
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

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)

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

様々な実績のあるコンサルタントや現役経営者が相談にのります！

092-622-7809

＼＼私達が全力でサポートします！！お気軽にご相談ください。 ／／

☎福岡県よろず支援拠点

内面のセミナー案内をご覧ください！

会場

申込 事前予約制

毎日行います！！※土日祝日は除く

久 29.12-1久 29.12-1

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！

http://fukuoka-yorozu.jimdo.com

【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。

【くるめ創業ロケット】創業支援施設
久留米市六ツ門町21番地6 久留米東町公園ビル1階

tel：0942-27-6144

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: 0 9 2 - 6 2 2 - 7 8 09

セミナー・相談会場地図

【くるめ創業支援ネットワーク】

久留米よろず創業・経営相談窓口は、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。

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)

ＨＰ： http://www.kurumebp.jp/rocket/
e-mail：rocket@kurumebp.jp

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 ！

創業希望者・個人事業主・中小企業のための 相談所

くるめ創業ロケットにテレビ会議システムでの相談窓口を常設します！

11月より吉塚にいるコーディネーターとテレビ画面で相談が可能になりました！！
くるめ創業ロケット内のテレビ会議システムを使用します。
相談枠は、①10：45～11：45 ②13：00～14：00 ③14：15～15：15
④15：30～16：30 です。
月曜から金曜まで毎日相談が可能です！
吉塚にいるコーディネーターが対応致しますので、必ず事前予約してください。
※よろずに一度は来たことがある方だけが対象となります。

ご予約、お問合せ ⇒ 092-622-7809（福岡県よろず支援拠点）

久留米よろず創業・経営相談窓口



１ ２ 月 の 無 料 経 営 セ ミ ナ ー久留米よろず創業・経営相談窓口
久 29.12-1

スケジュール ※事前予約制 会 場 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）

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、個別相談はお電
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!

１２月５日（火）・１９日（火）

１２月６日（水）・２０日（水）

１２月１１日（月）・１８日（月）

１２月１４日（木）

１２月１日（金）・２２日（金）

１２月４日（月）

１２月７日（木）･2１日（木）

１２月８日（金）

１２月１３日（水）

１２月１２日（火）

１２月１５日（金）

IT
活用

IT
活用

セミナー： 13:15～14:45
個別相談： ①10:00～11:00 ②11:00～12:00 ③15:30～16:30

店舗
飲食

森 武志

商品開発・商品の魅せ方
はお任せ下さい！
伊勢丹でバイヤーやセー
ルスマネージャーを皮切
りに店舗全体の運営にか
かわる業務まで幅広く担
当。百貨店の品揃えの考
え方、商品の魅せ方や販
売サービスまでノウハウ
を持っています。

◆お客さまの声を聞き逃さない仕組み作りとは
～「お客さまの声カード」の作り方と活用法～

◆ 笑顔のトレーニング法
～笑顔一つで売上が上がる！？～

元 百貨店販売担当長が語る！

お客さまの声を反映させて
人気店になる！セミナー

スタッフマニュアル作成

前田 直樹

セミナー

焼き鳥店・八百屋の
経営してます！
26歳で焼き鳥屋を大野
城市にオープン。その
後、別ブランドの焼き
鳥店を同じく大野城市
に3店開店。地元密着
型飲食店にとって大切
だと思うことをお伝え
します。

◆ 良いマニュアルとは？
◆ マニュアルの基本的な作り方（具体例）
◆ 各部分をわかりやすく見やすく

まとめるポイント
◆ 実践！自社で考えてみよう！

スタッフが自律的に動くようになる！？

店舗
飲食

店舗
飲食

店舗開業における
起業前準備とコンセプ
ト・強みの設定が得意
新規起業・独立希望者向
けに立地を踏まえたター
ゲット・コンセプト確立、
価格設定・テナント選び
の支援などを行う。特色
のあるメニュー作成のお
手伝いも行っております。

古賀 広宣

地域で愛される会社になるための！！
開業から愛される会社になるための！！

『心を掴む名刺』を作ろう

１．名刺は最強の営業ツール！
２．使える名刺・使えない名刺
３．記憶に残るために必要なことは？
４．実際に名刺を作ってみよう！

愛される
人になる！

セミナー＆ワーク

天神・渡辺通り・博多駅の人気店現役オーナーが語る！

野中 一英

１. 流行る商品には○○ が必要！
２. どうすれば“売れる○○”が作れる？
３. ○○ を明確にして

お客様に強烈アピール！

飲食のことなら
何でもお任せ！
27歳で飲食業界へ。35
歳で独立。現在は福岡市
内に3店舗営業中。カン
ボジアでの出店も経験。
飲食店の開業したい方、
海外へ出店をお考えの方、
今現在経営でお悩みの方
などのお役にたてればと
思っています。

セミナー
収益改善

店舗
飲食

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。

◆ 何から始めればいいの？
◆ 自身の思いをうまく計画書にするには？
◆ 販売計画の立て方は？
◆ 費用をどのように見積もればいいの？
◆ いくら借入すれば良いの？

実践！

創業計画書作成 セミナー

日本政策金融公庫の創業計画書を使ってご説明！

井上 陽一

創業

制作費無料！
維持費無料！自社ホームページ

コスト・時間をかけずにホームページを持ちましょう！
５分で作れるワザ教えます。
世界で1500万以上のユーザーが利用している
ＪＩＭＤＯを使用！用意するのはメールアドレスだけ！

文字入力さえ出来れば自分で作れる！！

作成セミナー

行政書士
行政への申請法人成のご
相談だけでなく店づくり
もお任せ！
許認可の取得、外国人雇
用におけるビザの取得が
主な業務。『安心安全な
経営のための知恵袋』と
してご活用ください。元
覆面調査員として接客レ
ベルアップの経験もあり
ます。

小竹 理香

瀧内 賢

資金なし！人材なし！営業基盤なし！の

●弱者のためのWEB戦略！
●事業にふさわしいテーマ選定！
●事業はオンリーワンの構築から始めよう！
●大手や中堅企業が手を出さないマーケットに多くの
猟場 （NO.1になれるマーケット）をつくる！

『Ｗｅｂキーワード』戦略セミナー

HPに活力を
与える専門ドクター！
私は、300以上のHP診
断に関わってきた経験を
もとに、改善点を的確に
アドバイスします。
ネット集客もお任せくだ
さい！最後に、困ったと
きの『駆け込み寺』のよ
うなコーディネーターを
目指し、お悩み解決致し
ます！

小規模事業者が生き残っていくための

売上
拡大

展示会出展 セミナー

販路を広げる！ ～展示会を利用して、自社製品を国内・海外へ売り込もう～

廣木 鑑治

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。

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

補助金
助成金

社会保険労務士
人事・総務及び秘書業
務を7年間行い、会社
経営を人事労務面から
サポート。その後、社
会保険労務士事務所経
験。現在は特定社会保
険労務士として社会保
険労務士事務所を運営。

もらえるのにもらってない！？

雇用関係「助成金活用」

園田 京子

１、どんな事業所が利用できる？
２、様々な助成金の紹介
・人を雇うならコレ・キャリア形成ならコレ
・評価制度 ・新しいソフトを購入するならコレ
・最新助成金情報！など

３、助成金を上手に活用する方法

セミナー

個別相談
のみ

個別相談
のみ

財務・資金繰りの改善等お気軽にご相談ください！
銀行で約28年勤務。様々な業種のお取引先から、経営に関することを学びました。
また、本部の審査部勤務では、財務関連について専門的に取組み、多様な融資案
件を経験。

坂本 明彦

①10:00～11:00 ②11:00～12:00
③13:00～14:00 ④14:15～15:15
⑤15:30～16:30
のお時間で個別相談を受け付けます。

廣木 鑑治

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。

①10:00～11:00 ②11:00～12:00
③13:00～14:00 ④14:15～15:15
⑤15:30～16:30
のお時間で個別相談を受け付けます。

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。

女性企業家・女性創業希望者のための学びとマッチングの会

参加条件

スケジュール

お申込み お電話もしくは申込フォームより申し込み

092-622-7809 (福岡県よろず支援拠点)

申込フォーム
ＱＲコード

・女性経営者
・創業をご検討の女性

13:30～14:30 セミナー
「インスタグラムレッスン」(古川コーディネーター)

インスタグラムのビジネス活用法を、いくつかの実例を挙げ
ながらわかりやすくお伝えします！

14:45～16:30 交流会
自社の商品（サンプル等）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。

☆スケジュールは変更の可能性があります。
☆福岡県よろず支援拠点コーディネーターの古川、小竹が
担当致します！

よろず女子会
ホームページ
ＱＲコード

会 場 えーるピア久留米内 男女平等推進センター
210・211研修室 （久留米市諏訪野町1830-6）

詳しくはこちらを
ご覧ください！


