
【飯塚よろず経営相談窓口】 の３つの窓口

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点 中小企業庁 福岡県よろず支援拠点飯 2020.4

福岡よろず
ホームページ

メルマガ
登録

セミナー・相談会場

飯塚市役所 2階 ホール（カフェ前）

(福岡県飯塚市新立岩5番5号) JR「新飯塚駅」
から徒歩5分！

セミナー情報など
お届けします！

Ｙ-0160

無料

飯 2020.4

福岡県よろず支援拠点 コーディネーター紹介

◆ 飯塚商工会議所 (飯塚市吉原町6-12)

◆ 飯塚市役所２階ホールカフェ前 (飯塚市新立岩5番5号)

【対面 で無料経営セミナー ＆無料経営相談】
セミナー内容やスケジュールは内面をご覧ください
個別相談は当日のセミナー講師が行います

◆ 飯塚市商工会 穂波本所 (飯塚市忠隈494)

福岡県よろず支援拠点博多本部の相談員（裏面）と相談で
きます

【テレビ電話 で無料経営相談】

飯塚よろず経営相談窓口は、飯塚市・飯塚商工会議所・飯塚市商工会・嘉飯桂産業振興協議会・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博多本部の相談員（裏面）と相談
できます

【テレビ電話 で無料経営相談】
① 9:30～10:30
②10:45～11:45
③13:00～14:00
④14:15～15:15
⑤15:30～16:30

相談時間

① 9:30～10:30
②10:45～11:45
③13:00～14:00
④14:15～15:15
⑤15:30～16:30

相談時間

https://yoroz.biz/

セミナー会場や
詳細情報は

ホームページへ！

福岡県よろず支援拠点申込

会場 飯塚市役所 2階 ホールカフェ前（住所・地図は裏面）

（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、テレビ電話相談申込➡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!

※当チラシは、(公財)福岡県中小企業振興センターが、九州経済産業局から福岡県よろず支援拠点事業を受託することを前提として作成して
おり、受託しなかった場合は、本チラシの内容等は無効となります。

飯塚よろず経営相談窓口は、飯塚市・飯塚商工会議所・飯塚市商工会
・嘉飯桂産業振興協議会・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。

＼＼全力でサポートします！！お気軽にご相談ください。 ／／

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、令和2年3月現在
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。

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 0 9

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！ → ◆人気飲食店 社長 ◆飲食コンサルタント
◆ネイル・エクステ社長 ◆ＳＮＳ専門家 ◆SEOコンサルタント ◆グルメ情報誌編集者◆店舗デザイナー
◆WEB製作会社 社長 ◆広告プランナー ◆乳製品会社社長 ◆覆面調査員 ◆ＴＶ制作ディレクター
◆介護施設 社長 ◆銀行支店長 ◆ＴＶディレクター ◆中国コンサルタント ◆不動産ファンド会社
◆Ｍ＆Ａ会社 社長 ◆人材コンサルタント ◆資金調達コンサルタント ◆料理研究家 ◆ネイルスクール校長
◆デザイナー ◆郊外レストラン経営者 ◆カフェ経営者 ◆地銀融資部担当 ◆ベンチャーキャピタル
◆税理士 ◆販売士 ◆社会保険労務士 ◆行政書士 ◆司法書士 ◆中小企業診断士 ◆ドローン操縦士
◆食料品量販店バイヤー ◆カラーコーディネーター



4 月 の 無 料 経 営 セ ミ ナ ー飯 塚 よ ろ ず 経 営 相 談 窓 口

会 場 飯塚市役所 2階 ホール（カフェ前）
(福岡県飯塚市新立岩5番5号)

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

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。
※セミナー受講は1社 2名まで
とさせていただきます。

※事前予約制

個別相談申込 3月中旬以降～
福岡県よろず支援拠点
TEL:092-622-7809

セミナー申込 3月中旬以降～
ホームページの申込フォームから

開催日3日前（土日・祝日除く）の16:00までにご予約が入っていない場合は、
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。

※受講条件・持ち物はホームページで最新情報をご確認ください。

1㈬

🔴 ドローンのお仕事と相場
🔴 ドローンって免許がいるの？
🔴 安全に飛ばすには
🔴 スクールについて
🔴 トイドローン操縦体験！

よくわかる！

ドローン導入セミナー

新商品
新サービス

則武 展博

3㈮

🔴【ゆる～り編】まずははじめてみよう！
🔴【本気編】フォロワー1,000人超を目指そう

～１年間で2,000人超えした主婦Rさん
にコツを聞きました～

🔴分析！有名インスタグラマーになるには？

～ストーリー、ハッシュタグ、インスタ映え～

インスタグラム
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

6㈪

🔴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

創業

重村 和博
中小企業診断士

🔴 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】

2㈭
15㈬

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

ＮＥＷ！

※ご予約はお電話にてお願いいたします。

7㈫
27㈪

個別相談会

【スケジュール】①10:00～11:00 ②11:00～12:00

③13:15～14:15 ④14:30～15:30

⑤15:45～16:45 

4月7日㈫、27㈪は、中村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！

ママ起業、プチ起業、妄想中も大歓迎！
銀行関連ソフトウェア会社等でシステム開発通算15年、
ホームページ集客による売上4億円超えの支援実績が
あり、現在は企画販促会社の社長です。ひとりで
考え込んでしまうと、なかなか答えが出にくいものです。
迷ったら是非ご相談ください。

中村 美佳

8㈬
22㈬

● 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

9㈭
23㈭

🔴 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

【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

🔴 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

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！

10㈮ IT集客

瀧内 賢

🔴 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

16㈭

広報戦略

今泉 智樹

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

13㈪

内村 登紀彦

IT集客

【持ち物（推奨）】 パソコン

14㈫

🔴 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

≪動画制作の基本が学べます！≫
動画を使った求人は応募効果が1.4倍高くなる？！

🔴 スマホで撮影！スマホで編集！

🔴 『社員インタビュー動画』を撮影・編集

🔴 リクルート用『会社案内動画』を作ろう！

🔴 オシャレな『オフィス紹介動画』を

作ろう！

🔴 インスタグラムで動画を活用！

成功事例を紹介！

『求人用動画』制作セミナー17㈮

人材労務

一色 将也

20㈪

🔴 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

🔴 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21㈫

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24㈮

久保田 みき

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

28㈫ IT集客

松田 かお梨

※ご予約はお電話にてお願いいたします。

30㈭ 個別相談会

【スケジュール】①10:00～11:00 ②11:00～12:00

③13:15～14:15 ④14:30～15:30

⑤15:45～16:45 

4月30㈭は、今泉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！

カウンセラー、コーチ、セラピストの集客はお任せ！
大学卒業後、福岡の大手地方銀行に18年勤務。「事業計画
や資金調達の専門家」としてたくさんの企業をサポート。
銀行を退職して心理カウンセラーとして起業。
カウンセリングの技術に関する本も出版。経営者の心に
寄り添いながら、お役に立つよう全力でサポートします！今泉 智樹

※ Web制作・コンサルタント業の方はご参加いただけません


