
中小企業庁 福岡県よろず支援拠点北 2021.6

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-0302

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 2021.6

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

※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!

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 ）

スケジュール ※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。

詳細情報はホームページでご確認ください！

➡電話から ☎ 092-622-7809

無料経営セミナー・無料経営相談 毎日開催！
※土日祝日は除く

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！

福岡県よろず支援拠点 とは

（受付時間／平日 9:00～17:00）

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

『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3年3月現在46名のコンサルタント（うち

16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。

6月
2021年

福岡県よろず支援拠点のホームページ、メルマガ登録、Facebook、LINE公式アカウントはこちら！→

講師A

講師B

※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。

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



北 九 州 よ ろ ず 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。6 月 の セ ミ ナ ー ス ケ ジ ュ ー ル

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

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）

※コンサルタント業の方の利用制限について※
各種コンサルタント業を主業とされる事業者、本業のかたわらコンサルに準ずる業務を請負う事
業者様の、個別相談のご利用、ならびにセミナー受講をお断りいたします。また、その他業種に
よっては受講をお断りさせていただく場合がございます。詳細はホームページでご確認ください。

B： プチ起業で失敗しないための７つのコツセミナー 中村 美佳

A： Googleマイビジネスでコスパ最強のWEB集客導線づくりセミナー 白岩 宏美

B： 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

今泉 智樹

A： Canvaで作る女子受けチラシ作成セミナー 河本 真希

B： SEO基礎の基礎セミナー 松田 かお梨

A： はじめてのLINE公式アカウントセミナー 堀 紗弥香

B： 無料で取材される！プレスリリースの書き方セミナー 柴尾 真理

A： 店舗経営者は必見！無料のe-statで集客、売上につなげよう！セミナー 田中 智章

B： 従業員と争わないための従業員管理のポイントセミナー 五十嵐 敏之

A： ホームページ・ネットショップ『開設準備』セミナー 服部 憲一

B： Google広告で集客・売上アップセミナー 雪竹 高弘

A： 2021年度省エネ補助金セミナー 佐藤 久美子

B： 事業再構築補助金『緊急事態宣言特別枠』解説セミナー 中村 博文

A： パワーポイントでチラシ作りセミナー 久保田 みき

B： 集客を仕組み化して利益を2倍に！LINE公式アカウントセミナー 小屋 真伍

A： 意外と手軽にできる！初めてのFacebook広告セミナー 深川 智恵美

B： コロナ禍でのＭＥＯ（マップエンジン最適化）セミナー 瀧内 賢

A： マーケティングの『キホンのキ』セミナー 内村 登紀彦

B： 小規模事業者の楽して得する経理セミナー 丸山 幸弘

A： ショップカード活用術セミナー【入門編】 松田 かお梨

B： 超簡単♪スマホだけで動画作成&PRセミナー 佐々木 晋

A： 実践！創業計画書作成セミナー 井上 陽一

B： アフターコロナ、新しい飲食店の在り方セミナー 松島 浩史

A： 無料でできるブログ集客＆メルマガ集客セミナー 今泉 智樹

B： 飲食店・個人商店の収益改善セミナー～コロナ時代を生き抜くために～ 野中 一英

A： 商品の良さを再発見！売上UPのアピールポイント探しセミナー 田中 花木

B： ワーク式！誰でも簡単！動画制作セミナー【中級編】 一色 将也

A： 初めての輸出入ビジネスセミナー 吉田 明弘

B： 本当は自分で出来る！基礎SEOセミナー 服部 憲一

A： 事業再構築補助金『特別枠』申請セミナー 重村 和博

B： SNS入門セミナー 堀 沙弥香

A： 起業・開業に必要なブランディングセミナー 根本 和幸

B： 小規模事業者の楽する確定申告の方法セミナー
～会計ソフトを使わないラクラク確定申告～

秋山 泰宏

A： わかりやすい！重要ポイントを押さえた
小規模事業者持続化補助金申請書の書き方セミナー

中村 博文

B： ブログ・SNS文章の書き方！写メのコツ！セミナー 古川 麻水

A： LINE公式アカウントのステップ配信機能活用セミナー 小屋 真伍

B： コロナ禍でのＭＥＯ（マップエンジン最適化）セミナー 瀧内 賢

A： 初心者でもその場で設定！WordPressセキュリティ強化セミナー 原 美穂

B： ホームページのゴチャゴチャ改善
パワポでできる簡単な画像作成セミナー

中村 美佳

A： これだけは押さえておきたい！イチからはじめるお客様獲得セミナー 古賀 広宣

B： 動画編集きほんの「キ」セミナー 則武 展博

A： Googleマイビジネスでコスパ最強のWEB集客導線づくりセミナー 白岩 宏美

B： 会社設立・法人化のポイント徹底解説セミナー 田岡 正樹

A： 見た目で損しない！あなたの魅力を引き出す写真加工セミナー 河本 真希

北九州よろず初開催のセミナーです!
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北 九 州 よ ろ ず


