
無料経営相談毎日開催

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久 2021.12

連携 ：くるめ創業支援ネットワーク、中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

久 2021.12

Y-0349
※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。
無断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。

※土日祝日は除く

全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

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①10:00～11:00  個別相談②11:00～12:00 個別相談③13:00～14:00

個別相談④14:15～15:15 個別相談⑤15:30～16:30

久留米よろず創業・経営相談窓口

起業したいけど
何から始めたら
いいのか
分からない

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！

久留米市六ツ門町21番地6
久留米東町公園ビル1階

ＨＰ： http://www.kurumebp.jp/rocket/

e-mail：rocket@kurumebp.jp

くるめ創業ロケット【創業支援施設】

久留米よろず創業・経営相談窓口

TEL：0942-27-6144

くるめ創業支援ネットワークと福岡県よろず支援拠点が連携して開設する
無料経営相談窓口です。
くるめ創業支援ネットワーク ⇒ 久留米市、日本政策金融公庫久留米支店、㈱福岡銀行、㈱筑邦銀行、㈱西日本
シティ銀行、筑後信用金庫、福岡県信用保証協会、㈱久留米リサーチ・パーク、㈱久留米ビジネスプラザ、久留米
商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会、福岡県中小企業団体中央会、㈱ハイマート
久留米、久留米大学、久留米工業大学、久留米工業高等専門学校、福岡県ベンチャービジネス支援協議会(福岡県久
留米中小企業振興事務所)

久留米よろず創業・経営相談窓口 とは

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

TEL: 092-622-7809

『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、53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/
（受付時間／平日 9:00～17:00）

福岡県よろず支援拠点のホームページ、メルマガ登録、Facebook、LINE公式アカウントはこちら！→

事前予約制

久留米よろず創業・経営相談窓口 所在地

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）

福岡県よろず支援拠点申込

（受付時間／平日9:00～17:00）☎ 092-622-7809

※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。

『テレビ電話相談窓口』も開設しています！

ご予約後、くるめ創業ロケットにお越しいただければ、コンサルタントと
テレビ電話で相談が可能です！画面に向かって話しかけるだけ！

＜相談枠＞
①10：45～11：45 ②13：00～14：00
③14：15～15：15 ④15：30～16：30

ご予約、お問合せ ： 092-622-7809（受付時間／平日9:00～17:00）

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!

12月
2021年
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※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。

スケジュール

個別相談①10:00～11:00  

個別相談②11:00～12:00

個別相談③13:00～14:00

個別相談④14:15～15:15

個別相談⑤15:30～16:30

お申し込み先

会 場

くるめ創業ロケット

一色 将也
（いっしきまさや）

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、

インスタ動画の活用

マスコミや映像、通販はお任せ！

岡本 直樹
（おかもとなおき）

動画の作り方やさしく教えます！
ライブ配信も！

・ビデオ撮影、編集

・ライブ配信

・舞台、音楽イベントの収録

・Zoomを活用した

双方向型ライブ中継

誰でも”かんたん”にできる！
動画制作・ライブ配信

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
原 美穂

（はら みほ）

目標は売上160％！

成長を支援したい
世話焼きな
税理士兼中小企業診断士

・確定申告・法人成り

・ＩＴを活用した作業の効率化

・クラウド会計ソフト

・インボイス

ＩＴを活用して効率化し浮いた
資産（人材と資金）を経営に
投入

税理士
中小企業診断士

田中 耕一
（たなかこういち）

ネットショップの売上アップが
得意なITコーディネーター

・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 ・テレワーク
・受発注、出荷業務改善
・業務システム全般

Web集客から在庫管理までお任せ！

松永 菜穂子
（まつながなほこ）

ネットショップの売上改善が得意な
Webプロデューサー

・ECサイト

・Webサイト

・マーケティング

・SEO対策

・SNS運用

・クラウドファンディング

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！

鳥谷 明弘
（とりやあきひろ）

元 道の駅支配人！
創業～経営難の事業者まで支援します

・事業再生 ・生産性改善
・資金繰り改善 ・事業承継
・商品開発、企画
・店舗レイアウト
（陳列・導線・POPなど）
・店舗スタッフ育成・六次産業化
・補助金申請

飲食関係、農業、製造業全般の
売上拡大、経営改善はお任せ！

妹尾 薫
（せのおかおる）

中小企業診断士 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！

柴尾 真理
（しばおまり）

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！

中小企業診断士

重村 和博
（しげむらかずひろ）

佐々木 晋
（ささきすすむ）

現役テレビディレクター
スマホだけで動画を作るプロです！

・スマホだけを使って動画を

撮影＆編集

・Youtubeを使ったファン作り

・FacebookなどSNSを使った集客

・ブログやメルマガを使った集客

・セミナーの企画、集客、運営

（オンライン含む）

スマホで簡単に動画を作り、
ファンを増やす！集客する！

店舗集客アイデアが得意な
ネット集客コンサルタント

・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

ネット集客のことならお任せ！

小屋 真伍
（こや しんご）

SEOベストセラー本を執筆！
SEOのプロ

・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

Webサイト、SEO対策はお任せ！

瀧内 賢
（たきうちさとし）

公認会計士と税理士の
Wライセンスを保有し、
幅広い知見

・税務全般

・開業支援

・個人確定申告

・法人決算申告

法人、個人問わず、会計及び税務に
関する専門性の高いサポート

公認会計士
税理士

秋山 泰宏
（あきやまやすひろ）

今泉 智樹
（いまいずみともき）

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

カウンセラー、コーチ、
セラピストの集客はお任せ！

井上 陽一
（いのうえよういち）

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

事業計画書・不動産ビジネスは
お任せ！

事業用物件に特化した経験豊富な
現役の宅地建物取引士

・居抜契約の重要ポイント

・物件探しのコツ

・各種交渉についてのアドバイス

・契約内容の見方

・賃料等の相場観

・トラブル回避術

店舗・事務所用物件・居抜店舗物件の
基礎知識・マメ知識などをお伝えします！

山下 陽子
（やましたようこ）

宅地建物取引士

田中 花木
（たなかはなき）

売れる「伝え方」をご一緒に

・販路開拓 ・販路拡大

・マーケティングリサーチ

・商品開発 ・販促企画

・メディア戦略

・プレスリリース

・セールススクリプト作成

・動画PR ・展示商談会

テレビショッピングと展示商談会の
経験から売り方を導き出します

古川 麻水
（ふるかわあさみ）

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

食とマスコミに関することならお任せ！

久留米市六ツ門町21番地6
久留米東町公園ビル1階

福岡よろず コーディネーター

各コーディネーターのセミナー情報や
詳細プロフィールはホームページに
掲載しています！

※事前予約制です！

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）


