全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！
INPIT 福 岡 県 知 財 総 合 支 援 窓 口 セミナー

7月
2022年

【セミナー時間】 15：00～16：00

7/25(月) 「店舗売上アップのための３つの要素セミナー」後に開催！
「商品・お店のネーミングで気を付けること」
商標基礎セミナー
内容：商品・サービス・お店の名前を決める際には他人の権利を侵害しないように
気を付けて下さい。他人の登録商標の調べ方をご説明します。

【講師】
INPIT 福岡県知財総合支援窓口
窓口支援担当 武内 洋介

会場地図

北九州市立商工貿易会館３階

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

（北九州市小倉北区古船場町1番35号 ）

無料経営セミナー・無料経営相談

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

スケジュール

個別相談②10:45～11:45

セミナー 13:30～15:00

※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。

ホームページや
ＳＮＳを
使って
集客したい！

起業したいけど
何から始めたら
いいのか
分からない

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！

自社商品が
もっと売れる
ためのアドバイス
が欲しい！

人材不足を
どうにか
したい！！

『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、59名のコンサルタント（うち
19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。
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

092-622-7809

会場 北九州市立商工貿易会館３階（住所・地図は裏面）
申込 中小企業庁 福岡県よろず支援拠点
・セミナー →

事前予約制

ホームページの申込フォームから

※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！
https://yorozu-fukuoka.go.jp/

（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、公式SNSはこちら！→

中小企業庁

北九州よろず経営相談窓口とは
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！

福岡県よろず支援拠点 とは

北 北2022.7
2020.5

※土日祝日は除く

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③15:30～16:30

TEL:

毎日開催！

福岡県よろず支援拠点

・個別相談 →

電話から ☎

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!
※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。

北

2022.7

中小企業庁

福岡県よろず支援拠点

Y-0422

7月のスケジュール

北九州よろず経営相談窓口
月

火

水

個別相談申込 福岡県よろず支援拠点にお電話ください
TEL:

（受付時間：平日9：00～17：00）

電話

セミナー申込

木

スケジュール ※事前予約制

092-622-7809

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

個別相談① 9:30～10:30

者、本業のかたわらコンサルに準ずる業務を

個別相談②10:45～11:45

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

個別相談③15:30～16:30

ただく場合がございます。詳細はホームペー

北九州よろず

インターネット

4
NEW!

初めて人を雇うときの

労働保険・社会保険の
手続きセミナー

● 採用した後に必要な保険手続きとは？
● 労働保険と社会保険って何？
● どのような手続きが必要？

講師・相談員

五十嵐 敏之

● 活用したい助成金情報

社会保険労務士

※受講制限あり

5 Canvaで作る

女子受けチラシ作成
セミナー

● これ無料でいいの！？オシャレな
Canvaのデザインを活用しよう！
● 女子受けって？
他のチラシから学ぶ作成ポイント
● センス不要！
あなたを助ける便利ツールを紹介

講師・相談員

河本 真希
中小企業診断士

※持ち物あり

売上拡大

広報戦略

12 動画で集客！
11資格は不要！得意なことを教えて
先生デビュー
YouTubeのことが
初めての『ストアカ』セミナー

● 起業に興味がある方、
スタートアップに最適
● IT苦手でも大丈夫、
簡単登録であっという間に講座作成
講師・相談員

● タイプ別、先生・教室紹介。
私の体験談もお話します

猶嵜 博子

特定社会保険労務士

ザクっとわかるセミナー
● YouTubeアプリを使ってスマホから
動画をアップロードしてみよう！
● ファンづくり？広告？YouTube
運営の目的は？
● コミュニケーションツール/
広告ツールとしてのYouTube…など
※持ち物あり

講師・相談員

佐々木 晋

6
NEW!

各コーディネーターの
セミナー情報も掲載しています！

福岡よろずコーディネーター

売上拡大

25店舗売上アップの

ための３つの要素セミナー

●売上を上げたい！
その為に何からやるべきなんだろう？
『売上を上げる！』３つの要素
●自店舗が優先してやるべきことは
何だろう？『売上を上げる！』
その正体をつかもう！
15:00～ INPIT 福岡県知財総合支援窓口による
連携セミナー開催！詳細はチラシ裏面へ！

NEW!

髙橋 悠一
中小企業診断士

補助金・助成金

26 小規模事業者

持続化補助金セミナー

● 申請の準備をしよう
● 事業計画書の書き方のポイント

講師・相談員

佐藤 久美子

営業プレゼンセミナー

● オリジナル商品をネットで売る

● 信頼される話し方

● 売れる商品を考えよう！

● 話しベタでもＯＫ!な

● 需要を調べる

13
NEW!

27
NEW!

SNS集客

インスタグラムセミナー

●【ゆる～り編】まずははじめてみよう！
●【本気編】フォロワー1,000人超を目指そう
～１年間で2,000人超えした主婦Rさんに
コツを聞きました～
● 分析！有名インスタグラマーになるには？

講師・相談員

～ストーリー、ハッシュタグ、インスタ映え～ 講師・相談員

田中 花木

古川 麻水

IT集客

14 無料で作る！
バナー画像の作り方

播磨 史朗

講師・相談員

チラシ・名刺

補助金・助成金

15 どの補助金を活用

したらいいかセミナー

セミナー

● 無料の画像作成ソフト
「GIMP（ギンプ）」について
● 画像サイズの決め方・画像形式の
種類について
● 画像の不要部分の消し方、文字の追加、
画像の保存
講師・相談員
講師・相談員

中村 博文

※持ち物・受講条件あり

服部 憲一

● 補助金と給付金の違い
● 補助金のお約束事
● 活用ケースから自身の事業に当てはめよう
● フロー図で悩まず確認。
御社に合う補助金はどれ？
● 補助金を採択させるコツ

チラシ制作セミナー

講師・相談員

田中 智章
中小企業診断士

広報戦略

IT集客

21創業前・創業後間もない方への
22 プレスリリース
Web戦略・戦術セミナー

これで『テレビ番組・新聞』に出ました！

NEW!

成功事例大公開！セミナー

● 何をはじめるか？
🔴 何度も取材を受ける人気店には
需要ありきで競争をさける
秘密があった！
● 名乗り方を決定する
🔴 具体的に成功したプレスリリースが
● 事業により、主とするツールを決定する
見れるのですぐに役立つ！
● データで主観ではない
🔴 飲食・サービス・小売など業種毎に
キャッチコピーを！
講師・相談員
採用されたプレスリリースのポイントを
● SNSを俯瞰し客観的に見つめなおす
ご紹介！
瀧内 賢

補助金・助成金

無料で！簡単に！
自分でチラシを作れます！！

● 自分で作るメリット
● チラシを作る前に押さえておきたい
ポイント
● 無料のアプリやテンプレート
● 印刷用紙は何を選べばいい？
● インターネットでの印刷注文の仕方

8

柴尾 真理

鳥谷 明弘

SEOライティング

※受講制限あり

● キャッチコピーを持つメリットはこんなに大きい！
● キャッチコピーづくりに外せない
前準備とは？
● 基本形を覚えれば、簡単につくれる！
● ～ワークショップ～
実際にキャッチコピーをつくろう！
講師・相談員

押さえるべきツボ

目に留まる
広告の作り方セミナー

🔴 SEOライティングとは？
🔴 読者側からの視点
🔴 ツール
● リサーチ
● 1記事1テーマ ● 日付
● 顕在ニーズと潜在ニーズ
● 記事の構成（型）・・・など

集客につながるキャッチコピー
セミナー

※持ち物・受講制限あり

広報戦略

● どんな広告が目に留まりやすいか
● 簡単で分かりやすい文章の書き方
● メリットを入れることの重要性
● 10秒でわかるレイアウト
（デザイン）のつくりかた
● 誰でも見やすいフォント（書体）の
選び方・・・など

第一印象は３秒で決まる！

講師・相談員

セミナー

講師・相談員

テレビ通販現役ＭＣによる

● 興味を持たれるツカミの一言

NEW!

● 事業再構築補助金とは？
● 取り組みたい計画は応募要件に
該当する？
● 補助金は何に使える？
● 自社はどの申請枠で応募できる？
● 計画書はどう書けばいいの？
採択されるポイントは？

売上拡大

● ネット通販の現状と種類

ブログ集客に必要な
19 事業再構築補助金
20
にチャレンジしよう！セミナー

● 対象になる事業計画〜どっちに申請する？

古賀 広宣

NEW!

SNS集客

～一般型？低感染リスク型ビジネス枠？
内容と計画書のポイントについて～
● 一般型と低感染リスク型ビジネス枠の違い

講師・相談員

7

ネット通販の
はじめかたセミナー

● たとえばこんなアイデア

1

広報戦略

※受講制限あり

IT集客

補助金・助成金

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！

ジでご確認ください。

※個別相談は当日のセミナー講師が
担当いたします。

チラシ・名刺

人材・労務

金

※各種コンサルタント業を主業とされる事業

セミナー 13:30～15:00

※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。

※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。

講師・相談員

一色 将也

IT集客

中小企業・ 29 あなたの負担を軽くする
28これから使える
個人事業主向け補助金
Web集客セミナー

NEW!

セミナー
●
●
●
●

補助金の意義を知ってみましょう
それぞれの補助金に固有の目的がある
よく使われている補助金とは？
やりたいことから考えてみる、
講師・相談員
申請すべき補助金
講師・相談員
山田 周作
村上 夕子 ● 補助金申請時の注意点を知っておこう 中小企業診断士

～インスタ？note？Youtube？アメブロ？
「どれから？なにから？」を解決します～
●
●
●
●

Webマーケティングとは？
超基本は〇〇！
SNS「あれも｣｢これも」をリセット
講師・相談員
SNSの負担を軽くするコツ

中村 美佳

