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久留米よろず創業・経営相談窓口

久 2020.4

連携 ：くるめ創業支援ネットワーク、中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

無料経営相談を
久留米市六ツ門町で毎日開催！

※土日祝日は除く

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。
くるめ創業支援ネットワーク ⇒ 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)

久留米よろず創業・経営相談窓口 とは

久 2020.4

久留米市六ツ門町21番地6
久留米東町公園ビル1階

ＨＰ： http://www.kurumebp.jp/rocket/

e-mail：rocket@kurumebp.jp

くるめ創業ロケット【創業支援施設】

相 談 会 場

TEL：0942-27-6144

Ｙ-0162-1

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！

『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

メルマガ
登録

福岡県よろず支援拠点 とは

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！

もっと
効果のある
広告・チラシ
を作りたい！

人材不足を
どうにか
したい！！

自社商品が
もっと売れる
ためのアドバイス
が欲しい！

『テレビ電話相談窓口』も開設しています！
ご予約後、くるめ創業ロケットにお越しいただければ、博多本部にいるコーディネーターと
テレビ電話で相談が可能です！画面に向かって話しかけるだけ！

＜相談枠＞
①10：45～11：45 ②13：00～14：00
③14：15～15：15 ④15：30～16：30

ご予約、お問合せ ： 092-622-7809
くるめ創業ロケット 博多本部

セミナー情報などを
お届けします！

福岡県よろず支援拠点申込

会場 くるめ創業ロケット（住所・地図は裏面）

（受付時間／平日9:00～17:00）

（受付時間／平日9:00～17:00）

（受付時間／平日 9:00～17:00）

事前予約制

・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!

4月
2020年

国が設置した窓口なので全て無料です！
お気軽にご相談下さい！

※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。

福岡よろず
ホームページ



月 火 水 木 金

１ ２ ３

６ ７ ８ ９ 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 祝日のためお休み 30

スケジュール

※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
①10:00～11:00

②11:00～12:00

③13:15～14:15

④14:30～15:30

⑤15:45～16:45 
一色 将也 内村 登紀彦

松永 菜穂子 古川 麻水 今泉 智樹 吉田 明弘

堀紗弥香 井上 陽一 古賀 広宣 松田 かお梨
重村 和博
中小企業診断士

山本 洋臣
税理士

野村 香
社会保険労務士

個別相談会

個別相談会 個別相談会

個別相談会

堀紗弥香

堀紗弥香

坂本明彦

雪竹 高弘

財務・資金繰り改善等ご相談ください！

ネット広告、SEO、SNSを活用
したネット集客が得意です！

インターネット、SNSを活用し
た集客ならお任せください！

インターネット、SNSを活用した
集客ならお任せください！

TEL:092-622-7809
(受付時間：平日9:00～17:00）

・ホームページ全般
・SNSの活用法
・Instagram、twitterの
フォロワー集客

・強みの明確化 ・Web広告
・Webマーケティング
・ネットショップ構築

・資金繰り

・財務改善

・事業計画書策定

・金融機関取引

・創業計画

・ホームページ全般
・SNSの活用法
・Instagram、twitterの
フォロワー集客

・強みの明確化 ・Web広告
・Webマーケティング
・ネットショップ構築

・WEBサイト企画〜制作〜集客

・ネット広告（Google広告、

FB・IG広告など）

・Googleアナリティクス、

アクセス解析、顧客分析

・御社の現状に合わせた

ネット集客の戦術立案 小屋 真伍

小屋 真伍

4 月 の ス ケ ジ ュ ー ル久留米よろず創業・経営相談窓口
※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。

個別相談会

瀧内 賢

WEBサイト、SEO対策は
お任せください！

・ホームページ全般
・SEO対策
・SEM対策・ページ内構成
・キーワード選定
・ネットマーケティング
・ネットによる売上拡大
・ターゲティング

個別相談会 個別相談会

個別相談会 個別相談会個別相談会個別相談会 個別相談会

個別相談会 個別相談会個別相談会個別相談会 個別相談会

個別相談会個別相談会

個別相談会個別相談会

・動画の作成、撮影
・プレスリリース作成
・マスコミを利用した
情報発信

・コピーライティング
・ブランディング支援
・Youtube登録アップ

マスコミや映像、通販はお任せ！ ブランディング、商品開発はお任せ！

・ネーミング開発

・キャッチコピー開発

・ロゴマーク開発

・宣伝広告開発

・コピーライティング

・WEBサイト制作
・WEBマーケティング
・アクセス解析 ・SEO対策
・ネット広告 ・SNS集客
・ECサイト構築運営・在庫管理
・受発注、出荷業務改善
・業務システム全般

WEB集客から在庫管理までお任せ！

・プレスリリース

・ＳＮＳ集客

・飲食店メニュー提案

・食品商品開発

・撮影スタイリング

・自宅サロン集客

食とマスコミに関することならお任せ！

・メルマガ、ステップメール

・ブログ集客

・オンラインサロン構築

・集客の仕組みづくり

・事業計画づくり

・資金調達

カウンセラー、コーチ、セラピストの
集客はお任せ！

海外企業との取引における

・貿易実務

・商品開発

・商談交渉

・契約締結

・クレーム対応

海外輸出入はお任せください！

インターネット、SNSを活用した
集客ならお任せください！

・ホームページ全般
・SNSの活用法
・Instagram、twitterの
フォロワー集客

・強みの明確化 ・Web広告
・Webマーケティング
・ネットショップ構築

・創業、資金調達計画書
・不動産活用
・店舗選定
・経営力向上計画づくり
・JIMDO・Facebook
・インバウンド対策
・中国SNS

事業計画書・不動産ビジネスはお任せ！

・店舗開業全般
・店舗、厨房レイアウト
・立地、テナント選定
・飲食メニュー開発・デリバリー
・肉加工品の製造、販売
・創業計画書作成
・顧客管理 ・名刺作成

店舗開業・起業準備はお任せ！

・WEB制作/デザイン

・ネットショップ開設

・SNS活用

・チラシ/名刺/ショップカード作成

・Office(Word/Excel/Power Point/

Access)を使って仕事効率アップ

ＩＴを使った業務効率アップならお任せ！

・経営計画策定

・創業支援

・補助金申請

・ホームページ作成

・ＳＮＳ活用

・生産管理

・原価管理

IT活用・生産性向上ならおまかせ！

会計・税務、事業承継のことなら
お任せ下さい！

・経理 ・税務全般

・確定申告 ・年末調整

・事業継承 ・M&A

・経営計画策定 ・IPO

・ITを活用した経理の省力化

・資金繰り改善

ネット集客のことならお任せ！

・Googleマイビジネス集客

・Facebook/Instagram広告

・ブログ集客・YouTube集客

・ホームページ作成

・ポータルサイト広告診断

・店舗集客

・自社HPでの求人/採用

ネット集客のことならお任せ！

・Googleマイビジネス集客

・Facebook/Instagram広告

・ブログ集客・YouTube集客

・ホームページ作成

・ポータルサイト広告診断

・店舗集客

・自社HPでの求人/採用

人事・労務管理のことはお任せ！

・雇用、効果的な求人

・人材育成 ・人事評価

・社会保険関係

・助成金活用

・介護事業経営

・女性の起業今泉 智樹

・メルマガ、ステップメール

・ブログ集客

・オンラインサロン構築

・集客の仕組みづくり

・事業計画づくり

・資金調達

カウンセラー、コーチ、セラピストの
集客はお任せ！


