
中
央
区

東
区

博
多
区

南
区

城
南
区

早
良
区

（株）イズマサ  福岡支店

（株）Global  Communication

（株）ソウシン

（株）コレクションリテールジャパン

プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス（株）  福岡中央オフィス

エデュソルイングリッシュ

（有）キュー・エス・エヌ

THE  SHIP

（株）まちかん設計

ゆき華

Network Engineering（株）  博多営業所

（株）M・Yコレクション

ジオ・ナビオ（株）

ラ・ヴレ・ボーテ

CRAFT  BIT  DANNY  CHURROS

磯飯倶楽部

タンカースジャパン（同）

宮下商店

大名総合法律事務所

ラ・ナチュール（株）

川原範子税理士事務所

回  中村ちひろ

（株）インハウス

オフィスAc.yama

調律・修理の古川ピアノ

社会保険労務士  モロトミ事務所

（株）アイクル

（同）Idea－System

電線ケーブル販売（卸業）

食品卸（めんたい他海産物全般） 小売（店舗）

塗装工事

婦人服、服飾雑貨の小売

生命保険・損害保険代理店

英語教室

保険代理業

アイリッシュパブ

設計（建築）

有料職業紹介業

コンピュータ・サービス

化粧品、日用品の販売

エクステリア工事

ネイルのサービス業

揚げたて米粉チュロスの製造・販売

飲食店

自動車生産機材販売

食品催事販売請負

法律事務

化粧品・美容商材輸出事業

税理士業務

広告デザイン作成

広告・PR・マーケティングによる販売促進

情報、データ（少子高齢化、人口動態等）を基にした経営支援

ピアノの調律、修理等のメンテナンスサービス（出張）

社会保険労務士業務

調剤薬局

iPhone修理店、フランチャイズ本部

福岡市東区箱崎ふ頭5-8-26

福岡市東区和白2-14-27-2号

福岡市東区社領2-23-26

福岡市博多区博多駅前2-20-1  大博多ビル4階

福岡市博多区博多駅前2-20-1  大博多ビル10階

福岡市博多区博多駅前2-19-17  トーカン博多第5ビル515号

福岡市博多区博多駅前3-10-12  J-MAXビル5階

福岡市博多区祇園町3-4

福岡市博多区須崎町5-10

福岡市博多区吉塚1-13-8  コーポ由貴201

福岡市博多区東光2-20-28

福岡市博多区東那珂3-1-41  C号室

福岡市博多区半道橋1-12-11  B棟3号

福岡市中央区清川2-2-27  エンクレスト天神南Ⅱ501号

福岡市中央区天神2-7-21  天神プライム1階

福岡市中央区大名1-3-33-1階

福岡市中央区大名1-8-20

福岡市中央区大名1-8-25-404

福岡市中央区大名2-2-26  親和ビル3階

福岡市中央区警固2-17-26-102号

福岡市中央区薬院1-8-20  KYOYA薬院ビル503

福岡市中央区赤坂2-3-13-3F

福岡市中央区舞鶴3-2-5  アイビル506

福岡市中央区梅光園3-6-6-907

福岡市南区花畑2-47-24  ロマネスク花畑202

福岡市南区若久2-19-21  コパン若久102

福岡市城南区南片江5-13-16

福岡市早良区西新5-15-11

人と未来を結ぶ電線ケーブル専門商社

通販会社及び直販会社へのオリジナル商品、PB商品の提案

福岡市東区で塗装、足場工事業をしています。よろしくお願いします

婦人服の小売・卸。上質で個性的な婦人服を取り扱っています

経営安定化と福利厚生に効果的な保険活用法をお伝えします

国際業務の生産性向上に直結する英語研修をご提供します

中小企業に特化した総合保険代理店です。お気軽にご相談ください

本場アイリッシュパブ。博多区祇園にオープン。5時より2時まで営業

みんなに好きになってもらえる建物を設計します！

懇親会・パーティーなど宴席での人材の紹介業です

コンピュータセキュリティやネットワーク構築、お任せください

化粧品・日用品・コンタクトレンズの販売をしています

福岡でお庭・外構エクステリアの設計施工をしています

ネイルとエステでキレイをサポートします

イベント出張販売、飲食店向け業務用米粉チュロスを販売します

磯釣り大好きオーナーの気ままなお店！0時からは深夜食堂も！！

工場向け自動化機材を販売しています

イベント等における飲食出店及び百貨店食品催事での販売請負

こんなことで相談していいのかな？という段階でご相談ください

優れた日本の美容商材と自社ブランド商品をアジア市場に輸出販売

経営者の意思決定に役立つ情報の提供を心がけています

経営者と消費者の視点で問題を解決し、デザイン力で形にします

企業、商品、地域のPRとブランド構築をお手伝いします

少子高齢化や人口変化の情報を基に貴社の経営に資する支援実施

調律や修理等のピアノメンテナンスと中古ピアノ販売も行っています

業績が向上し、社員が成長する人事制度を構築します

漢方薬を取り扱っています

iPhone修理店FC募集！加盟金3万円！ロイヤリティ不要！

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-641-6500

092-609-9850

092-260-9181

092-474-2537

092-432-3911

080-4315-3229

092-260-8100

092-271-5678

092-409-2158

092-409-1131

092-473-7215

092-710-6717

092-437-2611

080-8382-5592

090-3672-0595

092-707-3078

092-726-2255

090-3692-1572

092-781-0025

092-707-0996

092-738-2121

092-715-1601

092-515-8303

090-4677-6055

090-7533-2462

092-542-1555

092-862-5949

092-834-6499

西
区

春
日
市

山
口
県

筑
紫
野
市

春よ！恋

（株）レオコーポレーション

（株）稲澤工業

大賀酒造（株）

島田法律事務所

飲食（スナック経営）

改修工事（塗装工事）

鉄骨、鉄筋工事

日本酒製造

法律事務所

福岡市西区姪の浜4-3-7

春日市平田台1-101

春日市上白水5-1-204

筑紫野市二日市中央4-9-1

山口県下関市観音崎町12-10  太陽生命下関ビル5階

カラオケスナックですが、家庭的な雰囲気でゆっくりくつろげます

内装塗装・防水塗床工事の下地処理業とアスベスト、ダイオキシンの除去工事業を行っています

建設現場における鉄骨組立、土木現場における桟橋、構台を行っています

福岡県でも古い酒蔵で、伝統と革新の技術で酒造りをしています

中小企業の労働問題やクレーム対策に積極的に取り組んでいます

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-882-8617

092-595-3336

092-775-5477

092-922-2633

083-250-7881

不動産賃貸・売買

特殊溶接

訪問マッサージ

日本商品の海外販売

貿易業

日替弁当製造販売

（有）丸和企画

（株）大進工業

KEiROW香椎ステーション

桜華国際（株）

グリーンマックス（株）

（有）博多松美屋

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

建設業（建築）

電気工事

菓子製造販売

ベビー子供服製造卸販売

陽光建設（株）

（株）セイホーテック

（有）牛蒡餅本舗  熊屋

（有）エヌ・ワイ・メッセージ

大
野
城
市
春
日
市

長
崎
県

兵
庫
県

営業内容／事業所名

電源車のレンタル・リース

飲食店

広告制作・代理業

薬膳、ハーブティー製造販売

司法書士業務

遊技機販売

（株）アミューズメントテクノ九州

いさぎ

アイデンティア

（株）h.Sainte  Marie

大濠司法書士法人

（有）泰土

営業内容／事業所名

博
多
区

中
央
区

城
南
区

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？

新規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

※会費は全額、損金または必要経費に算入できます。
※福岡市内に事業所を有しない商工業社の方は「特別会員」としてご入会いただけます。
　「特別会員」は本所議員の選挙権・被選挙権はなく、部会への所属ができません。
　しかし、事業・サービスは一般の会員と同様にご利用できます。

加入資格 福岡市内に事業所を有し事業を営んでいる方で
あれば、業種・規模は問いません。

特典

ご入会 いただいた方全員に

会議所サービス利用券

3,000円分 進呈

ご紹介 いただいた方全員に

QUOカード

1,000円分 進呈

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
E-mail：shiryouseikyu_k＠fukunet.or.jp

職員が訪問し、ご説明させていただきます。まずは、お電話ください。

福岡商工会議所では、域内の事業者の方々の声を広く集め、

地域経済の発展につなげるために日々活動しています。

趣旨にご賛同いただける方のご入会を随時受け付けています。

地域の声に耳を傾け、
地域の発展を考える福岡商工会議所に

お知り合いの方を

共に発展しましょう！！

ご紹介
ください！！

特典
あります！
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中
央
区

東
区

博
多
区

南
区

城
南
区

早
良
区

（株）イズマサ  福岡支店

（株）Global  Communication

（株）ソウシン

（株）コレクションリテールジャパン

プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス（株）  福岡中央オフィス

エデュソルイングリッシュ

（有）キュー・エス・エヌ

THE  SHIP

（株）まちかん設計

ゆき華

Network Engineering（株）  博多営業所

（株）M・Yコレクション

ジオ・ナビオ（株）

ラ・ヴレ・ボーテ

CRAFT  BIT  DANNY  CHURROS

磯飯倶楽部

タンカースジャパン（同）

宮下商店

大名総合法律事務所

ラ・ナチュール（株）

川原範子税理士事務所

回  中村ちひろ

（株）インハウス

オフィスAc.yama

調律・修理の古川ピアノ

社会保険労務士  モロトミ事務所

（株）アイクル

（同）Idea－System

電線ケーブル販売（卸業）

食品卸（めんたい他海産物全般） 小売（店舗）

塗装工事

婦人服、服飾雑貨の小売

生命保険・損害保険代理店

英語教室

保険代理業

アイリッシュパブ

設計（建築）

有料職業紹介業

コンピュータ・サービス

化粧品、日用品の販売

エクステリア工事

ネイルのサービス業

揚げたて米粉チュロスの製造・販売

飲食店

自動車生産機材販売

食品催事販売請負

法律事務

化粧品・美容商材輸出事業

税理士業務

広告デザイン作成

広告・PR・マーケティングによる販売促進

情報、データ（少子高齢化、人口動態等）を基にした経営支援

ピアノの調律、修理等のメンテナンスサービス（出張）

社会保険労務士業務

調剤薬局

iPhone修理店、フランチャイズ本部

福岡市東区箱崎ふ頭5-8-26

福岡市東区和白2-14-27-2号

福岡市東区社領2-23-26

福岡市博多区博多駅前2-20-1  大博多ビル4階

福岡市博多区博多駅前2-20-1  大博多ビル10階

福岡市博多区博多駅前2-19-17  トーカン博多第5ビル515号

福岡市博多区博多駅前3-10-12  J-MAXビル5階

福岡市博多区祇園町3-4

福岡市博多区須崎町5-10

福岡市博多区吉塚1-13-8  コーポ由貴201

福岡市博多区東光2-20-28

福岡市博多区東那珂3-1-41  C号室

福岡市博多区半道橋1-12-11  B棟3号

福岡市中央区清川2-2-27  エンクレスト天神南Ⅱ501号

福岡市中央区天神2-7-21  天神プライム1階

福岡市中央区大名1-3-33-1階

福岡市中央区大名1-8-20

福岡市中央区大名1-8-25-404

福岡市中央区大名2-2-26  親和ビル3階

福岡市中央区警固2-17-26-102号

福岡市中央区薬院1-8-20  KYOYA薬院ビル503

福岡市中央区赤坂2-3-13-3F

福岡市中央区舞鶴3-2-5  アイビル506

福岡市中央区梅光園3-6-6-907

福岡市南区花畑2-47-24  ロマネスク花畑202

福岡市南区若久2-19-21  コパン若久102

福岡市城南区南片江5-13-16

福岡市早良区西新5-15-11

人と未来を結ぶ電線ケーブル専門商社

通販会社及び直販会社へのオリジナル商品、PB商品の提案

福岡市東区で塗装、足場工事業をしています。よろしくお願いします

婦人服の小売・卸。上質で個性的な婦人服を取り扱っています

経営安定化と福利厚生に効果的な保険活用法をお伝えします

国際業務の生産性向上に直結する英語研修をご提供します

中小企業に特化した総合保険代理店です。お気軽にご相談ください

本場アイリッシュパブ。博多区祇園にオープン。5時より2時まで営業

みんなに好きになってもらえる建物を設計します！

懇親会・パーティーなど宴席での人材の紹介業です

コンピュータセキュリティやネットワーク構築、お任せください

化粧品・日用品・コンタクトレンズの販売をしています

福岡でお庭・外構エクステリアの設計施工をしています

ネイルとエステでキレイをサポートします

イベント出張販売、飲食店向け業務用米粉チュロスを販売します

磯釣り大好きオーナーの気ままなお店！0時からは深夜食堂も！！

工場向け自動化機材を販売しています

イベント等における飲食出店及び百貨店食品催事での販売請負

こんなことで相談していいのかな？という段階でご相談ください

優れた日本の美容商材と自社ブランド商品をアジア市場に輸出販売

経営者の意思決定に役立つ情報の提供を心がけています

経営者と消費者の視点で問題を解決し、デザイン力で形にします

企業、商品、地域のPRとブランド構築をお手伝いします

少子高齢化や人口変化の情報を基に貴社の経営に資する支援実施

調律や修理等のピアノメンテナンスと中古ピアノ販売も行っています

業績が向上し、社員が成長する人事制度を構築します

漢方薬を取り扱っています

iPhone修理店FC募集！加盟金3万円！ロイヤリティ不要！

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-641-6500

092-609-9850

092-260-9181

092-474-2537

092-432-3911

080-4315-3229

092-260-8100

092-271-5678

092-409-2158

092-409-1131

092-473-7215

092-710-6717

092-437-2611

080-8382-5592

090-3672-0595

092-707-3078

092-726-2255

090-3692-1572

092-781-0025

092-707-0996

092-738-2121

092-715-1601

092-515-8303

090-4677-6055

090-7533-2462

092-542-1555

092-862-5949

092-834-6499

西
区

春
日
市

山
口
県

筑
紫
野
市

春よ！恋

（株）レオコーポレーション

（株）稲澤工業

大賀酒造（株）

島田法律事務所

飲食（スナック経営）

改修工事（塗装工事）

鉄骨、鉄筋工事

日本酒製造

法律事務所

福岡市西区姪の浜4-3-7

春日市平田台1-101

春日市上白水5-1-204

筑紫野市二日市中央4-9-1

山口県下関市観音崎町12-10  太陽生命下関ビル5階

カラオケスナックですが、家庭的な雰囲気でゆっくりくつろげます

内装塗装・防水塗床工事の下地処理業とアスベスト、ダイオキシンの除去工事業を行っています

建設現場における鉄骨組立、土木現場における桟橋、構台を行っています

福岡県でも古い酒蔵で、伝統と革新の技術で酒造りをしています

中小企業の労働問題やクレーム対策に積極的に取り組んでいます

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-882-8617

092-595-3336

092-775-5477

092-922-2633

083-250-7881

不動産賃貸・売買

特殊溶接

訪問マッサージ

日本商品の海外販売

貿易業

日替弁当製造販売

（有）丸和企画

（株）大進工業

KEiROW香椎ステーション

桜華国際（株）

グリーンマックス（株）

（有）博多松美屋

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

建設業（建築）

電気工事

菓子製造販売

ベビー子供服製造卸販売

陽光建設（株）

（株）セイホーテック

（有）牛蒡餅本舗  熊屋

（有）エヌ・ワイ・メッセージ

大
野
城
市
春
日
市

長
崎
県

兵
庫
県

営業内容／事業所名

電源車のレンタル・リース

飲食店

広告制作・代理業

薬膳、ハーブティー製造販売

司法書士業務

遊技機販売

（株）アミューズメントテクノ九州

いさぎ

アイデンティア

（株）h.Sainte  Marie

大濠司法書士法人

（有）泰土

営業内容／事業所名

博
多
区

中
央
区

城
南
区

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？

新規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

※会費は全額、損金または必要経費に算入できます。
※福岡市内に事業所を有しない商工業社の方は「特別会員」としてご入会いただけます。
　「特別会員」は本所議員の選挙権・被選挙権はなく、部会への所属ができません。
　しかし、事業・サービスは一般の会員と同様にご利用できます。

加入資格 福岡市内に事業所を有し事業を営んでいる方で
あれば、業種・規模は問いません。

特典

ご入会 いただいた方全員に

会議所サービス利用券

3,000円分 進呈

ご紹介 いただいた方全員に

QUOカード

1,000円分 進呈

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
E-mail：shiryouseikyu_k＠fukunet.or.jp

職員が訪問し、ご説明させていただきます。まずは、お電話ください。

福岡商工会議所では、域内の事業者の方々の声を広く集め、

地域経済の発展につなげるために日々活動しています。

趣旨にご賛同いただける方のご入会を随時受け付けています。

地域の声に耳を傾け、
地域の発展を考える福岡商工会議所に

お知り合いの方を

共に発展しましょう！！

ご紹介
ください！！

特典
あります！
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