
中小企業庁 福岡県よろず支援拠点北 2021.3

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

Ｙ-0256

無料経営相談を毎日開催！・コロナ対策支援の相談も対応します！
※土日祝日は除く

北九州よろず経営相談窓口とは

北 2020.5

全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

北九州市役所・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が
連携して開設する無料の創業・経営相談窓口です。お気軽にご相談ください！

北 2021.3

個別相談① 9：30～10：30  個別相談② 10：45～11：45 個別相談③ 13：00～14：00

個別相談④ 14：15～15：15 個別相談⑤ 15：30～16：30

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！

福岡県よろず支援拠点申込

会場 北九州市立商工貿易会館３階（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 ➡ホームページの申込フォームから

・個別相談
コロナ対策支援相談

※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。
個別相談・セミナーのご予約を頻繁にキャンセルされる方は、以降の受付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!

コンサルタント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

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

メルマガ
登録

福岡よろず
ホームページ セミナー情報などを

お届けします！

『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、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。

https://yoroz.biz/ （受付時間／平日 9:00～17:00）

＼２０２１年３月1日より再開します／

セミナー・相談会場地図

北九州市立商工貿易会館３階
（小倉北区古船場町1番35号 ）

※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。

スケジュール ※事前予約制

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 

※個別相談会のスケージュールはこちら！

※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。

セミナー会場や
詳細情報は

ホームページへ！

※不定期開催

➡電話から ☎ 092-622-7809
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北 九 州 よ ろ ず 創 業 ・ 経 営 相 談 窓 口 3 月 の ス ケ ジ ュ ー ル ※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。

相談員

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
・MEO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

相談員

重村 和博
中小企業診断士

IT活用・生産性向上ならお任せください！

・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 相談員

雪竹 高弘

ネット広告、SEO、SNSを活用したネット
集客が得意！

・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

相談員

田岡 正樹
行政書士

許認可・補助金申請全般は
お任せください！

・各許認可申請

・法人設立

・外国人在留資格

・補助金申請

・行政手続き全般
相談員

酒井 恒
中小企業診断士

事業計画の作成支援と、従業員のやる気を
引き出す人材育成支援が得意です！

・事業計画作成支援
・経営理念やなりたい姿の見つけ方
・ポジショニングによる差別化
・創業支援
・持続化給付金の申請
・家賃支援給付金の申請

相談員

松田 かお梨

ＩＴを使った業務効率アップなら
お任せ！初心者の方も大歓迎！

・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

相談員

吉田 明弘

海外輸出入はお任せください！

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

自社オリジナルアプリで
業務改善&リピート率アップ
セミナー

講師・相談員

堀紗弥香

売上拡大

🔴 お店のブランディングをしたい
🔴 目指せリピーター50％！
🔴 顧客管理でお客様満足度アップ
🔴 顧客分析で、熱狂的ファンづくり！

※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

美容・整体などの施術サロンに特におススメ！

● ワードプレスって何？
● サーバー比較
● お試し無料のサーバー申し込み
● ワードプレスをインストールしよう
● 最低設定で使えるようにしよう

パソコン初心者でもできる！

ワードプレス導入セミナー

講師・相談員

白岩 宏美

【持ち物】メール受信ができるパソコン
またはタブレット

【受講条件】パソコン基本操作ができること
（メールの受信、コピーペースト）

IT集客

●初心者にやさしい、ドラッグ＆ドロップで作れる！
●スマートフォンで見てわかりやすい？をチェック
● LP（ランディングページ）を1日で作成可能！
●スタートプランなら無料で作成可能！
●かんたんSEO対策機能で
検索エンジン対策もOK！

●成約率が高まる構成とは？

初心者でも一日で完成!!
スマホ映えする

ランディングページ作成セミナー
※各種コンサルタント業の方はご参加いただけません

講師・相談員

中村 博文

IT集客

ＮＥＷ！ 無料でできるブログ集客＆
メルマガ集客セミナー

講師・相談員

今泉 智樹

広報戦略

🔴 一生懸命ブログやメルマガを書いても
商品やサービスが売れないのはなぜか？

🔴 ブログとメルマガの違い
🔴 ブログはどうやったら読んでもらえるのか？
🔴 ブログの書き方！メルマガの書き方！
🔴 ブログとメルマガの組み合わせで
売上を最大化しよう！

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

スケジュール ※事前予約制

セミナー 10:00～11:30

個別相談①13:00～14:00 

個別相談②14:15～15:15

個別相談③15:30～16:30

個別相談会スケジュール

個別相談① 9:30～10:30 

個別相談②10:45～11:45

個別相談③13:00～14:00 

個別相談④14:15～15:15

個別相談⑤15:30～16:30

※個別相談①②③はセミナー講師が担当します

※事前予約制

※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。

相談員

小屋 真伍

ネット集客のことならお任せください！

・Googleマイビジネス集客
・Facebook/Instagram広告
・ブログ集客 ・YouTube集客
・LINE公式アカウント
・ポータルサイト広告診断
・店舗集客
・自社HPでの求人/採用

相談員

河本 真希
中小企業診断士

あなたを「楽」にする、
IT活用方法を考えます！

・HP制作・運営
・SNS運用設計
・ITを用いた業務効率化
・システム導入支援
・経営計画策定
・チラシ、名刺、DM作成
・セキュリティ対策支援

相談員

一色 将也

マスコミや映像、通販は
お任せください！

・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

お申込みはお電話（092-622-7809）で！

ビジネスとしてインスタグラムを活用する方法！

🔴 個人とビジネスは分けて始めよう
🔴 ビジネスプロフィール切替方法
🔴 基礎４つのポイント
🔴 外部サイトリンクの重要性
🔴 実践！活用事例

インスタグラム
フォロワー集客セミナー

講師・相談員

堀紗弥香

SNS集客

ホームページ集客に

必要な6つのスキルセミナー

講師・相談員

中村 博文

IT集客

● 商品/サービスを売り出すのに最も重要なこと
● WEBで売るために必要な商品・
サービスの条件
● 売上の流れ（ファネル）の仮説を立てる
● 母数に対し買ってくれた人の割合を計測する
● 顧客獲得コストとは？
● 生涯顧客価値を算出する

※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

売上アップに直結！

● 戦略的なネーミングの作り方

● ペルソナ（理想的な客層）の作り方

● あなたの特徴（ロゴ）の作り方

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

🔴 お金について理解する
🔴 お金のブロックを解除する
🔴 良い借金と悪い借金
🔴 間違った自己投資をしていませんか？
🔴 事業計画で未来の自分を数字に
置き換えよう

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

相談員

服部 憲一

Web、ネットショップは
お任せください！

・Web制作/運用
・ネットショップ構築
・SEO/SEM対策
・アクセス解析
・SNS運用
・OSS活用
・チラシ、POP制作

相談員

中村 美佳

創業前や妄想中も大歓迎！

・面倒な繰り返し処理はITで解決！
・ホームページ提案～作成支援
・集客に欠かせないSEO対策
・SNS設定～集客アドバイス♪
・チラシやパンフで集客アップ
・あなたの強み発見！
・プチ起業、副業で失敗しないコツ 相談員

古川 麻水

食とマスコミに関することなら
お任せください！

・インスタグラム活用/インスタ通販
・SNS集客
・プレスリリース・広告全般
・食品商品開発/戦略/販路開拓
・創業前のコンセプト作り/
ブランディング

・文章の書き方/写真の撮り方
相談員

久保田 みき

無料ツールを利用して‟伝わる色えらび”で
デザインします

・PowerPointを使ったPOP、チラシ制作
・企画書、ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料の色使い
・無料ホームページ制作
・SNSとホームページ連携
・パッケージデザイン
・店舗内外装、売場作り
・名刺 ・女性起業支援

※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」とは？

● 長い文章でも大丈夫！
分かりやすく書く方法とは？

ホームページやSNSで集客UP！

広告文章の書き方
セミナー

講師・相談員

柴尾 真理

広報戦略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


