
\\ 想いをカタチにする経営相談所

宮城県よろず⽀援拠点宮城県よろず⽀援拠点
ミニセミナーミニセミナー

//

宮城県よろず⽀援拠点 令和４年度中⼩企業庁受託事業

令和４年度
7∼9⽉

ラインナップ

事前
予約制

オン
ライン

参加費
無料

宮城県内の事業者さまは無料でご参加頂けます。

経営に役⽴つ具体的なテーマを１時間でお届けします。

感染拡⼤防⽌のためオンラインで開催します。

セミナーのお申し込みはWebサイトから承っております。

⽀援機関（⾦融機関・商⼯団体等）の⽅もご⾃由にご参加頂けます（⽀援

機関の⽅は参加定員⼈数に含まれませんのでぜひご参加ください）。

【宮城県内商⼯会・宮城県商⼯会連合会共催事業】



宮城県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点

   佐藤 創

講師
宮城県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点 宮城県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点

動画制作の基礎を学ぼう！
動画制作のイロハ

※お申し込みは先着順です。定員になり次第〆切いたします。

※同業者や経営コンサルタントの⽅、およびセミナー内容を⾃社サービス・商品として営業する⽅はご参加頂けません。

※キャンセルの場合は必ず２⽇前までにご連絡下さい。無断⽋席の場合、今後セミナーへのご案内ができくなることがございます。

７月ミニセミナーのごあんない

facebookでは経営のお役
立ち情報、補助金情報など

をお伝えしています。 TEL 022-393-8044
ミニセミナーの

お申込みはこちらから

お問合せ・相談申し込み

売上向上のためには、販促活動によって、新規顧客の
獲得を続ける必要があります。
「販促手法は具体的に何があるの？」という疑問や、
「販促から集客⇒売上向上への流れがうまくいかな
い」といった悩みを解決することで、売上アップにコ
ミットしましょう！

13:30～14:30　
定員：先着5名程度

事前
予約制

参加費
無料

注意事項

7/25
(月)

講師
宮城県よろず支援拠点

伊藤 翔太

売上拡大 販売促進 B2C事業

動画が脚光を浴びている今こそ動画を作ってみません
か？動画を作るための手順をわかりやすく説明いたし
ます。セミナーを聞いた後にすぐに取り掛かれるよう
な具体的な内容でお伝えします。動画の時代に乗り遅
れないように知識を増やしましょう！

15:00～16:00　
定員：先着5名程度

7/28
(木)

講師
宮城県よろず支援拠点

鈴木 陽

売上拡大 IT活用 全業種

宮城県よろず支援拠点  令和4年

売上アップにコミット！
新規顧客獲得のための販促設計

オンライン
開催

  木村  俊一

講師
宮城県よろず支援拠点

お金をかけずリピーターを増やす！
はじめてのLINE公式活用セミナー

15:00～16:00　先着5名程度
7/20
(水)

売上拡大 IT利活用 全業種

顧客へのポイントカード、タイムセール一斉告知、クー
ポン発行ができるLINE公式の使い方をレクチャします! 倉島  史明

講師 バイヤーにささる！
ＦＣＰシート作成のコツ

13:30～14:30　先着5名程度
7/22
(金)

売上拡大 販路開拓 卸売業

バイヤーさんが会社や商品に関心を持つための、訴求力
のあるＦＣＰシートの作成をレクチャします。

コロナ禍こそお客様をファンにせよ！
リピートを獲得するWebマーケティング

15:00～16:00　先着5名程度
7/22
(金)

売上拡大 事業戦略 全業種

コロナ禍で、SNSやWebを活用しながら非対面でお客様と
コントタクトを取りリピート化するノウハウを説明します

講師

遠藤 さゆり

講師 ＩＴ音痴の初心者でも出来る！
インスタグラム集客術

15:00～16:00　先着5名程度
7/25
(月)

IT活用 B2C事業

インスタで集客→売上拡大につなげるにはコツが必要。
投稿を武器にして集客できるノウハウ、お伝えします

売上拡大

伊藤  幸子

講師

13:30～14:30　先着5名程度
7/26
(火)

売上拡大 販売促進 全業種

チラシやポスター・名刺などを作成できる無料のデザイン
ツールCanva。初めてのチラシ作りのノウハウをレクチャ 菅野  史朗

講師

13:30～14:30　先着5名程度
7/27
(水)

全業種

コロナ禍を乗り切るための「事業再構築補助金」の概要
と、採択されるためのノウハウをお伝えします。

売上拡大

2022年事業再構築補助金の
活用方法

施策活用

  深澤 俊博

講師 弁護士に学ぶ。知らないと怖い!?
値引き・おまけの法的落とし穴

15:00～16:00　先着5名程度
7/27
(水)

法務 景表法 全業種

「おまけや値引き」って、どこまでが許容されるか知っ
ていますか？ぜひ正しい知識をインプットしましょう 室岡  庸司

講師
宮城県よろず支援拠点

インスタ・LINEで売上を伸ばす！
ＳＮＳ広告活用【初級編】

13:30～14:30　先着5名程度
7/28
(木)

売上拡大 宣伝広告 全業種

国内で8000万人以上が利用するSNSに広告を出してみ
よう！インスタ広告・LINE広告についてお伝えします

無料のCanvaでつくる
はじめてのチラシデザイン



宮城県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点

   鈴木 陽

講師
宮城県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点 宮城県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点

国の施策、事業承継･引継ぎ補助金を
活用しよう！

※お申し込みは先着順です。定員になり次第〆切いたします。

※同業者や経営コンサルタントの⽅、およびセミナー内容を⾃社サービス・商品として営業する⽅はご参加頂けません。

※キャンセルの場合は必ず２⽇前までにご連絡下さい。無断⽋席の場合、今後セミナーへのご案内ができくなることがございます。

８月ミニセミナーのごあんない

facebookでは経営のお役
立ち情報、補助金情報など

をお伝えしています。 TEL 022-393-8044
ミニセミナーの

お申込みはこちらから

お問合せ・相談申し込み

 若手従業員が定着しないとお悩みの事業者様に向け
て、人材サービス会社勤務経験の本宮ＣＯが、従業員
定着率アップのためのノウハウをお届けします。
特に若手従業員の考え方や特徴などをしっかりとお伝
えし、どのようにして定着を図るか具体的にレクチャ
します。

13:30～14:30　
定員：先着5名程度

事前
予約制

参加費
無料

注意事項

8/30
(火)

講師
宮城県よろず支援拠点

本宮  直

雇用 定着 全業種

事業承継やＭ＆Ａを契機として、新商品開発や新たな
販路開拓に取り組むなど、経営革新を検討する事業者
さんのための補助金です。
これらの取り組みにかかる経費を補助し、スムースな
事業承継を後押しする制度です。うまく活用できるよ
う詳細をお伝えします。

13:30～14:30　
定員：先着5名程度

8/23
(火)

講師
宮城県よろず支援拠点

渡辺 晋也

事業承継 施策活用 全業種

宮城県よろず支援拠点  令和4年

飲食・建設・運輸など
若手従業員の定着率アップのノウハウ

オンライン
開催

  伊藤 幸子

講師
宮城県よろず支援拠点

「いいね」されたい！Canvaで
映えるインスタ画像の3ステップ編集

13:30～14:30　先着5名程度
8/22
(月)

売上拡大 デザイン 全業種

撮った写真をCanvaで加工・編集してからインスタへ投
稿するノウハウをお伝えします。映え投稿をつくろう！ 木全 崇仁

講師 食品事業者向け製品開発講座
 売れる商品開発のポイント！

15:00～16:00　先着5名程度
8/23
(火)

売上拡大 商品開発 製造業

 競合が激しい食品開発のポイントは商品コンセプト。ヒッ
ト商品を開発経験から具体的なノウハウをレクチャー！

他社と差が出る！
売れる商品撮影術

13:30～14:30　先着5名程度
8/25
(木)

売上拡大 デザイン 食関連

画像の良し悪しで売上が激変。主に食品小売業向けのECサ
イト・インスタ投稿用写真をワンランクアップしましょう

講師

倉島 史明

講師
バイヤーを納得させる商談のコツ

13:30～14:30　先着5名程度
8/26
(金)

販路開拓 全業種

 限られたバイヤーとの商談時間でのヒアリングや提
案、および円滑な話法と交渉力をお伝えします。

売上拡大

佐藤 創

講師

15:00～16:00　先着5名程度
8/26
(金)

経営改善 経営知識 全業種

売上管理できていますか？損益分岐点売上高を把握し、営
業活動を見直すための損益管理ノウハウをお伝えします 室岡 庸司

講師

13:30～14:30　先着5名程度
8/29
(月)

全業種

「Google広告」をこれから始めたい人に向け、広告出稿前
の準備や出稿方法をお伝えするセミナーです。

売上拡大

「買いたい」顧客を自社ECサイト
に引き込む！初めてのGoogle広告

広告宣伝

  菅野 史朗

講師 法人版事業承継の
進め方

13:30～14:30　先着5名程度
8/31
(水)

事業承継 施策活用 全業種

法人の事業承継方法について、各種税制や活用施策など
を交えてお伝えするセミナーです。

毎月の売上計画ラクラク管理シート
で学ぶ月次の損益管理セミナー

宮城県よろず支援拠点

高橋  広之

講師

15:00～16:00　先着5名程度
8/30
(火)

労務 施策活用 全業種

労働効率の増進を図ることができる設備・機器等の経費に
対する助成金をご紹介。助成金で業務効率ＵＰを狙おう！

助成金を活用して労務環境を整備！
働き方改革助成金・業務改革助成金



宮城県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点

伊藤 翔太

講師
宮城県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点 宮城県よろず支援拠点

宮城県よろず支援拠点

小さな会社もストック収益へ！
コロナに強いサブスク事業のはじめ方

※お申し込みは先着順です。定員になり次第〆切いたします。

※同業者や経営コンサルタントの⽅、およびセミナー内容を⾃社サービス・商品として営業する⽅はご参加頂けません。

※キャンセルの場合は必ず２⽇前までにご連絡下さい。無断⽋席の場合、今後セミナーへのご案内ができくなることがございます。

９月ミニセミナーのごあんない

facebookでは経営のお役
立ち情報、補助金情報など

をお伝えしています。 TEL 022-393-8044
ミニセミナーの

お申込みはこちらから

お問合せ・相談申し込み

有料広告以外で、より多くの人に知ってもらうには、
MEOやSEOの対策を行う必要がありますが、これは自
分でもできる部分が結構あるのです。お客様目線で対
策し、認知度を高め、新サービスや新メニューを多く
の人に知ってもらうためのMEO/SEO対策の基礎を具
体的にお伝えします。

15:00～16:00　
定員：先着5名程度

事前
予約制

参加費
無料

注意事項

9/21
(水)

講師
宮城県よろず支援拠点

木村 俊一

売上拡大 ＩＴ活用 店舗事業

月額で安定的に課金できる商品やサービスを持つこと
ができれば、収益の安定性がとっても高くなります。
売り切り商品だけでは売上不振がそのまま赤字に直
結。自社のファンを増やす月額課金ビジネスのはじめ
かたをお話しします。

13:30～14:30　
定員：先着5名程度

9/26
(月)

講師
宮城県よろず支援拠点

佐藤 創

売上拡大 事業戦略 全業種

宮城県よろず支援拠点  令和4年

自分でできるMEO/SEO対策で、
当店を知ってもらおうセミナー

オンライン
開催

木全 崇仁

講師 EC事業者必見。今から間に合う！
秋冬キャンペーン企画づくり講座

13:30～14:30　先着5名程度
9/13
(火)

売上拡大 販売促進 EC事業者

キャンペーン計画、いつも期限ギリギリになってません
か？キャンペーン企画づくりで確実な売上確保をしよう！

やみくもな営業からの脱却！
勝つべくして勝つ営業設計

15:00～16:00　先着5名程度
9/22
(木)

売上拡大 現場改善 全業種

中小企業の強力な販売ツールはやはり「人」であり、すな
わち「営業」です。全社で使える営業設計をお伝えします

講師

遠藤 さゆり

講師 新規客をがっちり掴む
フードスタイリングセミナー

15:00～16:00　先着5名程度
9/26
(月)

デザイン 食関連

「おいしそう！行ってみたい」と思わせるお料理の盛り
付けをプロがレクチャする、超実践的な販促セミナー！

売上拡大

伊藤  幸子

講師

13:30～14:30　先着5名程度
9/27
(火)

売上拡大 デザイン 全業種

無料のデザインツールCanvaを使って、Webサイトで使う
バナーやYouTubeサムネイルづくりをレクチャします。 菅野  史朗

講師

13:30～14:30　先着5名程度
9/28
(水)

全業種

個人の事業承継方法について、各種税制や活用施策など
を交えてお伝えするセミナーです。

事業承継

個人版事業承継の
進め方

施策活用

  深澤 俊博

講師 弁護士に学ぶ、ホントは怖い！？
広告表示の落とし穴

15:00～16:00　先着5名程度
9/28
(水)

法務 経営知識 全業種

その広告表現適切ですか？弁護士から見た広告表示の思
わぬ落とし穴にはまらない為の具体例をお伝えします。 鈴木 陽

講師
宮城県よろず支援拠点

ラクラク簡単！
無料のCanvaでチラシ制作

13:30～14:30　先着5名程度
9/29
(木)

売上拡大 デザイン 全業種

無料のデザインツールCanvaを使って、自分でチラシや
ポスターを作成するノウハウをレクチャします。

無料のCanvaでつくる
初めてのバナーやサムネイル

渡辺 晋也

講師
宮城県よろず支援拠点

国の施策、事業承継･引継ぎ補助金を
活用しよう！

13:30～14:30　先着5名程度
9/20
(火)

事業承継 施策活用 全業種

新たな取り組みをしながらスムースな事業承継を後押し
する制度です。うまく活用できるようお伝えします。


