
スケジュール ※事前予約制 【当日は名刺をご持参ください】
開催日3日前（土日･祝日除く）の16:00迄にご予約がない場合は、
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。

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

申 込
福岡県よろず支援拠点（092-622-7809）

お電話もしくはホームページよりお申込みください。

日程 講師A 講師B

10/1(火) 本多 びっくりするほど営業力・交渉力が高まるコミュニ
ケーションセミナー【基礎編】

中村
美佳

プチ起業で失敗しないための７つのコツ

10/2(水) 一色 実践！売上アップのための動画制作＆『YouTube』
活用セミナー【入門編】

則武 売上アップのメニューブックづくりセミナー

10/3(木) 小屋 MEO対策セミナー【入門編】 松永
幸子

はじめてのFaceBookセミナー【初級編】

10/4(金) 古川 ブログ・SNS文章の書き方！写メのコツ！セミナー 重村 無料ホームページ作成セミナー(WIX)

10/7(月) 内村 クラウドファンディング成功事例解説セミナー 服部 IT活用・在宅起業・副業セミナー

10/8(火) 中村
博文

ホームページ立て直しセミナー 前田 スタッフマニュアル作成セミナー

10/9(水) 辻山 かんたん！今すぐできる！チラシ作成セミナー 池田 自分でできる株式会社の設立登記セミナー

10/10(木) 河野 自店舗の売上向上セミナー 瀧内 ネット上に最速でアピールさせる術セミナー【基礎編】

10/11(金) 吉田 初心者向けプチ輸入セミナー 松永
菜穂子

集客のためのSNSマーケティングセミナー

10/15(火) 松田 ホームページ「何で作る？」セミナー 雪竹 Google広告で集客・売上アップセミナー

10/16(水) 中村
美佳

プチ起業で失敗しないための７つのコツ 本村 キャッシュレス決済導入セミナー【初級編】

10/17(木) 深川 イラスト・マンガを使った販促セミナー 今泉 メルマガ・ステップメールの始め方セミナー

10/18(金) 服部 IT活用・在宅起業・副業セミナー 古賀 店舗オープン前にターゲット・コンセプトを決めよ
うセミナー

10/21(月) 小竹 外国人留学生活用セミナー 中村
博文

ホームページ立て直しセミナー

10/23(水) 小屋 MEO対策セミナー【実践編】 則武 売上アップのメニューブックづくりセミナー

10/24(木) 堀 インスタグラムフォロワー集客セミナー 野村 就業規則の作り方セミナー

10/25(金) 瀧内 ネット上に最速でアピールさせる術セミナー
【実戦編】

内村 クラウドファンディング成功事例解説セミナー

10/28(月) 松永
菜穂子

集客のためのSNSマーケティングセミナー 古川 ブログ・SNS文章の書き方！写メのコツ！セミナー

10/29(火) 井上 ビジネス用FaceBookページ作成セミナー 森 バイヤーの心に響くモノづくりとプレゼン手法セミ
ナー

10/30(水) 久保田 パワーポイントでチラシ作りセミナー 一色 実践！売上アップのための動画制作＆『YouTube』
活用セミナー【入門編】

10/31(木) 今泉 メルマガ・ステップメールの始め方セミナー 松田 ホームページ「何で作る？」セミナー

個別相談① 10:00～11:00
個別相談② 11:00～12:00
セミナー 13:15～14:45
個別相談③ 15:00～16:00

個別相談① 10:00～11:00
個別相談② 11:00～12:00
個別相談③ 13:15～14:15
セミナー 15:00～16:30

講師
A

講師
B

※ 受付時間／平日9:00～17:00

北 九 州 よ ろ ず 経 営 相 談 窓 口



中小企業庁 福岡県よろず支援拠点北 2019.10-1

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
（https://yoroz.biz/）で！

福岡よろず
ホームページ

メルマガ
登録 セミナー情報などを

お届けします！

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！

『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38名の専門家・相談員（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。

福岡県よろず支援拠点 とは

福岡県よろず支援拠点 コーディネーター紹介

元 デザイン＆映像制作会社代表
の行列ができるカフェ経営者

則武 展博
（のりたけのぶひろ）

人気串揚げ店3店舗を
経営する社長

野中 一英
（のなかかずひで）

飲食

地元密着型焼き鳥店・
八百屋など 複数店舗の代表

前田 直樹
（まえだなおき）

飲食 飲食

マスコミ

小売

販路開拓に強い
元大手百貨店のバイヤー

森 武志
（もり たけし）

小売

販路

美容サロン8店舗を経営
する社長

本村 小巻
（もとむらこまき）

店舗
小売
経営

小売業を得意とする
経営の専門家

中小企業診断士

河野 健一
（かわのけんいち）

マス
コミ

人気番組も手掛ける
現役TVディレクター

一色 将也
（いっしきまさや）

WEB業界一筋！
WEBの人気専門家

雪竹 高弘
（ゆきたけたかひろ）

ＩＴ
集客

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

内村 登紀彦
（うちむらときひこ）

販路
開拓

Webプロデュース会社の社長

堀 紗弥香
（ほり さやか）

ＩＴ
集客

広告業界23年！印刷会社代表

松永 幸子
（まつながさちこ）

販売
促進

モチベーションUPが得意な
企画・販促会社社長

高口 知子
（たかぐちともこ）

販売
促進

3000名支援した
カラーコーディネーター

久保田 みき
（くぼたみき） 販促

店舗

事業計画作成年200件以上！
不動産ビジネスに詳しい
経営コンサルタント

井上 陽一
（いのうえよういち）

資金
調達

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
集客

広告・販促・集客の人気専門家

辻山 敏
（つじやまつとむ） 販促

ＩＴ

坂本 明彦
（さかもとあきひこ）

資金
調達

輝く！未来のためのアドバイザー

佐野 賢一郎
（さの けんいちろう）

チーフコーディネーター

経営
全般

行政書士

大手カフェの元接客指導官

小竹 理香
（こたけりか）

経営
改善

介護事業の社長であり
労務のプロ

社会保険労務士

野村 香
（のむらかおり）

経営
改善

税金・会計の
プロフェッショナル

税理士

中島 香子
（なかしまきょうこ）

経営
改善

古賀 広宣
（こが ひろのぶ）

飲食

店舗

レストランを経営する
起業コンサルタント

財務・融資のプロ！
元 銀行支店長

司法書士

池田 龍太
（いけだりゅうた）

経営
改善

企業法務を得意とする
法律の専門家

1000店以上を食べ歩いた
元グルメライターで現役
フードコーディネーター

古川 麻水
（ふるかわあさみ） マスコミ

飲食

経験豊富な税理士＆
社会保険労務士 税理士

滝口 綾子
（たきぐちあやこ）

経営
改善

社会保険労務士

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

吉田 明弘
（よしだあきひろ）

海外

WEB・デザイン会社社長

深川 智恵美
（ふかがわちえみ） 販促

ＩＴ

大村 一雄
（おおむらかずお）

小売

レディースアパレルショップ
＆スーパーの元オーナー社長

店舗

飲食

指導実績２０年を超える飲食
専門コンサルタント

才田 裕一
（さいたゆういち）

元銀行員の中小企業診断士

本多 俊一
（ほんだしゅんいち）

資金

中小企業診断士

経営

よろず支援拠点は国の予算で運営されているため、相談は
何度でも無料で受けられます。様々な実績のあるコンサル
タントや現役経営者が相談をお受けいたします。

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

松永 菜穂子
（まつながなほこ）

ＩＴ
集客

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-

松田 かお梨
（まつだかおり）

ＩＴ
集客

パソコン講師も務めるWeb
サイト企画・制作会社代表

小屋 真伍
（こや しんご）

ＩＴ
集客

店舗集客アイデアが得意な
ネット集客コンサルタント

中村 美佳
（なかむらみか） 販促

ＩＴ

女性創業者を応援！ママ起業
したWEB集客コンサルタント

システム会社20年超！事業
計画策定のプロ

中小企業診断士

重村 和博
（しげむらかずひろ）

ＩＴ

経営

元銀行員の心理カウンセラー

今泉 智樹
（いまいずみともき）

資金

集客

「わかりやすい」とリピーター
多数！WEBの専門家

服部 憲一
（はっとりけんいち）

ＩＴ
集客



中小企業庁 福岡県よろず支援拠点北 2019.10-1

無料経営セミナー・無料経営相談 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

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！

自社商品が
もっと売れる
ためのアドバイス
が欲しい！

連携：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

※土日祝日は除く

セミナーおよび個別相談は事前予約制となっ
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!

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）

092-622-7809☎福岡県よろず支援拠点

事前予約制

申 込

セミナー・相談会場地図

内面のセミナー案内をご覧ください！

Ｙ-0122

10月

（受付時間／平日9:00～17:00）



北 九 州 よ ろ ず 経 営 相 談 窓 口

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！

1㈫ :B
16㈬ :A

🔴 プチ起業とは？
🔴 何をチョイスする？プチ起業
🔴 プチ起業ならではの注意点！
🔴 プロ意識を持とう
🔴 プチ戦略を立てよう
🔴 ＳＮＳで賢く集客
🔴 家族との関わりと時間の使い方

プチ起業で失敗しないための
７つのコツ！セミナー

中村 美佳

創業

2㈬ :B
23㈬ :B

🔴 写真のコツ
🔴 思い通りに注文してもらうコツ
🔴 お客様にリピートしてもらうコツ
🔴 客単アップのレイアウトテクニック
🔴 メニューの組み立て方

売上アップの
メニューブックづくりセミナー

飲食運営

則武 展博

🔴 なぜGoogleがマップ開発に力を入れるのか？
🔴 Googleマップの新機能でお店探しが大きく変化する
🔴 Googleローカル検索の掲載順位決定の仕組み
🔴 MEO対策はじめの一歩

Googleマイビジネスの登録方法
🔴 クチコミの上手な貰い方

MEO対策
(Googleマイビジネス)セミナー【入門編】

3㈭ :A IT集客

小屋 真伍
【受講条件】Googleアカウント登録がお済みの方
【お持ちいただくもの】パソコン

（なければスマホ、タブレットも可）

🔴 Facebookの基本
🔴 上手に活用しているお手本
🔴 集客の前に、まずやること
🔴 お金をかけない集客のための工夫
※今までFacebookを使ったことのない方も

ご参加ください！

はじめてのFacebook
セミナー【初級編】

3㈭:B

松永 幸子

SNS集客

🔴 そもそも、クラウドファンディングとは何か？
🔴 主なクラウドファンディングサイト一覧
🔴 メジャーサイトでの成功事例の数々
🔴 よろず支援拠点がかかわった成功事例
🔴 見えてきた成功のポイント
🔴 最後に 勝負を決めるのはコレ

クラウドファンディング
成功事例解説セミナー

内村 登紀彦

7㈪:A
25㈮:B

4㈮ :B

🔴 無料ホームページとは？

・種類や特徴、メリット・デメリット
🔴 まずは作ってみよう

・1ページで完結するサイトの作成
🔴 画像を加工してみよう
🔴 検索サイトに登録しよう

無料ホームページ
作成セミナー（WIX）

IT集客

重村 和博
中小企業診断士

【お持ちいただくもの】パソコン（スマートフォン、タブレット不可）

4㈮:A
28㈪:B

● いつもの日記がひと工夫で
人を集める投稿に！？

● 自分をブランディングしよう！
● 文章をスラスラ書ける４部構成とは！？
● キレイに！おいしく！見える写メのテク

ブログ・ＳＮＳ
文章の書き方！写メのコツ！
セミナー

SNS集客

※コンサルタント業の方はご参加いただけません

古川 麻水

7㈪:B
18㈮:A

🔴 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

1㈫:A

🔴 基本的考え方

コミュニケーションの前提／第一印象／
コミュニケーション力を高める3つの力
🔴 傾聴力を鍛える！

3つのきく／聞くときのポイント／
5つのうなずき／やってみよう

びっくりするほど営業力・交渉力が

高まるコミュニケーションセミナー
【基礎編】

人材労務

本多 俊一
中小企業診断士

ＮＥＷ！

🔴 お店や商品の宣伝動画を作りたい！
🔴 ﾘｸﾙｰﾄ用会社案内を作りたい！
🔴 YouTubeにｱｯﾌﾟして売上もｱｯﾌﾟ！

『YouTube』の操作方法から編集方法、
音楽、文字入れまで動画の全てを
お伝えします！！
ぜひスマホ・タブレットをお持ちください！

実践！売上アップのための

動画制作＆『YouTube』活用
セミナー【入門編】

2㈬:A
30㈬ :B

広報戦略

一色 将也

資金調達

創業



1 0 月 の 無 料 経 営 セ ミ ナ ー

ＮＥＷ！

8㈫ :A
21㈪ :B

● 自社の置かれている市場を
リサーチする方法とは？

● 競合会社のリサーチとは？
● 競合と差別化できる

自社の強みを見つけるには？

ホームページ
立て直しセミナー

IT集客

【お持ちいただくもの】スマートフォン（PC、タブレットなどの端末も可）

※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

8㈫ :B

🔴 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

ポイントって？（具体例）
🔴 実践！自社で考えてみよう！

スタッフマニュアル
作成セミナー

飲食運営

前田 直樹

9㈬ :A

🔴 チラシ制作のコンセプトづくり
🔴 受け手に伝わる「キャッチコピー」の

つくり方
🔴「Picky-Pics」を使ったチラシ制作

▶ イラストレーターやパワーポイント,ワード
エクセルなんて使わなくても作れる！
「Picky-Pics」を使ったチラシ制作を実演！

かんたん！今すぐできる！
チラシ作成セミナー チラシ名刺

※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

辻山 敏

9㈬ :B

🔴 会社を立ち上げる時のポイントは？
🔴 株式会社って何？
🔴 登記の申請までの手順は？
🔴 書類の作成方法がわからない
🔴 会社を設立した後の

手続きを教えてほしい

自分でできる
株式会社の設立登記セミナー

創業

池田 龍太
司法書士

🔴 ライバル店調査って何？
🔴 ライバル店調査のステップ
🔴調査を実施する際のポイント
🔴 エクセルでもできる

簡単な調査分析手法

売上拡大10㈭:A

中小企業診断士
河野 健一

自店舗の売上向上
セミナー

🔴 ネットデビューとは？ ＝ 検索順位の概要

🔴 Googleマイビジネスとは？

🔴 MEOとは？

🔴 プッシュ型とプル型集客について

🔴 最適化した結果について

ネット上に最速でアピールさせる術！
セミナー ～Googleマイビジネス活用～【基礎編】

10㈭:B

IT集客

瀧内 賢

『海外でスポンジフキンを買ってきて、ネットで売って
みたら即売だった?！』 実例をお話します！

🔴 自分が普段愛用している雑貨など

がいい？
🔴 とりあえず少量を輸入して売ってみる
🔴 どこで売ったらいいの？
🔴 輸入方法・関税はどうするの？

（※難しくありません！）

初心者向けプチ輸入
セミナー

11㈮ :A 海外関係

吉田 明弘

Jimdo? Wix? WordPress？初心者のための、
ホームページ制作前に必要な知識に
ついてのセミナーです。
🔴 ホームページの基礎知識
🔴 ホームページ制作の目的
🔴 ホームページ制作の選択肢
🔴 それぞれのメリット・デメリット
🔴 制作後にするべき事

ホームページ
何で作る？セミナー

15㈫:A
31㈭:B

IT集客

松田 かお梨

🔴 Google広告とは？
🔴 Google広告のメリット・デメリット
🔴 Google広告のしくみを知る
🔴 売れるキーワードとは？
🔴 効果的な広告文を作成する！

Ｇｏｏｇｌｅ広告で
集客・売上アップセミナー

15㈫ :B IT集客

雪竹 高弘

🔴 飲食店・小売店業者必見！

まずは手数料無料のキャッシュレス
決済から導入してみましょう！
実際に利用している美容店オーナーが、
メリットとデメリットを語ります！

キャッシュレス決済
導入セミナー【初級編】

店舗運営16㈬ :B

本村 小巻

🔴 そもそもSNSの役割って？

🔴 ４大SNSの特徴＆利用者比較

🔴 各SNSのビジネスに適した使い方

集客のための
SNSマーケティングセミナー

11㈮:B
28㈪:A

松永 菜穂子

SNS集客



事 前 予 約 制 ※ 受 付 時 間 ／ 平 日 9 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0

（ 0 9 2 － 6 2 2 － 7 8 0 9 ）

🔴 集客の仕組みを理解する

（メルマガマーケティングとは？）
🔴 カウンセラー・コーチ・セラピストに

最適なメルマガ配信スタンドとは？
🔴 無料ではじめられる

メルマガマーケティング
🔴 メルマガの始め方

メルマガ・ステップ
メールの始め方セミナー

17㈭:B
31㈭ :A

広報戦略

今泉 智樹

18㈮:B

🔴 独立・創業の現状
🔴 ターゲットとコンセプト
🔴 今日からはじめるマーケティング
🔴 業態の可能性を考える！
🔴 経験の棚卸しって？（自分でやる低予算の市場調査）

店舗オープン前に
ターゲット・コンセプト
を決めようセミナー

古賀 広宣

飲食運営

～優秀な人材を採用して活力アップ！ ～
🔴 就労資格の無い留学生をアルバイトで！
🔴 留学生を紹介してくれる機関はあるの？
🔴 卒業する留学生を正社員として

採用するには？

21㈪ :A
人材労務

小竹 理香
行政書士

外国人留学生活用
セミナー

🔴 Googleマイビジネスを充実させる意味とは？
🔴 Googleマイビジネスで投稿する方法
🔴 Googleマイビジネスで無料のホームページを作ろう
🔴 Googleマップで上位に表示させる方法

（サイテーション）

MEO対策
(Googleマイビジネス)セミナー【実践編】

23㈬ :A IT集客

小屋 真伍

【受講条件】入門編を受講された方（推奨）
※Googleマイビジネス登録済みの方も可
【お持ちいただくもの】スマートフォン
※事前に「Googleマイビジネスアプリ（無料）」を

インストールしてお越しください！

ビジネスとしてインスタグラムを活用する方法！
🔴 個人とビジネスは分けて始めよう
🔴 ビジネスプロフィール切替方法
🔴 基礎４つのポイント
🔴 外部サイトリンクの重要性
🔴 実践！活用事例

インスタグラム
フォロワー集客セミナー

24㈬:A SNS集客

堀紗弥香

24㈭:B

🔴 その就業規則、御社に合っていますか？
🔴 なぜトラブルになる？
🔴 意思を明確にする社長の会社が

うまくいく！
🔴 想いどおりに働いてもらう

就業規則の作り方！

就業規則の作り方
セミナー

人材労務

野村 香
社会保険労務士

🔴 MEOの概要とそのおさらい
🔴 上位表示させる（戦う）ために

必要な要素とは？
🔴 管理画面内での最適化について
🔴 JimdoやWixよりも簡単で効率的な、

Googleマイビジネス仕様の
ホームページの作り方

🔴 成功事例の紹介 🔴 まとめ

ネット上に最速でアピールさせる術！
セミナー ～Googleマイビジネス活用～【実戦編】

※ 先に『基礎編』の受講を推奨します！

25㈮ :A

IT集客

瀧内 賢

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

ビジネス用Facebook
ページ作成セミナー

SNS集客
29㈫ :A

井上 陽一

🔴 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30㈬:A

久保田 みき

🔴 まずは消費者を知る！
🔴 次に売り先の状況を知る！
🔴 こうすれば仕入れてもらえる！

売り込み方のポイント

バイヤーの心に響く
モノづくりと
プレゼン手法セミナー

29㈫:B

森武志

17㈭ :A

🔴 日本人は、マンガ が大好きな国民！
🔴 チラシに大きくイラストを使って

問い合わせが3倍！
🔴 分かり難い内容を分かり易く
🔴 ニュースレターに取り入れてお客様に

イメージの刷り込みを行う
🔴 チラシから販促グッズに展開！

イラスト・マンガを
使った販促セミナー

広報戦略

深川 智恵美

ＮＥＷ！

新商品
新サービス


