
中小企業庁 福岡県よろず支援拠点北 2022.1

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

Y-0360

北九州よろず経営相談窓口とは

北 2020.5

全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

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！

北 2022.1

起業したいけど
何から始めたら
いいのか
分からない

ホームページや
ＳＮＳを
使って
集客したい！

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！

人材不足を
どうにか
したい！！

自社商品が
もっと売れる
ためのアドバイス
が欲しい！※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。

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！

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

『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、53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/
（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、Facebook、LINE公式アカウントはこちら！→

無料経営相談毎日開催 ※土日祝日は除く

会 場 地 図

北九州市立商工貿易会館３階
（北九州市小倉北区古船場町1番35号 ）

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

1月
2022年

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点申込

会場 北九州市立商工貿易会館３階（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 ➡ホームページの申込フォームから

・個別相談

※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!

※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。

➡電話から ☎ 092-622-7809

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②10:45～11:45 セミナー 13:30～15:00

個別相談③15:30～16:30

個別相談① 9:30～10:30 個別相談②10:45～11:45 個別相談③13:00～14:00

個別相談④14:15～15:15 個別相談⑤15:30～16:30

■個別相談会スケジュールはこちら↓

■1月5.11.14.18.25.27.28.31日はこちら↓
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※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。

会 場

北九州市立商工貿易会館３階

（北九州市小倉北区古船場町1番35号）

※個別相談は当日のセミナー講師が
担当いたします。

個別相談① 9:30～10:30  

個別相談②10:45～11:45

セミナー 13:30～15:00

個別相談③15:30～16:30

個別相談会
スケジュール

個別相談① 9:30～10:30

個別相談②10:45～11:45

個別相談③13:00～14:00

個別相談④14:15～15:15

個別相談⑤15:30～16:30

セミナー + 個別相談
スケジュール

←1月 5.11.14.18.
25.27.28.31日はこちら

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/fukuoka-guarantee-kitakyushu-br/

インターネット

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）

個別相談申込

電話

北九州 よろず

個別相談会 個別相談会

個別相談会

個別相談会個別相談会

個別相談会

個別相談会

個別相談会個別相談会

個別相談会

チラシ・名刺

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

● 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

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

相談員

今泉 智樹

・メルマガ、ステップメール

・ブログ集客

・オンラインサロン構築

・集客の仕組みづくり

・事業計画づくり

・資金調達

カウンセラー、コーチ、
セラピストの集客はお任せ！

・ホームページ全般
・SEO対策
・MEO対策
・ページ内構成
・キーワード選定
・ネットマーケティング
・ネットによる売上拡大
・ターゲティング

Webサイト、SEO対策はお任せ！

相談員

瀧内 賢

● 一般型と低感染リスク型
ビジネス枠の違い

● 対象になる事業計画
〜どっちに申請する？

● 申請の準備をしよう
● 事業計画書の書き方のポイント

小規模事業者
持続化補助金セミナー

講師・相談員

佐藤 久美子

補助金・助成金

・PowerPoint、Canva、ネット印刷会社
のオンラインデザイン等を使ったPOP,
チラシ制作

・企画書、プレゼン資料の色使い
・無料ホームページ制作
・SNSとホームページ連携
・パッケージデザイン
・店舗内外装、売場作り
・名刺 ・女性起業支援

無料ツールを利用して
“伝わる色えらび”でデザインします

相談員

久保田 みき

・Web制作/運用

・ネットショップ構築

・SEO/SEM対策

・アクセス解析

・SNS運用

・OSS活用

・チラシ、POP制作

Web、ネットショップはお任せ！

相談員

服部 憲一

チラシ名刺

心を掴む名刺を
作ろうセミナー&ワーク

講師・相談員

古賀 広宣

🔴 名刺は最強の営業ツール！

🔴 使える名刺・使えない名刺

🔴 記憶に残るために必要なことは？

🔴 実際に名刺を作ってみよう！

・面倒な繰り返し処理はITで解決！
・ホームページ提案～作成支援
・集客に欠かせないSEO対策
・SNS設定～集客アドバイス♪
・チラシやパンフで集客アップ
・あなたの強み発見！
・プチ起業、副業で
失敗しないコツ

創業前や妄想中も大歓迎！

相談員

中村 美佳

ブランディングにおける

世界観づくりセミナー

講師・相談員

根本 和幸

広報戦略

● あの人を勝手にブランディング

● インスタにおける世界観のある

写真とは？

● やってはいけない世界観とは？

● 勝ちやすい世界観とは？

● 世界観シートの作り方

～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～

・Webサイト

(デザイン/システム開発等)

・Webマーケティング

・アクセス解析・SEO対策

・Google広告・顧客分析

・Facebook広告

・事業計画書 ・補助金

ホームページでの集客はお任せ！

相談員

中村 博文

・ホームページ全般
・SEO対策
・MEO対策
・ページ内構成
・キーワード選定
・ネットマーケティング
・ネットによる売上拡大
・ターゲティング

Webサイト、SEO対策はお任せ！

相談員

瀧内 賢
相談員

古川 麻水

・インスタグラム活用/インスタ通販

・SNS集客

・プレスリリース ・広告全般

・食品商品開発/戦略/販路開拓

・創業前のコンセプト作り/

ブランディング

・文章の書き方/写真の撮り方

食とマスコミに関することならお任せ！

・Googleマイビジネス集客
・Facebook/Instagram広告
・ブログ集客
・YouTube集客
・LINE公式アカウント
・ポータルサイト広告診断
・店舗集客
・自社HPでの求人/採用

ネット集客のことならお任せ！

相談員

小屋 真伍

SEO対策を知らない、何も対策していない、
WEB集客に力を入れたい方におススメ！
● SEO対策って？

● 検索のしくみ

● 具体的な対策

初心者さんの
ＳＥＯ対策セミナー

講師・相談員

白岩 宏美

IT集客

※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 ・税務全般

・開業支援

・個人確定申告

・法人決算申告

法人、個人問わず、会計及び税務に
関する専門性の高いサポート

相談員

秋山 泰宏
公認会計士・税理士

広報戦略

しゃべった言葉がテロップになる!!

誰でもかんたん動画作成
セミナー【パソコン編】

講師・相談員

岡本 直樹

● なぜテロップ付き動画が喜ばれるのか？

● パソコンのカメラ＆マイクでOK！

● なるべくいい音で撮ろう！

● お話が苦手な人はどうする？

● スマホに動画を転送したい！

● SNSにアップしてみよう！

🔴 何から始めればいいの？

🔴 自身の思いをうまく計画書にするには？

🔴 販売計画の立て方は？

🔴 費用をどのように見積もればいいの？

🔴 いくら借入すれば良いの？

実践！
創業計画書作成セミナー

講師・相談員

井上 陽一

創業

NEW!

事業再構築で業績回復&発展へ！

● 特別枠とは

● 対象となる事業者とは

● 補助対象経費、対象外経費

● 採択のコツ、加点項目

事業再構築補助金
『特別枠』申請セミナー

講師・相談員

重村 和博

補助金・助成金

中小企業診断士

※経営コンサルタントの方は
ご参加いただけません


