
【飯塚よろず経営相談窓口】 の３つの窓口

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点 中小企業庁 福岡県よろず支援拠点飯 2021.2

セミナー・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！

Ｙ-0250

無料

飯 2021.2

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

メルマガ
登録

福岡よろず
ホームページ セミナー情報などを

お届けします！

『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、45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/

全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

セミナー会場や
詳細情報は

ホームページへ！

＼＼お気軽にご相談ください。全力でサポートします！！ ／／

（受付時間／平日 9:00～17:00）

2月
2021年

◆ 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)

【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
個別相談は当日のセミナー講師が行います

◆ 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】

飯塚よろず経営相談窓口は、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

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

・セミナー申込➡ホームページの申込フォームから

・個別相談、テレビ電話相談申込➡電話から ☎ 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。
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。

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!
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飯 塚 よ ろ ず 創 業 ・ 経 営 相 談 窓 口 2 月 の ス ケ ジ ュ ー ル

※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。

個別相談① 9:30～10:30  

個別相談②10:45～11:45

セミナー 13:15～14:45

個別相談③15:30～16:30

スケジュール ※事前予約制

個別相談申込

セミナー申込

※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。

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
https://yoroz.biz/iiduka-city/

インターネット

電話

福岡県よろず支援拠点にお電話ください

TEL:092-622-7809（受付時間：平日9：00～17：00）

※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。

Canvaで作る
女子受けチラシ作成
セミナー

【持ち物（推奨）】
パソコンもしくはタブレット端末

講師・相談員

河本 真希
中小企業診断士

無料でオシャレなデザインが
たくさん！Canvaを使ってできる
チラシ作成のコツを、伝授いたし
ます。

※Web制作を主業とされる会社・関係者の方は
ご参加いただけません

中小企業こそマスコミ取材を
呼び込むべきです！
マスコミを呼び寄せるプレスリリースの
作り方を現役テレビディレクターが
こっそり伝授します！

マスコミを呼び寄せる！

プレスリリース作成
セミナー

講師・相談員

一色 将也

個別相談会

相談員

田中 智章

『補助金申請や経営革新計画はお任せください！』

※ご予約はお電話でお願いします。

【スケジュール】

①9:30～10:30 ②10:45～11:45

③13:00～14:00 ④14:15～15:15

⑤15:30～16:30 

2月15日(月)は、田中コーディネーターによる
個別相談会を開催します！
ぜひお申し込みください！

中小企業診断士

個別相談も毎日開催！
当日のセミナー講師が
担当いたします。

パソコン・スマホがあれば誰でも利用可能！
インターネット会議システム「ZOOM」活用で
あなたのセミナービジネスが大きく変わります！

オンラインセミナーの
はじめ方！セミナー

講師・相談員

今泉 智樹

【持ち物】
パソコン（スマホ・タブレット可）

広報戦略 チラシ・名刺

集客のプロが「商品・サービスをゼロから
立ち上げ、販売していくのに最も重要」
だと感じている【6つのスキル】。
初めて商品・サービスを売る方にも
わかりやすくお伝えします！

ホームページ集客に
必要な6つのスキルセミナー

※Web制作を主業とされる会社・関係者の方は
ご参加いただけません

講師・相談員

中村 博文

IT集客

Googleなどで検索結果に表示される為に
必要なサービスへの登録方法や、スマホ
のナビゲーションなどで検索されるために
最低限必要な設定について解説します！

講師・相談員

服部 憲一

本当は自分で出来る！

基礎SEOセミナー

【受講条件】インターネットの検索や
電子メールの基本操作ができる方

不況を生き抜く

商品ブランディング
セミナー〈基礎編〉

そもそもブランディングって何？
ネーミング、キャッチコピー、
ロゴマーク、デザイン等を開発し、
差別化・高収益化を実現しましょう！ 講師・相談員

内村 登紀彦

飲食店・小売店・美容院など店舗型の
事業を始めようとしている方はもちろん、
既にオープンされている方にも役立つ
内容です！

店舗経営の

ターゲット・コンセプト
を決めようセミナー

講師・相談員

古賀 広宣

化粧品、健康食品を
販売するための薬機法
セミナー

講師・相談員

田岡 正樹

これから健康食品や化粧品を
取り扱ってみようと考えている
小規模事業者の方（主に販売）に
オススメのセミナーです！

行政書士

Youtubeだけじゃない！
SNSも動画で販促の時代！！
ソフトの使い方の前に、
「動画編集とは？」の基本がわかる
【初級セミナー】です

動画編集
きほんの「キ」セミナー

講師・相談員

則武 展博

「何からはじめればいい？」、
「販売計画の立て方は？」
「費用の見積は？」
「いくら借入すればいい？」
このようなことに悩んでる方のご参加を
お待ちしています！

実践！
創業計画書作成セミナー

講師・相談員

井上 陽一

あなたの負担を
軽くするWEB集客セミナー

インスタ？note？Youtube？アメブロ？
「どれから？なにから？」を解決します！
創業初期～WEB集客導線を確立させたい
方、WEB集客で途方に暮れている方等に
オススメです！ 講師・相談員

中村 美佳

～Googleマイビジネス活用～
まだ高い広告料を払っているのですか？
来店型ビジネス必見！
Gmail（Googleアカウント）があれば、
だれでも作成できます！

ネット上に最速で
アピールさせる術！
セミナー【基礎編】

講師・相談員

瀧内 賢

そろそろ会社のホームページを作りたいけど
Jimdo? Wix? WordPress？
有料版？無料版？
初心者のための、ホームページ制作前に
必要な知識についてのセミナーです。

ホームページ
何で作る？セミナー

講師・相談員

松田 かお梨

※各種コンサルタント業の方はご参加いただけません

LINE公式アカウント
徹底活用セミナー

講師・相談員

安良岡 成晃

メリットや機能、使用例や
ロイヤルカスタマーの作り方等を
現役サロン経営者が伝授します！

SNS集客

インスタグラムはビジネスでも大活躍！
ビジネス利用に欠かせない設定や
効果的な方法を学んで、
集客と売上アップを目指しましょう！

講師・相談員

小屋 真伍

Instagramを使った
集客の仕組み作り
セミナー

※ Web制作・コンサルタント業の方は
ご参加いただけません

文章が苦手な人でも大丈夫！
タウン誌・グルメ情報誌の元編集者が
こっそり教えるブログ・ＳＮＳ超発信術！

ブログ・ＳＮＳ
文章の書き方！
写メのコツ！セミナー

※コンサルタント業の方はご参加いただけません

講師・相談員

古川 麻水

うまくいっている
小規模企業・個人事業の

人材育成セミナー

モチベーションの上げ方、
信頼のコミュニケーション、
人材育成の覚悟など見落としがちな
人材育成の本質をこっそり伝授します！

講師・相談員

酒井 恒
中小企業診断士

IT集客 広報戦略

飲食運営 売上拡大 広報戦略 広報戦略

創業 IT集客 IT集客 IT集客

SNS集客 SNS集客 人材・労務


