
中小企業庁 福岡県よろず支援拠点北 2021.12

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-0351

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 2021.12

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

お申込・お問合せ先

会 場

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）

（受付時間／平日9:00～17:00）

※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。

☎ 092-622-7809

※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

『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、53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）

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！→

12月
2021年

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!

無料経営相談毎日開催 ※土日祝日は除くスケジュール 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

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 ）

詳細情報はホームページでご確認ください！

北九州よろず



月 火 水 木 金

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

※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。

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

※事前予約制です！

お申し込み先

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）

会 場

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

女性創業者を応援！名刺・チラシ・
ホームページ作成から集客方法まで
幅広くバックアップ！

・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

創業前や妄想中も大歓迎！

中村 美佳
（なかむらみか）

店舗集客アイデアが得意な
ネット集客コンサルタント

・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

ネット集客のことならお任せ！

小屋 真伍
（こや しんご）

井上 陽一
（いのうえよういち）

事業計画作成 年200件以上！
クラウドファンディング・不動産も
得意な経営コンサルタント

・創業計画 ・事業計画書

・クラウドファンディング

・不動産活用

・JIMDO ・Facebook

・中国SNS

・インバウンド対策

事業計画書・不動産ビジネスは
お任せ！

補助金申請支援は
おまかせください！

・各補助金策定支援

・経営革新計画策定支援

・経営戦略策定支援

・事業計画策定支援

・自社分析支援(強みの発見)

・店舗レイアウト

補助金申請や経営革新計画の書き方、
内容のアドバイスが得意

田中 智章
（たなかともあき）

中小企業診断士 ロゴマークデザイン実績多数！
広告デザイン業界20年以上の
デザイナー

・ネーミング ・ロゴマーク制作

・集客チラシの作り方

・ブランディング

・看板デザイン

・パッケージデザイン

集客からブランディングまで広告・
デザインはお任せ！

根本 和幸
（ねもとかずゆき）

行列ができるカフェ経営者 &
元 広告デザイン＆映像制作会社代表

・飲食店開業 ・店舗運営
・飲食メニュー開発
・雑貨販売(店舗･ネット販売)
・広告デザイン ・広報戦略
・映像制作
・プレゼンテーション
・イベント企画
・ドローン活用

則武 展博
（のりたけのぶひろ）

店舗運営＆広報ＰＲはお任せ！

広報のためのWEB活用アドバイザー

・Web戦略、プロモーション設計
・ネット広告活用
（Google広告、Yahoo広告、

SNS広告）
・Webサイト企画制作
・ネットアクセス解析活用
・WordPress活用
・通販システム選定

ネット広告、SEO、SNS、
WEBマーケティング、動画制作が得意！

足立 貴文
（あだちたかふみ）

SEOベストセラー本を執筆！
SEOのプロ

・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

Webサイト、SEO対策はお任せ！

瀧内 賢
（たきうちさとし）

安良岡 成晃
（やすらおかまさあき）

美容サロン8店舗と飲食店を
経営する社長

美容サロンと飲食店のことなら
お任せください！

・人材確保から育成

・儲かる店舗の立地決め

・ターゲッティング

・メニューの作り方

・コピーライティング

・新規集客の仕方

・リピーターの作り方

ITと経営の2つの
視点を持つコンサルタント

・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

あなたを「楽」にする、
IT活用方法を考えます！

中小企業診断士

河本 真希
（かわもとまき）

店舗

3000名支援した
カラーコーディネーター

・PowerPointを使ったPOP、
チラシ制作

・企画書、プレゼン資料の色使い
・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

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

久保田 みき
（くぼたみき）

「わかりやすい」と
リピーター多数！ Webの専門家

・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

Web、ネットショップはお任せ！

服部 憲一
（はっとり けんいち）

古川 麻水
（ふるかわあさみ）

1年に1000店食べ歩いた
元グルメライターで食の
プロデュース会社代表＆料理研究家

・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

食とマスコミに関することならお任せ！

レストラン、弁当店など様々な
飲食店を経営する起業コンサルタント

・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、テイクアウト

・加工品の製造、販売

・創業計画書作成 ・顧客管理

・名刺作成

古賀 広宣
（こが ひろのぶ）

店舗開業・起業準備はお任せ！

雪竹 高弘
（ゆきたけたかひろ）

Webサイトの分析･解析と広告運用が
得意なWebコンサルタント

・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

ネット広告、SEO、SNSを活用した
ネット集客が得意！

商工会議所 元経営指導員の
Webコンサルタント

・Webサイト

(デザイン/システム開発等)

・Webマーケティング

・アクセス解析・SEO対策

・Google広告・顧客分析

・Facebook広告

・事業計画書 ・補助金

ホームページでの集客はお任せ！

中村 博文
（なかむらひろふみ）

Web・デザイン専門家

・Webサイト企画立案

・Googleマイビジネス

・チラシ、パンフレット制作

・SNS活用

・３Dプリンタ

・漫画/イラストを用いたPR

・ニュースレター活用

・女性の創業支援

Webサイト、チラシはお任せ！

深川 智恵美
（ふかがわ ちえみ）

SEOベストセラー本を執筆！
SEOのプロ

・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

Webサイト、SEO対策はお任せ！

瀧内 賢
（たきうちさとし）

各コーディネーターのセミナー情報や
詳細プロフィールはホームページに
掲載しています！

福岡よろず コーディネーター


