
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。

また、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。

３月 講師A

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

講師B

個別相談① 9：50～10：50
個別相談② 11：00～12：00
セミナー 13：30～15：00
個別相談③ 15：30～16：30

２日(月)
内村 ホームページ最速作成セミナー 服部 バナー画像の作り方セミナー

熊本 ものづくり、サービス業の著作権・意匠権セミナー ※開催時間15:00～16:00

３日(火) 古川 個別相談会 ※詳細は中面をご覧ください 松田 ホームページ「何で作る？」セミナー

４日(水) 堀 SNS入門セミナー 久保田
集客・売上UPにつながる『色使い』
目からウロコセミナー

５日(木) 今泉
カウンセラー、コーチ、セラピストのための
集客の仕組み作りセミナー

野中 飲食店・個人商店の収益改善セミナー

６日(金) 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

松永
菜穂子

集客のためのホームページ成長セミナー

９日(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

小竹 初心者向けビジネス法務セミナー

10日(火) 森 催事から始めよう！セミナー 前田 お店を作る時の必須５項目セミナー

11日(水) 辻山 LINE公式アカウント(LINE＠)の活用法セミナー
中村
美佳

今さら聞けない、SEOの初歩セミナー

12日(木) 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】

堀 SNS入門セミナー

13日(金) 井上
紙と鉛筆と電卓でできる創業計画書の作成
セミナー

小屋 MEO対策セミナー【入門編】

16日(月) 服部 バナー画像の作り方セミナー 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

17日(火) 野中 飲食店・個人商店の収益改善セミナー
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

18日(水) 久保田
集客・売上UPにつなげる『色使い』
目からウロコセミナー

則武 売上アップのメニューブックづくりセミナー

19日(木) 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】

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】

23日(月)
小竹 初心者向けビジネス法務セミナー 重村 起業の基礎知識セミナー

武内 商品・技術・サービスのアイデアを権利化しようセミナー ※開催時間15:00～16:00

24日(火) 雪竹
Googleアナリティクス導入とアクセス解析方法
セミナー

小屋 MEO対策セミナー【実践編】

25日(水)
中村
美佳

今さら聞けない、SEOの初歩セミナー 一色
ワーク式！誰でも簡単！動画制作セミナー
【中級編】

26日(木)
松永
幸子

印象的な名刺を作るための５つの法則セミナー 今泉
カウンセラー、コーチ、セラピストのための
集客の仕組み作りセミナー

27日(金) 吉田 初心者向けプチ輸入セミナー 内村 ホームページ最速作成セミナー

30日(月) 堀 SNS入門セミナー 大村 人材育成のコツセミナー

31日(火) 松田 ホームページ「何で作る？」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】

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

個別相談申込 福岡県よろず支援拠点 TEL:092-622-7809
（受付時間／平日9:00～17:00）

セミナー申込 福岡県よろず支援拠点
ホームページの申込フォームから



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 2020.3

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

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）

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

分かりやすくお伝えする
税理士

田中 馨子
（たなかきょうこ）

経営
改善

税理士



中小企業庁 福岡県よろず支援拠点北 2020.3

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-0158

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

セミナー・相談会場地図

福岡県よろず支援拠点

（受付時間／平日9:00～17:00）

事前予約制

・セミナー申込➡ホームページの申込フォームから

・個別相談申込➡電話から ☎ 092-622-7809

※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。

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!

私 た ち が 全 力 で サ ポ ー ト し ま す ！



北 九 州 よ ろ ず 経 営 相 談 窓 口

2㈪:B
16㈪:A

🔴 無料の画像作成ソフト

「GIMP（ギンプ）」について
🔴 画像サイズの決め方・画像形式の

種類について
🔴 画像の不要部分の消し方、

文字の追加、画像の保存 服部 憲一

無料で作る！

バナー画像の作り方
セミナー

IT集客

【持ち物】 パソコン （スマホ・タブレット不可）
【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

ＮＥＷ！

ホームページ
最速作成セミナー

🔴 ホームページは必須！
🔴 ホームページを作る方法２つ
🔴 Google対策＝ネットでの存在感を上げる
🔴 Googleマイビジネスに登録しましょう
🔴 Googleマイビジネスの中で

ホームページをつくりましょう

2㈪:A
27㈮:B

内村 登紀彦

IT集客

【持ち物（推奨）】 パソコン

※ご予約はお電話にてお願いいたします。

3㈫ 個別相談会

古川 麻水

【スケジュール】① 9:50～10:50 ②11:00～12:00

③13:15～14:15 ④14:30～15:30

⑤15:45～16:45 

3月3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！

マスコミを使った集客と食に関することならお任せ！
よろず支援拠点では、伝わるプレスリリース作り、
広告、メニュー開発、教室運営・集客、BLOGやSNSの
見せ方など、飲食とマスコミの相談を得意としています。

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

3㈫:B
31㈫:A

IT集客

松田 かお梨

🔴 SNSって何？ 🔴 SNSの使い分け

🔴 Facebook(フェイスブック)の活用法・事例

🔴 LINE(ライン)とLINE公式アカウントの

活用法・事例

🔴 Instagram(インスタグラム)の

活用法・事例

ＳＮＳ入門セミナー

4㈬:A
12㈭:B
30㈪:A

SNS集客

堀紗弥香

※事前に自社のチラシ、パンフレット、

HP画面のカラー印刷等、制作物をメール

（seminar@yoroz.biz）で送付してください。

実際の印刷物を見ながら、現役カラー

コーディネーターが直接アドバイスします。

全員参加型・ワーク形式のセミナーです！

🔴 サービスや商品をイメージさせる色／

ターゲットに届く色／アクションを促す色

🔴 色の戦略があなたの事業を成功に

導きます！

集客・売上UPにつなげる

『色使い』目からウロコ
セミナー

4㈬:B
18㈬:A

久保田 みき

広報戦略

🔴 クライアントが集まるのには理由がある

🔴 売れる仕組みを作る第一歩！

🔴 売れるサービス作り

🔴 ブログ、ステップメール、

メルマガ活用法

カウンセラー、コーチ、
セラピストのための集客の
仕組み作りセミナー

5㈭:A
26㈭:B

広報戦略

今泉 智樹

5㈭:B
17㈫:A

🔴 流行る商品には ○○ が必要！

🔴 どうすれば “売れる○○”が作れる？

🔴 ○○ を明確にしてお客様に

強烈アピール！

飲食店・個人商店の

収益改善セミナー 飲食運営

野中 一英

6㈮:A
16㈪: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！

3日「バナー画像の作り方セミナー」後に開催！
熊本 洋

ものづくり、サービス業の

著作権・意匠権セミナー

🔴 web上の著作権

🔴 パンフレットやホームページを

作る側の注意点

🔴 著作権でこんなトラブルも

2㈪
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



3 月 の 無 料 経 営 セ ミ ナ ー

9㈪:A
17㈫:B

● 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

トラブルにならないために！＆騙されないために！

🔴 事業者（守られない立場）とは

消費者と事業者の違いとは?

🔴 この世は法律だらけ？？

・意外と身近な法律

・消費者契約法/景品表示法/

製造者責任法等の概要

🔴 契約書の基礎知識

その契約書、判を押しても大丈夫？

初心者向け
ビジネス法務セミナー

9㈪:B
23㈪:A

経営改善

小竹 理香
行政書士

🔴 百貨店催事の基本

🔴 催事の体制について

🔴 催事ウケする商品とは

🔴 具体的な売り込み方

催事から始めよう！
セミナー

売上拡大
10㈫:A

森武志

お店を作る時の
必須５項目セミナー

10㈫:B

🔴 まず決める必須５項目

勝負商品／テーマ・ターゲット／

場所・広さ／客席イメージ／内外装

🔴 かかるお金の現実

🔴 失敗例に学ぶ

🔴 心にとめておくポイント

店舗運営

前田 直樹

11㈬ :A

🔴 あっという間にわかるLINE公式アカウント

LINE公式アカウントって何？ほかのSNSと違うの？
🔴 まずは友達を増やそう！

来店客を友達に！
SNSやホームページも活用！

🔴 友達を来店客にして売上アップ!?

お客様に響く情報や特典とは？
LINEの機能を使う

LINE公式アカウント
(旧：LINE＠)の活用法セミナー

SNS集客

辻山 敏

今さら聞けない、

SEOの初歩セミナー
※Web 制作・コンサルタント業の方および
過去にSEOで個別相談を受けた方はご参加いただけません

11㈬:B
25㈬:A

● SEOとは？
● どう選んだらいい？キーワード
● 押さえておきたい、超基本項目
● ここがポイント

いつくらいから効果がでるの？
ホントに深いSEO
道のりは遠くてもコツコツ努力

中村 美佳

IT集客

【持ち物（推奨）】パソコン、タブレット、スマートフォン等

🔴 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？

（対策すればHPよりも上に表示させる
ことができます！）

🔴 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】

12㈭:A
19㈭:B

IT集客

瀧内 賢

「起業したいけど、パソコンが使えない」
「エクセルは当然使えない」 「数字・計算が苦手」
そんな方々のためのセミナーです！

🔴 手書きで作る！

『創業計画書』『一年分の収支計画』

紙と鉛筆と電卓でできる

創業計画書セミナー

13㈮:A

井上 陽一

資金調達

【持ち物】電卓、筆記用具

ＮＥＷ！

🔴 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】

13㈮: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

24日に実践編を
開催！

🔴 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

6㈮: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

※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。



事 前 予 約 制 セミナーのお申込みはホームページから→

19㈭:A
31㈫: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【入門編】

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

【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

23㈪: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

● Googleアナリティクスとは？
● アナリティクスの導入・設定方法
● 6つの分析基礎項目
● アクセス解析例
● 具体的な改善方法

Googleアナリティクス
導入とアクセス解析方法
セミナー

24㈫:A
IT集客

雪竹 高弘
【持ち物】パソコン/タブレット/スマートフォン等の端末、

導入済みの方はログインIDとパスワード

※Ｇｏｏｇｌｅアナリティクスとは：サイト訪問者のデータを調べる無料ツールです

🔴 ターゲットとメッセージを明確にした

企画を考える
🔴 企画にそったキラーカットをひねり出す！
🔴 キラーカットを組み込んだ構成

（シナリオ）を作る
● 撮影項目を作る

ワーク式！誰でも簡単！

動画制作セミナー【中級編】

広報戦略

一色 将也

※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

※先に”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】”の受講を推奨します(必須ではありません）

25㈬:B

【持ち物（推奨）】パソコン

● 印象・記憶に残る名刺！
● 自分(商品・サービス)の売りを明確に！
● 表現したいのは信頼？癒し？

インパクト？安心？豪華さ？
● やり過ぎ・盛込過ぎに注意！

印象的な名刺を作るための
５つの法則セミナー

26㈭:A

松永 幸子

チラシ名刺

『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

27㈮:A 海外関係

吉田 明弘

30㈪:B

● コミュニケーションの取り方

● 社員のやる気を引き出すには？

● 若い従業員の接し方は？

● 結果の出せる人材育成とは？

● 人手不足対策は？／採用がすすまない！

／人材採用の基準は？

人材育成のコツ
セミナー

大村 一雄

人材労務

🔴 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】

24㈫:B IT集客

小屋 真伍

【持ち物】 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！
【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であれば受講可

13日に入門編を開催！

23日「起業の基礎知識セミナー」後に開催！

商品・技術・サービスの
アイデアを権利化しようセミナー

🔴 アイデアはすべて知的財産です！

🔴 アイデアはどうやって守る？

🔴 権利化の方法、流れ、費用を

わかりやすく解説

23㈪
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 武内 洋介

ＮＥＷ！

18㈬: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


