
【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

092-622-7809☎

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点 中小企業庁 福岡県よろず支援拠点飯 2019.10-1

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

セミナー・相談会場

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)

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38名の専門家・相談員（うち14名女性）が日々、
個別相談や少人数セミナーを行っています。

JR「新飯塚駅」
から徒歩5分！

セミナー情報など
お届けします！ Ｙ-0121

無料

飯 2019.10-1

福岡県よろず支援拠点 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・
八百屋など 複数店舗の代表

元 デザイン＆映像制作会社代表
の行列ができるカフェ経営者

野中 一英
（のなかかずひで）

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 飲食

マスコミ

小売

販路開拓に強い
元大手百貨店のバイヤー

森 武志
（もり たけし）

小売

販路

美容サロン8店舗を経営
する社長

本村 小巻
（もとむらこまき）

店舗
小売
経営

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）

マス
コミ

人気番組も手掛ける
現役TVディレクター

一色 将也
（いっしきまさや）

WEB業界一筋！
WEBの人気専門家

雪竹 高弘
（ゆきたけたかひろ）

ＩＴ
集客

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

内村 登紀彦
（うちむらときひこ）

販路
開拓

SEOベストセラー本を執筆！
SEOのプロ

瀧内 賢
（たきうちさとし）

ＩＴ
集客

Webプロデュース会社の社長

堀 紗弥香
（ほり さやか）

ＩＴ
集客

広告業界23年！印刷会社代表

松永 幸子
（まつながさちこ）

販売
促進

モチベーションUPが得意な
企画・販促会社社長

高口 知子
（たかぐちともこ）

販売
促進

3000名支援した
カラーコーディネーター

久保田 みき
（くぼたみき） 販促

店舗

事業計画作成年200件以上！
不動産ビジネスに詳しい
経営コンサルタント

井上 陽一
（いのうえよういち）

資金
調達

「わかりやすい」とリピーター
多数！WEBの専門家

服部 憲一
（はっとりけんいち）

ＩＴ
集客

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）

ＩＴ
集客

広告・販促・集客の人気専門家

辻山 敏
（つじやまつとむ） 販促

ＩＴ

坂本 明彦
（さかもとあきひこ）

資金
調達

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

経営
全般

行政書士

大手カフェの元接客指導官

小竹 理香
（こたけりか）

経営
改善

介護事業の社長であり
労務のプロ 社会保険労務士

野村 香
（のむらかおり）

経営
改善

税金・会計の
プロフェッショナル 税理士

中島 香子
（なかしまきょうこ）

経営
改善

元銀行員の心理カウンセラー

今泉 智樹
（いまいずみともき）

資金

古賀 広宣
（こが ひろのぶ）

飲食

店舗

レストランを経営する
起業コンサルタント

財務・融資のプロ！
元 銀行支店長

司法書士

池田 龍太
（いけだりゅうた）

経営
改善

企業法務を得意とする
法律の専門家

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

古川 麻水
（ふるかわあさみ） マスコミ

飲食

経験豊富な税理士＆
社会保険労務士

税理士

滝口 綾子
（たきぐちあやこ）

経営
改善

社会保険労務士

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

吉田 明弘
（よしだあきひろ）

海外

WEB・デザイン会社社長

深川 智恵美
（ふかがわちえみ） 販促

ＩＴ

大村 一雄
（おおむらかずお）

小売

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

店舗

飲食

指導実績２０年を超える飲食
専門コンサルタント

才田 裕一
（さいたゆういち）

元銀行員の中小企業診断士

本多 俊一
（ほんだしゅんいち）

資金

中小企業診断士

経営

松田 かお梨
（まつだかおり）

ＩＴ
集客

松永 菜穂子
（まつながなほこ）

ＩＴ
集客

よろず支援拠点は国の予算で運営されているため、相談は
何度でも無料で受けられます。様々な実績のあるコンサル
タントや現役経営者が相談をお受けいたします。

ネットショップの売上アップが
得意なITコーディネータ-

パソコン講師も務めるWeb
サイト企画・制作会社代表

小屋 真伍
（こや しんご）

ＩＴ
集客

店舗集客アイデアが得意な
ネット集客コンサルタント

中村 美佳
（なかむらみか） 販促

ＩＴ

女性創業者を応援！ママ起業
したWEB集客コンサルタント

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

重村 和博
（しげむらかずひろ）

ＩＴ

経営

集客

10月

（受付時間／平日 9：00～17：00）

◆ 飯塚商工会議所 (飯塚市吉原町6-12)

◆ 飯塚市役所２階ホールカフェ前 (飯塚市新立岩5番5号)

【対面 で無料経営セミナー ＆無料経営相談】
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)

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

【テレビ電話 で無料経営相談】

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

【テレビ電話 で無料経営相談】

相談時間

相談時間

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、個別相談及びテレビ
電話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!



16㈬
30㈬

🔴 基本的考え方

コミュニケーションの前提／第一印象／
コミュニケーション力を高める3つの力

🔴 傾聴力を鍛える！

3つのきく／聞くときのポイント／
5つのうなずき／やってみよう

びっくりするほど営業力・交渉力
が高まるコミュニケーション
セミナー【基礎編】 人材労務

本多 俊一
中小企業診断士

1 0 月 の 無 料 経 営 セ ミ ナ ー飯 塚 よ ろ ず 経 営 相 談 窓 口
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 2019.10-1

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

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。
※セミナー受講は1社 2名まで

とさせていただきます。

※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。

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！

🔴 クラウドファンディングとは？

🔴 購入型・寄付型・投資型・融資型

🔴 どんな業種・事業が向いているのか？

🔴 何から始めればよいのか

🔴 よろず支援拠点をどう活用するか

はじめての
クラウドファンディング
セミナー

資金調達1㈫
15㈫

井上 陽一

2㈬
29㈫

● 商品/サービスを売り出すのに最も重要なこと

● WEBで売るために必要な

商品・サービスの条件

● 売上の流れ（ファネル）の仮説を立てる

● 母数に対し買ってくれた人の

割合を計測する

● 顧客獲得コストとは？

● 生涯顧客価値を算出する

ホームページ集客に
必要な6つのスキルセミナー

IT集客

※Web制作を主業とされる会社・関係者の方はご参加いただけません

中村 博文

Jimdo? Wix? WordPress？初心者のための、

ホームページ制作前に必要な知識に

ついてのセミナーです。

🔴 ホームページの基礎知識

🔴 ホームページ制作の目的

🔴 ホームページ制作の選択肢

🔴 それぞれのメリット・デメリット

🔴 制作後にするべき事

ホームページ
何で作る？セミナー

3㈭ IT集客

松田 かお梨

4㈮
28㈪

🔴 無料の画像作成ソフト

「GIMP（ギンプ）」について

🔴 画像サイズの決め方・画像形式の

種類について

🔴 画像の不要部分の消し方、文字の追加、

画像の保存 服部 憲一

無料で作る！

バナー画像の作り方セミナー

IT集客

【ご持参いただく物】 パソコン （スマホ・タブレット不可）
【受講条件】ホームページの閲覧や電子メールの操作ができる方

7㈪

自社独自の「勝利の方程式」があることによって… 

・効率よく売上アップ！ ・人材育成スピード化！
・PDCA（計画～実行～検証～改善）の習慣化！
・自主的に行動し結果を出す社員が増える！
・仕事が楽しくなる！

店舗の売上を上げるための要因、施策を説明した
後に各自に合った「勝利の方程式」を一緒に作っていきます

“店舗売上アップ“の「勝利の
方程式」を作ろう！セミナー

店舗運営

大村 一雄

8㈫

🔴 身近にある小さなパンフレット
🔴 実際に原稿を起こしてみよう！
🔴 反応される仕掛けを作ろう
🔴 あなたの中にある強みを引き出そう
🔴 共感を呼ぶコンテンツの仕込み方
🔴 デザインとアートは違います

名刺サイズの
パンフレットで集客アップ
セミナー&ワーク

中村 美佳

チラシ名刺

🔴 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！

流行る美容系店舗の
作り方セミナー

店舗運営9㈬

本村 小巻

10㈭

🔴 アクセスアップ！ アナログ編：

URLのQRコードを作って名刺やチラシに

貼り付けよう！

🔴 アクセスアップ！ IT編：

Google My Business／Google Map／

インスタ、LINEなどのSNSから集客

ホームページを開設した人

のためのアクセスアップ‼セミナー

IT集客

【ご持参いただくもの】メールが受信できるパソコン、スマホ等の端末
【受講条件】パソコン等端末の基本操作ができる方

深川 智恵美

※Web制作を主業とされる会社・関係者の方はご参加いただけません

🔴 Facebookの基本
🔴 上手に活用しているお手本
🔴 集客の前に、まずやること
🔴 お金をかけない集客のための工夫
※今までFacebookを使ったことのない方も
ご参加ください！

はじめてのFacebook
セミナー【初級編】

11㈮

松永 幸子

SNS集客

🔴 ネットデビューとは？ ＝ 検索順位の概要

🔴 Googleマイビジネスとは？

🔴 MEOとは？

（対策すればHPよりも上に表示させる

ことができます！）

🔴 プッシュ型とプル型集客について

🔴 最適化した結果について

ネット上に最速でアピールさせる術！
セミナー ～Googleマイビジネス活用～【基礎編】

17㈭

IT集客

瀧内 賢

21㈪

🔴 マーケティングって何？まずは基本的知識

🔴 「新商品！」「宣伝！」「ネット！」

の前に絶対に知っておくべき事

🔴 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！

その決め方もお伝えします

🔴 キャッチコピーを作りましょう！

マーケティングの
『キホンのキ』セミナー

新商品
新サービス

内村 登紀彦

18㈮

🔴【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～

インスタグラム
セミナー

SNS集客

※コンサルタント業の方はご参加いただけません。

古川 麻水

23㈬

🔴人を雇う時の手続き

🔴人を雇う時の基礎知識

～雇用契約書(労働条件通知書）

・法定3帳簿 ・就業規則

～扶養控除等申告書・マイナンバー管理

～入社手続き書類…どんな書類が必要？？

🔴月間・年間業務～スケジュール

🔴雇用に関する助成金

はじめて人を雇う時の
「労務」と「税務」セミナー

人材労務

税理士

社会保険労務士

滝口 綾子

🔴 目的・市場背景

🔴 DMの反応状況

🔴 広告やCMとの違い

🔴 必須！顧客管理術

🔴 作成上の基本知識

🔴 DMの効果測定手法

＜事例＞ 印象に残るDM

効果的なDM(ダイレクトメール)で

集客UPセミナー【基本編】 売上拡大
24㈭

中小企業診断士

河野 健一

🔴 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！

🔴 YouTubeにｱｯﾌﾟして売上もｱｯﾌﾟ！

『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！

実践！売上アップのための

動画制作＆『YouTube』活用
セミナー【入門編】

25㈮
広報戦略

一色 将也

31㈭

🔴 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！

飲食店・個人商店の
収益改善セミナー

飲食運営

野中 一英

ＮＥＷ！


