全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！
飯塚よろず経営相談窓口とは

2022年

11月

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。

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)

無料
JR「新飯塚駅」
から徒歩5分！

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⑤

15：30～16：30

個別相談②

10：45～11：45

セミナー

13：30～15：00

※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。
※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。

福岡県よろず支援拠点 とは
『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、５8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

TEL:

092-622-7809

【飯塚よろず経営相談窓口】 の ３つの窓口
◆ 飯塚市役所２階ホールカフェ前 (飯塚市新立岩5番5号)
【対面 で 無料経営セミナー & 無料経営相談】
セミナー内容やスケジュールは内面をご覧ください
個別相談は当日の講師が行います

◆ 飯塚商工会議所

(飯塚市吉原町6-12)

【テレビ電話 で 無料経営相談】

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

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

◆ 飯塚市商工会 穂波本所

(飯塚市忠隈494)

【テレビ電話 で 無料経営相談】

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

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

会場 飯塚市役所 2階 ホールカフェ前（住所・地図は裏面）
申込 中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

事前予約制

（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）

（受付時間／平日 9:00～17:00）

・セミナー → ホームページの申込フォームから

https://yorozu-fukuoka.go.jp/

・個別相談 → 電話から ☎

飯塚よろず

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。
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。

飯

2022.11

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

飯

2022.11

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

Ｙ-0447

※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。

1

アイコン説明

補助金・助成金

個人事業主が使える

補助金ざっくり解説

2

創業

7

創業・新規事業の
計画づくり丸わかり

NEW!

セミナー

講師・相談員

田中 智章

● アイデアをどう整理する？
課題を設定しよう！
● 事業計画書の作り方とは？
● 売上予測を立てよう！
● 資金計画はどう立てたらいい？
● スタート前に確認すべき届け出とは？
中小企業診断士

講師・相談員

あなたの負担を軽くする

Web集客セミナー

9

中村 美佳

●
●
●
●

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
SNSの負担を軽くするコツ

広報戦略

広報戦略

14 無料でできるブログ集客＆ 15 Canvaを使った
ショップカード作成
メルマガ集客セミナー

セミナー【実践編】

村上 夕子（デザイン・商品企画）

IT集客

広報戦略

最初に設定すべき機能とは
アカウントに友達を増やす方法

・・・など

● 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
中小企業診断士

訪問看護・介護・リハビリ、デイサービス、
グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅
などを新規で開業したい方におススメです！

佐々木 晋（マスコミ・動画）

売上拡大

● 参入の時に気を付ける３つのこと

28

売上アップの
リピーター獲得セミナー
●『新規客とリピート客』その違いを知ろう！
●『また来たくなる』お店の条件とは？
●『リピート客づくりの必須アイテム』
を手に入れよう！
● 『ポイントカード』を作ってみよう！
（さわり編）

セミナー

講師・相談員

講師・相談員

古賀 広宣（飲食・店舗運営）

田岡 正樹

● 何を取り扱っているか、取り扱うか、
薬機法とは
● 販売と広告規制
● 販売者として、製造側と関わる際の
注意点
● 製造・輸入まで踏み込むなら
行政書士

山田 周作

契約書を作ろう！～セミナー

講師・相談員

小材 敬太

中小企業診断士

飲食運営

18
NEW!

● 流行る商品には ○○ が必要！
● どうすれば “売れる○○”が作れる？
● ○○ を明確にしてお客様に
強烈アピール！

司法書士

IT集客

初心者さんの
ＳＥＯ対策セミナー
※SEO…Google検索等でリストの上位に
表示されるための対策です

～コロナ時代を生き抜くために～

講師・相談員

● 契約ってなに？～口約束も契約～
● 契約書っているの？
～契約にまつわるトラブル事例～
● 契約書を作ってみよう！
～契約書のキホン～
● 契約書あるある～これってどうなの？～

講師・相談員

SEO対策入門～初心者向けのセミナーです!
● SEO対策って？
● 検索のしくみ
● 具体的な対策

白岩 宏美（IT集客）
IT集客

IT集客

24 HPとネットショップ 25新規集客のトレンド
≪Googleビジネス
売り上げ改善セミナー

🔴 売上が上がらない理由を確認しよう！
🔴 アクセスを増やして売り上げを上げる
方法とは？
🔴 本当に効果があるデザインを導き出す
テストをしよう！
講師・相談員

IT集客

30 BASEでネット通販を
はじめようセミナー
【開設編】
● お店を開設しよう
● 商品を登録しよう

セミナー申込

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

個別相談申込 福岡県よろず支援拠点にお電話ください

092-622-7809

TEL：
電話

（受付時間：平日9：00～17：00）

Googleビジネスプロフィールとは？
Googleビジネスプロフィールの魅力
今MEO対策が選ばれる理由とは？
始め方とオーナー確認
実際の編集画面の進め方

（IT集客）

インターネット

● 目標を決めよう

鳥谷 明弘（IT集客）

●
●
●
●
講師・相談員 ●

飯塚よろず

● 注文が入ったら
講師・相談員

プロフィール≫セミナー

名島 祥一

服部 憲一（IT集客）

…など

29化粧品、健康食品を
販売するための薬機法

● プランが漠然としているときに書き出す
こととは？
●「○○」と「○○」の２軸でアイデアを出す!
● アイデアはまず広げ、そして絞り込む
●「誰に・何を・どのように」で考え、
コンセプトを深く掘り下げる
●
ビジネスプラン作成の最後のカギとは？
講師・相談員

野中 一英（飲食）

社会福祉士

● 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

売上拡大

NEW!

● 増えてるサービス減ってるサービス

ザクっとわかるセミナー

講師・相談員

契約書のススメ
10「強み」と「機会」で導き出す
11
～口約束はやめて、
ビジネスプラン作成セミナー

● 最近の高齢者ビジネスの動向

NEW!

中村 博文（IT集客・補助金申請）

経営改善

収益改善セミナー

NEW!

初心者でも一日で完成!!スマホ映えする

● 初心者にやさしい、ドラッグ＆ドロップで
作れる！
● スマートフォンで見てわかりやすい？
● ランディングページは1日で作成可能！
● スタートプランなら無料で作成可能！
● かんたんSEO対策機能で検索エンジン
講師・相談員 対策もOK！・・・など

経営改善

飲食店・個人商店の
16 介護保険ビジネス参入
17
セミナー

杉谷 太

プレスリリースって何？
書き方や配置のテクニック！
取材を受けるための仕掛けとは？
プレスリリースの送り方や
タイミングは？

一色 将也（マスコミ・動画）

21ランディングページ作成 22 動画で集客！
YouTubeのことが
セミナー

講師・相談員

創業

🔴 一生懸命ブログやメルマガを書いても
※先に【入門編】の受講を推奨いたします！
商品やサービスが売れないのはなぜか？
● Canvaアカウントを作ろう！
🔴 ブログとメルマガの違い
● どんなテンプレートや素材があるか
🔴 ブログはどうやったら読んでもらえるの？
見てみよう！
🔴 ブログの書き方！メルマガの書き方！
● サンプルを元に実際に作ってみよう！
🔴 ブログとメルマガの組み合わせで
講師・相談員 ● Canvaで使える無料素材サイトのご紹介 講師・相談員
講師・相談員 売上を最大化しよう！

今泉 智樹（広報戦略・資金繰り）

🔴
🔴
🔴
🔴

LINE公式アカウントとLINE＠の違いは？

Canvaで作る
女子受けチラシ作成

講師・相談員

プレスリリース作成

LINEとはどんなメディアか？

チラシ・名刺

河本 真希

（IT集客）

マスコミを呼び寄せる！
セミナー

セミナー

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

広報戦略

活用する目的とは？

小屋 真伍（IT集客）

IT集客

講師・相談員

LINE公式アカウント

●
● 個人事業主(フリーランス)も
補助金を活用！
●
● 小規模事業者持続化補助金
●
● 事業再構築補助金
●
● 採択につながる申請書の書き方とは？
● その他創業時のお得な情報
講師・相談員 ●

森 善虎（IT集客・補助金申請）

8

4

集客を仕組み化して利益を2倍に！
セミナー

セミナー

※持ち物、受講条件等セミナーの詳細はホームページで
最新情報をご確認ください。

SNS集客

・・・など

