
セミナーも個別相談も無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

３２名のコンサルタントに無料で何回でも相談できます！

Facebook・LINE・ホームページ・チラシ・WEB広告での集客をサポート

販路開拓・商品開発・商品改善・店舗繁盛化をサポート

資金繰り・事業計画・労務・法律・税金・契約等の悩みをサポート

様々な実績・経験のあるコンサルタントや現役経営者が相談にのります！

＼＼私達が全力でサポートします！！お気軽にご相談ください。 ／／

公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 公益財団法人 福岡県中小企業振興センター

内面のセミナー案内をご覧ください！

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)

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

申込 092-622-7809☎福岡県よろず支援拠点 事前予約制

北 29.12-1北 29.12-1

毎日行います！！※土日祝日は除く

セミナー開催日程や相談員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？】

『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、
32名の専門家・相談員（うち1５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。

＼＼全力でサポートします！！お気軽にご相談ください。 ／／

北九州よろず経営相談窓口は、北九州市・福岡県信用保
証協会・北九州商工会議所・ 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にはこんなコーディネーターがいます！ → ◆元ご当地産品会社社長◆飲食店現役社長
◆デザイナー ◆ＳＮＳ専門家 ◆元銀行支店長 ◆元覆面調査員 ◆WEB製作会社社長 ◆人材コンサルタント
◆元グルメ情報誌編集者 ◆元乳製品会社社長 ◆広告代理店社長 ◆司法書士 ◆ネイルサロン社長 ◆中国関
係コンサルタント ◆資金調達コンサルタント ◆元通信販売会社役員 ◆元製鉄会社工場長 ◆料理研究家 ◆
元ベンチャーキャピタリスト ◆元ミュージシャン ◆行政書士 ◆元秘書 ◆元証券会社 ◆元不動産ファンド
会社 ◆税理士 ◆ベリーダンサー ◆社会保険労務士 ◆中小企業診断士 ◆現役TVディレクター ◆元ＴＶ
制作会社ディレクター ◆広告プランナー ◆レストラン現役経営者 ◆元百貨店バイヤー ◆店舗デザイナー

セミナー・相談会場地図

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

売上 を 上 げ た い ！

経営改善 し た い ！

12月18日（月） 13:30～16:30
コワーキングスペース秘密基地
北九州市小倉北区京町2丁目2-19 （小倉ジャンジャンビル3F）

福岡県内で創業をご検討の女性および、女性経営者

13:30～14:15
「顧客心理からみたイベント出展ブースの魅せ方」セミナー
●足を止めてもらえる仕掛けとは？
●もう1品買ってもらうための仕掛けとは？
●残念なブースにならないためには？

日時・会場

参 加 条 件

内 容

14:30～16:30 交流会
自社の商品（サンプル品等）を無償配布したい方、参加者の皆様から
ご意見を聞きたい方は 当日会場へお持ち下さい。

お 申 込 み お電話もしくは申込フォームにてお願いします。
092-622-7809（福岡県よろず支援拠点）

よろず女子会
参加申込
フォーム

講師
福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

内村 明子

講師
福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

吉原 さくら

よろず女子会は、福岡県よろず支援拠点が
企画運営する福岡の女性企業家の学びと
マッチングの会です。

参加無料

北九州よろず経営相談窓口

創業希望者・個人事業主・中小企業のための 相談所無料



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 29.12-1

北九州無料セミナー
申込はこちら⇒

12月1日（金）

12月4日（月）・18日（月）

12月6日（水）・11日（月）

12月7日（木）

12月20日（水）

セミナー：13:15～14:45
個別相談：①10:00～11:00②11:00～12:00③15:30～16:30

申 込 福岡県よろず支援拠点 （092-622-7809）

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）、
もしくはお電話でお申込みください。
個別相談はお電話でのみの受付となります。お電話の際は「北九
州よろずのチラシをみて」とお伝えください！

※個別相談はセミナーと関係ないことでもお受けします！

売上
拡大

１．チラシ制作のコンセプトづくり
「チラシの目的整理シート」を使って実践

２．受け手に伝わる「キャッチコピーのつくり方」
キャッチコピーを難しく考えすぎてませんか？

３． ｢Picky-Pics｣を使ったチラシ作成
イラストレーターやパワーポイントなんて使わなくても作れる！

HPやLINE@、
Facebook、
広告・販促戦略はお任せ
ください！
住宅メーカー、健康食品
通販、エステサロン、病
院、高齢者施設など多
ジャンルの広告・販促戦
略を企画。広告戦略の立
案、営業施策についての
アドバイスをいたします。

辻山 敏

12月5日（火）・12日（火）

12月19日（火）

12月22日（金）

12月15日（金）

12月13日（水）

１．「モノ」ではなく「ギジュツ」を売る！

２．お客様の『お困りごと』を知る！

３．＜２の現場＞をつなぐ役割

中小企業診断士
「ものづくり」のこと
ならお任せください！
大手製鉄会社にて、技術
開発、技術営業、効率的
生産システムの設計、工
場運営などに従事。もの
づくり現場で培った豊富
な実務経験を活かして、
お役に立てるよう頑張り
ます。

藤原 茂

顧客ニーズにこたえ、新たな価値を提供し、受注拡大！

ものづくり中小企業が取り組むべき

技術営業の基本セミナー

売上
拡大

地域産品の
開発販路開拓はお任せ！
食の６次産業化プロ
デューサー。食品表示診
断士。平成１０年㈲対馬
ふるさと俱楽部を設立し、
「半熟藻塩プリン」など
を開発し、楽天ランキン
グ１位を獲得。その後、
食・地域産品の企画・提
案するコンサルタントと
して活動中。

森友 伸和

１、売るための値決めとは？
２、売れる見せ方、魅せ方
３、リピートを起こすには？
４、ＷＥＢ通販の攻略(実例)売る＆使う＆魅せる
５、カタログ通販（郵便局・百貨店・企業内回覧通販）

の活用～ニッチなマーケットも獲りにいく～

通販の戦術
～店で売るだけが

商売じゃない！～

楽天ランキング１位を獲得した元プリン会社社長が語る

セミナー
売るための

今日からできる！

売上
拡大

廣木 鑑治

展示会出展セミナー
～展示会を利用して、自社製品を国内・海外へ売り込もう～

１ 情報収集の仕方（展示会の種類・出展料など）と
計画の立て方のコツとは？

２ 商品の販路を拡大するには一連の流れがある！
（その場でお一人お一人にアドバイス！ ）

３ 事前準備や当日・後日の
行動のポイントをおさえれば今後の成果が変わる

中小企業診断士
大手生活雑貨専門店グ
ループで、営業マネー
ジャー兼バイヤーとし
て様々な業態の小売店
をプロデュース。
小売業・卸売業の実務
から管理・運営・経営
まで幅広く対応します。
事業計画書の作成もお
任せ下さい。

売上
拡大

一色 将也

プレスリリース作成 セミナー

1 プレスリリースって何？
2 書き方や配置のテクニック！
3 取材を受けるための仕掛けとは？
4 プレスリリースの送り方やタイミングは？

マスコミを
呼びよせる！！

現役TVディレクター
マスコミや通販映像は
お任せ！映像制作の現場
で１５年以上、テレビ番
組、テレビコマーシャル、
企業紹介動画、フェイス
ブック動画作品、WEB
動画作品、テレビ通信販
売番組などなど、映像に
係るありとあらゆる作品
の企画・制作を担当。

売上
拡大

ビジネス用

Facebookページ作成セミナー
個人ページは持っているけど
ビジネス用ページは持ってないという方向けで

す。

創業のお悩みや中国事情、
不動産やFacebookまで
お気軽にご相談ください。
保険会社、不動産投資顧
問会社を経て上海の会計
コンサルティング会社に
勤務。会社設立・税務・
会計に携わってきました。
それらの経験を活かし相
談業務に取り組んでおり
ます。

井上 陽一

１．個人ページではできないけど、
ビジネス用ページでできることとは？

２．最初に決めておくべき３つのこと！
３．開設の仕方
４．使える広告機能は？

IT
活用

ホームページ・WEB
サイトなどご相談下さ
い！WEB企画・制
作・運営・広告運用等
一貫してＷＥＢに関わ
る仕事に従事。顧客分
析やアクセス解析など
のデータを基にした分
析・WEBサイト企
画・コンサルティング
を得意とします。

Googleアドワーズ広告で

１．Googleアドワーズとは？
２．アドワーズ広告のメリット・デメリット
３．Googleアドワーズのしくみを知る
４．売れるキーワードとは？
５．効果的な広告文を作成する！

集客・売上アップする方法

IT
活用

雪竹 高弘

セミナー

『Airレジ』を活用した
コスト削減×業務効率化 セミナー

『Airレジ』を導入することで、売上分析、顧客管理、
在庫管理、レジ締め業務の効率化 が可能になりま
す！準備するのはiPadもしくはiPhoneだけ！毎月の
費用は0円！セミナーを聞けば使い方がわかります！

今なら補助金を使って、
iPadは1/2、レシートプリン
ター・ドロア等は1/3の価格
で買替え可能。

『Airレジ』とは、0円でカンタンに使えるPOSレジアプリです。

吉原 さくら

人材育成や
“人”に関するご相談
お待ちしております！
人事コンサルティング
会社で勤務後、独立し
て人事関係のコンサル
ティングを手掛ける。
大学で非常勤講師もし
ています。売上拡大に
つなげるアイデアの提
案を行っています。

店舗
飲食

契約書作成セミナー

自社に有利な契約を締結する！
登記・契約・企業法務
はお任せ！司法書士。
「経営に生かせる法
律」をモットーに経営
リスクの予防のためだ
けではなく、法律を生
かした積極的な経営施
策のアドバイスをいた
します。法律、登記、
企業法務のことはお任
せください。

池田 龍太

１ 契約を有利に進めるテクニック
２ 要点がわかる！契約書の見方
３ 専門家に依頼する場合の注意点

～交渉を『有利』に進めるための契約知識～

経営
改善

開業・創業セミナー

税理士が語る！
税務のことはお任せ！
税理士
税務・会計に関するこ
とはもちろんですが、
経営について、従業員
や取引先とのトラブル
などの相談もたくさん
あります。中小企業の
社長、個人事業主の方
の側に立って、相談に
のっていきます。

◆ 開業に必要なことって？
◆ 税金の基礎について
◆ 確定申告書について

主に個人事業主の方を対象とした内容です！
開業後の税金についてわかりやすくご説明します。

中島 香子

創業

12月8日（金）

12月14日（木）

12月21日（木）

マスコミや映像、通販のこと、ご相談ください！
・プレスリリース ・コンセプト作り ・自宅サロン全般
・食品商品開発 ・マスコミ、SNS、紙モノによる集客
・キャッチコピー ・文章の書き方 ・飲食店メニュー
・撮影スタイリング

（個別相談受付時間）
①10:00～11:00 ②11:00～12:00 ③13:00～14:00
④14:15～15:15 ⑤15:30～16:30

税務のこと、ご相談ください！
・経理 ・税金 ・確定申告 ・年末調整 ・会計ソフト入力指導
・資金繰り改善 ・法人税 ・消費税

（個別相談受付時間）
①10:00～11:00 ②11:00～12:00

久留 さつき

成果の出るホームページはお任せ下さい！
・ホームページづくり ・ページ内構成 ・強みの明確化
・ターゲティング ・キーワード選定 ・ネット広告
・ネットによる売上拡大 ・ECサイト
・ネットマーケティング

（個別相談受付時間）
①10:00～11:00 ②11:00～12:00

堀 紗弥香

個別
相談

個別
相談

商品開発、仕入、販売のこと、ご相談ください！
・経営知識全般
・事業計画書（創業計画、経営革新計画、経営改善計画等）
・販路開拓（法人向け営業、商談、展示会等）
・商品開発 ・海外展開（間接貿易、直接貿易等）

（個別相談受付時間）
①10:00～11:00 ②11:00～12:00 ③13:00～14:00
④14:15～15:15 ⑤15:30～16:30 廣木 鑑治

個別
相談

年内の営業は12月22日（金）までです！

古川 麻水


