岩手県よろず支援拠点 令和4 年度

予約制

ミニセミナーのご案内

無料

※ セミナーは各 1 時間、それぞれオンライン（Zoom）または対面形式で行います。
※ セミナー終了後、個別相談も承ります。
※ オンラインセミナーは、受付後にアドレスをお知らせいたします。
※ 対面形式のセミナーは、いわて産業振興センターで開催いたします。
※ お申し込みは先着順です。希望者多数の場合は参加をお断りすることがあります。

電話（平日9時〜17時）

お申し込みは
こちらから

☎ 019-631-3826

IT・DX 化

定員 7 名

『小規模事業者でも活用できる IT はこれだ！
事例で知る IT 活用セミナー』

6/3（金）、8/5（金）、10/7（金）各回 11時〜
IT活用して売上アップ、コスト削減がどのように

メール

yorozu@joho-iwate.or. jp
補助金

定員 7 名

『どっちが適切？ 事業再構築補助金と
もの補助のポイント』

5/30（月）、8/8（月）、10/12（水）各回15 時〜
事業再構築ともの補助を合わせ７年間で

できるのかイメージが湧かない方は必見！

約 50 件 超 の 採 択 支 援 実 績 を 持 つ 中 小 企 業

具体的な事例を見ながら、業務効率化する方法、

診断士が、両方を比較し採択ポイントを説明

I Tツールの選定方法等をお伝えします。

講師

します！

岩手県よろず支援拠点
チーフコーディネーター

中村

講師

春樹

オンライン（Zoom）セミナー
マーケティング

定員 7 名

売れる力がパワーアップ！『小さなビジネスの
ためのシンプルマーケティング』講座

6/24（金）、8/26（金）、
10/28（金）各回13 時〜
コロナ禍でも売上をぐんぐん伸ばしている事業者

食品

商品開発

定員 7 名

別々のテーマに見えますが、コロナ禍で売上を
アップするためにはどちらも必要になります。
その理由とやり方を解りやすく解説する小規模
事業者必見の内容です。

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

講師

和也

対面セミナー
商品開発

HACCP

7/27（水）、9/28（水）、11/29（火）各回15 時〜

なマーケティングについてお話しします。

食品

敏

コロナ禍に負けない！
『外販商品開発&HACCP! よくばりWセミナー』

その秘密に迫りつつ、どなたでもすぐに実践可能

佐藤

山口

オンライン（Zoom）セミナー

さんはどんな取り組みをしているのか。

講師

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

藤井

登

オンライン（Zoom）セミナー
定員 7 名

商品は磨けばもっと光る !!
『失敗しない商品開発セミナー』

6/24（金）、8/26（金）、
10/28（金）各回13 時〜
昔作った商品をそのまま販売し続けて、売上

低迷していませんか？ 新商品作り悩んでいま
せんか？ コロナ禍だからこそ売上アップ可能

補助金

定員 7 名

金融・資金繰り

『ものづくり補助金、採択への道』

6/8（水）、8/10（水）、10/12（水）各回11時〜

生産性の向上に必要な設備資金の一部を、補助
金で活用できる方法をご紹介します。

な商品開発のポイントを丁寧にご紹介します。

講師

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

久保田 まゆみ

対面セミナー

講師

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

千田

直樹

オンライン（Zoom）セミナー

Web

ホームページ

定員 7 名

今からでも遅くない！コロナ禍での
『SNS・Google マイビジネス活用セミナー』

5/31（火）、7/7（木）、9/9（金）各回13 時〜
店舗ビジネスでは、必須となっている

人材活用

定員 7 名

『自社で活躍できる人材採用のポイント』
〜ミスマッチをなくしていく〜

7/22（金）、9/2（金）、11/25（金）各回13時〜
求人を出しても採用ができない、採用しても定着

「Google マイビジネス」の活用術をご紹介。

しない、人材が育たない、など人材の悩みはあり
ませんか？自社で活躍できる人材を採用育成して
いくための初歩的なノウハウをご紹介。

講師

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

渡邊

講師

陽介

オンライン（Zoom）セミナー
金融

事業再生

定員 7 名

『コロナ禍の打開！ 金融機関交渉のポイント』
〜説明力が諾否を分ける〜

7/4（月）、9/5（月）、11/8（火）各回15時〜
自社や自分の考えや構想を、伝達する手法、
事業計画策定等を分かりやすく解説。

あなたの考えを具体化するセミナーです。

講師

補助金

助成金

雇用・労務

員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対するものです。労働者の意欲

を向上させ、企業には生産性を高め、優秀な人材を確保する効果があります。

『創業時にも使える！再就職手当とは？』
7/6（水）
、7/19（火）
、
9/27（火）各回13時〜
創業するには、何かとお金が必要となります。少し
でも、創業資金の確保に役立つ、再就職手当につい
て説明を致します。個人事業主として、開業を考え
ている方も対象となる可能性があります。

講師

『小規模事業者持続化補助金セミナー』

6/29（水）、8/29（月）、10/31（月）各回15時〜
販路開拓に必要な費用の一部を、補助金で

活用。ホームページ改修・パンフ作成・DM

送付など、売上アップに繋げる為の前向きな
投資を。

講師

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

藤澤

哲平

対面セミナー
海外展開

定員 7 名

キャリアアップ助成金とは非正規労働者のキャリアアップを促進し、正社

定員 7 名

金融

裕子

『労使双方が幸福になる！人材確保のための助成金』
（火）
、
9/7（水）各回13時〜
キャリアアップ助成金 5/24

一郎

対面セミナー

秋保

オンライン（Zoom）セミナー

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

千葉

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

小笠原

裕一

オンライン（Zoom）セミナー
Web

『ネット動画マーケティング入門』

定員 7 名
5/24（火）13時〜

自社の魅力を分かりやすくユーザーに伝えるには動画がおすすめ！
撮影、編集から配信まで解説。

『小さい会社・お店のための無料ネット集客法』
7/15
（金）13時〜
定員 7 名

『地方だからこそ、できる海外展開セミナー』

7/20（水）、9/7（水）、11/16（水）各回11時〜

今の SEO 対策の基本から、各 SNS や Google ビジネスプロフィールの活用
方法まで。

『初めての EC サイトセミナー』

9/27（火）13時〜

ネットで商品を売りたいとき、どんな方法がある

コロナ禍の今こそ、国内市場依存を脱却し、

のか、何に気を付けたらよいかを解説します。

新規販路開拓・拡大に取り組む重要性を
考えてみませんか？

講師

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

小清水

講師

貴子

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

笹平

拓

オンライン（Zoom）セミナー

オンライン（Zoom）セミナー
いわて
産業振興
センター

岩手県よろず支援拠点は、国が設置した中小企業・小規模事業のための
経営相談所。相談は何回でも無料です。貴社を担当するのは、さまざまな
ビジネス分野の第一線で活躍中のエキスパートたち。どんなお悩みでも
お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ・相談受付】

電話： 019-631-3826 FAX： 019-631-3830
メールアドレス： yorozu@joho-iwate.or.jp
ホームページ：https://iwate-yorozu.jp/

岩手県よろず支援拠点

公益財団法人いわて産業振興センター
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡 2-4-26

