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全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

◆ 飯塚商工会議所 (飯塚市吉原町6-12)

◆ 飯塚市役所２階ホールカフェ前 (飯塚市新立岩5番5号)

◆ 飯塚市商工会 穂波本所 (飯塚市忠隈494)

福岡県よろず支援拠点博多本部のコンサルタントと
相談できます

【テレビ電話 で無料経営相談】

飯塚市・飯塚商工会議所・飯塚市商工会・嘉飯桂産業振興協議会・福岡県よろず支援拠点が連携して

開設する無料の経営相談窓口です。お気軽にご相談・ご参加ください。

福岡県よろず支援拠点博多本部のコンサルタントと
相談できます

【テレビ電話 で無料経営相談】
① 9:30～10:30
②10:45～11:45
③13:00～14:00
④14:15～15:15
⑤15:30～16:30

相談時間

① 9:30～10:30
②10:45～11:45
③13:00～14:00
④14:15～15:15
⑤15:30～16:30

相談時間

相 談 会 場 地 図

飯塚市役所 2階 ホール（カフェ前）

(福岡県飯塚市新立岩5番5号)
JR「新飯塚駅」
から徒歩5分！

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点申込

会場 飯塚市役所 2階 ホールカフェ前（住所・地図は裏面）

（受付時間／平日9:00～17:00）

事前予約制

☎ 092-622-7809

※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。

（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）

飯塚よろず経営相談窓口とは

【対面 で無料経営相談】
個別相談のスケジュールは内面をご覧ください
2月は対面セミナーの開催予定はありません

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!

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

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！→

※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。
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※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。

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

※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 : 0 9 2 - 6 2 2 - 7 80 9
（受付時間：平日9：00～17：00）

福岡よろず コーディネーター

スケジュール

各コーディネーターの詳細プロフィールはホームページから！

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）

「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）

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）

行政手続き・書類作成の
スペシャリスト

・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

許認可・補助金申請全般はお任せ！

田岡 正樹
（たおかまさき）

行政書士

WordPressでのWeb制作が得意な
Web専門家

・WordPressサイト制作
・無料ツールで作る
ネットショップ

・ネットショップ運営
・Googleマイビジネス
・ネットショップのSNS連携
・SEO対策

100回聞かれても笑顔で答えます！

白岩 宏美
（しらいわひろみ）

我慢しない省エネ！あなたの会社の
軍師です

・省エネ診断

・省エネコンサルティング

・補助金申請

・事業計画書作成

・コスト削減

・経営改善

コスト削減による経営改善と
戦略的な補助金の活用

佐藤 久美子
（さとうくみこ）

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）

システム会社20年超！
事業計画策定のプロ

・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

IT活用・生産性向上ならおまかせ！

中小企業診断士

重村 和博
（しげむらかずひろ）

＼私たちにお任せください／

経営のこんなお悩みありませんか？

Q

A

『よろず支援拠点って何？』

無料の経営相談窓口です！

53名のコンサルタントによる

経営相談の相談料は何回でも

無料です！

Q

A

『なぜ無料なの？』

国(中小企業庁)の事業として

運営されているからです。

お気軽に何度でもご相談くだ

さい。

Q

A

『どんな相談でもいいの？』

経営に関することなら、

何でもOK！ もちろん、

ちょっとしたヒントを得るた

めでもOKです！

その１：全国最多の５３名（うち女性は１７名！）のコンサルタントが在籍！

その２：博多本部では平日はもちろん、土曜・日曜・祝日も営業！

その３：月に１８０回以上セミナー開催！セミナー種類２６０種類以上！

その４：県内７７ヶ所・５９市町村で、地域経営支援機関と連携してテレビ電話相談窓口を開設！

福岡県よろず支援拠点の特徴
コンサルタント
の詳細はこちら

セミナー

コンサルタントが講師になって、約260種類のセミナーを開催しています！
詳しいセミナー情報や開催予定は、ホームページ（https://yoroz.biz/seminars/）からご覧ください。

🔴売上拡大 🔴IT（HP/SNS）集客 🔴チラシ・名刺 🔴店舗・飲食 🔴人材・労務
🔴創業 🔴資金調達 🔴経営改善 🔴海外関係 🔴補助金・助成金 など

よろず支援拠点
セミナー(一覧)


