
無料経営相談毎日開催

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点 中小企業庁 福岡県よろず支援拠点久 2022.01

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

久 2022.01

Y-0358
※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。

※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！

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

久留米よろず創業・経営相談窓口

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！

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】

久留米よろず創業・経営相談窓口

TEL：0942-27-6144

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

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: 0 9 2 - 6 2 2 - 7 8 0 9

『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！→

事前予約制

久留米よろず創業・経営相談窓口 所在地

くるめ創業ロケット（久留米市六ツ門町21番地6 久留米東町公園ビル1階）

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点申込

（受付時間／平日9:00～17:00）☎ 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。

『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、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
（受付時間／平日9:00～17:00）

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!

1月
2022年

個別相談①10:00～11:00  個別相談②11:00～12:00 個別相談③13:00～14:00

個別相談④14:15～15:15 個別相談⑤15:30～16:30

■個別相談会スケジュールはこちら↓

■1月5，6 ，13，17，18，20，27日はこちら↓



月 火 水 木 金

5 6 7

11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

※個別相談は当日のセミナー講師が
担当いたします。

※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。

会 場

くるめ創業ロケット

久留米市六ツ門町21番地6
久留米東町公園ビル1階

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

個別相談会
スケジュール

個別相談①10:00～11:00  

個別相談②11:00～12:00

個別相談③13:00～14:00

個別相談④14:15～15:15

個別相談⑤15:30～16:30

セミナー + 個別相談
スケジュール

・強みブランディング

・広報戦略プランニング

・広告媒体別アドバイス

・集客できる文章づくり

・商品、サービス開発

・あらゆる業界に対応

最大効果を狙う広報・広告の相談なら
お任せ！

相談員

柴尾 真理

相談員

雪竹 高弘

・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！

・税務全般

・開業支援

・個人確定申告

・法人決算申告

法人、個人問わず、会計及び税務に
関する専門性の高いサポート

公認会計士・税理士

相談員

秋山 泰宏

・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！

相談員

瀧内 賢

相談員

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！

相談員

一色 将也

・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、

インスタ動画の活用

マスコミや映像、通販はお任せ！

・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、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

相談員

古賀 広宣

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/

PowerPoint/Access)を
使って仕事効率アップ

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！

・PowerPoint、Canva、ネット
印刷会社のオンラインデザイン等
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

相談員

久保田 みき
相談員

内村 登紀彦

・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

・新商品開発

・クラウドファンディング

ブランディング、商品開発はお任せ！

・Webサイトディレクション/制作

・効果を最大化するための施策

・売れる導線作り

・SNSやブログ活用

・ネットショップ構築
相談員

原 美穂

目標は売上160％！

会社設立・法人化の
ポイント徹底解説セミナー

講師・相談員

田岡 正樹

法人化を考えている個人事業主、法人
設立を考えている方におすすめです！
● 法人の種類
● 法人のメリットデメリット

→信用度、借入、取引先拡大など
● 法人化のタイミング、手続き
● 法人化前後の補助金

創 業

行政書士

ゼロから知りたい
SEOセミナー

講師・相談員

足立 貴文

SEO初心者向け・入門編的な内容の
セミナーです

● SEOって何？

● SEO上位表示させるには

● 自分でできるSEO対策

I T 集 客

※Web 制作・コンサルタント業の方は
ご参加いただけません

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

●Googleの新指標「core web vitals」
を意識したHP作り

●売れる導線とは？
●サイドバーって必要？
●ファーストビューの考え方
●お客様を決断させるためのデザイン

集客できる
ホームページの作り方
セミナー【デザイン編】

講師・相談員

原 美穂

IT集客

売上アップのための

商品パッケージ＆
デザインの考え方セミナー

講師・相談員

佐藤 靖成

● 買いたい！と思わせる入れ物(容器)

とは

● シール(デザイン)の選び方の

ポイント

● 価格設定(売価)の考え方

売 上 拡 大

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

言い方を変えて
売上を伸ばす！セミナー

講師・相談員

田中 花木

● 商品価値を簡単シートで再確認

● 足りない情報の補い方

● 選ばれるための表現力、

語彙の磨き方

売 上 拡 大

※広告・PR業、ライター業、コンサルタント業を営む
事業者・関係者の方はご参加いただけません

失敗事例から学ぼう！

売れる６次産業化の
取組手順セミナー

講師・相談員

妹尾 薫

● ６次産業化の戦い(時間、資金の
制約)に勝とう！

● 失敗する原因を先に知ろう！
● 製品作りこみよりもニーズ調査!!
● 売ることは怖くない！！
●資金が無くてもできる広報戦略！

売 上 拡 大

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

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）

個別相談申込

電話

久留米よろず

←1月5.6.13.17.18.20.27日
はこちら 集客できる

チラシのデザインセミナー

講師・相談員

根本 和幸

チラシ・名刺

● 人がまず目が行くポイントとは？

● 集客は奪うから〇〇〇に徹する

● 解りやすい行動の示し方とは？
【持ち物】自社のチラシ

※事前に自社のチラシ等、制作物を
【PDFもしくはJPEG形式】で、メール

（seminar@yoroz.biz）送付してください
※チラシがなくても参加できます

中小企業診断士


