
経営に関する事なら何でも！35名のコンサルタントに無料で何回でも相談できます！

博多本部(吉塚)では 土曜・日曜・祝日も営業 ！また県内59市町村の中小企業支援機関と

連携して相談窓口を開設、テレビ電話経営相談も県内各地で月曜から金曜まで毎日開催！

起業したいけど

何から始めたら

いいのか

分からない

https://yoroz.biz/

コンサルタント紹介

☎

創業希望者・個人事業主・中小企業のための 相談窓口無料

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

まずはお気軽に 092-622-7809 事前予約制

約120種類のセミナーの内容はホームページで！

福岡よろず
ホームページ

＼＼お気軽にご相談ください。全力でサポートします！！ ／／
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ホームページや

ＳＮＳを

使って

集客したい！

融資を受ける

ための手続き

やコツを

知りたい！

もっと

効果のある

広告・チラシ

を作りたい！

人材不足を

どうにか

したい！！

自社商品が

もっと売れる

ためのアドバイス

が欲しい！

平日毎日開催 テレビ電話経営相談窓口 【個別相談】
（県内60市町村のうち59市町村で、商工会・商工会議所と連携して行っています）

コンサルタントが講師になって、約120種類のセミナーを開催しています！詳しいセミナー
情報や開催予定は、ホームページ（https://yoroz.biz/seminars/）からご覧ください。

🔴売上拡大 🔴IT（HP/SNS）集客 🔴チラシ・名刺 🔴店舗・飲食 🔴人材・労務
🔴創業 🔴資金調達 🔴経営改善 🔴海外関係 🔴補助金・助成金 など

福 岡 県 よ ろ ず 支 援 拠 点
TEL：0 9 2 - 6 2 2 - 7 8 0 9

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

福 岡 県 よ ろ ず 支 援 拠 点 に つ い て

本部(博多区吉塚)では土・日・祝も毎日！
セ ミ ナ ー 申 込 ：ホームページの申込フォームより
相談申込・問合せ：電話でお願いします

● 日本政策金融公庫 合同相談会（毎月第１・３ 土曜日 9時～16時）

会場：日本政策金融公庫 福岡支店 国民生活事業 福岡ビジネスサポートプラザ

● 福岡県弁護士会 中小企業法律支援センター 合同相談会（毎月第１・３ 水曜日9時30分～16時30分）

会場：福岡県中小企業振興センタービル 福岡県よろず支援拠点
※年度を通して1社5回まで、同一案件については3回まで利用可能

コンサルタントが常駐している経営相談窓口（会場） 【セミナー・個別相談】

博多本部よろず経営相談窓口 (中小企業振興センタービル 6階) 土日祝を含む毎
日 ※北九州・飯塚では、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。

北九州よろず経営相談窓口 (福岡県信用保証協会 北九州支所)

月～金久留米よろず創業・経営相談窓口 (くるめ創業ロケット)

飯塚よろず経営相談窓口 (飯塚市役所 本庁舎 2階)

よろず支援拠点
セミナー(一覧)

福岡県よろず支援拠点とは？

どんなセミナーがあるの？

個別相談やセミナーを受けるには？

事前予約制となっております。個別相談は電話にて、セミナーはホームページにてお申込み
ください。

月に１～２回出張して開催する経営相談窓口 【セミナー・個別相談】

県内各地で、定期的に開催しています！
（キャナルシティ博多、九経交流プラザ、古賀市役所、太宰府市商工会、大川商工会議所、筑後商工会議所、うきは市民センター、
大牟田商工会議所、柳川商工会議所、おりなす八女、日本政策金融公庫八幡支店 など）
※開催予定は、チラシやホームページでご確認ください

相 談 会 場 に つ い て

合 同 相 談 会（借入や法律の専門機関と連携し、合同相談会を行っています）

福岡地域 北九州地域 筑豊地域 筑後地域

セミナー情報などを
お届けします！

Ｙ-0166

【博多本部 相談時間】
①9:30～10:30 ②10:45～11:45 ③13:00～14:00 ④14:15～15:15 ⑤15:30～16:30

※開催時間は相談会場によって異なりますので、ホームページにてご確認ください。

『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35名のコンサルタント（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。国の予算で運営しているため、何度相談しても無料です。

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点



チーフコーディネーター

佐野 賢一郎
（さの けんいちろう）

輝く！未来のための
アドバイザー

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

・経営戦略全般
・資金調達 ・Ｍ＆Ａ
・株式公開 ・事業承継

人気番組も手掛ける現役TVディレクター

・動画の作成、撮影
・プレスリリース作成
・マスコミを利用した
情報発信

・コピーライティング
・ブランディング支援
・Youtube登録アップ

一色 将也
（いっしき まさや）

マス
コミ

マスコミや映像、通販はお任せ！

美容サロン(直営6店舗FC3店舗)、飲食店、
ペットサロンを経営する女性社長

・美容店経営全般
・ITを用いた業務効率化
・メニュー提案
・スタッフ育成
・人事制度
・多店舗展開
・フランチャイズ展開

本村 小巻
（もとむら こまき） 店舗

美容業界のことなら
お任せください！

店舗

人気串揚げ店 3店舗を経営する社長

・飲食店経営全般
・飲食メニュー提案
・集客ツール提案
・スタッフ
モチベーションアップ

・効果的な広告販促
・強み発見・販路提案

野中 一英
（のなかかずひで） 飲食

飲食店開業・経営
一緒に考えましょう！

レストラン、弁当店など様々な飲食店を
経営する起業コンサルタント

・店舗開業全般
・店舗、厨房レイアウト
・立地、テナント選定
・飲食メニュー開発
・デリバリー・テイクアウト
・加工品の製造、販売
・創業計画書作成
・顧客管理 ・名刺作成

古賀 広宣
（こが ひろのぶ）

飲食

店舗

店舗開業・起業準備はお任せ！

行列ができるカフェ経営者 &
元 広告デザイン＆映像制作会社代表

・飲食店開業・店舗運営
・飲食メニュー開発
・雑貨販売(店舗、ネット販売)
・広告デザイン
・広報戦略 ・映像制作
・プレゼンテーション
・イベント企画
・ドローン活用

則武 展博
（のりたけ のぶひろ） 飲食

店舗運営＆広報ＰＲはお任せ！

安良岡 成晃
（やすらおか まさあき）

1年に1000店食べ歩いた元グルメライター
で食のプロデュース会社代表＆料理研究家

・インスタグラム活用/
インスタ通販・SNS集客

・プレスリリース・広告全般
・食品商品開発/戦略/販路開拓
・創業前のコンセプト作り/
ブランディング

・文章の書き方/
写真の撮り方

古川 麻水
（ふるかわ あさみ）

マスコミ

飲食

食とマスコミに関することなら
お任せ！

柴尾 真理
（しばお まり）

マス
コミ

広告業界２０年の元編集長＆現役ライター

・強みブランディング

・広報戦略プランニング

・広告媒体別アドバイス

・集客できる文章づくり

・商品、サービス開発

・あらゆる業界に対応

最大効果を狙う広報・広告の
相談ならお任せ！

3000名支援したカラーコーディネーター

・PowerPointを使ったPOP、
チラシ制作

・企画書、ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料の色使い
・無料ホームページ制作
・SNSとホームページ連携
・パッケージデザイン
・店舗内外装、売場作り
・名刺 ・女性起業支援

久保田 みき
（くぼた みき） 販促

店舗

無料ツールを利用して“伝わる
色えらび”でデザインします

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

・ネーミング開発

・キャッチコピー開発

・ロゴマーク開発

・宣伝広告開発

・コピーライティング

・新商品開発
内村 登紀彦

（うちむら ときひこ）
販路
開拓

ブランディング、商品開発は
お任せ！

根本 和幸
（ねもと かすゆき） 販路

福岡県よろず支援拠点

メンバー紹介

Webマーケティング専門会社の社長

・Webサイト企画〜制作〜集客
・ネット広告（Google広告、

FB・IG広告など）

・Googleアナリティクス、
アクセス解析、顧客分析

・御社の現状に合わせた
ネット集客の戦術立案雪竹 高弘

（ゆきたけ たかひろ）
ＩＴ
集客

ネット広告、SEO、SNSを
活用したネット集客が得意！

・Googleマイビジネス集客
・Facebook/Instagram広告
・ブログ集客
・YouTube集客
・LINE公式アカウント
・ポータルサイト広告診断
・店舗集客
・自社HPでの求人/採用

店舗集客アイデアが得意なネット集客
コンサルタント

小屋 真伍
（こや しんご）

ＩＴ

ネット集客のことならお任せ！

店舗

・ホームページ全般
・SEO対策
・MEO対策・ページ内構成
・キーワード選定
・ネットマーケティング
・ネットによる売上拡大
・ターゲティング

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サイト、SEO対策は
お任せ！

「わかりやすい」とリピーター多数！
Webの専門家

・Web制作/運用
・ネットショップ構築
・SEO/SEM対策
・アクセス解析
・SNS運用
・OSS活用
・チラシ、POP制作服部 憲一

（はっとり けんいち）
ＩＴ
集客

Web、ネットショップは
お任せ！

・Web制作/デザイン
・ネットショップ開設
・SNS活用
・チラシ/名刺/
ショップカード作成

・Office(Word/Excel/Power
Point/Access)を使って
仕事効率アップ

パソコン講師も務めるWebサイト企画・制作
会社代表

松田 かお梨
（まつだ かおり）

ＩＴ

ＩＴを使った業務効率アップなら
お任せ！初心者の方も大歓迎！

販促

Web・デザイン会社社長

・Webサイト企画立案
・Googleマイビジネス
・チラシ、パンフレット制作
・SNS活用
・３Dプリンタ
・漫画/イラストを用いたPR
・ニュースレター活用
・女性の創業支援

深川 智恵美
（ふかがわ ちえみ） 販促

ＩＴ

Webサイト、チラシは
お任せ！

・面倒な繰り返し処理はITで解決！
・ホームページ提案～作成支援
・集客に欠かせないSEO対策
・SNS設定～集客アドバイス♪
・チラシやパンフで集客アップ
・あなたの強み発見！
・プチ起業、副業で
失敗しないコツ

女性創業者を応援！名刺・チラシ・ホーム
ページ作成から集客方法まで幅広くバック
アップ！

中村 美佳
（なかむら みか）

ＩＴ

創業前や妄想中も大歓迎！

販促

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

海外企業との取引における

・貿易実務

・商品開発

・商談交渉

・契約締結

・クレーム対応吉田 明弘
（よしだ あきひろ）

海外

海外輸出入はお任せください！

・Webサイト
(デザイン/システム開発等)

・Webマーケティング
・アクセス解析・SEO対策
・Google広告・顧客分析
・Facebook広告
・事業計画書・補助金

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

ホームページでの集客は
お任せ！

経営

重村 和博
（しげむら かずひろ）

システム会社20年超！
事業計画策定のプロ

・経営計画策定
・創業支援
・補助金申請
・ホームページ作成
・ＳＮＳ活用
・生産管理
・原価管理

中小企業診断士

ＩＴ

経営
ＩＴ

・Webサイト制作
・Webマーケティング
・アクセス解析・ SEO対策
・ネット広告・ SNS集客
・ECサイト構築運営・在庫管理
・受発注、出荷業務改善
・業務システム全般
・テレワーク

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

松永 菜穂子
（まつなが なほこ）

ＩＴ
集客

Web集客から在庫管理までお任せ！

Webプロデュース会社の社長

・Instagram、twitterの
フォロワー集客

・SNSの活用法
・ホームページ全般
・LINE公式アカウント
・強みの明確化 ・Web広告
・Webマーケティング
・ネットショップ構築

堀 紗弥香
（ほり さやか）

ＩＴ
集客

インターネットは活用の仕方で
成果が全く異なります！

司法書士企業法務を得意とする
法律の専門家

・登記、契約書作成
・事業承継
・法律
・法人の設立
・交渉の方法
・ITを用いた効率化
・債権回収・リスク管理
・トラブル対策

池田 龍太
（いけだ りゅうた）

経営
改善

登記・契約・企業法務は
お任せ！

財務・融資のプロ！元銀行支店長

・資金繰り

・財務改善

・事業計画書策定

・金融機関取引

・創業計画坂本 明彦
（さかもと あきひこ）

資金
調達

財務・資金繰り改善等
ご相談下さい！

事業計画作成 年200件以上！クラウド
ファンディング・不動産も得意な経営
コンサルタント

・創業計画・事業計画書
・クラウドファンディング
・不動産活用
・JIMDO・Facebook
・中国SNS
・インバウンド対策井上 陽一

（いのうえ よういち）
資金

事業計画書・不動産ビジネスは
お任せ！

経営

税理士

田中 馨子
（たなか きょうこ）

経営
改善

・確定申告
・法人決算
・申告
・相続税相談
・年末調整
・法定調書
・記帳指導
・会計ソフト入力指導

分かりやすくお伝えする税理士

難しい専門用語は使いません！

介護事業の社長であり
労務のプロ

・人材の採用、効果的な求人
・人材のマネジメント
・労使間問題
・働き方改革の法改正対応
・社会保険関係
・助成金活用
・介護事業所経営
・女性の起業

社会保険労務士

野村 香
（のむら かおり）

経営
改善

人事・労務管理のことは
お任せ！

行政書士

・各種許認可相談
・行政への手続き
・外国人雇用のビザ
・法人の設立・創業支援
・事業計画書・契約書
・接客術
・消費者目線の商品開発

県庁や市町村役場、その他行政
機関への手続きの専門家

小竹 理香
（こたけ りか）

経営
改善

行政への申請、
外国人雇用についてはお任せ！

メルマガ・ステップメールを使った集客が
得意な現役心理カウンセラー

・メルマガ、ステップメール
・ブログ集客
・オンラインサロン構築
・集客の仕組みづくり
・事業計画づくり
・資金調達今泉 智樹

（いまいずみ ともき）
資金

カウンセラー、コーチ、
セラピストの集客はお任せ！

集客

税理士

山本 洋臣
（やまもと ひろおみ）

経営
改善

コンサルティング経験豊富な
税理士

会計・税務、事業承継の
ことならお任せ下さい！

・経理 ・税務全般
・確定申告 ・年末調整
・事業継承 ・M&A
・経営計画策定・IPO
・ITを活用した経理の
省力化

・資金繰り改善

原 美穂
（はら みほ）

鳥谷 明弘
（とりや あきひろ）

白岩 宏美
（しらいわ ひろみ）

ＩＴ
集客

ＩＴ
集客

ＩＴ
集客

IT活用・生産性向上なら
おまかせ！

「小さな会社をカッコよく」
広告デザインはお任せ！

広告デザイン業界20年！中小企業の
ブランドディレクター

売上をアップさせるWeb制作の
プロフェッショナル

・Webサイトディレクション/
制作

・効果を最大化するための施策
・売れる導線作り
・SNSやブログ活用
・ネットショップ構築

目標は売上160％！

ネットショップの売上改善が得意な
Webプロデューサー

ネット通販、インターネット
で売上アップしたい方はお任
せ！

・ECサイト

・Webサイト

・マーケティング

・SEO対策

・SNS運用

・デザイン

・ロゴマーク制作

・広告宣伝物制作

・ブランディング

・マーケティング 販促

美容サロン8店舗と飲食店を経営する社長

美容サロンと飲食店のこと
ならお任せください！

・人材確保から育成
・儲かる店舗の立地決め
・ターゲッティング
・メニューの作り方
・コピーライティング
・新規集客の仕方
・リピーターの
作り方

・WordPressサイト制作
・無料ツールで作る
ネットショップ

・ネットショップ運営
・Googleマイビジネス
・ネットショップのSNS連携
・SEO対策

WordPressでのWeb制作が得意なWeb
制作会社代表

100回聞かれても笑顔で
答えます！


