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創業希望者・個人事業主・中小企業のための 相談窓口無料

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

まずはお気軽に 092-622-7809

＼＼お気軽にご相談ください。全力でサポートします！！ ／／
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福岡県よろず支援拠点
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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

福 岡 県 よ ろ ず 支 援 拠 点 に つ い て

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

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
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融資を受ける
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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！
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特徴１ 経営に関する事なら何でも！
５９名のコンサルタントに無料で何回でも相談できます！

特徴２

博多本部では 土曜・日曜・祝日も営業 ！

県内７7ヶ所・５９市町村で、地域経営支援機関と連携して
テレビ電話相談窓口を開設！

特徴３

月に１００回以上セミナー開催！セミナー種類２７０種類以上！

特徴4

（受付時間：平日9:00～17:00）

事前予約制
（受付時間：平日9:00～17:00）

ホームページはこちら→

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！→ Ｙ-0384

福岡県よろず支援拠点は、県内各地の市町村・商工会・商工会議所・創業支援施設・金融機関等と連携し、県内

８３か所の経営相談窓口を開設しています。定期的なセミナーの開催を行うほか、うち７７か所は、テレビ電話

で博多本部の５９名のコンサルタントと経営相談ができます。

まずはお電話を！ 相談内容の確認
予約日時の決定

コンサルタント
と個別相談

進捗状況を確認
・フォロー

お悩み解決！
092-622-7809

（受付時間：平日9:00～17:00）

担当したコンサルタントが
お電話やメールでフォロー
します

対面相談とTV電話相談を
実施しています

ご相談の内容で担当する
コンサルタント・予約日時
を決定します

県内各地のよろず経営相談窓口

個別相談ご利用の流れ

平日毎日開催する経営相談窓口【セミナー・個別相談】

福岡エリア
福岡県よろず支援拠点 博多本部
(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6F)

北九州エリア
北九州よろず経営相談窓口
(北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館３階)

筑後エリア
久留米よろず創業・経営相談窓口
(久留米市六ツ門町21-6 久留米東町公園ビル1F くるめ創業ロケット)

筑豊エリア
飯塚よろず経営相談窓口 in 市役所
(飯塚市新立岩5-5 飯塚市役所 本庁舎 2F ホール カフェ前)

月に１～ 2回出張して開催する経営相談窓口【セミナー・個別相談】

県内各地で、定期的に開催しています！※開催予定は、チラシやホームページでご確認ください
（九経交流プラザ、古賀市役所、太宰府市商工会、粕屋町商工会、大川商工会議所、筑後商工会議所、
大牟田商工会議所、柳川商工会議所、おりなす八女、日本政策金融公庫八幡支店 など）

Q

A

『よろず支援拠点って何？』

無料の経営相談窓口です！

５９名のコンサルタントによる

経営相談の相談料は何回でも

無料です！

Q

A

『なぜ無料なの？』

国(中小企業庁)の事業として

運営されているからです。

お気軽に何度でもご相談くだ

さい。

Q

A

『どんな相談でもいいの？』

経営に関することなら、

何でもOK！ もちろん、

ちょっとしたヒントを得るた

めでもOKです！

福岡県よろず支援拠点とは？



野中 一英（のなかかずひで）

人気串揚げ店5店舗を経営する社長

飲食店開業・経営一緒に考えましょう！

・集客ツール提案 ・強み発見 ・販路提案

・スタッフモチベーションアップ

飲食

安良岡 成晃（やすらおかまさあき）

美容サロン8店舗と飲食店を
経営する社長

美容サロンと飲食店のことならお任せ！

・人材確保から育成・ターゲッティング

・メニューの作り方

・儲かる店舗の立地決め

飲食

店舗

飲食

店舗

・店舗、厨房レイアウト
・加工品の製造、販売 ・創業計画書作成
・デリバリー、テイクアウト

古賀 広宣（こがひろのぶ）

レストラン、弁当店など様々な飲食店を
経営する起業コンサルタント

店舗開業・起業準備、はお任せください！

経営

店舗

事業用物件に特化した
経験豊富な現役の宅地建物取引士

・契約内容の見方・トラブル回避術

店舗・事務所用物件・居抜店舗物件の
基礎知識・マメ知識などをお伝えします！

山下 陽子（やましたようこ）

宅地建物取引士

一色 将也（いっしきまさや）

人気番組も手掛ける現役TVディレクター

・動画の作成、撮影 ・プレスリリース作成

・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！

マス
コミ

マス
コミ

佐々木 晋（ささきすすむ）

現役テレビディレクター
スマホだけで動画を作るプロです！
・スマホだけを使って動画を撮影＆編集
・Youtubeを使ったファン作り
・SNS、ブログやメルマガを使った集客
・セミナーの企画、集客、運営
（オンライン含む）

岡本 直樹（おかもと なおき）

・ビデオ撮影、編集 ・ライブ配信

・動画を使った広報・情報発信

動画の作り方やさしく教えます！
ライブ配信も！

販促

誰でも”かんたん”にできる！
動画制作・ライブ配信

福岡県よろず支援拠点

メンバー紹介

マス
コミ

広告業界２０年の元編集長＆現役ライター

・強みブランディング

・広報戦略プランニング

・集客できる文章づくり

・商品、サービス開発

最大効果を狙う広報・広告の相談ならお任せ！

柴尾 真理（しばおまり）

3000名支援したカラーコーディネーター

・POP、チラシ制作 ・女性起業支援
・店舗内外装、売場作り
・無料ホームページ制作

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

久保田 みき（くぼたみき）

販促

店舗

ロゴマークデザイン実績多数！
広告デザイン業界20年以上のデザイナー

・ネーミング ・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！

根本 和幸（ねもとかずゆき）

販促販促

村上 夕子（むらかみ ゆうこ）

グラフィックデザイナー＆
マルシェ主催＆植物染色家＆
商品製造販売のマルチプレイヤー

・ワークショップ、イベントの開催
・Webサイトデザイン ・アパレル商品企画

商品企画から販促物までデザインの
ことならなんでもご相談ください

素晴らしい製品をもっともっと
素晴らしい商品へ変身させる専門家

・商品開発 ・販路開拓 ・地域内連携
・行政との連携 ・パッケージデザイン
・展示商談会見せ方
・対面販売会での伝え方

佐藤 靖成（さとうやすなり）

販促

販路

飲食

マスコミ

古川 麻水（ふるかわあさみ）

1年に1000店食べ歩いた
元グルメライターで
食のプロデュース会社代表＆料理研究家

・インスタグラム活用/インスタ通販

・食品商品開発/戦略/販路開拓

食とマスコミに関することならお任せ！

田中 花木（たなかはなき）

売れる「伝え方」をご一緒に

・商品開発 ・販路開拓 ・販促企画
・マーケティングリサーチ
・プレスリリース ・メディア戦略
・セールススプリクト作成 ・動画PR

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

販路

マスコミ

マーケティング・ブランディングを
得意とするコンサルタント

・ネーミング、キャッチコピー、
ロゴマーク開発

・宣伝広告開発 ・コピーライティング
・新商品開発 ・クラウドファンディング

内村 登紀彦（うちむらときひこ）

販促

販路
海外

30ヶ国80社以上との取引経験あり！
海外輸出入のスペシャリスト

海外企業との取引における

・貿易実務 ・商品開発 ・商談交渉

・契約締結 ・クレーム対応

吉田 明弘（よしだあきひろ）

販促

マスコミ

播磨 史朗（はりましろう）

テレビを活用して“新規顧客獲得”
しませんか

・テレビ、ラジオ通販 ・チラシ作成

・テレビ、ラジオCM

・新聞広告 ・メディアを利用した広報戦略

・イベント企画 ・店舗、空間デザイン

Web・デザイン専門家

・Webサイト企画立案

・Googleマイビジネス

・チラシ、パンフレット制作 ・SNS活用

・３Dプリンタ・漫画/イラストを用いたPR

・ニュースレター活用 ・女性の創業支援

深川 智恵美（ふかがわちえみ）

ＩＴ

販促

ＩＴ

販促

女性創業者を応援！
名刺・チラシ・ホームページ作成から
集客方法まで幅広くバックアップ！

・面倒な繰り返し処理はITで解決！
・あなたの強み発見！ ・SEO対策
・プチ起業、副業で失敗しないコツ
・SNS設定～集客アドバイス♪

中村 美佳（なかむらみか）

ＩＴ

販促

パソコン講師も務める
Webサイト企画・制作専門家
・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

松田 かお梨（まつだかおり）

ＩＴ
集客

1,500社超の
Googleマイビジネス支援実績

・Googleマイビジネス
・LINE公式アカウント
・スマホでお店のストリートビュー撮影
・CANVAとSNS連携

スマホひとつで始めるネット集客を応援

久保 東史（くぼはるふみ）

ＩＴ
集客

Webプロデュース専門家
・Instagram、twitterのフォロワー集客
・ホームページ全般 ・SNS活用
・LINE公式アカウント
・強みの明確化 ・Web広告
・Webマーケティング
・ネットショップ構築

堀 紗弥香（ほりさやか）

ＩＴ

海外

国内、海外向けネット通販、
商品開発が得意です！

・マーケティングリサーチ ・ネット通販
・Amazon ・越境EC
・海外向け商品開発 ・ネーミング
・デジタル化支援 ・MEO対策

吉村 あきら（よしむら あきら）

ＩＴ

店舗

店舗集客アイデアが得意な
ネット集客コンサルタント

・Googleマイビジネス集客 ・ブログ集客
・Facebook/Instagram広告
・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

小屋 真伍（こやしんご）

ＩＴ
集客

SEOベストセラー本を執筆！SEOのプロ

・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

瀧内 賢（たきうちさとし）

ＩＴ
集客

＜宣伝広告費０円＞で可能な
Web集客が得意

・HP作成 ・ポータルサイト活用法

・SEO対策 ・MEO対策

・SNS集客 ・Googleマイビジネス

・求人 ・製造業のネット集客

名島 祥一（なじましょういち）

ＩＴ
集客

雪竹 高弘（ゆきたけ たかひろ）

Webサイトの分析・解析と広告運用が
得意なWebコンサルタント

・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、顧客分析
・御社の現状に合わせたネット集客の戦術立案

ＩＴ
集客

広報のためのWeb活用アドバイザー

・Web戦略、プロモーション設計
・通販システム選定
・Webサイト企画制作
・ネット広告活用
（Google広告、Yahoo広告、SNS広告）
・ネットアクセス解析活用

足立 貴文（あだちたかふみ）

ネットショップの売上改善が得意な
Webプロデューサー

・ECサイト ・Webサイト

・マーケティング ・SEO対策

・SNS運用 ・クラウドファンディング

鳥谷 明弘（とりやあきひろ）

ＩＴ
集客

ＩＴ

経営

補助金や助成金の事業計画書作成に
ついてもお気軽にご相談ください！

・補助金申請 ・事業計画書の作成

・ブログのSEO対策 ・Web集客

・YouTubeでの集客 ・事業のIT、DX化

・イベントの企画、制作 ・Twitter

森 善虎（もりよしとら）

商工会議所元経営指導員の
Webコンサルタント

・Webサイト(デザイン/システム開発等)
・SEO対策 ・Google広告
・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！

中村 博文（なかむらひろふみ）

ＩＴ

経営

ＩＴ
集客

「わかりやすい」とリピーター多数！
Webの専門家

・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

服部 憲一（はっとりけんいち）

ＩＴ
集客

ネットショップの売上アップが得意な
ITコーディネーター

・Webサイト制作 ・ SEO対策
・ネット広告 ・ SNS集客
・ECサイト構築運営 ・アクセス解析
・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

松永 菜穂子（まつながなほこ）

ＩＴ
集客

売上をアップさせる
Web制作のプロフェッショナル

・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

原 美穂（はらみほ）

WordPressでのWeb制作が得意な
Web専門家

・WordPressサイト制作
・無料ツールで作るネットショップ
・ネットショップ運営
・Googleマイビジネス
・ネットショップのSNS連携 ・SEO対策

白岩 宏美（しらいわひろみ）

ＩＴ
集客

坂本 明彦（さかもとあきひこ）

財務・融資のプロ！元銀行支店長

・資金繰り ・財務改善

・事業計画書策定 ・金融機関取引

・創業計画

財務・資金繰り改善等ご相談下さい！

今泉 智樹（いまいずみともき）

メルマガ・ステップメールを使った
集客が得意な現役心理カウンセラー

・ブログ集客 ・オンラインサロン構築
・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！

井上 陽一（いのうえよういち）

事業計画作成年200件以上！
クラウドファンディング・
不動産も得意な経営コンサルタント
・創業計画 ・事業計画書

・クラウドファンディング

・不動産活用 ・JIMDO ・Facebook

・中国SNS     ・インバウンド対策

資金
調達

資金

集客

資金

経営

我慢しない省エネ！
あなたの会社の軍師です

・省エネ診断 ・省エネコンサルティング
・補助金申請 ・事業計画書作成
・コスト削減 ・経営改善

コスト削減による経営改善と
戦略的な補助金の活用

佐藤 久美子（さとうくみこ）

経営
改善

経営
改善

・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！

行政手続き・書類作成の
スペシャリスト

田岡 正樹（たおかまさき）

行政書士 経営
改善

金融知識と法律知識を
武器とする元銀行員の行政書士

・資金調達／公的融資 ・起業支援

・会社設立 ・補助金申請

・営業許可申請 ・企業法務 ・事業承継

・知的資産経営の導入

堤 和久（つつみかずひさ）

行政書士

ＩＴ

経営

システム会社20年超！
事業計画策定のプロ

・経営計画策定 ・創業支援 ・補助金申請

・HP作成 ・ＳＮＳ活用

・生産管理 ・原価管理

重村 和博（しげむら かずひろ）

中小企業診断士 ＩＴ

経営

中小企業診断士ITと経営の2つの視点を
持つコンサルタント

・HP制作、運営 ・SNS運用設計
・ITを用いた業務効率化
・システム導入支援 ・経営計画作成
・チラシ、名刺、DM作成
・セキュリティ対策支援

河本 真希（かわもとまき）

中小企業診断士元公務員の経験を生かして
補助金申請や計画作成を支援します

・各種補助金申請支援

・事業計画書策定支援

・経営革新計画策定支援 ・創業支援

・自社の強み、外部環境などの経営分析

山田 周作（やまだしゅうさく）

経営
改善

中小企業診断士

・創業/事業化支援 ・補助金活用

・中小企業支援施策の活用

・営業/販売面の戦略/計画づくり

・食品安全強化の仕組みづくり

髙橋 悠一（たかはしゆういち）

経営
改善

事業計画・
仕組みづくりに強いコンサルタント

・各補助金策定支援・経営革新計画策定支援
・経営戦略策定支援・事業計画策定支援
・自社分析支援(強みの発見)
・店舗レイアウト

補助金申請や
経営革新計画の書き方、
内容のアドバイスが得意

田中 智章（たなかともあき）

経営
改善

中小企業診断士元 道の駅支配人！
創業～経営難の事業者まで支援します

・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
・店舗スタッフ育成・六次産業化

妹尾 薫（せのおかおる）

店舗

経営

中小企業診断士

経営
改善

企業法務を得意とする法律の専門家

・登記、契約書作成 ・事業承継 ・法律
・法人の設立 ・交渉の方法
・ITを用いた効率化 ・債権回収
・リスク管理 ・トラブル対策

登記・契約・企業法務はお任せ！

池田 龍太（いけだりゅうた）

司法書士
経営
改善

企業法務、契約、会社登記を
丁寧にサポート‼︎

・各種契約書チェック ・会社設立
・会社合併 ・事業承継
・会社法人登記全般 ・相続

会社法務全般はお任せ！

小材 敬太（こざいけいた）

司法書士 介護事業の社長であり
労務のプロ

・人材の採用、効果的な求人
・人材のマネジメント
・労使間問題 ・働き方改革の法改正対応
・社会保険関係 ・助成金活用
・介護事業所経営 ・女性の起業

野村 香（のむらかおり）

社会保険労務士経営
改善

経営
改善

「わかりやすい」
「これならできそう」
社会保険、雇用契約、給与計算等を
わかりやすくお伝えします
・労使間問題 ・助成金活用
・働き方改革 ・社会保険関係
・人事評価、人材育成

猶嵜 博子（なおざきひろこ）

特定社会保険労務士 300社以上の労働問題を
解決してきた組織の課題解決の専門家

・モンスター社員対応(労働問題の解決)

・長時間残業対策 ・人材育成

・人材活用 ・社内コミュニケーション力UP

・労働契約書等の整備 ・助成金の活用

五十嵐 敏之（いがらしとしゆき）

社会保険労務士経営
改善

経営
改善

介護を笑顔にするマイスター

・介護事業経営 ・人材育成、確保

・医療、介護に関する補助金

・新規介護事業開業支援 ・BCP策定

・事業所、スタッフブランディング

杉谷 太（すぎたにふとし）

社会福祉士

介護事業全般はおまかせを

経営
改善

経営
改善

経営
改善

経営
改善

経営
改善

公認会計士と税理士の
Wライセンスを保有し、
幅広い知見

・税務全般 ・開業支援 ・確定申告

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

秋山 泰宏（あきやまやすひろ）

分かりやすくお伝えする税理士

・確定申告 ・法人決算
・相続税相談 ・年末調整
・法定調書 ・記帳指導

難しい専門用語は使いません！

税理士
行政書士

田中 馨子（たなかきょうこ）

成長を支援したい
世話焼きな税理士
兼 中小企業診断士

・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

税理士
中小企業診断士

田中 耕一（たなかこういち）

公認会計士
税理士

地域の身近な公認会計士

・会計 ・内部統制 ・経理 ・財務
・税務 ・M&A関連 ・IPO ・資金調達
・事業計画

会計・税務のプロフェッショナルが
親身になってご相談を承ります

六車 祥仁（むぐるまよしひと）

税理士税務・会計の負担と不安を
取り除くサポートをします！

・税務会計 ・税制優遇制度

・ペーパレス経理

・クラウド会計 ・数字で経営を見える化

クラウド会計が得意！

河本 莉沙（かわもと りさ）

経営
全般 事業者の皆様のために、

福岡県よろず支援拠点の体制整備・
相談レベルの向上・様々な企画を行います

・経営戦略全般 ・資金調達 ・Ｍ＆Ａ

・株式公開 ・事業承継

チーフコーディネーター

佐野 賢一郎（さのけんいちろう）


