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＜予約可能時間＞17時・18時・19時
毎月第３ 木曜日のみ

＜予約可能時間＞17時・18時・19時

＜予約可能時間＞17時・18時・19時

＜予約可能時間＞18時・19時

ご予約可能な時間はそれぞれ異なります。

弁護士
福岡県弁護士会　中小企業法律支援センター 牧 智浩 先生

◆契約書をチェックしてほしい
◆どの専門家に相談すればよいかわからない
◆ビジネスが法律に違反していないか？

弁護士は、何か起こった時に関わる専門家というイメージが強いと思いますが、スタートアップの方々には、リスク回避

のために弁護士に相談する、という感覚をぜひ持っていただきたいですね。例えば、エンドユーザー相手の商売であ

れば、消費者契約法、特定商取引法など、ユーザーを保護するための法律が多く関わってきます。後から、知らなかった

では済まされず、事業者側はそれを守らなくてはいけないわけです。弁護士は、裁判業務を通して、沢山の紛争事案を

見ています。ご自身のビジネスを始めたときに、どういうトラブルが起こりうるか？という相談をしていただければ、訴

訟が起こりうる範囲やリスクをお話しすることができますので、最初の交通整理として使っていただいても良いと思い

ます。世の中に人がいる限り、紛争はなくならないと思いますが、要らない紛争をなくすことはできます。思っていたよ

りも、弁護士は近い存在なんだなと思っていただけるように、サポートいたします！

税理士
TKC会員事務所　くま税理士事務所 隈 和宏 先生

◆確定申告のやり方がわからない
◆個人と法人の違いは？
◆経費の考え方を教えて欲しい

ご質問内容としては、個人事業の方が開業する場合の手続きや経費の考え方をよく聞かれます。具体的には、自宅で開

業するときに家賃を経費に含めてよいか？などどこまでを経費に含めることができるかに関しては、考え方は様々あり

ますが、根拠を示して按分することが重要です。また、法人化するメリットデメリットについてもよくご質問を受けます

ね。人によってメリットは異なりますが、売上がある程度見込めているケースや人の雇用を行う場合、取引を行う相手

によっては、開業当初から法人化した方が良い場合もあります。想いがあって起業しても数年後には廃業しているケー

スもとても多いです。継続するために、税理士をうまく活用して最新の情報を取っていただけたらと思います。ご自身の

質問内容をある程度紙にまとめて来られると重要度が高いご質問からお答えできますし、時間を有効に使えますので

オススメです。そういった熱意のある方からのご質問、大歓迎です！ぜひ気軽に相談してください。

弁理士 ＜予約可能時間＞18時・19時

＜予約可能時間＞18時・19時

日本弁理士会  九州支部 高松 宏行 先生

◆このビジネスで特許は取れる？
◆特許権や商標権をとるための手続きは？
◆特許権や商標権をとるにはどのくらいの費用がかかる？

知的財産（特許、実用新案、商標、意匠、著作権）について、まだまだ知られていない部分も多いかと思いますが、ビジネ

スで他社との差別化を図るという点では、知的財産は避けて通れません。モノや方法などで、特許を取得すると、他社

に真似されることなく、自分たちだけで実施できる権利を持つことができますし、その権利を担保にして、お金を借りる

こともできます。例えば、モノを作って販売するときなどは、誰かの特許（商標）がないか？を確認する必要があります。

誰かの権利に係るモノと知らずに販売していて、権利者側から警告等を受けた場合は、損害賠償請求、差し止め請求、

を受ける可能性があります。飲食店の方は、店名なども要注意です。また、特許は単に取得するだけではなく、その取得

により実効性がある権利にする必要があります。そのために弁理士相談を利用していただけたらと思います。そもそも

権利を取得すべきかの相談や、制度だけ知りたい！でもOKです。気軽に相談してください。

日本政策金融公庫
日本政策金融公庫　福岡ビジネスサポートプラザ

高橋 秀彰 氏

◆金融機関からの融資を受けたい
◆事業計画の作り方を知りたい
◆借入するべきか悩んでいる

起業（資金調達）したくても、いきなり日本政策金融公庫の窓口に行くのは敷居が高く感じられる方も多いかと思いま

すが、気軽に相談に来ていただきたいですね。そもそも資金調達が必要なのかも含めて、相談に来られた方のビジネ

スのお金の流れを一緒に考えていきます。場合によっては、資金調達する必要がないケースもありますし、逆に自己資

金が少ない方であれば、開業しても継続していけるか、という視点でもアドバイスします。アイデア構想段階から、事業

計画書の作り方も含めて伴走型支援でサポートします。金融機関から借入する際は、色々な金融機関と付き合いなが

ら手元資金を枯渇させないように、うまくまわすことも重要だと思いますね。日本政策金融公庫は、全国152支店のネッ

トワークがあります。将来、全国にビジネスを広げたいという方でも利用しやすいかと思います。一緒になって計画を

考えましょう！！皆さまの夢の実現に向けて、お手伝いします。

司法書士
福岡県司法書士会 川野 秀美 先生

◆定款の作成について
◆株式会社と合同会社の違いは？
◆個人事業と法人の違いって？

法人設立には、定款作成と登記が必要です。登記を行えなければ銀行口座を作ることもできません。司法書士に相談

するメリットは、ただ、手続きを行うだけでなく、その先を見据えて、定款の作成を行うことができることですね。よくあ

る事例としては、気の合う仲間で、法人（株式会社）を作り、その際の持ち株比率が平等に分けられているケース。始め

は気の合う仲間であっても、仲違いしてしまうこともあります。そうなったとき、会社が動かせない、なんてことにならな

いように、誰かしらがリーダーとして実権を握っておくことはとても重要です。また、会社形態の選び方もポイントです。

合同会社は設立費用は安いですが、先々の増資、株式分割なども見据えていくと、株式会社であることのメリットの方

が大きい場合もあります。後々にトラブルにならないためにも、一度は司法書士に相談することをおすすめします。ス

タートアップ企業が長く続く企業となるための伴走者として、サポートいたします！

リスクマネジメント

福岡商工会議所 亀澤 恭平 氏

◆お客さまとのトラブルに対する補償ってどう考えればいいの？
◆会社の財産（モノ）を守るためには？
◆災害によって売上が立たなくなったらどうする？

商工会議所のリスクマネジメントサービスの一環で、万が一の備えとして、商工会議所の団体保険制度の加入提案など

を行っています。事業の開始もしくは拡大のタイミングで、起こりうるリスクを考えることはとても重要です。自然災害で

資産が破損してしまったら？自分や従業員の病気やケガによる休業の場合の保障は？第三者からの苦情や、売った製品

で人にケガをさせてしまったり、人のモノを破損してしまった場合の補償は？最近では、知的財産の侵害や PCサイバー

攻撃もリスクの一つです。最初はなかなかイメージしづらいと思いますが、事業計画を作られたタイミングで、ぜひご相

談いただきたいですね。なぜならリスクマネジメントの結果、手配した保険料等が計画段階でコストとして見込めます

し、何より安心してビジネスを行うことができるからです。もちろん、どんなタイミングでも構いません。どういう保険が

必要か、こういう保険があったらいいのに、など普段漠然と思っていらっしゃることを一緒に考えていきましょう！

＜予約可能時間＞17時・18時・19時
毎月第１ 木曜日のみ

とっくに保証くんNEXT
～グローバル創業・雇用創出特区専用サービス～

◆事務所として借りられる物件を探している
◆現オフィスが手狭になり、広いオフィスに移転したい
◆店舗物件を探したい

とっくに保証くんNEXTとは、創業 5年以内の事業者で、日本政策金融公庫からの融資を受ける方が、三好不動産から

物件（店舗または事務所）を借りる際の連帯保証人が不要、敷金が半額～最大 80％引きで利用いただけるというサー

ビスです。グローバル創業・雇用創出特区専用のサービスで、スタートアップカフェでは、毎月第一木曜日に相談を受

け付けています。 敷金と保証金をおさえられれば残りの資金は自由に使うことができますし、賃貸を行う際に連帯保証

人を誰かにお願いしなくてはいけない心理的負担もなくなります。物件探しから、ご融資、創業後もワンストップでサ

ポートさせていただいています。お気軽にご相談ください。

行政書士

福岡県行政書士会福岡中央支部　特定行政書士

住吉 隆行 先生

◆法人を設立するために定款を作成したい
◆アイデアはあるけど、どんな許可が必要なの？
◆外国人が開業するための在留資格は？

行政書士は一口でいうと許可屋さんです。日本の場合、何をするにも基本的に許可や届出が必要です。ビジネスを始

める上で、どのような許可や届出が必要かをアドバイスするのが行政書士の仕事です。ある意味、許認可のスペシャリ

ストでもありますが、多岐にわたる各関係機関との調整を担うゼネラリストでもあります。許可を取るにも、その先に何

をやりたいかによって、定款の目的が変わってきたりもします。ぜひ、アイデアが出た段階で、相談に来ていただけると

良いかと思います。私自身は、専門分野でもある外国人の開業についてのご相談を受けることも多いのですが、書類を

作成する際は、しつこいくらい質問しながら、相談に来られた方の頭の中のやりたいことを整理します。我々は許可を

取るために何が必要なのか、スタートアップの為のフローを作っていきます。

＜予約可能時間＞18時・19時

各分野の専門家への起業
相談が

無料で受けられます！
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資産が破損してしまったら？自分や従業員の病気やケガによる休業の場合の保障は？第三者からの苦情や、売った製品

で人にケガをさせてしまったり、人のモノを破損してしまった場合の補償は？最近では、知的財産の侵害や PCサイバー

攻撃もリスクの一つです。最初はなかなかイメージしづらいと思いますが、事業計画を作られたタイミングで、ぜひご相

談いただきたいですね。なぜならリスクマネジメントの結果、手配した保険料等が計画段階でコストとして見込めます

し、何より安心してビジネスを行うことができるからです。もちろん、どんなタイミングでも構いません。どういう保険が

必要か、こういう保険があったらいいのに、など普段漠然と思っていらっしゃることを一緒に考えていきましょう！

＜予約可能時間＞17時・18時・19時
毎月第１ 木曜日のみ

とっくに保証くんNEXT
～グローバル創業・雇用創出特区専用サービス～

◆事務所として借りられる物件を探している
◆現オフィスが手狭になり、広いオフィスに移転したい
◆店舗物件を探したい

とっくに保証くんNEXTとは、創業 5年以内の事業者で、日本政策金融公庫からの融資を受ける方が、三好不動産から

物件（店舗または事務所）を借りる際の連帯保証人が不要、敷金が半額～最大 80％引きで利用いただけるというサー

ビスです。グローバル創業・雇用創出特区専用のサービスで、スタートアップカフェでは、毎月第一木曜日に相談を受

け付けています。 敷金と保証金をおさえられれば残りの資金は自由に使うことができますし、賃貸を行う際に連帯保証

人を誰かにお願いしなくてはいけない心理的負担もなくなります。物件探しから、ご融資、創業後もワンストップでサ

ポートさせていただいています。お気軽にご相談ください。

行政書士

福岡県行政書士会福岡中央支部　特定行政書士

住吉 隆行 先生

◆法人を設立するために定款を作成したい
◆アイデアはあるけど、どんな許可が必要なの？
◆外国人が開業するための在留資格は？

行政書士は一口でいうと許可屋さんです。日本の場合、何をするにも基本的に許可や届出が必要です。ビジネスを始

める上で、どのような許可や届出が必要かをアドバイスするのが行政書士の仕事です。ある意味、許認可のスペシャリ

ストでもありますが、多岐にわたる各関係機関との調整を担うゼネラリストでもあります。許可を取るにも、その先に何

をやりたいかによって、定款の目的が変わってきたりもします。ぜひ、アイデアが出た段階で、相談に来ていただけると

良いかと思います。私自身は、専門分野でもある外国人の開業についてのご相談を受けることも多いのですが、書類を

作成する際は、しつこいくらい質問しながら、相談に来られた方の頭の中のやりたいことを整理します。我々は許可を

取るために何が必要なのか、スタートアップの為のフローを作っていきます。

＜予約可能時間＞18時・19時

各分野の専門家への起業
相談が

無料で受けられます！


