
【飯塚よろず経営相談窓口】 の３つの窓口

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 2021.01

飯塚よろず経営相談窓口 所在地

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)

JR「新飯塚駅」
から徒歩5分！

Ｙ-0245

無料

飯 2021.01

◆ 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)

◆ 飯塚市商工会 穂波本所 (飯塚市忠隈494)

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。

福岡県よろず支援拠点博多本部のコンサルタントと相談できます

【テレビ電話 で無料経営相談】

申込
※キャンセルや変更は必ず「予約日3日前（土日・祝日除く）」までにご連絡下さい。
頻繁にキャンセルをされた場合、今後のご利用をお断りする場合がございます。

個別相談は経営や創業に関することなら何でもＯＫ！何も始めてないこれから始める人も歓迎です！
お申込みお待ちしております!

事前予約制

コンサルタント紹介などの詳細はホームページで！

福岡県よろず支援拠点 とは

所在地：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

メルマガ
登録

福岡よろず
ホームページ

セミナー情報などを
お届けします！

『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(公財)福岡県中
小企業振興センターに『福岡県よろず支援拠点』が設置されており、
45名のコンサルタント（うち17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。

https://yoroz.biz/

全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

【対面で無料経営セミナー＆無料経営相談＆給付金申請支援窓口】
1月4日・8日→持続化給付金・家賃支援給付金の申請を無料で支援します！

平日毎日開催 →経営相談&セミナーを開催！詳細は内面をご覧ください

セミナー会場や
詳細情報は

ホームページへ！

※申請入力の前段階の疑問・質問・相談をお受けいたします。申請入力そのものは、県内各地の「持続化給付金事務局 申請サポート会場」を

ご利用ください。

スケジュール 講師の都合や天候によりやむを得ず変更・中止する場合があります。

個別相談① 9：30～10：30      セミナー 13：15～14：45

個別相談② 10：45～11：45 個別相談③ 15：30～16：30

個別相談① 9：30～10：30     個別相談④ 14：15～15：15
個別相談② 10：45～11：45     個別相談⑤ 15：30～16：30
個別相談③ 13：00～14：00 

【経営相談窓口】

【給付金申請支援窓口】

1/5(火)・６(水)・7(木)
1/12(月)以降は平日毎日開催

1/4(月)・８(金)開催

電話

飯塚市役所産学振興課(担当：籾井、家入)に

お電話ください

TEL: 0948-22-5500 (内線1453)

■ 1/4(月)・8(金)開催！

【持続化給付金・家賃支援給付金
申請支援窓口での相談】の場合

経営相談申込

電話

福岡県よろず支援拠点にお電話ください

TEL:092-622-7809
（受付時間：平日9：00～17：00）

■ 1/5(火)・６(水)・7(木)開催！1/12(月)以降は平日毎日開催！

【経営相談・セミナー受講】の場合

セミナー申込

※受講条件・持ち物はホームページで最新情報を
ご確認ください。

福岡県よろず支援拠点
ホームページの申込フォームから
https://yoroz.biz/iiduka-city/

インターネット

1月
2021年

※1月12日以降の持続化給付金・家賃支援給付金の

ご相談のお申込みは福岡県よろず支援拠点に

お電話ください。

TEL:092-622-7809
（受付時間：平日9：00～17：00）

＼＼お気軽にご相談ください。全力でサポートします！！ ／／

1月12日以降～



※講師の都合や天候等によりやむを得ず変更・中止する場合があります。飯 塚 よ ろ ず 創 業 ・ 経 営 相 談 窓 口 1 月 の ス ケ ジ ュ ー ル ※講師の都合や天候等によりやむを得ず変更・中止する場合があります。

月 火 水 木 金

4 5 6 7 8

12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

電話

※受講条件・持ち物はホームページで
最新情報をご確認ください。

セミナー申込 福岡県よろず支援拠点
ホームページの申込フォームから
https://yoroz.biz/iiduka-city/

インターネット

飯塚市役所産学振興課(担当：籾井、家入）にお電話ください

TEL: 0948-22-5500 (内線 1453）

経営相談申込

■ 【経営相談・セミナー受講】の場合

■ 【給付金申請支援窓口での相談】の場合

お申込み方法

電話

福岡県よろず支援拠点にお電話ください

TEL:092-622-7809
（受付時間：平日9：00～17：00）

※新型コロナウイルス感染対策として、個別相談・

セミナー参加の際はマスクの着用をお願いいたします。

会場も感染対策をしています。

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる

可能性もあります。中止の連絡については、福岡県

よろず支援拠点のホームページ等で お知らせいたし

ます。

事前予約制

1月12日以降
は平日毎日
開催！

※持続化給付金、家賃支援給付金の申請の疑問・質問・相談を承ります！

1月4日・8日
開催！

給付金申請支援窓口

個別相談① 9:30～10:30  

個別相談②10:45～11:45

個別相談③13:00～14:00

個別相談④14:15～15:15

個別相談⑤15:30～16:30

経営相談窓口

※個別相談は当日のセミナー講師が担当します

個別相談① 9:30～10:30  

個別相談②10:45～11:45

セミナー 13:15～14:45

個別相談③15:30～16:30

スケジュール

給付金申請支援窓口 給付金申請支援窓口

※1月12日以降の持続化給付金・家賃支援給付金のご相談のお申込みは

福岡県よろず支援拠点にお電話ください。

TEL:092-622-7809（受付時間：平日9：00～17：00）

行政書士
西田 雄一

障がい福祉サービス事業の手続に関する専門家

・生活介護 ・移行支援

・放課後等デイサービス

・児童発達支援

・共同生活援助（グループホーム）

・短期入所 ・就労定着支援

人員体制の構築とアセスメントや各種記録の整合性、
実地指導や監査の際に返還とならない為のシフト管理
や記録について数百件の実績を有します

中小企業診断士

重村 和博

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

IT活用・生産性向上ならおまかせ！

● これが無料！？オシャレなCanvaの
デザインを活用しよう

● 女子受けって？
他のチラシから学ぶ作成ポイント

● センス不要！
あなたを助ける便利ツールを紹介

Canvaで作る
女子受けチラシ作成
セミナー

チラシ名刺

【持ち物】パソコンもしくはタブレット端末
河本 真希

中小企業診断士

● 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

初心者でも一日で完成！！
スマホ映えするランディング
ページ作成セミナー 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

🔴 スキル・得意なことをネットで

販売する方法

🔴 無料で使えるホームページや

ネットショップ・フリマアプリの紹介

🔴 ネットを活用した営業方法について

服部 憲一

IT活用・在宅起業・副業
セミナー

【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

🔴 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

井上 陽一

🔴 話題のZOOMで実はこんなコトができちゃう！
🔴 ホワイトボード、イラストや

フリップの活用でわかりやすく！
🔴 スマホを使った2カメ撮影の仕方
🔴 フォトをつかって簡単編集
🔴 Youtubeの必須設定

（他の動画に負けない設定）

あっという間に
オンライン講座動画を作って
アップするセミナー

広報戦略

則武 展博

🔴 集客できていますか？

🔴 Facebook広告とは？

🔴 メリット

🔴 種類

🔴 広告の設定について

意外と手軽にできる！

初めてのFacebook広告
セミナー

広報戦略

深川 智恵美【受講条件】既にFacebookページをお持ちの方
【持ち物】パソコン（パソコンでの出稿を前提としています）

初めてネットショップを開設する方、
プチ起業や副業したい方におススメです

🔴 開設、販売の準備
🔴 ネットショップ開設の流れ
🔴 開設のメリット、デメリット
🔴 どのシステムを使う？

（ネットショップ作成
サービスについて)→特徴や比較

🔴 集客について

ネットショップ
何で作る？セミナー

IT集客

松田 かお梨

🔴 お金について理解する

🔴 お金のブロックを解除する

🔴 良い借金と悪い借金

🔴 間違った自己投資をしていませんか？

🔴 事業計画で未来の自分を

数字に置き換えよう

カウンセラー、コーチのための
お金のメンタルブロックを取り除き

売上を伸ばす方法！セミナー

広報戦略

今泉 智樹

● 売れるためのキャラの作り方
● ファンを掴むアイコン写真の作り方
● 人気者が使っている決めポーズとは？
● ブランドカラーの作り方
● ライバルとのポジショニング戦略
● ブランドプロミスの作り方
● 共感を呼ぶブランドビジョンの作り方

人気ユーチューバーに学ぶ

ブランディング戦略
セミナー

根本 和幸

広報戦略

● お店を開設しよう

● 商品を登録しよう

● 注文が入ったら

● 目標を決めよう

BASEでネット通販を
はじめよう【開設編】
セミナー IT集客

鳥谷 明弘

初心者でもできる、ネット通販の
はじめ方をシンプルに解説します

【持ち物】ノートパソコン（タブレット可）

🔴 スキル・得意なことをネットで

販売する方法

🔴 無料で使えるホームページや

ネットショップ・フリマアプリの紹介

🔴 ネットを活用した営業方法について

服部 憲一

IT活用・在宅起業・
副業セミナー

【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

🔴 名刺は最強の営業ツール！

🔴 使える名刺・使えない名刺

🔴 記憶に残るために必要なことは？

🔴 実際に名刺を作ってみよう！

心を掴む名刺を
作ろうセミナー＆ワーク

古賀 広宣

チラシ名刺

個別相談会

田中 智章

●Wordpressってなに？

●サーバー比較

●お試し無料のサーバー申し込み

●Wordpressをインストールしよう

●最低設定で使えるようにしよう

初心者でもできる！
ワードプレス導入セミナー

IT集客

白岩 宏美

【持ち物】メール受信ができるパソコン
またはタブレット

【受講条件】パソコン基本操作ができること
（メールの受信、コピーペースト）

🔴 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

パワーポイントで
チラシ作りセミナー

チラシ名刺

久保田 みき

🔴コロナと共存する新時代の幕開け！

🔴オンラインビジネスとは？

🔴オンラインを活用したビジネスモデル

🔴活用事例について

ビジネスに活かす

オンライン活用術
【基礎編】セミナー

IT集客

瀧内 賢

物を売ったことがなくて大丈夫！
超初心者向け！

🔴 バイヤーはいつも新しい商品を

探しています！
🔴 商談に必要な準備って何？
🔴 商談の進め方は？

百貨店、スーパー、
問屋、小売店などへ

商品を売り込もう！
セミナー

売上拡大

吉田 明弘

『補助金申請はおまかせください！』
補助金といっても様々なものがあり対象経費など
複雑なことが多いです。ご自身の経営戦略の一つに

補助金の申請を考えているが「そもそもどのような
補助金があるのかわからない。」「書いてみたが自信が
無いので添削してほしい。」など補助金に関して

何かございましたらお気軽にご相談ください。

※ご予約はお電話でお願いします。

【スケジュール】 ①9:30～10:30 ②10:45～11:45

③13:00～14:00 ④14:15～15:15 ⑤15:30～16:30 

1月25日(月)は、田中コーディネーターによる個別相談会を
開催します！ぜひお申し込みください！

中小企業診断士


