫

自社サイトの改善点がわかるようになる！ 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
ＮＥＷ！

【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

● 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？ 一色 将也

売上
拡大3㈬

現役ＴＶディレクターがこっそり伝授！

マスコミを呼び寄せる！プレスリリース作成セミナー

瀧内 賢

5㈮
23㈫ 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します！

● 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？ 井上 陽一

創業

店舗
飲食

11㈫

ホームページ・ネットショップ『開設準備』セミナー
● 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 服部 憲一

15㈪
29㈪

ホームページをこれから作る方向け！ IT
集客

【受講条件】
インターネットの検索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

17㈬
ニュースレターで売上アップを目指そうセミナー

● ニュースレターの効果的な活用方法 ● ブログにも使えるニュースレターのネタづくり方法
● テンプレートを使って簡単ニュースレター制作

広告のプロが語る、活躍間違いなしの営業ツール！
売上
拡大

辻山 敏

ＮＥＷ！

※食品、酒類、雑貨、化粧品等を中心にお話しします

セミナー

店舗
飲食

司法書士

25㈭
60歳以上採用で人手不足解消セミナー

● 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！
人材
労務

野村 香
社会保険労務士

ＮＥＷ！

11㈫

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！ 本村 小巻

31㈬
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 店舗

飲食

知財トータルサポーター

11㈫

はじめての商標・特許セミナー
● 新商品のアイデア ： 特許・実案・意匠の手続きと費用
● 新商品のネーミング： 商標の手続きと費用、お客様に覚えていただくブランド作り
● でも他人も同じことを考えるのでは？？ ： 他人の権利を調べる

22㈪
29㈪

知的所有権センターによるセミナー ※同日開催のよろず支援拠点セミナー後に開催 知財

15:00～16:00

武内 洋介 熊本 洋

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！


