
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)

飯 29.12-1

無料セミナー
申込フォーム
はこちら

1２月２２日（金）

1２月２１日（木）１２月５日（火）・１８日（月）

1２月7日（木）

１２月８日（金）

１２月１１日（月）

１２月4日（月）・19日（火） ※4日は10:15～11:45 表面参照

１２月１３日（水）・２０日（水）

１２月１５日（金）

１２月6日（水）

１２月１２日（火）

福岡県よろず支援拠点 092-622-7809

森友 伸和

１．面白い商品(話題性)を作るには？
２．発想って具体的にどうしたらいいの？

～あの有名人も使っている発想法の紹介～

３．アイデアを絞り出すワザ
４．いざ！商品開発をやってみよう！

面白い！がビジネスを変える！

1時間半で頭が柔らかくなる！創造力・発想力に磨きがかかる！

アイデア発想ワークショップ

地域産品の
開発販路開拓はお任せ！
食の６次産業化プロ
デューサー。食品表示診
断士。平成１０年㈲対馬
ふるさと俱楽部を設立し、
「半熟藻塩プリン」など
を開発し、楽天ランキン
グ１位を獲得。その後、
食・地域産品の企画・提
案するコンサルタントと
して活動中。

売上
拡大

１．広告相場は、いくらくらい？
２．広告からの集客効果はどうやって

測定するの？
３．失敗する広告の特徴とは？
４．集客に成功する広告の5つの法則

集客、販促改善を
サポートいたします！
12年半、福岡の情報誌で
広告や記事の編集・ライ
ティングを担当し、編集
長としても業務を担いま
した。言葉や写真を有効
に使って、自社の強みを
伝えることにこだわって
サポートいたします。

集客につながる！

タウン誌の広告の出し方

安元 妙圭

セミナー

１．チラシ制作のコンセプトづくり
「チラシの目的整理シート」を使って実践

２．受け手に伝わる「キャッチコピーのつくり方」
キャッチコピーを難しく考えすぎてませんか？

３． ｢Picky-Pics｣を使ったチラシ作成
イラストレーターやパワーポイントなんて使わなくても作れる！

HPやLINE@、
Facebook、
広告・販促戦略はお任せ
ください！
住宅メーカー、健康食品
通販、エステサロン、病
院、高齢者施設など多
ジャンルの広告・販促戦
略を企画。広告戦略の立
案、営業施策についての
アドバイスをいたします。

辻山 敏

楽しみながらビジネス活用！

１.『インスタグラム』って何？
２. 【ゆる～り編】まずははじめてみよう！
３. 【本気編】フォロワー1,000人超を目指そう！
４. 【とことん編】フォロワー10,000人超で有名人！
５. 分析！有名インスタグラマーになるには？
６. インスタ映えする写真を撮ろう！

インスタグラムレッスン

古川 麻水

食とマスコミに関するこ
とならお任せ！
テレビ番組制作、タウン
誌、グルメ情報誌の編集、
仕出し会社勤務を経て、
料理教室を創業。飲食店
のフードプロデュース、
スタイリスト、雑誌への
レシピ提供、時々テレビ
の料理コーナーにも出演
しています！

IT
活用

社会保険労務士
人事・労務管理のことご相
談下さい！
「人が集まる会社」を基本
思想に、選ばれる会社にな
れるような仕組みづくりを
考えて活動しています。人
に付随する様々なご相談や、
最適な助成金の活用方法を
ご提案いたします。
女性の起業に関するご相談
もどうぞ。

野村 香

制作費無料！
維持費無料！自社ホームページ

コスト・時間をかけずにホームページを
持ちましょう！５分で作れるワザ教えます。
世界で1500万以上のユーザーが利用している
◆ＪＩＭＤＯを使用。
◆用意するのはメールアドレスだけ！

文字入力さえ出来れば自分で作れる！！

作成セミナー

Facebookセミナー

はじめての

無料の範囲でできる集客の工夫！

初級編

松永 幸子

今までFacebookを使ったことのない方もご参加ください！

1 Facebookの基本

2 上手に活用しているお手本

3 集客の前に、まずやること

4 お金をかけない集客のための工夫

チラシ・販促物！
ご相談ください！
売上げアップにつながる販
促物サポートをメインに
行っており、女性の感性を
活かした企画提案など長年
の実績と経験による販促物
の専門性とクオリティの高
さが強みです。長年の経験
を活かし、同じ起業家とし
て全力でサポートします。

IT
活用 売上

拡大

効果・成果の出る
ホームページは
お任せください！
WEB集客、WEBサイ
ト運用サポートなどの
業務を中心に、WEB
のチカラを最大限に活
用し、着実に成果を上
げるWEBマーケティ
ングを日々実践してお
ります。

堀 紗弥香

Facebook、LINE、
インスタグラム・・

ＳＮＳ入門 セミナー
１ SNSって何？
２ SNSの使い分け
３ Facebook(フェイスブック)の活用法・事例
４ LINE(ライン)とLINE@(アット)の活用・事例
５ Instagram(インスタグラム)の活用・事例

IT
活用

お店づくりの
ことならお任せ下さい！
住宅や店舗の設計などの
業務に携わった後、独立。
年間150件以上の店舗診
断を行う。入りやすい、
買いやすい店づくりや、
すぐに役立つ、誰でも描
ける手描きPOPの描き方
をお伝えします。魅力的
な店づくりを一緒に考え
ましょう！

店づくりの と

売上が伸びる！

１． 顧客心理を踏まえた
店内レイアウトと商品陳列

２． ディスプレイと陳列の違いを知ろう
３． 簡単にできるディスプレイ
４． 売れているお店の手法とは？

陳列 セミナー

お金や時間を
掛けずに

お店の魅力を
アップ！

内村 明子

店舗
飲食

オープン前にやるべきこと

１．起業前から始めるお客様づくり！
２．「やることリスト」を作ろう！
３．タイムスケジュールを立てよう！
４．活動の足跡を記録しよう！
５．おまけ テナント物件ここをチェック！

～成功に導くコツは起業・独立前の準備にあり！～
セミナー

古賀 広宣

店舗開業における起業前
準備とコンセプト・強み
の設定が得意！名刺につ
いてのご相談もどうぞ！
新規起業・独立希望者向
けに立地を踏まえたター
ゲット・コンセプト確立、
価格設定・テナント選び
の支援などを行う。特色
のあるメニュー作成のお
手伝いも行っております。

店舗
飲食

外国人留学生活用セミナー

行政書士
行政への申請法人成のご
相談だけでなく店づくり
もお任せ！
許認可の取得、外国人雇
用におけるビザの取得が
主な業務。『安心安全な
経営のための知恵袋』と
してご活用ください。元
覆面調査員として接客レ
ベルアップの経験もあり
ます。

小竹 理香

人手不足解消！グローバル展開！のための

1 就労資格の無い留学生をアルバイトで！
2 留学生を紹介してくれる機関はあるの？
3 卒業する留学生を

正社員として採用するには？

～優秀な人材を採用して活力アップ！～

人事
労務

会 場

申 込 先
お電話もしくは申込フォーム（セミナーのみ）よりお申込みください。

女性企業家・女性創業希望者
のための学びとマッチングの会

参加条件

スケジュール

お申込み お電話もしくは申込フォームより申し込み

092-622-7809 (福岡県よろず支援拠点)

申込フォーム
ＱＲコード

はじめての方も
大歓迎です！

店舗
飲食

スケジュール

美容系店舗の作り方セミナー
（ネイルサロン・まつ毛エクステ・美容院など）

数々の失敗を乗り越えてきた
現役美容会社オーナーが語ります！

美容業界の
ことならお任せ！
現在、直営店舗８店舗
とＦＣ店舗2店舗。
お金のかからないサロ
ンの作り方・広告媒体
の使い方・システムの
活用方法・お客様の集
客・スタッフ育成、新
規店舗の設計・準備な
ど、何でもご相談くだ
さい！

本村 小巻

１．実例から学ぶ！流行るサロンと消えるサロン
２．ゼロから始める集客と

リピーターをつかむコツとは？
３．顧客が満足するスタッフ管理と育成！

※12月4日(月)のみスケジュールが変更になります。詳しくは表面をご覧ください。

売上
拡大

セミナー：13:15～14:45

個別相談：①10:00～11:00 
②11:00～12:00 
③15:30～16:30

※個別相談はセミナーと関係ないことでも
お受けします！

個別相談も

毎日受付！

IT
活用

※土日は除く。

・女性経営者
・創業をご検討の女性

13:30～14:45 ディスカッション
これから起業するけど・・起業はしたけど・・不安やお悩みを
みんなで解決！ブログやＳＮＳについても話します！

14:45～16:30 交流会
自社の商品（サンプル等）を無償配布したい方、参加者の皆様
からご意見を聞きたい方は当日会場へお持ち下さい。

☆スケジュールは変更の可能性があります。
☆福岡県よろず支援拠点コーディネーターの酒井、古川が
担当致します！

☆12/14（木）の個別相談は、①10:00～11:00
②11:00～12:00に、2階ホールカフェ前にて行います。

よろず女子会
ホームページ
ＱＲコード

会 場 飯塚市役所 2Ｆ多目的ホール
（福岡県飯塚市新立岩５−５）


