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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。

福岡よろず コーディネーター

各コーディネーターのセミナー情報や
詳細プロフィールはホームページに
掲載しています！

NEW!

※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。

個 別 相 談 会

個 別 相 談 会

個 別 相 談 会

個 別 相 談 会

相談員

雪竹 高弘

・Webサイト企画〜制作〜集客
・ネット広告（Google広告、

FB・IG広告など）
・Googleアナリティクス、

アクセス解析、顧客分析
・御社の現状に合わせた

ネット集客の戦術立案

ネット広告、SEO、SNSを活用した
ネット集客が得意！

・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
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！

・Webサイトディレクション/制作

・効果を最大化するための施策

・売れる導線作り

・SNSやブログ活用

・ネットショップ構築
相談員

原 美穂

目標は売上160％！

・確定申告・法人成り

・ＩＴを活用した作業の効率化

・クラウド会計ソフト

・インボイス

ＩＴを活用して効率化し
浮いた資産（人材と資金）を
経営に投入

相談員

田中 耕一
税理士・中小企業診断士

・Webサイト制作
・Webマーケティング
・アクセス解析 ・ SEO対策
・ネット広告 ・ SNS集客
・ECサイト構築運営
・在庫管理
・受発注、出荷業務改善
・業務システム全般 ・テレワーク

相談員

松永 菜穂子

Web集客から在庫管理までお任せ！

・強みブランディング

・広報戦略プランニング

・広告媒体別アドバイス

・集客できる文章づくり

・商品、サービス開発

・あらゆる業界に対応

最大効果を狙う広報・広告の相談なら
お任せ！

相談員

柴尾 真理

・事業再生 ・生産性改善
・資金繰り改善 ・事業承継
・商品開発、企画
・店舗レイアウト
（陳列・導線・POPなど）
・店舗スタッフ育成・六次産業化
・補助金申請

飲食関係、農業、製造業全般の
売上拡大、経営改善はお任せ！

相談員

妹尾 薫
中小企業診断士

・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

・経営計画策定

・創業支援

・補助金申請

・ホームページ作成

・ＳＮＳ活用

・生産管理

・原価管理

IT活用・生産性向上ならおまかせ！

相談員

重村 和博
中小企業診断士

・ネーミング

・ロゴマーク制作

・集客チラシの作り方

・ブランディング

・看板デザイン

・パッケージデザイン

集客からブランディングまで広告・
デザインはお任せ！

相談員

根本 和幸

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

久 留 米 よ ろ ず

相談員

田中 花木

・販路開拓 ・販路拡大

・マーケティングリサーチ

・商品開発 ・販促企画

・メディア戦略

・プレスリリース

・セールススクリプト作成

・動画PR ・展示商談会

テレビショッピングと展示商談会の
経験から売り方を導き出します

・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

公認会計士・税理士

相談員

秋山 泰宏

地元産品・6次化産品
セミナー

講師・相談員

佐藤 靖成

初めて商品化に取り組む事業者様に

最適です！

● 企画

● 製造（自社・委託）

● 販路開拓

● 通販

新 商 品 ・ 新 サ ー ビ ス

NEW!

介護保険ビジネス参入
セミナー

講師・相談員

杉谷 太

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！

● 最近の高齢者ビジネスの動向

● 増えてるサービス減ってるサービス

● 参入の時に気を付ける３つのこと

創 業

・Web制作/デザイン

・ネットショップ開設

・SNS活用

・チラシ/名刺/ショップカード作成

・Office(Word/Excel/

PowerPoint/Access)を

使って仕事効率アップ
相談員

松田 かお梨

ＩＴを使った業務効率アップなら
お任せ！初心者の方も大歓迎！

相談員

一色 将也

・動画の作成、撮影

・プレスリリース作成

・マスコミを利用した情報発信

・コピーライティング

・ブランディング支援

・YouTube、

インスタ動画の活用

マスコミや映像、通販はお任せ！

・店舗開業全般

・店舗、厨房レイアウト

・立地、テナント選定

・飲食メニュー開発

・デリバリー、テイクアウト

・加工品の製造、販売

・創業計画書作成 ・顧客管理

・名刺作成

相談員

古賀 広宣

店舗開業・起業準備はお任せ！

・各許認可申請

・法人設立

・外国人在留資格

・補助金申請

・行政手続き全般

許認可・補助金申請全般はお任せ！

相談員

田岡 正樹
行政書士

・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

・飲食店経営全般

・飲食メニュー提案

・集客ツール提案

・スタッフモチベーションアップ

・効果的な広告販促

・強み発見

・販路提案

飲食店開業・経営
一緒に考えましょう！

相談員

野中 一英

社会福祉士

個 別 相 談 会 個 別 相 談 会

スマホひとつで始める
「Googleマイビジネス」
セミナー

講師・相談員

久保 東史

・Googleマイビジネスとは？
・なぜGoogleマイビジネスを

使うべきなの？
・スマホで「マイビジネス」を

使いこなす…など

I T 集 客

※広告代理店・ホームページ関連事業者・
コンサルタント業の方はご参加いただけません

※受講対象・持ち物あり

NEW!

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

セミナー申込

福岡県よろず支援拠点

ホームページから

https://yoroz.biz/kurume-startup-rocket/

久留米よろず


