
11/21㊋ BCPリーガルセミナー
～BCP策定と企業の安全配慮義務～

近年、我が国では、地震･噴火･津波･水
害･竜巻･土砂災害など、様々な自然災害
が多発しています。熊本地震をはじめ、
日向灘、長野などの地震なども発生して
おり、今後の南海トラフ巨大地震への備
えの必要性を再認識する必要がありま
す。本セミナーでは、今後の貴社におけ
るBCP策定、地震対策のお役に立つ内容
として、防災･危機管理の専門家が災害
発生時における状況判断の考え方や実
践的ノウハウの中でも、新たな視点とし
て「安全配慮義務の履行」に着目してご
説明します。また、福岡の北浜法律事務
所･敷地弁護士にもご講演頂きます。

 
 
 
 
主催／株式会社構造計画研究所 
問合せ･申込／TEL050-5305-1380

お気軽にお問合せください！

●場所／株式会社 構造計画研究所 福岡
支社 セミナールーム(博多区博多駅中央街8-1 JRJP博
多ビル8F)●時間／14:00～16:30(受付開始13:30)●
参加費／無料●定員／先着20名※事前登録制●申込
／左記TELにて 構造計画研究所 検索
【㈱構造計画研究所とは？】1956年に城郭やビルなど建物
の構造設計業務から始まり、人工構築物を取巻く自然現象
(地震･津波･風など)の解析･シミュレーションや情報通信
分野でのソフトウェア開発、製造分野へのCAD/CAEのソ
フトウェア販売･カスタマイズ、人間の意思決定支援分野
でのコンサルティングなどを行っています。

12/15㊎ 無料法律セミナー「法科村塾」
第102回「賃貸借契約書を読む」

毎月第3金曜日に行なっている市
民公開無料法律セミナー「法科村
塾」は今年10月で100回目を迎え
ました。第102回のテーマは「賃貸
借契約書を読む」です。契約後のト
ラブルを回避するために知ってお
くべきことや注意するべきことを
わかりやすくお伝えします。法律
あり、笑いあり、歴史ありのあっと
いう間の120分です。

主催／SOCIAL総合司法書士事務所
問合せ･申込／
TEL092-716-8658
FAX092-731-7285

どなたでもお気軽にご参加ください

●場所／アクロス福岡 605号会議室
(中央区天神1-1-1)●時間／19:00～21:00●参加
費／無料●定員／先着30名●講師／丸田幸一氏
(司法書士)●申込／左記TEL、もしくはFAXにて
※FAXの場合は名前、電話番号、メールアドレス
を要記載●備考／10月以降のセミナーの詳細は
ブログにてご確認ください 
 法科村塾 検索

1/7㊐ 九州交響楽団 ニューイヤーコンサート
～華麗なるウィンナ･ワルツの響宴～

福岡での新年の恒例となった九州交
響楽団のニューイヤーコンサート。今
回は、ソリストにソプラノ･吉原圭子
氏が登場し、レハールの喜歌劇「ジュ
ディッタ」〈熱き口づけを〉の独唱な
ど、ファンを魅了する透明な美声を会
場に響かせます。指揮はおなじみの現
田茂夫氏です。新年の幕開けにふさわ
しいウィンナ･ワルツやオペラ作品な
ど華やかな音楽で心弾む新年を迎え
ましょう。
 
 
主催／公益財団法人九州交響楽団
問合せ･申込／九響チケットサービス 
TEL092-823-0101 

お気軽にお問合せください

●場所／アクロス福岡シンフォニー
ホール(中央区天神1-1-1)●時間／開場14:00 開
演15:00●料金／S席5,200円、A席4,200円、B席
3,100円、C席1,500円●申込／左記TEL、アクロ
ス福岡チケットセンター(TEL092-725-9112)、
九響HP、チケットぴあ、ローソンチケットにて 
九響 検索

国際社会の中であらゆる形の
コミュニケーションをお手伝いします！

私たちの基本姿勢は語学教育を
ベースにした世界に通用する人間
教育です。アウルズの語学教育事業
はみなさまの生涯学習のお手伝い
をいたします。日常会話から実務に
基づいたビジネスクラスまでお客
様のニーズにお応えする多彩なプ
ログラムをご用意しております。ま
た、日本全国･欧米･アジア各地に優
秀な通訳者を揃え、世界中のあらゆ
る言語に対応しているので、通訳･
翻訳もお任せください。 
 
株式会社アウルズ
問合せ／TEL093-522-1699
　　　　(担当:高岡、犬塚)

「本冊子を見た」で翻訳･通訳
料金を20％OFF！
 

北九州市小倉北区米町1-3-10 一宮ビ
ル7F(小倉駅から徒歩6分)●営業／9:00～18:00
●事業内容／語学教育(ビジネスクラス、官公庁･
大学向けクラス、資格試験対策クラス、プライ
ベートレッスン)、BOE(国公立小･中･高校への外
国語指導助手(ALT)の配置)、子ども教育、コンベ
ンション事業(翻訳、通訳、PCO) 
 アウルズ 北九州 検索

【正社員募集】安心して働ける環境で
あなたの能力を十分に発揮してください！

アクサ生命は、世界的な保険・金融グ
ループAXAの日本法人として1994年
に設立、翌年に営業を開始しました。
2000年の旧日本団体生命と資本提携
を経て、日本の保険・金融市場で強固
な顧客基盤を持つ保険会社として成
長してきました。
AXAグループが世界で培ってきた知
識と経験を活かし、保険、貯蓄、資産運
用といったお客さまのニーズにお応
えしています。
 
 
アクサ生命保険株式会社 
福岡支社 福岡営業所
問合せ／TEL092-431-8056
　　　　(担当:柿内、松下)

まずはお気軽にお電話ください

博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所
ビル7F [募集概要]●給与／月給12万円･15万円･18万
円･21万円･24万円の固定給＋比例給(業績給)※経験･
能力を考慮のうえ優遇●対象／高卒以上･経験不問(未
経験者歓迎)●勤務時間／9:15～17:00(休憩60分、原
則残業なし)●賞与／年2回●待遇･福利厚生／各種社
会保険完備、弔慰金、退職金制度、介護休業制度、育児休
業制度●休日／完全週休2日制(土日)、祝日、夏季、年末
年始●有給休暇／初年度14日、2年目以降26日(無欠勤
加算6日含む)●勤務地／福岡営業所●応募方法／上記
住所まで履歴書をご郵送、もしくは電話にて問合せを

料理研究家として44年の経験を活かしたレシピ
開発、新商品開発、メニューコンサルティング

プロの料理家が、飲食店向けに旬
の食材や流行を取り入れニーズに
合ったオリジナルレシピを開発い
たします。また、メニュー見直しや
盛り付け、テーブルセッティング
のアドバイスまでワンストップで
お受けいたします。「売上アップの
ためのデザートメニューを開発し
たい」などの要望にもお応えしま
す。レシピ開発については守秘義
務を守りますのでご安心を！
 
 
あらMOTOKO
江川元子料理教室
問合せ／
TEL092-712-0295

いつでもご相談ください
（相談無料）

中央区警固2-19-1002(警固交差点そば)
●営業／10:00～18:00●事業内容／レストランメ
ニュー企画･レシピ提案、食品メーカー商品開発、フレ
ンチベースの創作料理教室、簡単レシピセミナー開催 
あらもとこ 検索
【江川元子】フランス人有名シェフとの勉強会や交流か
ら得た経験を活かし、福岡、広島などの有名ホテルでフ
ランス料理をメインとして前菜やデザートの料理指導
やレストランのメニュー開発･企業の商品開発に携わ
る。男性や初心者も参加しやすいアットホームな雰囲
気で学ぶことができる料理教室も行っている。

御祝やお悔やみ時は「スタンド花」
が得意な当店にお任せください！

お花で恥ずかしい思いをされた経
験はありませんか？当店では、「御
祝」や「お悔やみ」のシーンでよく
贈られる、スタンド花のボリュー
ム感を特に大切に制作してお届け
致しております。また、法人様にご
利用頂きやすいサービスも提供し
ております。当日配達等も可能な
範囲で対応しておりますので、お
気軽にお問合せください。

 
フラワーショップ
ナーセリーさぬい
問合せ／
TEL092-821-8151

3,240円以上から福岡市内の配達は送料無料
市外･県外への配達は外注手数料無料！

城南区飯倉1-3-19(飯倉一丁目バス停
降りてすぐ)●営業／9:00～19:00(休／日曜)※
日曜定休ですが電話･FAXでのご注文･配達は承
ります●事業内容／店頭販売、オンラインショッ
プ、配達。スタンド花16,200円～、つぼいけ
10,800円～など詳しくはお問合わせくださ
い。 ナーセリーさぬい 検索

わたしたちは、ネットを通じて
売上アップに貢献する専門チームです

①SNSやネット広告で集客して
売上を増加させたい場合は、豊富
なネット集客の成功事例から、規
模･予算にあった最適なご提案を
いたします。②ホームページの改
善をして売り上げを最大化したい
場合は、カイゼン専門のグロース
チームがお伺いして分析・ご提案
いたします。③商品を売り込むた
めのランディングページを作成し
たい場合は、心理学を応用しユー
ザーに響きやすいページのご提案
をいたします。
 
 
 
エクスコード株式会社
問合せ／TEL092-261-2250

「本冊子を見た」で右記の
お得な特典を受けられます！

博多区祇園町8-13 第一プリンスビル
1F The Company #07(キャナルシティ博多そ
ば)●営業／9:00～17:00(休／土日祝)●事業内
容／ホームページの制作または改善による集客、
リスティング広告による集客および管理運用 
 エクスコード 博多 検索
【エフリンクス特典】
①HP開設をご検討の方は業態別無料プランニング
②リスティング広告ご検討中の方は広告無料プランニング
③リスティング広告運用をご依頼の方は7,500円分サービス

リース契約にすることでコスト削減
しませんか？見積もりは無料です！

当社は福岡県内を中心に法人・個
人向けに多数のリース実績があり
ます。国内の全メーカーの取り扱
いがあり、お客様のコスト削減に
向けた提案を随時行っています。
また、万一事故や故障の場合でも
お客様を完全サポートいたしま
す。すでに営業車を保有されてい
る方向けにはリースバックも可能
です。お気軽にご相談ください！

 
株式会社サンネットワーク
問合せ／TEL092-474-4303

新車リースご成約のお客様に
オプション3万円分プレゼント！

博多区比恵町1-18(博多駅筑紫口から
徒歩15分)●営業／9:00～18:00(休／土日祝)●
事業内容／カーリース事業(法人･個人)、ETC･ガ
ソリンカード事業、電算処理事業 サンネット
ワーク 検索
【カーリースのメリットは？】
法人の場合、車両を資産として所有しないため、
車両保有に対する税金や代替等により発生する
経費の心配がなくなります。また、車両購入･維
持･管理に伴う手続きを簡略化することで業務を
大幅に削減できます。

日常会話･ビジネス英語から資格試験
まで実力派講師が一貫指導します！

日本語をうまく利用しながら英語
を身につける独自の「スペース
シャトルメソッド」を導入し、英語
が苦手な方でも3ヵ月で海外旅行
に1人で行ける力がつくレッスン
を行っています。授業は少人数制
で、1人の講師が一貫して行うた
め、課題が明確になり上達が早ま
ります。また、1時間1,500円から
レッスンを受講でき「これなら続
けられる！」とご好評いただいて
おります。 
 
エデュソルイングリッシュ
問合せ／TEL080-4315-3229

「本冊子を見た」で英語がすぐにうまくなる発音
トレーニングシートのサンプルを無料プレゼント

博多区博多駅前2-19-17 トーカン博
多第5ビル515(地下鉄祇園駅から徒歩3分)●営業
／12:00～21:00(休／月･火曜)●事業内容／一般
英会話、ビジネス英語(面接･履歴書作成･メール
作成･電話応対･スピーチ･プレゼン･会議や交渉
で使う英語など)●クラス／総合英語、TOEICト
レーニングジム、英検準1級対策講座、中学英語、
小学英語●受講料／総合英語 1ヶ月9,000円(各
90分×4コマ)、英検準1級対策講座 3ヶ月65,400
円(各3時間×12コマ)　詳しくはお問い合わせく
ださい エデュソル 博多 検索

新入社員研修無料相談受付中！貴社
だけの研修をコーディネートします

来春の新入社員研修は、他社と同
じ内容でいいですか？…しかし、
貴社には貴社の「新人に成長して
ほしい方向性」があるはず。画一的
な研修では限界があります。㈱就
面は、経営方針や人材育成につい
て、お考えをしっかりと傾聴し「貴
社だけのためにコーディネートす
る研修」を得意としています。まず
はお気軽にお問合わせください。

 
株式会社就面　
問合せ･申込／TEL092-419-2670 
※金額･時間は内容により異なります
※講座日程はご希望に応じます

「本冊子を見た」で貴社の「求人
募集に関する課題分析」1回無料！

博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビ
ル2F サーブコープ内(博多バスターミナル向い)●営
業／9：00～17：30(休／土日祝※土曜は応相談)●事業
内容／大学における就活講座、人材定着に関する企業
研修●実績／「学生気分の甘えを無くし協調性を植え
付けたい」企業様へは「協働で目標達成させる合宿研
修」を実施、「離職を防ぎたい」企業様へは「傾聴のプロ
による定期的発散」を実施など。「採用する側･される
側」の両者を支援するからこそ有する「相手目線」を強
みとし、効果的な対策を提供しています。※代表･松田
は福商実務研修講座の担当講師　就面　福岡 検索



11/21㊋ BCPリーガルセミナー
～BCP策定と企業の安全配慮義務～

近年、我が国では、地震･噴火･津波･水
害･竜巻･土砂災害など、様々な自然災害
が多発しています。熊本地震をはじめ、
日向灘、長野などの地震なども発生して
おり、今後の南海トラフ巨大地震への備
えの必要性を再認識する必要がありま
す。本セミナーでは、今後の貴社におけ
るBCP策定、地震対策のお役に立つ内容
として、防災･危機管理の専門家が災害
発生時における状況判断の考え方や実
践的ノウハウの中でも、新たな視点とし
て「安全配慮義務の履行」に着目してご
説明します。また、福岡の北浜法律事務
所･敷地弁護士にもご講演頂きます。

 
 
 
 
主催／株式会社構造計画研究所 
問合せ･申込／TEL050-5305-1380

お気軽にお問合せください！

●場所／株式会社 構造計画研究所 福岡
支社 セミナールーム(博多区博多駅中央街8-1 JRJP博
多ビル8F)●時間／14:00～16:30(受付開始13:30)●
参加費／無料●定員／先着20名※事前登録制●申込
／左記TELにて 構造計画研究所 検索
【㈱構造計画研究所とは？】1956年に城郭やビルなど建物
の構造設計業務から始まり、人工構築物を取巻く自然現象
(地震･津波･風など)の解析･シミュレーションや情報通信
分野でのソフトウェア開発、製造分野へのCAD/CAEのソ
フトウェア販売･カスタマイズ、人間の意思決定支援分野
でのコンサルティングなどを行っています。

12/15㊎ 無料法律セミナー「法科村塾」
第102回「賃貸借契約書を読む」

毎月第3金曜日に行なっている市
民公開無料法律セミナー「法科村
塾」は今年10月で100回目を迎え
ました。第102回のテーマは「賃貸
借契約書を読む」です。契約後のト
ラブルを回避するために知ってお
くべきことや注意するべきことを
わかりやすくお伝えします。法律
あり、笑いあり、歴史ありのあっと
いう間の120分です。

主催／SOCIAL総合司法書士事務所
問合せ･申込／
TEL092-716-8658
FAX092-731-7285

どなたでもお気軽にご参加ください

●場所／アクロス福岡 605号会議室
(中央区天神1-1-1)●時間／19:00～21:00●参加
費／無料●定員／先着30名●講師／丸田幸一氏
(司法書士)●申込／左記TEL、もしくはFAXにて
※FAXの場合は名前、電話番号、メールアドレス
を要記載●備考／10月以降のセミナーの詳細は
ブログにてご確認ください 
 法科村塾 検索

1/7㊐ 九州交響楽団 ニューイヤーコンサート
～華麗なるウィンナ･ワルツの響宴～

福岡での新年の恒例となった九州交
響楽団のニューイヤーコンサート。今
回は、ソリストにソプラノ･吉原圭子
氏が登場し、レハールの喜歌劇「ジュ
ディッタ」〈熱き口づけを〉の独唱な
ど、ファンを魅了する透明な美声を会
場に響かせます。指揮はおなじみの現
田茂夫氏です。新年の幕開けにふさわ
しいウィンナ･ワルツやオペラ作品な
ど華やかな音楽で心弾む新年を迎え
ましょう。
 
 
主催／公益財団法人九州交響楽団
問合せ･申込／九響チケットサービス 
TEL092-823-0101 

お気軽にお問合せください

●場所／アクロス福岡シンフォニー
ホール(中央区天神1-1-1)●時間／開場14:00 開
演15:00●料金／S席5,200円、A席4,200円、B席
3,100円、C席1,500円●申込／左記TEL、アクロ
ス福岡チケットセンター(TEL092-725-9112)、
九響HP、チケットぴあ、ローソンチケットにて 
九響 検索

国際社会の中であらゆる形の
コミュニケーションをお手伝いします！

私たちの基本姿勢は語学教育を
ベースにした世界に通用する人間
教育です。アウルズの語学教育事業
はみなさまの生涯学習のお手伝い
をいたします。日常会話から実務に
基づいたビジネスクラスまでお客
様のニーズにお応えする多彩なプ
ログラムをご用意しております。ま
た、日本全国･欧米･アジア各地に優
秀な通訳者を揃え、世界中のあらゆ
る言語に対応しているので、通訳･
翻訳もお任せください。 
 
株式会社アウルズ
問合せ／TEL093-522-1699
　　　　(担当:高岡、犬塚)

「本冊子を見た」で翻訳･通訳
料金を20％OFF！
 

北九州市小倉北区米町1-3-10 一宮ビ
ル7F(小倉駅から徒歩6分)●営業／9:00～18:00
●事業内容／語学教育(ビジネスクラス、官公庁･
大学向けクラス、資格試験対策クラス、プライ
ベートレッスン)、BOE(国公立小･中･高校への外
国語指導助手(ALT)の配置)、子ども教育、コンベ
ンション事業(翻訳、通訳、PCO) 
 アウルズ 北九州 検索

【正社員募集】安心して働ける環境で
あなたの能力を十分に発揮してください！

アクサ生命は、世界的な保険・金融グ
ループAXAの日本法人として1994年
に設立、翌年に営業を開始しました。
2000年の旧日本団体生命と資本提携
を経て、日本の保険・金融市場で強固
な顧客基盤を持つ保険会社として成
長してきました。
AXAグループが世界で培ってきた知
識と経験を活かし、保険、貯蓄、資産運
用といったお客さまのニーズにお応
えしています。
 
 
アクサ生命保険株式会社 
福岡支社 福岡営業所
問合せ／TEL092-431-8056
　　　　(担当:柿内、松下)

まずはお気軽にお電話ください

博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所
ビル7F [募集概要]●給与／月給12万円･15万円･18万
円･21万円･24万円の固定給＋比例給(業績給)※経験･
能力を考慮のうえ優遇●対象／高卒以上･経験不問(未
経験者歓迎)●勤務時間／9:15～17:00(休憩60分、原
則残業なし)●賞与／年2回●待遇･福利厚生／各種社
会保険完備、弔慰金、退職金制度、介護休業制度、育児休
業制度●休日／完全週休2日制(土日)、祝日、夏季、年末
年始●有給休暇／初年度14日、2年目以降26日(無欠勤
加算6日含む)●勤務地／福岡営業所●応募方法／上記
住所まで履歴書をご郵送、もしくは電話にて問合せを

料理研究家として44年の経験を活かしたレシピ
開発、新商品開発、メニューコンサルティング

プロの料理家が、飲食店向けに旬
の食材や流行を取り入れニーズに
合ったオリジナルレシピを開発い
たします。また、メニュー見直しや
盛り付け、テーブルセッティング
のアドバイスまでワンストップで
お受けいたします。「売上アップの
ためのデザートメニューを開発し
たい」などの要望にもお応えしま
す。レシピ開発については守秘義
務を守りますのでご安心を！
 
 
あらMOTOKO
江川元子料理教室
問合せ／
TEL092-712-0295

いつでもご相談ください
（相談無料）

中央区警固2-19-1002(警固交差点そば)
●営業／10:00～18:00●事業内容／レストランメ
ニュー企画･レシピ提案、食品メーカー商品開発、フレ
ンチベースの創作料理教室、簡単レシピセミナー開催 
あらもとこ 検索
【江川元子】フランス人有名シェフとの勉強会や交流か
ら得た経験を活かし、福岡、広島などの有名ホテルでフ
ランス料理をメインとして前菜やデザートの料理指導
やレストランのメニュー開発･企業の商品開発に携わ
る。男性や初心者も参加しやすいアットホームな雰囲
気で学ぶことができる料理教室も行っている。

御祝やお悔やみ時は「スタンド花」
が得意な当店にお任せください！

お花で恥ずかしい思いをされた経
験はありませんか？当店では、「御
祝」や「お悔やみ」のシーンでよく
贈られる、スタンド花のボリュー
ム感を特に大切に制作してお届け
致しております。また、法人様にご
利用頂きやすいサービスも提供し
ております。当日配達等も可能な
範囲で対応しておりますので、お
気軽にお問合せください。

 
フラワーショップ
ナーセリーさぬい
問合せ／
TEL092-821-8151

3,240円以上から福岡市内の配達は送料無料
市外･県外への配達は外注手数料無料！

城南区飯倉1-3-19(飯倉一丁目バス停
降りてすぐ)●営業／9:00～19:00(休／日曜)※
日曜定休ですが電話･FAXでのご注文･配達は承
ります●事業内容／店頭販売、オンラインショッ
プ、配達。スタンド花16,200円～、つぼいけ
10,800円～など詳しくはお問合わせくださ
い。 ナーセリーさぬい 検索

わたしたちは、ネットを通じて
売上アップに貢献する専門チームです

①SNSやネット広告で集客して
売上を増加させたい場合は、豊富
なネット集客の成功事例から、規
模･予算にあった最適なご提案を
いたします。②ホームページの改
善をして売り上げを最大化したい
場合は、カイゼン専門のグロース
チームがお伺いして分析・ご提案
いたします。③商品を売り込むた
めのランディングページを作成し
たい場合は、心理学を応用しユー
ザーに響きやすいページのご提案
をいたします。
 
 
 
エクスコード株式会社
問合せ／TEL092-261-2250

「本冊子を見た」で右記の
お得な特典を受けられます！

博多区祇園町8-13 第一プリンスビル
1F The Company #07(キャナルシティ博多そ
ば)●営業／9:00～17:00(休／土日祝)●事業内
容／ホームページの制作または改善による集客、
リスティング広告による集客および管理運用 
 エクスコード 博多 検索
【エフリンクス特典】
①HP開設をご検討の方は業態別無料プランニング
②リスティング広告ご検討中の方は広告無料プランニング
③リスティング広告運用をご依頼の方は7,500円分サービス

リース契約にすることでコスト削減
しませんか？見積もりは無料です！

当社は福岡県内を中心に法人・個
人向けに多数のリース実績があり
ます。国内の全メーカーの取り扱
いがあり、お客様のコスト削減に
向けた提案を随時行っています。
また、万一事故や故障の場合でも
お客様を完全サポートいたしま
す。すでに営業車を保有されてい
る方向けにはリースバックも可能
です。お気軽にご相談ください！

 
株式会社サンネットワーク
問合せ／TEL092-474-4303

新車リースご成約のお客様に
オプション3万円分プレゼント！

博多区比恵町1-18(博多駅筑紫口から
徒歩15分)●営業／9:00～18:00(休／土日祝)●
事業内容／カーリース事業(法人･個人)、ETC･ガ
ソリンカード事業、電算処理事業 サンネット
ワーク 検索
【カーリースのメリットは？】
法人の場合、車両を資産として所有しないため、
車両保有に対する税金や代替等により発生する
経費の心配がなくなります。また、車両購入･維
持･管理に伴う手続きを簡略化することで業務を
大幅に削減できます。

日常会話･ビジネス英語から資格試験
まで実力派講師が一貫指導します！

日本語をうまく利用しながら英語
を身につける独自の「スペース
シャトルメソッド」を導入し、英語
が苦手な方でも3ヵ月で海外旅行
に1人で行ける力がつくレッスン
を行っています。授業は少人数制
で、1人の講師が一貫して行うた
め、課題が明確になり上達が早ま
ります。また、1時間1,500円から
レッスンを受講でき「これなら続
けられる！」とご好評いただいて
おります。 
 
エデュソルイングリッシュ
問合せ／TEL080-4315-3229

「本冊子を見た」で英語がすぐにうまくなる発音
トレーニングシートのサンプルを無料プレゼント

博多区博多駅前2-19-17 トーカン博
多第5ビル515(地下鉄祇園駅から徒歩3分)●営業
／12:00～21:00(休／月･火曜)●事業内容／一般
英会話、ビジネス英語(面接･履歴書作成･メール
作成･電話応対･スピーチ･プレゼン･会議や交渉
で使う英語など)●クラス／総合英語、TOEICト
レーニングジム、英検準1級対策講座、中学英語、
小学英語●受講料／総合英語 1ヶ月9,000円(各
90分×4コマ)、英検準1級対策講座 3ヶ月65,400
円(各3時間×12コマ)　詳しくはお問い合わせく
ださい エデュソル 博多 検索

新入社員研修無料相談受付中！貴社
だけの研修をコーディネートします

来春の新入社員研修は、他社と同
じ内容でいいですか？…しかし、
貴社には貴社の「新人に成長して
ほしい方向性」があるはず。画一的
な研修では限界があります。㈱就
面は、経営方針や人材育成につい
て、お考えをしっかりと傾聴し「貴
社だけのためにコーディネートす
る研修」を得意としています。まず
はお気軽にお問合わせください。

 
株式会社就面　
問合せ･申込／TEL092-419-2670 
※金額･時間は内容により異なります
※講座日程はご希望に応じます

「本冊子を見た」で貴社の「求人
募集に関する課題分析」1回無料！

博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビ
ル2F サーブコープ内(博多バスターミナル向い)●営
業／9：00～17：30(休／土日祝※土曜は応相談)●事業
内容／大学における就活講座、人材定着に関する企業
研修●実績／「学生気分の甘えを無くし協調性を植え
付けたい」企業様へは「協働で目標達成させる合宿研
修」を実施、「離職を防ぎたい」企業様へは「傾聴のプロ
による定期的発散」を実施など。「採用する側･される
側」の両者を支援するからこそ有する「相手目線」を強
みとし、効果的な対策を提供しています。※代表･松田
は福商実務研修講座の担当講師　就面　福岡 検索



三天鍼療院ではお客様の症状を正確
に把握するためにカウンセリングを
しっかりと行い、骨や筋肉の構造とし
くみ、そしてそれをつなぐ神経につい
てお客様に説明し理解をいただいて
から施術を行っています。体の痛みや
不調の原因である筋肉・関節の歪みを
正し、根本から体を改善していきま
す。また「寝たきり」や「歩行困難」で通
院することが困難な患者様が、医療保
険を使ってご自宅で受けられる「訪問
マッサージ治療」も行なっておりま
す。お気軽にご相談ください。
 
 
 
三天鍼療院 薬院支店
問合せ／TEL092-707-0032

お気軽にお問い合わせください

中央区薬院2-6-25 ル･レーヴ薬院
705(地下鉄薬院大通駅から徒歩5分)●営業／
9:00～21:00(休／土日祝)●備考／指圧、あん摩、
鍼灸、整体マッサージ、訪問マッサージ治療。肩こ
り･腰痛、冷え･便秘･骨盤など女性特有の悩みな
どお気軽にご相談ください●料金／100分 
5,000円※施術は完全予約制、訪問マッサージ治
療につきましてはお問合わせください
三天鍼療院 福岡 検索

指圧･あん摩･鍼灸･整体の他、ご自宅で受け
られるマッサージ治療も行なっています！

先の見えない婚活に不安になって
いませんか？「ジュブレ」はおかげ
さまで10周年を迎えました。数あ
る相談所の中から選んでいただい
ている理由は、ずばり成婚率の高
さです。1年以内の成婚率は40％
以上と安定的実績を誇っていま
す。なかなか良い出会いがないと
悩んでいる方、お気軽にご相談く
ださい。

福岡天神の結婚相談所ジュブレ
問合せ／TEL092-738-5621
　　　　(携帯)080-6470-2007

「本冊子を見た」で通常97,200円の
入会金が54,000円に！(H29.12月29日迄)

中央区渡辺通5-25-15 地産ビル天神
7F(博多大丸･エルガーラから徒歩1分)●営業／
10：00～20：00(休／無休)●備考／結婚相談所
業、独身･再婚カウンセリング、婚活パーティー、
再婚者向けパーティーやイベントの企画･運営、
結婚式場などブライダル関連へのアドバイス･ご
紹介※詳細やパーティーのお申込みはホーム
ページからも受付中 ジュブレ 福岡 検索

「本気で結婚したい方」が集まる結婚相談所
「ジュブレ」は30代の女性を応援します！

B-hairはダメージのない髪で自由な
スタイリングをしていただけるよう
に、ケアにこだわる美容室です。髪の
悩みやお客様のライフスタイル･希望
のスタイルをしっかりカウンセリン
グします。また、当店の定番として多
くのリピーターを生み出しているノ
ンアルカリ縮毛矯正で使用している
シャンプーや前処理剤はオーガニッ
ク由来のものを使い髪に極力ストレ
スのない施術を心がけています。
 
 
B-hair(ビーヘア)
予約･問合せ／TEL092-542-2281

「本冊子を見た」のご予約で、
全メニュー定価から20％OFF！

南区大橋1-25-16ドリーム大橋1F(西
鉄大橋駅から徒歩5分)●営業／火～木曜 10:00
～19:30、日曜･祝日 10:00～18:30(休／月曜)
●料金／カット(シャンプー･ブロー込)3,500円
～、カラー(シャンプー･ブロー込)6,000円～、
パーマ(カット･シャンプー･ブロー込)8,500円
～、ノンアルカリ縮毛矯正(カット･シャンプー･
ブロー込)14,000円
ビーヘア 検索

ダメージケアに特化した施術で
スタイリングしやすい髪へ導きます

来年7月で発売10周年を迎える液
体ゆずこしょうの「ゆずすこ」を手
がける柳川市の「高橋商店」が、太宰
府市にゆずを使用した商品に特化
したお店としてOPENいたしまし
た。「ゆずすこ」はもちろん、太宰府
店限定の「梅ジャム ゆず入り」等を
多数取り扱っております。また、新
登場のゆず果汁をたっぷり使用し
たグラニータ(イタリア風かき氷)も
是非ご賞味ください。
 
YUZU PREMIUM 
JAPAN 太宰府店
問合せ／
TEL092-924-3931

本冊子持参でゆずグラニータ
(ミニサイズ)1個プレゼント！
※ホットになる場合がございます

太宰府市宰府2-5-1(西鉄太宰府駅構内)●
営業／10:00～18:00(休／不定休)※営業時間と店休日
は年末年始は変更の場合がございます●備考／店舗販
売(直営店は下記の通り)、ネット販売
ゆずぷれみあむ　福岡検索
【他直営店】●高橋總本舗(TEL0944-73-6272／柳川市三
橋町垂見1897-1)●柳川店(TEL0944-73-6221／柳川市
三橋町藤吉525)●西鉄柳川駅前店(TEL0944-72-0829／
柳川市三橋町下百町53西鉄柳川駅からたち名店街内)
 

ゆずに特化したブランド「YUZU 
PREMIUM JAPAN」ができました！

お魚にフォーカスした料理教室を
開催しています。魚市場で仕入れ
た鮮魚のさばき方を学んだ後に、
お魚･お肉･野菜料理を7～8品作
り、テーブルコーディネートされ
た食卓で受講者全員と楽しいお食
事をします。また、自宅でさばき方
の復習ができるように、鮮魚のお
土産もついた1回完結レッスンで
す。その他、真鯛の姿造りやおせち
レッスン等スペシャル講座も好評
です。 
 
essenza style 料理教室
(エッセンツァ スタイル)
問合せ／TEL092-822-1084

「本冊子を見た」でご予約の上、当日本冊子ご持参で
レッスン料500円OFF！※お1人様1回限り

早良区原3-10-17 今橋家内(バス停原
団地から徒歩1分)●営業／料理教室のスケジュー
ルに関しては「今橋家」ホームページにてご確認く
ださい●備考／お魚ごはんカフェの運営、出張料理
教室･セミナー･ケータリングも行っております
今橋家 検索
【料理教室スケジュール】
①お魚料理おもてなしレッスン:[11月]11/9(木)～
23(木)、[12月]12/2(土)～14(木)②おせち料理レッ
スン:12/16(土)～23(土)、③お正月用に！ぶり１本
をさばくレッスン:12/30(土)のみ

美味しい「お魚料理」を作りたい人必見
1回完結型レッスンを行っています！



三天鍼療院ではお客様の症状を正確
に把握するためにカウンセリングを
しっかりと行い、骨や筋肉の構造とし
くみ、そしてそれをつなぐ神経につい
てお客様に説明し理解をいただいて
から施術を行っています。体の痛みや
不調の原因である筋肉・関節の歪みを
正し、根本から体を改善していきま
す。また「寝たきり」や「歩行困難」で通
院することが困難な患者様が、医療保
険を使ってご自宅で受けられる「訪問
マッサージ治療」も行なっておりま
す。お気軽にご相談ください。
 
 
 
三天鍼療院 薬院支店
問合せ／TEL092-707-0032

お気軽にお問い合わせください

中央区薬院2-6-25 ル･レーヴ薬院
705(地下鉄薬院大通駅から徒歩5分)●営業／
9:00～21:00(休／土日祝)●備考／指圧、あん摩、
鍼灸、整体マッサージ、訪問マッサージ治療。肩こ
り･腰痛、冷え･便秘･骨盤など女性特有の悩みな
どお気軽にご相談ください●料金／100分 
5,000円※施術は完全予約制、訪問マッサージ治
療につきましてはお問合わせください
三天鍼療院 福岡 検索

指圧･あん摩･鍼灸･整体の他、ご自宅で受け
られるマッサージ治療も行なっています！

先の見えない婚活に不安になって
いませんか？「ジュブレ」はおかげ
さまで10周年を迎えました。数あ
る相談所の中から選んでいただい
ている理由は、ずばり成婚率の高
さです。1年以内の成婚率は40％
以上と安定的実績を誇っていま
す。なかなか良い出会いがないと
悩んでいる方、お気軽にご相談く
ださい。

福岡天神の結婚相談所ジュブレ
問合せ／TEL092-738-5621
　　　　(携帯)080-6470-2007

「本冊子を見た」で通常97,200円の
入会金が54,000円に！(H29.12月29日迄)

中央区渡辺通5-25-15 地産ビル天神
7F(博多大丸･エルガーラから徒歩1分)●営業／
10：00～20：00(休／無休)●備考／結婚相談所
業、独身･再婚カウンセリング、婚活パーティー、
再婚者向けパーティーやイベントの企画･運営、
結婚式場などブライダル関連へのアドバイス･ご
紹介※詳細やパーティーのお申込みはホーム
ページからも受付中 ジュブレ 福岡 検索

「本気で結婚したい方」が集まる結婚相談所
「ジュブレ」は30代の女性を応援します！

B-hairはダメージのない髪で自由な
スタイリングをしていただけるよう
に、ケアにこだわる美容室です。髪の
悩みやお客様のライフスタイル･希望
のスタイルをしっかりカウンセリン
グします。また、当店の定番として多
くのリピーターを生み出しているノ
ンアルカリ縮毛矯正で使用している
シャンプーや前処理剤はオーガニッ
ク由来のものを使い髪に極力ストレ
スのない施術を心がけています。
 
 
B-hair(ビーヘア)
予約･問合せ／TEL092-542-2281

「本冊子を見た」のご予約で、
全メニュー定価から20％OFF！

南区大橋1-25-16ドリーム大橋1F(西
鉄大橋駅から徒歩5分)●営業／火～木曜 10:00
～19:30、日曜･祝日 10:00～18:30(休／月曜)
●料金／カット(シャンプー･ブロー込)3,500円
～、カラー(シャンプー･ブロー込)6,000円～、
パーマ(カット･シャンプー･ブロー込)8,500円
～、ノンアルカリ縮毛矯正(カット･シャンプー･
ブロー込)14,000円
ビーヘア 検索

ダメージケアに特化した施術で
スタイリングしやすい髪へ導きます

来年7月で発売10周年を迎える液
体ゆずこしょうの「ゆずすこ」を手
がける柳川市の「高橋商店」が、太宰
府市にゆずを使用した商品に特化
したお店としてOPENいたしまし
た。「ゆずすこ」はもちろん、太宰府
店限定の「梅ジャム ゆず入り」等を
多数取り扱っております。また、新
登場のゆず果汁をたっぷり使用し
たグラニータ(イタリア風かき氷)も
是非ご賞味ください。
 
YUZU PREMIUM 
JAPAN 太宰府店
問合せ／
TEL092-924-3931

本冊子持参でゆずグラニータ
(ミニサイズ)1個プレゼント！
※ホットになる場合がございます

太宰府市宰府2-5-1(西鉄太宰府駅構内)●
営業／10:00～18:00(休／不定休)※営業時間と店休日
は年末年始は変更の場合がございます●備考／店舗販
売(直営店は下記の通り)、ネット販売
ゆずぷれみあむ　福岡検索
【他直営店】●高橋總本舗(TEL0944-73-6272／柳川市三
橋町垂見1897-1)●柳川店(TEL0944-73-6221／柳川市
三橋町藤吉525)●西鉄柳川駅前店(TEL0944-72-0829／
柳川市三橋町下百町53西鉄柳川駅からたち名店街内)
 

ゆずに特化したブランド「YUZU 
PREMIUM JAPAN」ができました！

お魚にフォーカスした料理教室を
開催しています。魚市場で仕入れ
た鮮魚のさばき方を学んだ後に、
お魚･お肉･野菜料理を7～8品作
り、テーブルコーディネートされ
た食卓で受講者全員と楽しいお食
事をします。また、自宅でさばき方
の復習ができるように、鮮魚のお
土産もついた1回完結レッスンで
す。その他、真鯛の姿造りやおせち
レッスン等スペシャル講座も好評
です。 
 
essenza style 料理教室
(エッセンツァ スタイル)
問合せ／TEL092-822-1084

「本冊子を見た」でご予約の上、当日本冊子ご持参で
レッスン料500円OFF！※お1人様1回限り

早良区原3-10-17 今橋家内(バス停原
団地から徒歩1分)●営業／料理教室のスケジュー
ルに関しては「今橋家」ホームページにてご確認く
ださい●備考／お魚ごはんカフェの運営、出張料理
教室･セミナー･ケータリングも行っております
今橋家 検索
【料理教室スケジュール】
①お魚料理おもてなしレッスン:[11月]11/9(木)～
23(木)、[12月]12/2(土)～14(木)②おせち料理レッ
スン:12/16(土)～23(土)、③お正月用に！ぶり１本
をさばくレッスン:12/30(土)のみ

美味しい「お魚料理」を作りたい人必見
1回完結型レッスンを行っています！


