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事前予約制

※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。

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!

※土日祝日は除く

全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

久留米よろず創業・経営相談窓口
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！

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！

会場 くるめ創業ロケット（住所・地図は裏面）

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

セミナー開催日程やコンサルタント紹介などの
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45名のコンサルタント
（うち17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

『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、博多本部にいるコンサルタントと
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！

（受付時間／平日9:00～17:00）

（受付時間／平日 9:00～17:00）

福岡よろず
ホームページ

福岡県よろず支援拠点申込

（受付時間／平日9:00～17:00）

・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

2月
2021年



2 月 の ス ケ ジ ュ ー ル久 留 米 よ ろ ず 創 業 ・ 経 営 相 談 窓 口 ※講師の都合や天候等によりやむを得ず変更・中止する場合があります。

月 火 水 木 金

1 2 3 4 5

8 9 10 12

15 16 17 18 19

22 24 25 26

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。

スケジュール ※事前予約制

個別相談①10:00～11:00  

個別相談②11:00～12:00

セミナー 13:15～14:45

個別相談③15:30～16:30

個別相談申込

セミナー申込

※セミナーの詳細や、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。

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

https://yoroz.biz/kurume-startup-rocket/

インターネット

電話

福岡県よろず支援拠点にお電話ください

TEL:092-622-7809
（受付時間：平日9：00～17：00）

※新型コロナウイルス感染対策として、個別相談・セミナー参加の際は

マスクの着用をお願いいたします。会場も感染対策をしています。

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる可能性もあります。

中止の連絡については、福岡県よろず支援拠点のホームページ等で

お知らせいたし ます。

インスタグラムはビジネスでも大活躍！
ビジネス利用に欠かせない設定や
効果的な方法を学んで、
集客と売上アップを目指しましょう！

講師・相談員

小屋 真伍

Instagramを使った
集客の仕組み作り
セミナー

※ Web制作・コンサルタント業の方は
ご参加いただけません

SNS集客

うまくいっている
小規模企業・個人事業の

人材育成セミナー

モチベーションの上げ方、
信頼のコミュニケーション、
人材育成の覚悟など見落としがちな
人材育成の本質をこっそり伝授します！

講師・相談員

酒井 恒
中小企業診断士

人材・労務

～Googleマイビジネス活用～
まだ高い広告料を払っているのですか？
来店型ビジネス必見！
Gmail（Googleアカウント）があれば、
だれでも作成できます！

ネット上に最速で
アピールさせる術！
セミナー【基礎編】

講師・相談員

瀧内 賢

IT集客

不況を生き抜く
商品ブランディング
セミナー【基礎編】

そもそもブランディングって何？
ネーミング、キャッチコピー、
ロゴマーク、デザイン等を開発し、
差別化・高収益化を実現しましょう！ 講師・相談員

内村 登紀彦

広報戦略

化粧品、健康食品を
販売するための薬機法
セミナー

講師・相談員

田岡 正樹

これから健康食品や化粧品を
取り扱ってみようと考えている
小規模事業者の方（主に販売）に
オススメのセミナーです！

行政書士

売上拡大

「問い合わせを増やしたい！」
「SNS連携したい！」
「お客様が使いやすいサイトにしたい！」
ホームページからの問い合わせを増やし、
売上をアップさせましょう！

集客力のある
ホームページの作り方
セミナー

講師・相談員

原美穂

IT集客

SNSとは、人と人とのつながりを促進・支援する

コミュニティ型のWebおよびネットワーク

サービスのことをいいます。

Facebook・LINE・LINE公式アカウント・

Instagram(インスタグラム)を活用して、

広告費０円で宣伝できます！

ＳＮＳ入門セミナー

講師・相談員

堀紗弥香

SNS集客

LINE公式アカウントは、ビジネス向けの
LINEアカウントです。インターネット初心者
の方、LINE公式アカウント初心者の方、
是非ご参加ください！

はじめての
LINE公式アカウント
セミナー

講師・相談員

堀紗弥香

SNS集客

小規模事業者の
楽して得する経理セミナー

講師・相談員

丸山 幸弘

経理や確定申告で困っていませんか？
創業前～初期、経理が苦手な方、
確定申告の仕方が分からない方に
オススメ！

創業

【持ち物（推奨）】電卓

個人or法人？手続きは？

事業計画策定のプロが、起業の基礎知識、

創業計画書についてお伝えします！

起業の基礎知識セミナー

講師・相談員

重村 和博
中小企業診断士

創業

新規開業の方、個人事業主と
その家族や従業員の方にオススメです！

利益は出てるのに何でお金が足りないの？

誰にでもわかる
損益とキャッシュフローの
違いセミナー

講師・相談員

大内田 千恵三【持ち物】電卓

経営改善

現役カラーコーディネーターが、実際の印刷物を
見ながら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！
※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。添付ファイルはPDF形式か
JPEG形式でお願いします。

集客・売上UPにつなげる

『色使い』目からウロコ
セミナー

講師・相談員

久保田 みき

広報戦略

Canva（キャンバ）を
使ってチラシ作成セミナー

【持ち物】パソコン
※スマホ、タブレットでも作成は可能ですが、

説明はパソコン版で行います。
※登録時にメールアドレスが必要です。

GoogleアカウントやFacebookアカウントを
使ってのログインも可能です。

デザイン豊富！初心者でも簡単に
オシャレなチラシが無料で作れます！

講師・相談員

松田 かお梨

チラシ・名刺

SEO対策【初級編】
セミナー

講師・相談員

鳥谷 明弘

SEO対策って何？何をしたら効果的？
わかりやすく解説します！
売上UP！検索数UP！来客数UP！を
目指しましょう。

IT集客

売上アップに直結！
戦略的なネーミング、ペルソナ
（理想的な客層）、あなたの特徴（ロゴ）の
作り方を伝授します！

ロゴマークで
ブランディングセミナー

講師・相談員

根本 和幸

広報戦略

※コンサルタント業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。

御社・貴店のホームページやSNSの
文章は大丈夫？
あらゆる広告物に共通する文章の
「ルール」や、分かりやすく書く方法を
現役の広告ライターが伝授します！

ホームページやSNSで集客UP！

広告文章の書き方
セミナー＆ワーク

講師・相談員

柴尾 真理

広報戦略

『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】

講師・相談員

一色 将也

広報戦略

有料セッションにつながらない、

資格を取ったのに前に進めない、

安売りしてしまう…などお悩みの方、

ぜひ受講ください！

カウンセラー、コーチのための
お金のメンタルブロックを取り除き

売上を伸ばす方法！
セミナー

講師・相談員

今泉 智樹

売上拡大


