
掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

貴社の広報手段として、有料広告の“おためし”として、
まだご利用いただいていない会員のみなさま、是非ご利用ください!!
お申し込み方法等詳細につきましては、当所ホームページをご覧ください。
URL：http://www.fukunet.or.jp/businesschance/hot_news/

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます
掲載
無料

お申し込み・お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース

㈲リード・クリエーション【（一社）福岡繁盛支援協会】

㈲リード・クリエーション
【（一社）福岡繁盛支援協会】

して、田神社の祈願も受けた大変縁
起のよい存在。今年は「博多どんたく港
まつり」の花自動車にも登場しました。
福岡を象徴する元気な応援キャラとして
幅広い活躍の場を求めています！

ユネスコ無形文化遺産に登録され、
今や国外からも注目される博多祇園山
笠。祭りの公式キャラクター「おいさ」と

「きおい」をご存じですか？ 山笠はもちろ
ん、博多・福岡全体を盛り上げる存在と

第20回 店舗開業支援セミナー

“めでたく” “縁起のよい”元気キャラ
印象的な商品展開にご利用を！

㈱西日本新聞トップクリエ

博多祇園山笠公式キャラクター
「おいさ」と「きおい」

▼

元気な「おいさ」と
ハツラツとした「きおい」

知らずに開業、知って開業
これが開業後の大きな差へ……

福岡市南区高宮3-11-8・1F
TEL：092-523-6424
FAX：092-522-3332
http://f-hs.jp
E-mail：support@f-hs.jp
営業内容
・独立開業相談　・WEB集客 基礎講座
・店舗開業塾　・開業計画書の実践講座

これから店舗を開業する前の「何から
始めたら……？」にお答えいたします。ま
た、大事な資金調達で自己資金はいくら
くらい必要か？などのお話も実績を交えわ
かりやすくお話致します。今回のゲスト

講師は㈱デリズの井土朋厚氏に『圧倒的
な差別化でライバル不在の繁盛店を作り
出す方法』などをお話頂きます。

ホークスグッズや試合観戦チケットが
総計2,130名さまに当たります！！

九州電力㈱　福岡営業所

九州電力㈱　福岡営業所のお客さま。「きゅうでんガス」や「オール
電化」のお客さまは、抽選時の当選確率
が5 倍になりますので、是非、この機会
にご契約をお願いいたします。詳細は、
HPをご覧ください。

当社は、お客さまへの日頃の感謝の
気持ちを込めて、福岡ソフトバンクホー
クスのグッズや試合観戦チケットが抽選
で当たるキャンペーンを実施いたします。
対象は、家庭用料金プランでご契約中

お客さま感謝キャンペーン2017
ホークスグッズプレゼント！

福岡市中央区渡辺通2-1-82
TEL：0120-986-205
https://www.kyuden.co.jp/
営業内容
電気事業

▼

定員50名です
お早目にお申し込みください

福岡市東区奈多1-11-18-101
TEL：092-605-0303
FAX：092-605-0303
http://studio.artuminaka.com/
E-mail：sands707@nifty.com　
営業内容
絵画制作・販売・レンタル・教室

オシャレな絵画、癒しの絵画をあなたのオフィスやご自宅に。
当アトリエ似顔絵師スタッフによるプチ肖像画なども

アートスタジオ海の中道

アートスタジオ海の中道

結婚式ウエルカムボードなどの注文制
作。詳しくは「アートスタジオ海の中道」
で検索、「講師作品」「スタッフ作品」へと
お進みください。

アトリエ主宰者さかいようこの油彩・
水彩画販売・レンタル。ブルーを基調に
した癒しの油彩画、水彩によるヨーロッ
パ風景画。当アトリエ似顔絵師スタッフ
による可愛いお子さんやペットの肖像画、

美容室で行う技術サービス、接客応対、施術環境の充実を図り、一般の美容
サロンで行われるサービスに勝るとも劣らない内容をご提供いたします

DOUDOU  BEAUTY  SALON

これまでにない新たな訪問美容サービス☆
シャンプーでHAPPYに

絵画：油彩・水彩・アクリル
（風景・似顔絵等）

▼

弊社のシャンプー台と
シャンプー椅子を持参

▼

講師作品、スタッフ作品
癒しの絵画

DOUDOU  BEAUTY  SALON
福岡市中央区大名1-10-15
WATTビル3階
TEL：092-731-5500
FAX：092-731-5500
doudou.jp
E-mail：info@doudou.jp
営業内容
外出が困難な方へ「訪問シャンプーマッ
サージ」を提供し、心身ともに美しくなる
ことをお手伝いする訪問美容室です。

将来像がイメージできる“パッケージ＆クラウドサービス”イベント
～見て、触って、聞いて、働き方改革を体感～

㈱オービックビジネスコンサルタント　福岡営業所

手法である「奉行流働き方改革」を体感
いただけます！働き方改革のヒントに、
奉行フォーラム2017にぜひご来場くだ
さい！ 詳細は、福商ビジネス情報便に
同封のDMもご覧ください。

働き方改革で重要なのは“働き方改革
に取り組めた”という実績と、目に見え
る“確かな効果”。奉行フォーラム2017
では、すべての企業が実践でき、業務
にかかる時間を減らす具体的な取り組み

奉行流働き方改革を体感できる
OBC「奉行フォーラム2017」開催

㈱西日本新聞トップクリエ
福岡市中央区天神1-4-1-10F
TEL：092-711-5061
http://www.top-crea.jp/
営業内容
広告や印刷物の制作。企業人や文化人へ
のインタビュー、街情報の取材・編集に
定評。各種ロゴマーク、キャラクターデザ
インも手掛けます。

㈱オービックビジネスコンサルタント
福岡営業所
福岡市博多区冷泉町2-1
博多祇園M-SQUARE 9F
TEL：092-263-6091
FAX：092-263-6099
http://www.obc.co.jp/
営業内容
勘定奉行をはじめとする基幹業務シス
テムメーカー。奉行シリーズの導入社
数56万社、導入シェアNo.1。

▼

事前登録制
参加費無料

老人ホーム・グループホーム・デイサー
ビス施設）、各福祉施設、病院等への訪
問美容・理容サービスを行っております。
その他カットやカラーなどのメニューもあ
ります。

5 種類の香りから選べる「大名シャン
プーマッサージ」が一番人気のメニュー！
高齢者、障害者（障害児）、疾病などで
外出が困難な為に、美容室のご利用がで
きない方のご自宅や、高齢者施設（有料

▲ 1度の応募で最大4回のチャンス！
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