
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。

日程 講師A 講師B

1/6(月) 重村 起業の基礎知識セミナー 堀 はじめてのLINE公式アカウント(LINE＠)セミナー

1/7(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【話し方編】

松田 ホームページ「何で作る？」セミナー

1/8(水) 一色 プレスリリース作成セミナー
中村
博文

Facebook,Instagram広告で濃い見込み客を獲得
する！リード獲得広告セミナー

1/9(木) 小屋 MEO対策セミナー【入門編】 今泉 メルマガ・ステップメールの始め方セミナー

1/10(金) 井上 はじめてのクラウドファンディングセミナー 内村 マーケティングの『キホンのキ』セミナー

1/14(火) 雪竹 キャッシュレス決済導入・売上アップセミナー 森 百貨店に売り込むコツセミナー

1/15(水)
中村
美佳

名刺サイズのパンフレットで集客アップセミ
ナー＆ワーク

本村
『Aｉｒレジ』を活用したコスト削減×業務効率
化セミナー

1/16(木)
松永
幸子

食品表示法とブランディングセミナー 野中 失敗しない飲食店開業のポイントセミナー

1/17(金) 服部 低予算で出来るネットショップ開店セミナー
松永
菜穂子

集客のためのホームページ成長セミナー

1/20(月)
中村
博文

Facebook、Instagram広告で濃い見込み客を獲
得する！リード獲得広告セミナー

古賀
店舗売上アップのための３つの要素と優先順位
セミナー

1/21(火) 前田 スタッフマニュアル作成セミナー 深川
ホームページを開設した人のためのアクセス
アップ！セミナー【入門編】

1/22(水) 久保田 パワーポイントでチラシ作りセミナー 池田 契約書作成セミナー

1/23(木) 堀
はじめてのLINE公式アカウント(LINE＠)セミ
ナー

小屋 MEO対策セミナー【入門編】

1/24(金) 瀧内
ＳＥＯ対策の為のホームページ・ブログ記事の
書き方セミナー

重村 起業の基礎知識セミナー

1/27(月)

小竹
外国人留学生活躍セミナー
※開催時間10:00～11:30

服部
低予算で出来るネットショップ開店セミナー
※開催時間13:15～14:45

熊本 失敗事例から学ぶ知財（特許・商標・著作権）セミナー ※開催時間15:00～16:00

1/28(火) 古川 個別相談会 ※詳細は中面をご覧ください
中村
美佳

名刺サイズのパンフレットで集客アップセミ
ナー＆ワーク

1/29(水) 辻山 販促スケジュールをつくってみようセミナー 則武 動画編集きほんの「キ」セミナー

1/30(木) 今泉 メルマガ・ステップメールの始め方セミナー 河野
パソコンが使えなくても大丈夫！事業計画書作
成セミナー【超初級編】

1/31(金) 吉田 初めての輸出入ビジネスセミナー 一色 プレスリリース作成セミナー

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

講師
A

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
B

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

申 込
福岡県よろず支援拠点（092-622-7809）

個別相談はお電話、セミナーはホームページよりお申込みください。

※ 受付時間／平日9:00～17:00



メルマガ
登録

福岡よろず
ホームページ

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点北 2020.1

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！

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39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

コンサルティング経験豊富
な税理士

税理士

山本 洋臣
（やまもとひろおみ）

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

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（受付時間／平日9：00～17：00）



中小企業庁 福岡県よろず支援拠点北 2020.1

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

Ｙ-0149

【お申込み方法】■セミナー ➡ 福岡県よろず支援拠点のホームページ

■個別相談・テレビ電話相談 ➡ 電話（092-622-7809）

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!
※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。

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申 込

セミナー・相談会場地図

（受付時間／平日9:00～17:00）

福岡よろず
ホームページは

こちら！

いずれも事前予約制



北 九 州 よ ろ ず 経 営 相 談 窓 口

6㈪:A
24㈮:B

🔴起業とは

●起業の基礎知識

運営主体の決定/起業に必要な手続き

●創業計画書

創業計画書とは？/策定プロセスは？/

経営ビジョン/経営環境の分析/

行動計画

起業の基礎知識セミナー
経営改善

重村 和博
中小企業診断士

ＮＥＷ！

🔴 LINE公式アカウントってなに？

🔴 LINE公式アカウントってどうやって始めるの？

🔴 『お友達』を増やして売上アップ？！

※「LINE公式アカウント」は、ビジネス向けの

LINEアカウントです。

※「LINE＠」が「LINE公式アカウント」に名称変更

されたため、セミナータイトルを変更しました

はじめてのLINE公式アカウント
(旧：LINE＠)セミナー

6㈪:B
23㈭:A SNS集客

堀紗弥香

7㈫:A

🔴 観察力を高める

良いところ探し/目は口程に物をいう

🔴 価値観・想像力の違いを知る

🔴 会話力を高める

アサーション(適切な自己主張スキル)/

枕詞を使う/YOUメッセージ、Iメッセージ/

質問のポイント/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【話し方編】

人材労務

本多 俊一
中小企業診断士

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

7㈫:B IT集客

松田 かお梨

🔴 プレスリリースって何？

🔴 書き方や配置のテクニック！

🔴 取材を受けるための仕掛けとは？

🔴 プレスリリースの送り方やタイミングは？

マスコミを呼び寄せる！

プレスリリース作成セミナー

8㈬:A
31㈮:B

広報戦略

一色 将也

🔴 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

9㈭ :B
30㈭ :A

広報戦略

今泉 智樹

🔴 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】

9㈭:A
23㈭:B

IT集客

小屋 真伍
【受講条件】Gmailアカウント登録がお済みの方

※ Web制作・コンサルタント業の方はご参加いただけません。

🔴 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10㈮:A

井上 陽一

10㈮ :B

🔴 マーケティングって何？まずは基本的知識

🔴 「新商品！」「宣伝！」「ネット！」

の前に絶対に知っておくべき事

🔴 決まっていますか？

その商品/サービスの○○

🔴 勝負を分けるのはココ！その決め方もお伝えします

🔴 キャッチコピーを作りましょう！

マーケティングの
『キホンのキ』セミナー

新商品
新サービス

内村 登紀彦

8㈬:B
20㈪:A

● リード獲得の「リード」とは見込み客のこと
● 広告表示からフォーム入力まで

Facebookで完結
● ホームページがなくても広告を出せる
● FacebookとInstagramどちらにも配信可能
● ユーザーは最短２つボタンを押すだけ！
● Facebookの登録情報が自動入力される

Facebook、Instagram広告で
濃い見込み客を獲得する！

リード獲得広告セミナー

SNS集客

※Web 制作・コンサルタント業の方はご参加いただけません

中村 博文

ＮＥＷ！



1 月 の 無 料 経 営 セ ミ ナ ー

🔴 国内の決済の現状
🔴 キャッシュレス決済ってなに？
🔴 導入のメリット・デメリット＆
🔴 キャッシュレス決済導入で売上が増える理由
🔴 導入方法（比較表）
🔴 導入後に売上を上げるために

まずやること
🔴 キャッシュレス決済を導入するなら今！

QRコード決済の統一規格「JPQR」とは

キャッシュレス決済
導入・売上アップセミナー

14㈫ :A 店舗運営

雪竹 高弘

🔴 百貨店ってどんなところ？

🔴 百貨店の催事ってどう組まれるの？

🔴 バイヤーってどんな人？

🔴 商談時のポイント

百貨店に売り込む
コツセミナー

売上拡大14㈫:B

森武志

15㈬:A
28㈫:B

🔴 身近にある小さなパンフレット

🔴 実際に原稿を起こしてみよう！

🔴 反応される仕掛けを作ろう

🔴 あなたの中にある、あなたの強みを

引き出そう

🔴 共感を呼ぶコンテンツの仕込み方

🔴 デザインとアートは違います

名刺サイズの
パンフレットで集客アップ
セミナー&ワーク

中村 美佳

チラシ名刺

15㈬ : B

●『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！

※『Airレジ』とは、0円でカンタンに

使えるPOSレジアプリです

『Airレジ』を活用した

コスト削減×業務効率化セミナー

店舗運営

● 食品表示法の変更点

● 商品パッケージについて

● ブランディングについて

食品表示法と
ブランディングセミナー

16㈭:A

松永 幸子

新商品
新サービス

ＮＥＷ！

16㈭:B

🔴 開業前に準備しておく必須事項！

🔴 お金をかけない集客術とは?

🔴 これだけは知っておきたい経営知識！

🔴 絶対はずせない成功のポイント

🔴 失敗する人の共通点とは？

失敗しない
飲食店開業のポイントセミナー

飲食運営

（旧：繁盛する飲食店の作り方セミナー）

野中 一英

【持ち物】メールアドレス、
メール受信のできるパソコン

【受講条件】パソコンの基本操作ができる方

17㈮:A
27㈪:   
13:15～

14:45

🔴 ネットショップをつくる

🔴 デザインを変更する

🔴 商品を登録する

服部 憲一

低予算で出来る

ネットショップ開店セミナー

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

本村 小巻

🔴 ホームページのコンテンツってなに？

🔴 コンテンツにはどのようなものがある？

🔴 誰に見てほしい？

🔴 更新を続けるには？

集客のための
ホームページ成長セミナー

17㈮:B IT集客

松永 菜穂子

※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

20㈪:B

🔴売上を上げたい！

その為に何からやるべきなんだろう？

『売上を上げる！』３つの要素

🔴自店舗が優先してやるべきことは

何だろう？

『売上を上げる！』その正体をつかもう！

店舗売上アップのための
３つの要素と優先順位
セミナー

古賀 広宣

売上拡大

ＮＥＷ！

27日「低予算で出来るネットショップ開店セミナー」後に開催！

北九州知的財産支援センター

熊本 洋

失敗事例から学ぶ知財
(特許・商標・著作権)セミナー

🔴 他人の失敗例を活用して、

自分の失敗を未然に防ぐ

🔴 特許・商標・著作権など

幅広い事例を紹介

ＮＥＷ！

27㈪
15:00～
16:00

INPIT 福岡県知財総合支援窓口による連携セミナー

【時間】15:00～16:00



事 前 予 約 制

🔴 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22㈬:A

久保田 みき

22㈬ :B

～交渉を『有利』に進めるための契約知識～

🔴 契約を有利に進めるテクニック

🔴 要点がわかる！契約書の見方

🔴 専門家に依頼する場合の注意点

契約書作成セミナー
経営改善

池田 龍太
司法書士

🔴 ホームページやブログに、

最適なタイトルをつけよう！

🔴 ホームページやブログに、最適な概要文

をつけよう！

🔴 ユーザーやロボットに響く言葉とは？

ＳＥＯ対策の為の

ホームページ・ブログ記事の書き方
セミナー

24㈮:A
IT集客

瀧内 賢

～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？

27㈪
10:00～
11:30

人材労務

小竹 理香
行政書士

外国人留学生活躍
セミナー

【受講条件】パソコン等端末の基本操作ができる方
【持ち物】メールが受信できるパソコン、スマホ等の端末

21㈫:B

🔴 アクセスアップ！ アナログ編：

URLのQRコードを作って名刺やチラシに
貼り付けよう！

🔴 アクセスアップ！ IT編：

Google My Business／Google Map／
インスタ、LINEなどのSNSから集客

ホームページを開設した人

のためのアクセスアップ‼セミナー

IT集客

深川 智恵美

※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

【入門編】

29㈬ :A

🔴 まずは、販促ツールを知ろう

🔴 販促施策を考えてみよう

🔴 実践！販促スケジュールを

つくってみよう

販促スケジュールを
つくってみようセミナー

売上拡大

※Web・広告・販促物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

29㈬:B

🔴 人気無料編集ソフトの紹介と特徴

🔴 サイズ？フレーム？設定の疑問

🔴 動画編集のきほん

🔴 飽きさせない編集

🔴 トレンドと事例

動画編集きほんの「キ」
セミナー

広報戦略

則武 展博

パソコンが使えなくても大丈夫！

事業計画書作成
セミナー【超初級編】

🔴 事業計画って何？

🔴 売上って、どうやって 組み立てるの？

🔴 費用って、どんなものがあるの？

🔴 自分がめざす儲けってどれくらい？

経営改善30㈭:B

中小企業診断士

河野 健一

ＮＥＷ！

【持ち物】電卓、筆記用具

※食品/酒類/雑貨/化粧品等を中心にお話しします！

🔴 輸出入ビジネスって儲かるの？

🔴 まずは基本的な流れを理解しよう！

🔴 輸出入はどう始めるの？

意外と難しくない？

🔴 仕入れ先、販売先の探し方、リスクなど

初めての
輸出入ビジネスセミナー

31㈮ :A 海外関係

吉田 明弘

🔴 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

21㈫:A 飲食運営

前田 直樹

※ご予約はお電話にてお願いいたします。

28㈫ 個別相談会

古川 麻水

【個別相談時間】

①10:00～11:00  ④14:30～15:30

②11:00～12:00  ⑤15:45～16:45

③13:15～14:15

1月28日㈫は、古川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！

テレビ制作会社で音楽番組、情報番組、通販番組の
ディレクターとして活動し、数々の店を取材するうちに
飲食の魅力に惹かれ、出版社に転職。グルメ本、広告の
営業制作などに携わる。年間1000店舗の飲食店を下見＆
取材！現在は自分の料理教室を運営しつつ、飲食店の
フードプロデュース、フードスタイリスト、雑誌への
レシピ提供、時々テレビの料理コーナーにも出演しています！


