
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 30.2-1

飯塚よろず
経営相談窓口
ホームページ
ＱＲコード

２月２日（金）・１４日（水）

２月１日（木）

２月８日（木）・２８日（水）

２月９日（金）

２月１６日（金）・２６日（月）

２月１３日（火）・２７日（火）

２月１５日（木）・２２日（木）

２月６日（火）・２０日（火）

２月７日（水）・２１日（水）

２月５日（月）・１９日（月）

福岡県よろず支援拠点 092-622-7809

会 場

申 込 先
お電話もしくはホームページ（セミナーのみ）よりお申込みください。

スケジュール

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！

売上
拡大

売上
拡大

営業嫌いの経営者のための
売れる営業、反響の出る
広告、効果的な集客アッ
プ等のご相談はお任せ！
リクルート社で情報誌
ホットペッパー創刊時か
ら福岡地区の立上げに携
わる等、15年間営業をこ
なす。集客アップのため
の広告などをクライアン
トと共に考え、共に成長。

営業に苦手意識がある方でも、今すぐ営業したくなるような
マル秘テクニックをお伝えします！

肱岡 知子

１．契約に結び付く営業の共通点
２．信頼されるための3つの心得？
３．『営業』が好きになる！究極の必殺技！

ホットペッパー立上げに携わり、15年間で1000社以上の開拓をした、
トップ営業ウーマンが語る！

営業したくなる セミナー

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。

森友 伸和

1 商品企画書を作ろう！

2 カタカナ語を理解しよう！

3 ヒット商品の裏側（島蜜かすてら編）

商品ブランドで勝ち抜け
楽天ランキング１位を獲得した元プリン会社社長が語る

セミナー

売上
拡大

廣木 鑑治

中小企業診断士
大手生活雑貨専門店グ
ループで、営業マネー
ジャー兼バイヤーとし
て様々な業態の小売店
をプロデュース。
小売業・卸売業の実務
から管理・運営・経営
まで幅広く対応します。

仕入れたくなる商品
元量販店バイヤーが語る

の作り方
セミナー

◆ バイヤーが買いたくなる商品とは？
◆ バイヤーの行動スタイル、発注権限、

業務スケジュール
◆ そのアポイント、商談まで進みません！
◆ 成功するタイミングと交渉の順番
◆ 交渉が苦手な人でも大丈夫！

売上
拡大

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！

取材したくなる

元編集者・TVディレクターが語る

プレスリリース
メディア(テレビ・新聞・ラジオ)への情報提供
で話題の商品・会社に！

１．プレスリリースの基本的知識！
２．マスコミの目にとまるコツは！？
３．マスコミ㊙年間スケジュールを押さえる！
４．ひきつけるキャッチコピーの作り方！
５．マスコミとの上手な付き合い方の裏事情！

IT
集客

瀧内 賢

資金なし！人材なし！営業基盤なし！の

●弱者のためのWEB戦略！
●事業にふさわしいテーマ選定！
●事業はオンリーワンの構築から始めよう！
●大手や中堅企業が手を出さないマーケットに多くの
猟場 （NO.1になれるマーケット）をつくる！

Ｗｅｂキーワード戦略セミナー

HPに活力を
与える専門ドクター！
私は、300以上のHP診
断に関わってきた経験を
もとに、改善点を的確に
アドバイスします。
ネット集客もお任せくだ
さい！最後に、困ったと
きの『駆け込み寺』のよ
うなコーディネーターを
目指し、お悩み解決致し
ます！

小規模事業者が生き残っていくための

地場密着型飲食店開業

前田 直樹

セミナー

焼き鳥店・八百屋の
経営してます！
26歳で焼き鳥屋を大野
城市にオープン。その
後、別ブランドの焼き
鳥店を同じく大野城市
に3店開店。地元密着
型飲食店にとって大切
だと思うことをお伝え
します。

１．どのジャンルで開業したらいい？
２．資金の準備はできていますか？
３．「失敗」する人と「成功」する人の違い
４．地場密着で地域に

愛される飲食店になるには？

成功率を上げる！

店舗
飲食

店舗
飲食

森 武志

商品開発・商品の魅せ方
はお任せ下さい！
伊勢丹でバイヤーやセー
ルスマネージャーを皮切
りに店舗全体の運営にか
かわる業務まで幅広く担
当。百貨店の品揃えの考
え方、商品の魅せ方や販
売サービスまでノウハウ
を持っています。

◆お客さまの声を聞き逃さない仕組み作りとは
～「お客さまの声カード」の作り方と活用法～

◆ 笑顔のトレーニング法
～笑顔一つで売上が上がる！？～

元 百貨店販売担当長が語る！

お客さまの声を反映させて
人気店になる！セミナー

資格ゼロ、資金ゼロ、お客様ゼロからでも！

１．起業して成功する人、しない人に見える共通点
２．資格ゼロ、資金ゼロ、お客様ゼロからの

スタートで心がけたこと
３．法人化した今でも実践していること
４．お客様に好印象を残すワザ
５．起業家として守ってほしい最低限のマナー

創業から生き残るコツセミナー

デザインやマッチングは
おまかせ！
販促に関する課題解決や
お客様サービスの見える
化を得意としています。
創業、デザイン（チラシ、
パッケージなど）、商品
開発、販路開拓、事業連
携（マッチング）、女性
起業家の支援はお任せく
ださい！高口 知子

創業

契約書作成セミナー

自社に有利な契約を締結する！
登記・契約・企業法務
はお任せ！司法書士。
「経営に生かせる法
律」をモットーに経営
リスクの予防のためだ
けではなく、法律を生
かした積極的な経営施
策のアドバイスをいた
します。法律、登記、
企業法務のことはお任
せください。

池田 龍太

１ 契約を有利に進めるテクニック
２ 要点がわかる！契約書の見方
３ 専門家に依頼する場合の注意点

～交渉を『有利』に進めるための契約知識～

経営
改善

相談時間枠は
①10:00～11:00 ②11:00～12:00 です。
池田と肱岡２名でご相談お受けいたします。

司法書士
登記・契約・企業法務はお任せ！
・登記、契約書作成・債権回収
・トラブル対策 ・リスク管理
・法律 ・事業承継
・交渉の方法 ・ITを用いた効率化

広告・店舗集客・介護お任せください！
・営業 ・広告
・ニーズに合わせたチラシ
・集客全般 ・営業のための名刺作り
・強みの発見

事前予約制となっております。セミナーはよろず支援拠点ホー
ムページ（お申込みフォーム）もしくはお電話にてお申込みく
ださい。
個別相談はお電話でのみの受付となります。
お電話の際は「飯塚よろずのチラシをみて」とお伝えください。

池田 龍太

肱岡 知子

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

創業のお悩みや中国事情、
不動産やFacebookまで
お気軽にご相談ください。
保険会社、不動産投資顧
問会社を経て上海の会計
コンサルティング会社に
勤務。会社設立・税務・
会計に携わってきました。
それらの経験を活かし相
談業務に取り組んでおり
ます。

井上 陽一

IT
集客


