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2017・2018 福岡親善大使からのメッセージ

どんたく御礼

生まれ育った福岡市の親善
大使を務めることに大きな責
任を感じております。福岡が
秘めている魅力をもっと学び、
一人でも多くの方々に福岡の
魅力をお伝えし、足を運んで
もらえたらと思います。大好き
な福岡の発展に少しでも貢献
できるよう、3人で力を合わせ
て一生懸命頑張ります。

初仕事がどんたくという大舞台
で大変緊張しておりましたが、
お祭りの熱気に触れ福岡がま
すます好きになりました。また、
どんたくは、外国からのお客
様も多く、山笠と共に世界に
誇れるお祭りであることを実感
いたしました。自然が豊かで
人々の活気溢れる街・福岡
の魅力をお伝えできるよう、頑
張ってまいります。

地元鹿児島から出てきて福岡
市に住み始めてから早 6 年。
福岡のまちの温かさや魅力に
触れる度に福岡のことがどん
どん好きになっています。他
県出身の私ならではの目線で
福岡の良さをお伝えできれば
と思っております。これから精
一杯頑張りますのでよろしくお
願いいたします。

丸林 千紘（写真中央）田上 真理子（写真左）

た　がみ　  ま　り　こ まるばやし　ち　ひろ ながとみ　あや   め

長冨 彩女（写真右）

　第56回福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」は、市民の皆様をはじめ、関係
各位のご支援ご協力をいただき、おかげさまで事故もなく無事終了いたしました。心よ
り御礼申し上げます。
　今年は、「世界の祭りへ 共にはばたこう！ 祝！ 博多祇園山笠 ユネスコ無形文化遺
産登録」をサブテーマに掲げて開催しました。
　パレードでは、急速な天候悪化に伴い、3日はやむを得ず中止とさせていただきまし
た。楽しみにしていただいていた参加者の皆様、観客の皆様の心情を思いますと大
変心苦しく存じますが、4日は予定通り開催し、お越しの皆様にお楽しみいただけたこ
とと存じます。
　福岡市民の祭り振興会は、今後も博多どんたくの発展に力を尽くしてまいる所存で
ございますので、引き続きご理解、ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

福岡市民の祭り振興会会長　福岡商工会議所会頭　礒山 誠二

　第56回福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」（主催：
福岡市民の祭り振興会・会長＝礒山会頭）は、5月2日の
前夜祭を皮切りに、3日、4日の両日明治通りの「どんた
く広場」や市内35か所に設けられた演舞台や、花自動車
の運行等で、市内がお祭りムード一色に包まれた。
　3日は国無形民俗文化財である「博多松囃子」を先頭に、
華やかにパレードが開幕したものの、急な天候悪化により
2年連続のパレード途中中止に見舞われた。4日は天候も
回復し、マーチングや花自動車によるパレードで観客を楽

世界の祭りへ 共にはばたこう 祝!博多祇園山笠ユネスコ無形文化遺産登録
しませた。今年はどんたく広場、演舞台と合わせて延べ約
670団体、約26,000人が参加し、福博の街が大いに盛り
上がり2日間合計で220万人の人出となった。また、4年
ぶりに復活した水上公園の観光桟敷席もほぼ満席となり、
多くの観光客に楽しんでいただいた。
　4日のパレード終了後には、呉服町、中洲川端、広場本
部、天神の各拠点とお祭り本舞台にて、市民や観光客が参
加した総踊りでフィナーレを迎え、博多伝統の「祝いめで
た」と「博多手一本」で締めくくった。

開催報告

Debut!!
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2017・2018 福岡親善大使からのメッセージ

どんたく御礼

生まれ育った福岡市の親善
大使を務めることに大きな責
任を感じております。福岡が
秘めている魅力をもっと学び、
一人でも多くの方々に福岡の
魅力をお伝えし、足を運んで
もらえたらと思います。大好き
な福岡の発展に少しでも貢献
できるよう、3人で力を合わせ
て一生懸命頑張ります。

初仕事がどんたくという大舞台
で大変緊張しておりましたが、
お祭りの熱気に触れ福岡がま
すます好きになりました。また、
どんたくは、外国からのお客
様も多く、山笠と共に世界に
誇れるお祭りであることを実感
いたしました。自然が豊かで
人々の活気溢れる街・福岡
の魅力をお伝えできるよう、頑
張ってまいります。

地元鹿児島から出てきて福岡
市に住み始めてから早 6 年。
福岡のまちの温かさや魅力に
触れる度に福岡のことがどん
どん好きになっています。他
県出身の私ならではの目線で
福岡の良さをお伝えできれば
と思っております。これから精
一杯頑張りますのでよろしくお
願いいたします。

丸林 千紘（写真中央）田上 真理子（写真左）

た　がみ　  ま　 り　こ まるばやし　ち　ひろ ながとみ　あや   め

長冨 彩女（写真右）

　第56回福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」は、市民の皆様をはじめ、関係
各位のご支援ご協力をいただき、おかげさまで事故もなく無事終了いたしました。心よ
り御礼申し上げます。
　今年は、「世界の祭りへ 共にはばたこう！ 祝！ 博多祇園山笠 ユネスコ無形文化遺
産登録」をサブテーマに掲げて開催しました。
　パレードでは、急速な天候悪化に伴い、3日はやむを得ず中止とさせていただきまし
た。楽しみにしていただいていた参加者の皆様、観客の皆様の心情を思いますと大
変心苦しく存じますが、4日は予定通り開催し、お越しの皆様にお楽しみいただけたこ
とと存じます。
　福岡市民の祭り振興会は、今後も博多どんたくの発展に力を尽くしてまいる所存で
ございますので、引き続きご理解、ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

福岡市民の祭り振興会会長　福岡商工会議所会頭　礒山 誠二

　第56回福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」（主催：
福岡市民の祭り振興会・会長＝礒山会頭）は、5月2日の
前夜祭を皮切りに、3日、4日の両日明治通りの「どんた
く広場」や市内35か所に設けられた演舞台や、花自動車
の運行等で、市内がお祭りムード一色に包まれた。
　3日は国無形民俗文化財である「博多松囃子」を先頭に、
華やかにパレードが開幕したものの、急な天候悪化により
2年連続のパレード途中中止に見舞われた。4日は天候も
回復し、マーチングや花自動車によるパレードで観客を楽

世界の祭りへ 共にはばたこう 祝!博多祇園山笠ユネスコ無形文化遺産登録
しませた。今年はどんたく広場、演舞台と合わせて延べ約
670団体、約26,000人が参加し、福博の街が大いに盛り
上がり2日間合計で220万人の人出となった。また、4年
ぶりに復活した水上公園の観光桟敷席もほぼ満席となり、
多くの観光客に楽しんでいただいた。
　4日のパレード終了後には、呉服町、中洲川端、広場本
部、天神の各拠点とお祭り本舞台にて、市民や観光客が参
加した総踊りでフィナーレを迎え、博多伝統の「祝いめで
た」と「博多手一本」で締めくくった。

開催報告

Debut!!
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〒810-0012 福岡市中央区白金1-8-28
TEL 092-533-3335
FAX 092-533-3338

http://hightide.co.jp/

株式会社ハイタイド

ファッション同様に、個性を表現する
ツールととらえる新しい顧客との接点
も増やしているそうです。竹野さんは、
こうした取り組みを「ハイタイドを面白
がってくれる人と出会うためのプラット
フォームづくり」と位置づけ、デザイン
を強みに戦うための新たな販路を模索
しています。

直営業スタイルで情報をキャッチ

同社がデザイン感度の高い商品をつ
くり続けられる理由の一つとも言える
のが、卸を通さないバイヤーへの直営
業スタイル。「直接お客様とコミュニ
ケーションをとりながら一緒に売り場
をつくるのが昔からの当社のやり方。
ダイレクトに小売とつながることで情
報を吸い上げたいからです」。その強
い味方になっているのが「ハイタイドト
ラック」。遠方のお客様にも直接商品
を見てもらいながら売場の提案を行う
ことができるこのアイディアは、営業
スタッフの提案から生まれたものだそ
うです。「ユニークな車なので催事にも
呼ばれているんですよ。これまでは圧

倒的な存在感を持つ創業者の価値観
のもとでブランドが守られてきました。
しかし、これからは、現場の一人ひと
りがもっと自分の意見や意志をだすこ
とが、新しいハイタイドブランドをつく
りあげることにつながる。失敗しても
いいので、『やってみたい』と手を挙げ
る社風になれば、次の芽もでてくるは
ず。みんなに『何がしたいか』『どうあ
りたいか』と投げかけていくつもりで
す」。

小さな積み重ねが大きな果実に

ハイタイドがつくるのは生活必需品
ではありません。「だからこそ付加価値
の高いものづくりが求められる」と竹野
さん。「ものが溢れていて、お客様の見
る目は厳しく、財布のヒモは硬いので
すが、『ちょっと良いものなら少し高く
ても買う』という人がいるのも確か。
ハイタイドを選んでくれる人が今は10
人に1人だとして、それを2人、3人と
増やすことが出来れば市場での存在
感が増します。もちろん結果として売
上にも大きなインパクトを与えます」。

海外に目を向けると2050年頃には世
界人口も今より20億人以上増えるよう
なので、新たなファンづくりにチャレン
ジしたい。すでに海外専任の営業も置
いて、予算はこの2年で3倍にしてい
ますが、それを上回るペースで推移し
ています。日本の文具は、世界の中で
も品質が高いし、ネットを通じて発信
することで海外からの問い合わせも増
えています」。竹野さんは社員の持ち味
を引き出し、企業としての発信力に磨
きをかけながら、ハイタイドの第二創
業期を駆け抜けています。

国内外の市場でデザイン力で勝負

ハイタイドは1994年6月に設立され
た、オリジナルデザインの文具・雑貨
の企画販売で業績を伸ばしている企業
です。かのモダンアートの殿堂・
MoMA（ニューヨーク近代美術館）の
バイヤーにも「デザインとコストのバラ
ンスが良い」と評価されており、クオ
リティは折り紙付き。海外のディストリ
ビューターの協力を得て、福岡発信で
世界中のマーケットにも商品を届けて
います。
2年前に社長に就任した竹野さんが
力を入れているのは、企業ブランドの
発信。「当社には『PENCO（ペンコ）』
を始め、いくつかのブランドがあり、

すでにデザイン文具として確立されて
います。これからはもっと『ハイタイ
ド』が何をやっている会社なのかを明
らかにして、僕らの世界観を伝えたり
外とつながったりしたいと思っていま
す。SNSでの情報発信を始め、フ
ラッグシップとなる実店舗をオープン
させたのもその一環です。店舗は想
像以上に注目され、メディアに取り上
げていただきました。お客様を飽きさ
せない仕掛けやイベントも考えていま
すし、メーカーとしてやってきた僕らな
りの小売りのあり方を模索していきま
す。九州での店舗が評価されて、ゆく
ゆくは首都圏での出店のチャンスにつ
ながればうれしいですね」。

地場産業とのコラボ企画も

一方で、地元企業との協働にも力を
入れています。航空会社の機内商品
の企画・デザイン、波佐見焼や博多
人形といった伝統工芸と地元アーティ
ストのコラボレーションなど、福岡を
ベースに、ものづくりの枠組みを拡げ
ることにも余念がありません。「当社は
文具だけでなく、雑貨も手がけている
ので、アパレル業界にも取引の場が広
がっています。少しずつ仕事が仕事を
生む流れができており、徐々に『ハイ
タイドは福岡の会社なんだね。一緒に
やろう』という声が増えていると感じま
す」。2016年からは大手ファッション
通販サイトでの販売も開始。文具を

【プロフィール】
大阪府出身、37歳。大学卒業後
は商社系繊維メーカーで生産
管理に従事。社会人5年目にリ
クルートに転職し、大手企業の
採用支援等の事業に携わる。家
業が紙製品メーカーで、ハイタイ
ドの商品製造を手がけていた縁
で、創業 社 長の引退に伴い、
2015年に代表取締役に就任。

枠に捉われない自由な発想で世界を見据える
福岡発デザイン文具メーカーの挑戦
株式会社ハイタイド　代表取締役　竹野 潤介氏

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.25

2 2017年2月に本社に直営店「ハイタイドストア」をオープン。商品の販売
だけでなく、カフェやイベントスペースとしても活用する予定

4宅配便用の中古車車両をオークションで落札して、スタッフ自ら改装した
ハイタイドトラック（移動提案車）。自社商品をディスプレイして客先を訪問する

1「ハイタイド（HIGHTIDE）」とは「満ち潮」のこと。「満たされるものづくりを
感じて欲しい」という思いが込められています

3ファッション通販サイトでも注目を集めるデザイン性の高い文具・雑貨。社
内デザイナーによる商品は国内外のバイヤーからの評価が高い

1 2

3 4
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〒810-0012 福岡市中央区白金1-8-28
TEL 092-533-3335
FAX 092-533-3338

http://hightide.co.jp/

株式会社ハイタイド

ファッション同様に、個性を表現する
ツールととらえる新しい顧客との接点
も増やしているそうです。竹野さんは、
こうした取り組みを「ハイタイドを面白
がってくれる人と出会うためのプラット
フォームづくり」と位置づけ、デザイン
を強みに戦うための新たな販路を模索
しています。

直営業スタイルで情報をキャッチ

同社がデザイン感度の高い商品をつ
くり続けられる理由の一つとも言える
のが、卸を通さないバイヤーへの直営
業スタイル。「直接お客様とコミュニ
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COMPANY’S
CHALLENGE

NO.25
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1「ハイタイド（HIGHTIDE）」とは「満ち潮」のこと。「満たされるものづくりを
感じて欲しい」という思いが込められています
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内デザイナーによる商品は国内外のバイヤーからの評価が高い

1 2

3 4
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福岡商工会議所では、福岡県をはじめ九州全体の

観光産業の活性化を図ることを目的に観光商談会「観

光マッチング　観光de九州」を5年前から実施してい

ます。今回は、観光マッチングの開催に併せ、福岡県

商工会議所会議所連合会と福岡県商工会連合会との

共催で「FAMトリップ」を初めて実施しました。

ところで、「FAMトリップ」という言葉をご存知です

か。これは、「Familialization Trip」の略で、「下見

招待旅行」と訳されます。観光地などの誘客促進のた

め、旅行業者を対象に現地視察をしてもらうツアーを

指し、どちらかというと、外国人観光客の集客拡大を

目的に実施されることが多くなっています。

「FAMトリップ」のメリットとしては、旅行業者等に

現地視察を通して直接体験していただくことで、観光

商品に対する理解を深めてもらい、商談会だけでは伝

えきれない魅力を伝えること、各国の視点でご意見を

いただき、観光施設のアピールポイントを発見できる

ことなどが挙げられます。また、バイヤーにとっても観

光資源の新発見につながるため、好評を得ています。

今回の「FAMトリップ」のルートについては、福岡

県内商工会議所の観光担当者に視察候補先を推薦し

てもらい、それをもとに作成しました。

次頁より、訪問した5つの視察先をご紹介します。

5つの視察先の中にはまだあまり知られていない観光

施設もありますが、観光客の誘致に熱心に取り組まれ

ています。

各視察先の概要や当日の視察の様子、またバイ

ヤーからの意見を掲載していますので、観光客誘致の

何らかのヒントにして頂ければと思います。

大牟田市

大川市

大刀洗町

大木町

広川町

みやま市

小郡市

久留米市

柳川市

八女市

筑後市

フ ァ ム

「FAMトリップ」を通じた
観光振興の取り組み

福岡県南部に位置する八女地方の伝統工芸品を一堂に
集め、伝統技術の伝承と地場産業の発展を目的に、1986
年（昭和61年）11月にオープン。
仏壇や提灯、石灯ろう等の八女伝統工芸品を紹介し、和
紙資料館では、葉書や名刺等の和紙作りが体験できる。
民俗資料館は、八女福島の燈籠人形の屋台展示と八女の
伝統文化を見ることができ、観光物産館では、八女の観光
情報と代表的な特産物を豊富に取り揃えている。

バイヤーの意見

◆日本伝統文化の体験ができる、素晴らしい場所だ
と思う。【韓国】

◆案内人の方の説明がわかりやすく良かった。案内は
必須で見学をしたい施設だと思う。【日本】

◆仏壇や提灯などの伝統工芸品の陳列を見るのは面白いし、
燈籠人形と和紙作り体験も大変いいと思う。【ベトナム】

FAMトリップ概要
■日程／平成29年2月1日（水）
■参加バイヤー／7社8名（国内旅行社2社、韓国旅行社2社、タイ旅行社1社、フィリピン旅行社1社、ベトナム旅行社1社）

八女伝統工芸館
八女市本町2-123-2／TEL 0943-22-3131

［入場無料］
※和紙作り体験は、別途体験料が必要（5名以上は要事前予約）

11

22

黄金に輝く日本一の金仏壇

和紙作り体験

視察の様子

創業1850年（嘉永3年）。筑後地方でとれる「い草」を
利用して、畳表・花ござ・寝ござ、上敷ござ等の「い草製
品」を製造販売している。
㈱山万では、国産のい草を90％以上使用した「花ござ
織」の説明を聞くことができ併せて、製造過程の見学がで
きる。中央展示場「花ござ会館」では、多様な「い草製品」
の展示販売してあり、迫力満点である。
また、日本庭園を望む離れ（座敷）を備えており、風情あ
る情景の中お食事（休憩）ができる。（要予約）

バイヤーの意見

◆畳製造は普段めったに見られないので、企業視察
等に活用したいと思う。【韓国】

◆畳作りの工程と歴史を勉強できるし、畳商品もお客
さんにとって面白いお土産だと思う。また、日本庭
園を眺めながら昼食をとれるのは素晴らしい体験だ
と思う。【ベトナム】

◆社長のキャラクターがとても良かった。【フィリピン】

視察の様子

い草の香り
が

心地よい製
造現場

日本庭園を

眺めながらの

食事は格別！

八女商工会議所推薦！

㈱山万
筑後市大字島田457／TEL 0942-53-5124

［入場無料］ ※製造過程の見学、日本庭園の利用は要事前予約

筑後商工会議所推薦！

今回のFAMトリップのルート

FUKUOKA

FAM
TRIP

・福岡市内を朝出発し、車を使って一日で周遊する
　ことができます。
・訪日外国人から要望が多い「体験」ができるところ
　を多く取り入れています。

全国総本宮
水天宮55

㈱花の露44

㈱山万22
八女伝統
工芸館11

㈱高橋商店33

福岡市内出発 バスで周遊！

圧巻の伝統技術！

い草の香りに誘われて...

力いっぱ
い

海苔の脱
水！

日本酒を
学び

試飲も体
験！

水天宮
の

総本宮
！

POINT

特 集
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Q1．今回のFAMトリップの視察を受けた経緯を教えてください。
弊社は、食品メーカーであり柳川市に工場直売の観光売店がありま
す。お客様に、柳川ならではの魅力や、弊社のこだわり等をお伝えした
いと思い、約2年前から「有明海苔づくり体験」と「粕漬の素づくり体
験」を始めており、この度柳川商工会議所からご紹介をいただきました。

Q2．今回のFAMトリップの視察を受けていかがでしたか。
日本国内のバスツアーや個人のお客様のご利用は順調に伸びてき
ていますし、食文化が違う海外の方々にも“海苔”づくりは興味を持っ
ていただけるとの思いで取り組んできました。海外をはじめバイヤーの
皆様にお喜びいただき嬉しく思います。

Q3．ここ1年くらいの御社を訪れるインバウンド客の状況を教え
てください。
体験ができる施設を探されているようで、旅行社から海苔づくり体
験の問い合わせも増えてきており、団体ツアーの実績も少しずつ上
がってきています。最近では、レンタカーを利用して個人や小グループ
でのご来店も徐々に増えてきています。

Q4．今後の当所観光振興事業に期待することをお願いいたします。
国内外のお客様に、まずは九州に、福岡県、そして柳川市にお越
しいただくことが大切だと思っています。そのために、弊社は体験等
を通じ、数多くの観光資源の一つの役割を担えればと思っておりま
す。是非、商工会議所には各地の魅力ある観光資源の情報発信・
マッチングをしていただければと思っています。

Q1．今回のFAMトリップに参加されていかがでしたか。
主要な観光地ではなかったですが、地元に根付いている様々な施
設を訪問して、今後の情報発信を如何にするかで、十分に誘客でき
る施設があることに気づきました。

Q2．他のFAMトリップにも参加されたことがあると思いますが、
他のFAMトリップと比べてよかった点（悪かった点）を教えてくだ
さい。
あまり多くの施設をまわる事なく、観光誘致に力を入れている施設
に絞ってスケジュールを組んでいただいたことが良かったと思います。

Q3．ここ一年間の九州へのインバウンド客の動向を教えてください。
九州に限らないと思いますが、中国人の団体が減少した事によって
実数としては少なくなっています。その反面、九州に近い韓国や香
港・台湾、東南アジア（タイ・インドネシア・フィリピンなど）の観光
客が母数はまだまだ小さいですが、伸び率としては急伸しております。

Q4．今後の当所観光振興事業に期待する事をお願いいたします。
まずは貴所の会員企業（施設）を中心に福岡への観光誘客に対する
積極的な呼びかけを期待いたします。これまでの経験をもとに更なる
クオリティをあげた商談会を今後も継続して頂く事や貴所の他、関係
地方公共団体や地元金融機関などの主催、後援を加えた観光・商業
施設に対する集客セミナー開催など、貴所を中心に更なる観光需要
の掘り起こしを積極的に行っていただければと思います。

■バイヤー INTERVIEW ■視察先 INTERVIEW
㈱エイチ・アイ・エス
オープンイノベーション事業部
グループリーダー　栃木 宏一 様

㈱高橋商店　販売開発本部
統括担当課長　金子 智明 様

タイラギ、貝柱の粕漬や海茸（うみたけ）の粕漬などの海
産物を主に使用した粕漬の会社。粕漬の他、珍味やお漬
物・ゆず製品「ゆずすこ」等を取り扱っている。
柳川は海苔の産地であり、有明海産の生海苔を特製の
枠に流し込み、乾燥して作る、昔ながらの板海苔づくり体
験ができる。
また、できた板海苔に塩やカレー粉などをまぶしてつく
る、味付け海苔体験も併せて堪能できる。

バイヤーの意見

◆海苔づくりを体験できたことのインパクトが大き
かった。また、自分で作った海苔をすぐ食べられる
のが本当に楽しかった。【ベトナム】

◆新しく体験施設が建設されているということで完成
するのが楽しみ。【日本】

◆体験と買い物ができ、団体でも個人でも良いと思う。【韓国】

できた海苔に

味付け！

視察の様子

創業（延享2年、西暦1745年）で270余年もの歴史を
持つ老舗。軟水仕込によるふくよかな酒質が特徴である。
広 と々した敷地内には木造の大きな建物が建ち並び、黒
光りする梁や床、柱には風格すら漂うほど。酒蔵の2階に
は大きな釜や甑（こしき）、桶、樽、搾りに用いる木製の舟
など、昔の酒造りの道具が展示され、併設のショップでは
商品の販売・試飲なども行っている。

バイヤーの意見

◆酒蔵は他のところにも行ったことがあるが、木造建
物として規模が大きくて歴史を持っている酒蔵とし
て最高だった。【韓国】

◆富裕層で酒蔵へ行きたいというリクエストがまれに
あるので機会があったら紹介したい。【タイ】

◆日本酒の製造工程の説明がわかりやすい。値段も
安いし、酒を飲めない女性にも適当できっと大好き
になると思う。【ベトナム】

視察の様子

力いっぱい回して海苔の水分を脱水

全国各地にある水天宮の総本宮。創建から約826年に
わたり人々の篤い信仰をあつめる神社で、その名声は、久
留米市はもとより、県内外にも広く知られている。
また、明治天皇がご誕生される際に、安産のご祈祷が
行われた神社として勅願所の指定を受けた、霊験あらたか
な名社。特に関東地方においては、東京水天宮を介して
安産・縁結びにご利益のある神社としてその名を轟かせて
いる。

バイヤーの意見

◆子宝としての神社をアピールすると外国人も興味を
持つかもしれない。【ベトナム】

◆静かで自然もあり、とても立派な神社だった。案内
をしていただけたので歴史等も学ぶことができ、よ
かった。【日本】

◆JR久留米駅から近いので、電車利用の際にも立ち
寄りやすい。【韓国】

視察の様子

酒蔵視察

お酒を試飲
し、

ほろ酔い気
分

宮司より説明を受ける

水天宮との

コラボ商品

「水天宮恋

ものがたり
」

をいただく

全国総本宮水天宮
久留米市瀬下町265-1／TEL 0942-32-3207

［入場無料］
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久留米商工会議所推薦！

㈱高橋商店
柳川市三橋町垂見1897-1／TEL 0944-73-6271

［入場無料］ ※海苔づくり体験は、体験料500円（要事前予約）
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㈱花の露
久留米市城島町城島223-1／TEL 0942-62-2151

［入場無料］ ※酒蔵見学は要事前予約　泫運転手の飲酒は厳禁
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Q1．今回のFAMトリップの視察を受けた経緯を教えてください。
弊社は、食品メーカーであり柳川市に工場直売の観光売店がありま
す。お客様に、柳川ならではの魅力や、弊社のこだわり等をお伝えした
いと思い、約2年前から「有明海苔づくり体験」と「粕漬の素づくり体
験」を始めており、この度柳川商工会議所からご紹介をいただきました。

Q2．今回のFAMトリップの視察を受けていかがでしたか。
日本国内のバスツアーや個人のお客様のご利用は順調に伸びてき
ていますし、食文化が違う海外の方々にも“海苔”づくりは興味を持っ
ていただけるとの思いで取り組んできました。海外をはじめバイヤーの
皆様にお喜びいただき嬉しく思います。

Q3．ここ1年くらいの御社を訪れるインバウンド客の状況を教え
てください。
体験ができる施設を探されているようで、旅行社から海苔づくり体
験の問い合わせも増えてきており、団体ツアーの実績も少しずつ上
がってきています。最近では、レンタカーを利用して個人や小グループ
でのご来店も徐々に増えてきています。

Q4．今後の当所観光振興事業に期待することをお願いいたします。
国内外のお客様に、まずは九州に、福岡県、そして柳川市にお越
しいただくことが大切だと思っています。そのために、弊社は体験等
を通じ、数多くの観光資源の一つの役割を担えればと思っておりま
す。是非、商工会議所には各地の魅力ある観光資源の情報発信・
マッチングをしていただければと思っています。

Q1．今回のFAMトリップに参加されていかがでしたか。
主要な観光地ではなかったですが、地元に根付いている様々な施
設を訪問して、今後の情報発信を如何にするかで、十分に誘客でき
る施設があることに気づきました。

Q2．他のFAMトリップにも参加されたことがあると思いますが、
他のFAMトリップと比べてよかった点（悪かった点）を教えてくだ
さい。
あまり多くの施設をまわる事なく、観光誘致に力を入れている施設
に絞ってスケジュールを組んでいただいたことが良かったと思います。

Q3．ここ一年間の九州へのインバウンド客の動向を教えてください。
九州に限らないと思いますが、中国人の団体が減少した事によって
実数としては少なくなっています。その反面、九州に近い韓国や香
港・台湾、東南アジア（タイ・インドネシア・フィリピンなど）の観光
客が母数はまだまだ小さいですが、伸び率としては急伸しております。

Q4．今後の当所観光振興事業に期待する事をお願いいたします。
まずは貴所の会員企業（施設）を中心に福岡への観光誘客に対する
積極的な呼びかけを期待いたします。これまでの経験をもとに更なる
クオリティをあげた商談会を今後も継続して頂く事や貴所の他、関係
地方公共団体や地元金融機関などの主催、後援を加えた観光・商業
施設に対する集客セミナー開催など、貴所を中心に更なる観光需要
の掘り起こしを積極的に行っていただければと思います。

■バイヤー INTERVIEW ■視察先 INTERVIEW
㈱エイチ・アイ・エス
オープンイノベーション事業部
グループリーダー　栃木 宏一 様

㈱高橋商店　販売開発本部
統括担当課長　金子 智明 様

タイラギ、貝柱の粕漬や海茸（うみたけ）の粕漬などの海
産物を主に使用した粕漬の会社。粕漬の他、珍味やお漬
物・ゆず製品「ゆずすこ」等を取り扱っている。
柳川は海苔の産地であり、有明海産の生海苔を特製の
枠に流し込み、乾燥して作る、昔ながらの板海苔づくり体
験ができる。
また、できた板海苔に塩やカレー粉などをまぶしてつく
る、味付け海苔体験も併せて堪能できる。

バイヤーの意見

◆海苔づくりを体験できたことのインパクトが大き
かった。また、自分で作った海苔をすぐ食べられる
のが本当に楽しかった。【ベトナム】

◆新しく体験施設が建設されているということで完成
するのが楽しみ。【日本】

◆体験と買い物ができ、団体でも個人でも良いと思う。【韓国】

できた海苔に

味付け！

視察の様子

創業（延享2年、西暦1745年）で270余年もの歴史を
持つ老舗。軟水仕込によるふくよかな酒質が特徴である。
広 と々した敷地内には木造の大きな建物が建ち並び、黒
光りする梁や床、柱には風格すら漂うほど。酒蔵の2階に
は大きな釜や甑（こしき）、桶、樽、搾りに用いる木製の舟
など、昔の酒造りの道具が展示され、併設のショップでは
商品の販売・試飲なども行っている。

バイヤーの意見

◆酒蔵は他のところにも行ったことがあるが、木造建
物として規模が大きくて歴史を持っている酒蔵とし
て最高だった。【韓国】

◆富裕層で酒蔵へ行きたいというリクエストがまれに
あるので機会があったら紹介したい。【タイ】

◆日本酒の製造工程の説明がわかりやすい。値段も
安いし、酒を飲めない女性にも適当できっと大好き
になると思う。【ベトナム】

視察の様子

力いっぱい回して海苔の水分を脱水

全国各地にある水天宮の総本宮。創建から約826年に
わたり人々の篤い信仰をあつめる神社で、その名声は、久
留米市はもとより、県内外にも広く知られている。
また、明治天皇がご誕生される際に、安産のご祈祷が
行われた神社として勅願所の指定を受けた、霊験あらたか
な名社。特に関東地方においては、東京水天宮を介して
安産・縁結びにご利益のある神社としてその名を轟かせて
いる。

バイヤーの意見

◆子宝としての神社をアピールすると外国人も興味を
持つかもしれない。【ベトナム】

◆静かで自然もあり、とても立派な神社だった。案内
をしていただけたので歴史等も学ぶことができ、よ
かった。【日本】

◆JR久留米駅から近いので、電車利用の際にも立ち
寄りやすい。【韓国】

視察の様子

酒蔵視察

お酒を試飲
し、

ほろ酔い気
分

宮司より説明を受ける

水天宮との

コラボ商品

「水天宮恋

ものがたり
」

をいただく

全国総本宮水天宮
久留米市瀬下町265-1／TEL 0942-32-3207

［入場無料］
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［入場無料］ ※海苔づくり体験は、体験料500円（要事前予約）
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CLOSE UP
福岡商工会議所の動き

　当所は4月21日、「学校と企業との就職情報交流会」
を開催。福岡市内の大学、企業を中心に39校の就職支
援部署の担当職員と、66社の採用担当者が参加した。
　本事業は、採用意欲はあるが学生との接点を持つ機会
が少ない中小企業を対象に、学校との人脈拡大や情報交
換の場を提供することを目的に実施しているもので、7
回目の開催。今回より第一部の「情報交換会」に加え、
第二部で学校と企業の双方が自由に交流するための「立
食形式の交流会」を初めて企画。
　両会場では、学校の就職支援部署の担当職員と地場企
業等の採用担当者が、学校訪問時期や学生の就職活動ス
ケジュール、学内説明会の情報等について、相互に積極
的な情報交換を行っていた。

採用活動・就職活動全般に亘り
積極的な情報交換が行われた
学校と企業との就職情報交流会

【第一部】持参した資料等をもとに、情報交換を行う参加者

【第二部】参加者同士活発な交流が行われた

莇氏の説明を熱心に聞く参加者

参加者（地元企業の採用担当）からのコメント
■第一部／情報交換会
•OBが在籍していた学校採用担当者とご挨拶できた。遠方の
学校は訪問が難しいため、こうした場は大変貴重。

•効率よく多くの学校と情報交換できた。今回お会いした全て
の学校を実際に回る時間的余裕がないため、助かっている。

■第二部／立食形式の交流会
•企業の採用担当者同士が一堂に会する機会が少ないため、
今後もこのような交流会を定期的に開催して欲しい。

•情報交換会では話せなかった本音ベースでの意見交換を行う
事ができた。

次期会長の決定を受け、挨拶する森副会長

1年間を振り返り、挨拶する西川会長

138社が参加した会場の様子

出展企業の説明に対し熱心に耳を傾ける学生たち

4.21

　当所は4月27日、㈱ユニバースクリ
エイトの莇治彦氏を講師に迎え「会社説
明会プレゼンチェックセミナー」を開催。
中小企業の経営者や新卒採用担当者等
41名が参加した。
　本事業は、新卒採用を行っている中小
企業を対象に、当所「会社合同説明会」
や各社の個別説明会を円滑に進め、より
効果的な採用活動に繋げることを目的と
する。
　セミナーで莇氏は、合同・個別説明会における当日ま
での準備や担当者の心構え、当日の動き、学生へのアフ
ターフォロー等、自社が学生に選ばれるようになるため
の方法について分かり易く解説した。参加者からは、「合
同説明会から個別説明会に繋げるための方法を、今後当

学生に選ばれる企業を
目指して
会社説明会プレゼンチェックセミナー

4.27

社でも実践していきたい」「合同説明会に来場する学生の
考え方、動きがよく分かった。セミナーで学んだことを
参考に、当日配布物やプレゼン資料の改良を検討したい」
といった声が聞かれた。

　福岡商工会議所女性会（会長＝西川ともゑ副会頭）は5
月17日、平成29年度定時総会を開催。54名が出席した。
　総会では、西川会長による開会挨拶の後、昨年総会後
に入会された会員のPRを兼ねた自己紹介等が行われた。
その後、平成28年度事業報告（案）・平成28年度収支決
算（案）及び監査報告、並びに平成 29年度事業計画
（案）・平成29年度収支予算（案）について協議し、全て
原案通り承認された。
　また、10月末の役員任期満了に伴い会長選挙を実施
し、次期会長に森純子氏（㈱如水庵取締役副社長・現副
会長）が選出された。会長の任期は平成29年11月1日～
平成32年10月31日まで。
　なお、副会長および理事の選出は、10月18日（水）の
臨時総会にて実施予定。

次期会長に森純子氏
（㈱如水庵取締役副社長・現副会長）を選出
福岡商工会議所女性会　平成29年度定時総会

5.17

　当所は5月23日、福岡国際会議場で「会社合同
説明会」を開催。2018年3月卒業予定の学生を中
心に666名が来場した。
　本説明会は、地元中小企業の人材確保と地域に
おける就業促進を図ることを目的として毎年開催
している。今回は福岡市内を中心に県内および各
方面から述べ138社が出展。出展企業の採用担当
者からは、「採用したいと思える人材と出会えた。」
「来場した学生に対して十分なPRができた。」と
いった声が聞かれた。
　新規学卒者の採用活動は学生優位の状況が続い
ており、企業にとっては「採用氷河期」の様相を呈
している。出展企業のアンケートでは「既に実質的
な内定を持つ学生が多く見られ、就職活動の短期
化・早期化傾向を感じている」、「学生のエントリー
数が減り、昨年度以上に苦戦している。新卒採用
のみにこだわると人員が確保できないため、中途
採用なども検討している」といった声が聞かれ、採
用活動に苦慮している現状が伺えた。

地元企業への就職を目指し、
666名が来場
会社合同説明会

5.23
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CLOSE UP
福岡商工会議所の動き

　当所は4月21日、「学校と企業との就職情報交流会」
を開催。福岡市内の大学、企業を中心に39校の就職支
援部署の担当職員と、66社の採用担当者が参加した。
　本事業は、採用意欲はあるが学生との接点を持つ機会
が少ない中小企業を対象に、学校との人脈拡大や情報交
換の場を提供することを目的に実施しているもので、7
回目の開催。今回より第一部の「情報交換会」に加え、
第二部で学校と企業の双方が自由に交流するための「立
食形式の交流会」を初めて企画。
　両会場では、学校の就職支援部署の担当職員と地場企
業等の採用担当者が、学校訪問時期や学生の就職活動ス
ケジュール、学内説明会の情報等について、相互に積極
的な情報交換を行っていた。

採用活動・就職活動全般に亘り
積極的な情報交換が行われた
学校と企業との就職情報交流会

【第一部】持参した資料等をもとに、情報交換を行う参加者

【第二部】参加者同士活発な交流が行われた

莇氏の説明を熱心に聞く参加者

参加者（地元企業の採用担当）からのコメント
■第一部／情報交換会
•OBが在籍していた学校採用担当者とご挨拶できた。遠方の
学校は訪問が難しいため、こうした場は大変貴重。

•効率よく多くの学校と情報交換できた。今回お会いした全て
の学校を実際に回る時間的余裕がないため、助かっている。

■第二部／立食形式の交流会
•企業の採用担当者同士が一堂に会する機会が少ないため、
今後もこのような交流会を定期的に開催して欲しい。

•情報交換会では話せなかった本音ベースでの意見交換を行う
事ができた。

次期会長の決定を受け、挨拶する森副会長

1年間を振り返り、挨拶する西川会長

138社が参加した会場の様子

出展企業の説明に対し熱心に耳を傾ける学生たち

4.21

　当所は4月27日、㈱ユニバースクリ
エイトの莇治彦氏を講師に迎え「会社説
明会プレゼンチェックセミナー」を開催。
中小企業の経営者や新卒採用担当者等
41名が参加した。
　本事業は、新卒採用を行っている中小
企業を対象に、当所「会社合同説明会」
や各社の個別説明会を円滑に進め、より
効果的な採用活動に繋げることを目的と
する。
　セミナーで莇氏は、合同・個別説明会における当日ま
での準備や担当者の心構え、当日の動き、学生へのアフ
ターフォロー等、自社が学生に選ばれるようになるため
の方法について分かり易く解説した。参加者からは、「合
同説明会から個別説明会に繋げるための方法を、今後当

学生に選ばれる企業を
目指して
会社説明会プレゼンチェックセミナー

4.27

社でも実践していきたい」「合同説明会に来場する学生の
考え方、動きがよく分かった。セミナーで学んだことを
参考に、当日配布物やプレゼン資料の改良を検討したい」
といった声が聞かれた。

　福岡商工会議所女性会（会長＝西川ともゑ副会頭）は5
月17日、平成29年度定時総会を開催。54名が出席した。
　総会では、西川会長による開会挨拶の後、昨年総会後
に入会された会員のPRを兼ねた自己紹介等が行われた。
その後、平成28年度事業報告（案）・平成28年度収支決
算（案）及び監査報告、並びに平成 29年度事業計画
（案）・平成29年度収支予算（案）について協議し、全て
原案通り承認された。
　また、10月末の役員任期満了に伴い会長選挙を実施
し、次期会長に森純子氏（㈱如水庵取締役副社長・現副
会長）が選出された。会長の任期は平成29年11月1日～
平成32年10月31日まで。
　なお、副会長および理事の選出は、10月18日（水）の
臨時総会にて実施予定。

次期会長に森純子氏
（㈱如水庵取締役副社長・現副会長）を選出
福岡商工会議所女性会　平成29年度定時総会

5.17

　当所は5月23日、福岡国際会議場で「会社合同
説明会」を開催。2018年3月卒業予定の学生を中
心に666名が来場した。
　本説明会は、地元中小企業の人材確保と地域に
おける就業促進を図ることを目的として毎年開催
している。今回は福岡市内を中心に県内および各
方面から述べ138社が出展。出展企業の採用担当
者からは、「採用したいと思える人材と出会えた。」
「来場した学生に対して十分なPRができた。」と
いった声が聞かれた。
　新規学卒者の採用活動は学生優位の状況が続い
ており、企業にとっては「採用氷河期」の様相を呈
している。出展企業のアンケートでは「既に実質的
な内定を持つ学生が多く見られ、就職活動の短期
化・早期化傾向を感じている」、「学生のエントリー
数が減り、昨年度以上に苦戦している。新卒採用
のみにこだわると人員が確保できないため、中途
採用なども検討している」といった声が聞かれ、採
用活動に苦慮している現状が伺えた。

地元企業への就職を目指し、
666名が来場
会社合同説明会

5.23
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FUKUOKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS商工会議所の動き  FCCI NEWS

「小規模事業者持続化補助金成果発表・
交流会」当所採択事業者参加

経営相談部　TEL 092-441-2161

　4月21日、東京都で「小規模事業者持続化補助金成果発
表・交流会（主催：中小企業庁）」が開催され、全国各地か
ら約200名が参加。当所からは、平成27年度より3回の
採択を受けたEdge on J-Hearts代表の田口健太郎氏（サ
ラ忍マン）が参加した。
　発表会では、当補助金を活用した事業・取り組み内容と
その効果を紹介する「紹介パネル」が会場内に設置され、
参加者同士活発な交流が行われた。

会場に設置されたEdge on J-Hearts様の「紹介パネル」

4.21

福商ビジネス倶楽部
定時総会

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　福商ビジネス倶楽部は5月17日、グラナダスィートで
定時総会を開催。59名が参加した。
　定時総会では、平成28年度の事業報告が行われた後、
平成29年度の事業計画が発表され、全て原案通り承認さ
れた。また、総会終了後、参加者による交流懇親会を開
催。参加者からは、「積極的に活動に関わっていき、福商
ビジネス倶楽部を盛り上げていきたい」と言った声が聞か
れた。

定時総会開会の挨拶に立つ衛藤氏

5.17

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

　8月11日よりキャナルシティ劇場で上演される「リ
トルマーメイド」のPRのため、劇団四季代表取締役
会長の佐々木典夫氏、専務取締役の越智幸紀氏、アー
スラ役の俳優・青山弥生氏の3名が礒山会頭と榎本副
会頭を表敬訪問し、懇談した。
　懇談の中で青山氏は「俳優達がフライング技術を使
い、優雅に泳ぐ海の生き物を再現します。また、物語
は父と娘がテーマなので是非とも親子で見てほしい」
と述べた。

支店長会
5月例会

地域振興グループ　TEL 092-441-1118

　支店長会“ブランチ・コミュニケ”（会長＝草田哲也・ア
サヒビール㈱理事福岡統括支社長）は5月24日、5月例会
として福岡 ヤフオク!ドームで福岡ソフトバンクホークス
対千葉ロッテマリーンズ戦の観戦を行った。
　当日は、今季、新会員となった3社を含む27社39名が
参加。リラックスした雰囲気の中、野球談議に花を咲かせ
るなど、参加者同士活発な交流が行われた。

スーパーボックスで福岡ソフトバンクホークスの応援する参加者たち

5.24

支店長会では会員募集中です！

劇団四季 「リトルマーメイド」
5.22表敬訪問

（写真左より）佐々木会長、礒山会頭、青山氏、榎本副会頭
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FUKUOKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS商工会議所の動き  FCCI NEWS

「小規模事業者持続化補助金成果発表・
交流会」当所採択事業者参加

経営相談部　TEL 092-441-2161

　4月21日、東京都で「小規模事業者持続化補助金成果発
表・交流会（主催：中小企業庁）」が開催され、全国各地か
ら約200名が参加。当所からは、平成27年度より3回の
採択を受けたEdge on J-Hearts代表の田口健太郎氏（サ
ラ忍マン）が参加した。
　発表会では、当補助金を活用した事業・取り組み内容と
その効果を紹介する「紹介パネル」が会場内に設置され、
参加者同士活発な交流が行われた。

会場に設置されたEdge on J-Hearts様の「紹介パネル」

4.21

福商ビジネス倶楽部
定時総会

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　福商ビジネス倶楽部は5月17日、グラナダスィートで
定時総会を開催。59名が参加した。
　定時総会では、平成28年度の事業報告が行われた後、
平成29年度の事業計画が発表され、全て原案通り承認さ
れた。また、総会終了後、参加者による交流懇親会を開
催。参加者からは、「積極的に活動に関わっていき、福商
ビジネス倶楽部を盛り上げていきたい」と言った声が聞か
れた。

定時総会開会の挨拶に立つ衛藤氏

5.17

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

　8月11日よりキャナルシティ劇場で上演される「リ
トルマーメイド」のPRのため、劇団四季代表取締役
会長の佐々木典夫氏、専務取締役の越智幸紀氏、アー
スラ役の俳優・青山弥生氏の3名が礒山会頭と榎本副
会頭を表敬訪問し、懇談した。
　懇談の中で青山氏は「俳優達がフライング技術を使
い、優雅に泳ぐ海の生き物を再現します。また、物語
は父と娘がテーマなので是非とも親子で見てほしい」
と述べた。

支店長会
5月例会

地域振興グループ　TEL 092-441-1118

　支店長会“ブランチ・コミュニケ”（会長＝草田哲也・ア
サヒビール㈱理事福岡統括支社長）は5月24日、5月例会
として福岡 ヤフオク!ドームで福岡ソフトバンクホークス
対千葉ロッテマリーンズ戦の観戦を行った。
　当日は、今季、新会員となった3社を含む27社39名が
参加。リラックスした雰囲気の中、野球談議に花を咲かせ
るなど、参加者同士活発な交流が行われた。

スーパーボックスで福岡ソフトバンクホークスの応援する参加者たち

5.24

支店長会では会員募集中です！

劇団四季 「リトルマーメイド」
5.22表敬訪問

（写真左より）佐々木会長、礒山会頭、青山氏、榎本副会頭

事業所名

ご 住 所
〒　　　　－

ご担当者

【ご署名欄】

TEL

福 岡 商 工 会 議 所

当所年会費等について、既に口座振替のご登録をいただいている事業所様につきましては、事業所名、代表者名、銀行
口座情報の各種変更等がございました場合は、その都度銀行手続が必要ですので、お手数ですが、（TEL 092-４４１-１１１４）
までご連絡ください。

本 紙 の 記 入 欄
に必要事項をご
記入いただき、
FAX でご 送 付
ください。

福岡商工会議所
年会費について、

口座振替
依頼書 を希望

します。

いずれかに○印を付けてください。

※一部金融機関で、ご利用いただけない
　場合もございます。

毎年5月10日に口座振替

福岡銀行
西日本シティ銀行
福岡中央銀行
福岡信用金庫

それ以外の金融機関
毎年5月27日に口座振替

■申込手続の流れ

「口座振替依頼書」を
お送りしますので、
ご記入及び金融機関
取引印を押印し、ご
返送ください。

ご提出いただい
た「依頼書」につ
いて、記載内容、
印鑑等を金融機
関に照会します。

手続完了

ご登録済み
口座情報の
変更について

不備の場合はご
連絡いたします。

コスト削減 簡単・便利 安心・安全

STEP

1
STEP

2
STEP

3
口座振替
依頼書提出

本紙提出
（FAX）

金融機関
への確認

経理担当者さまへお知らせです

会費のお支払いは
口座振替が便利です。
福岡商工会議所では、会費のお支払いに便利で簡単、手数料無料の口座振替を
おすすめいたします。口座振替を希望される場合には、後日「会費預金口座振替依頼書」
を送付いたしますので、下記希望欄に○印をご記入のうえ、FAXにてご返信ください。

銀行振込に関する人件
費・交通費・諸費用が大幅
に削減でき、振込手数料
の負担もなくなります。

簡単な書類手続きのみ
で可能です。

現金を直接扱わないた
め、紛失・盗難のリスクが
なくなります。

まずは、
FAXで

お申し込
み！

会員組織・共済グループ 行　FAX 092-411-1600
お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
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博
多
区

中
央
区

東
区 TAMY

（株）リバーシーン物流

（特非）ふくおか出会いサポートセンタージュノール

下町屋

つばめ司法書士事務所

（株）NEXT  INNOVATION

アイ・エイチ・ジェイ（株）  博多支店

アイム電機工業（株）  福岡営業所

（株）ベストエフォート

マルチスタイル（株）

體整骨院

（同）福岡不動産センター

（有）マキハラ 福岡営業所

平井精密工業（株）  九州営業所

いしむら社会保険労務士事務所

（株）Upper  Field

車の修理ドットコム

行政書士トラストライズ法務事務所  稲富大輔

行政書士トラストライズ法律事務所  梅木崇行

（株）インベストメントビルド東菱

九人プラネット（株）

ブリンクフォト

IKEUCHI  ORGANIC（株）  FUKUOKA STORE

サリー（株）

（株）ハピネスカンパニー

DH  Selection

（株）LK・Partners

いい日とん勝

不動産賃貸業

倉庫内梱包作業

結婚相談所、結婚情報サービスの利用支援事業

飲食業

司法書士業務

コストダウン支援事業、オール電化、太陽光発電システム販売

OA機器販売事業・固定回線取次事業

業務用水処理関連機器の製造販売

パソコン修理、サポート

WEB製作、SEO、WEBシステム、アプリ開発

整骨院運営

不動産業

アクセサリー販売等

エッチング品、機械加工品、表面処理加工品

社会保険労務士業

飲食店の経営

自動車関連サービス

行政書士業務

行政書士業務

不動産再生事業（ビルリニューアル、リフォーム、増改築）

求人広告代理店

フォトグラファー

タオル、マフラー、ベットリネン、インテリアファブリック、アパレル素材の製造販売

モデル・タレント業

要介護認定者向けマネジメント業

エステサロン

中国銀聯事業（越境EC）

飲食店

福岡市東区二又瀬新町14-25-307

福岡市東区松田3-16-14-1

福岡市博多区冷泉町8-17  まるじんビル1階

福岡市博多区美野島3-15-6-1階

福岡市博多区博多駅南1-9-8-5階  Progress Office内

福岡市博多区博多駅東2-9-25  アバンダント84－3階

福岡市博多区博多駅東2-6-26  安川産業ビル6階

福岡市博多区博多駅東2-4-31

福岡市博多区博多駅東2-2-11-302

福岡市博多区博多駅東1-1-33  はかた近代ビル7階

福岡市博多区博多駅前3-7-1  葵ビル1階

福岡市博多区博多駅前3-26-14-2F

福岡市博多区博多駅前2-1-1  福岡朝日ビル5階

福岡市博多区博多駅前1-15-20  NMF博多駅前ビル5階

福岡市博多区東比恵3-3-6

福岡市博多区中洲4-1-17

福岡市博多区大博町7-10-1F

福岡市博多区住吉5-1-3  文榮出版社ビル7階

福岡市博多区住吉5-1-3  文榮出版社ビル7階

福岡市博多区綱場町8-8-1408

福岡市博多区古門戸町2-4  KSコモンドビル4階

福岡市博多区吉塚3-3-24  メゾンプランドール202

福岡市博多区下川端町3-1  博多リバレイン1F

福岡市中央区春吉2-11-1-1階

福岡市中央区鳥飼1-4-25-201

福岡市中央区長浜2-3-42-601

福岡市中央区薬院4-15-29  香ビル2階

福岡市中央区平尾5-4-7  リバティ平尾1階

火災保険の申請のサポートサービスを無料で行っております。

アナタのビジネスに物流革命を！

独身男女未婚・晩婚・少子化等の環境向上を図る非営利出会い事業

創業20年、もんじゃ焼き専門店。こどもびいる発祥の店

博多駅～徒歩5分！会社・不動産の登記、成年後見等気軽に相談ください。

光熱費コストダウンにご興味のある方は当社におまかせ！！

オフィス機器からホームページまで「IHJ」にお任せください！

水中ポンプ・モータを核とする開発型企業。売上の3割は海外向け

博多駅筑紫口側のパソコン修理、サポートの会社です。

WEB・アプリ制作・IT機器販売　社内強化研修もお任せください。

博多駅前徒歩5分、治療の「體整骨院」、癒しの「からだ屋」です

住まいのこと、売買から賃貸まで取り扱っております。

キャナルシティB1F.JRアミュプラザ8Fでアクセサリー等を販売しています。

エッチング加工を主にトップクラスの品質を誇る総合加工メーカー

人の採用から退職まで、困る前でも後でも、ご相談ください。

中洲で飯屋楽を出店。九州料理及び魔法の手羽唐をご堪能ください。

福岡で事故車修理、整備、複数箇所の板金塗装ならお任せください。

建設業、飲食店、風俗営業店の経営経験があります。何でもご相談ください。

建設業、宅建業等の許可申請はトラストライズへお任せを

特許技術を駆使!!ビル・住宅の資産価値を甦らせる不動産再生事業

九州の求人活動はお任せください!an・DODAトップクラスの代理店

人柄を活かした柔らかいイメージ写真が得意です。

安全で高品質なオーガニック商品を生産販売するタオル主体の会社

イベント・モデル等を軸に各企業様のご要望にお応えしております。

企業向け介護離職のセミナーと個別のカウンセリングを行う。

お口とお顔の悩みをご相談ください。歯科衛生士のエステサロンです。

自社HPに銀聯＆微信モジュールを埋め込んで手軽に越境EC

低温調理で仕上げたやわらかでジューシーなトンカツです。

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

070-5416-3646

092-692-1550

092-282-3040

092-481-5220

070-2345-1978

092-477-3456

092-409-3817

092-483-1114

092-292-6665

092-260-9708

092-483-4244

092-452-7255

092-413-6333

092-471-5066

092-260-8244

092-262-0101

092-262-2868

092-409-7117

092-409-7117

092-771-8881

092-710-5541

092-215-3369

092-281-7708

092-741-2002

092-406-2516

090-4992-9500

092-523-0800

092-522-9593

中
央
区

南
区

早
良
区

西
区

城
南
区

糸
島
市

糟
屋
郡

北
九
州
市
春
日
市

愛
知
県

東
京
都

月灯

MODENA

（株）ロジャーサービス

Studio  vita

（株）TIME＆MEMORY

（株）ハーベストプラン

河﨑英人税理士事務所

（株）Real  World

（有）セレーノ・コーポレーション

中園不動産鑑定事務所

大橋わかば法律事務所

音響免疫療法 福岡本部

寺田知未司法書士事務所

（株）サンシンドウ

TBRミサカ

（株）貴竜産業

カノン行政書士法務事務所

メディカルケア（同）

光華（株）

（株）HS西日本

（株）日桜商事

OKケミカル（株）

未来資産コンサルティング（株）

WKB（株）

せんたくこぞう

（株）マネジメントデザイン

（株）ジェムコ日本経営

飲食物の製造・販売

オーダースーツ、オーダーシューズ

分譲マンションの売買

ベリーダンススタジオ

海外現地旅行会社

飲食店の経営

税務申告等

人材育成（リーダーシップ）研修企画・運営

講師紹介

不動産鑑定評価

弁護士業務

ゼロ磁場で体温上昇させて病気を吹き飛ばす。

司法書士業務

生花小売業

内装仕上業（浴室特殊士）

一般土木工事業

行政書士業務（国際業務中心）

介護事業所の運営

金属スクラップ買取

インターネットサービス事業

日用雑貨の輸出

食品・食品添加物及び農・水・畜産物卸販売

保険代理店

工場直営靴下の製造及び卸

クリーニング業

マネジメントにかかわるコンサルティング業務

経営全般におけるコンサルティング業

福岡市中央区白金1-17-5  エステートモア薬院駅前1階

福岡市中央区渡辺通5-24-37-202

福岡市中央区天神3-10-32  ロゼ天神801号

福岡市中央区大名2-8-19  大福ビル401

福岡市中央区大手門1-9-11  大稲ビル5階

福岡市中央区西中洲3-1  デルタウエスト2-G

福岡市中央区港2-4-8-203

福岡市中央区港2-12-16  テルツェット7B

福岡市中央区警固1-6-56  サウスガーデン3階

福岡市南区大橋3-14-8-502

福岡市南区向野2-14-1  森藤不動産ビル202

福岡市早良区西新7-1-7  西新中央マンション103

福岡市早良区西新4-8-34-705号

福岡市西区富士見1-3-28

福岡市西区石丸4-12-2  アプローズ姪浜806

福岡市西区周船寺1-8-24

福岡市西区下山門1-14-3-502

福岡市城南区荒江1-1-1-301

糸島市高祖143-1

糟屋郡志免町向ケ丘1-8-7

糟屋郡粕屋町柚須119-7

糟屋郡粕屋町若宮1-3-1-201

北九州市小倉北区下富野5-20-30-1階

春日市須玖北6-3

春日市須玖南2-136

愛知県名古屋市中区丸の内3-17-24  NAYUTABLD  3階

東京都中央区銀座6-13-16  ヒューリック銀座ウォールビル

季節の物をリーズナブルに提供します。

大人になって良かった。最上級のオーダースーツとシューズを展開

1000万円以内の投資用不動産の売買に特化。フルローンOK！

当スタジオではベリーダンス教室の他ダンサー派遣も承ってます。

良いお客様、良い旅、良い商品、良い環境へとの繋がり

魅力的な食材の宝庫糸島の旬菜が味わえる店舗を運営しております。

会計・税務申告を含め、経営上のお困り事に素早く対応致します。

主体性を持った、会社に貢献できるリーダーを育成します。

講師司会者 紹介　社員研修カリキュラム作成　イベント企画

不動産鑑定評価を通して地域社会に貢献します。

法律問題でお悩みの方は何でもお気軽にご相談ください。

ゼロ磁場で急所脊髄に音を響かせて体温上昇させ病気を吹き飛ばす。

会社設立や相続など、お気軽にご相談ください。

フラワーショップとスーパーマーケットへの生花卸委託販売業です。

浴室リメイク　低コストでスピーディな工事を心掛けています。

土木建築工事は熟知した施工で幅広いニーズにお応えします。

当事務所は、国際業務を中心に、皆様のビジネスを応援致します！

春日市で住宅型有料老人ホーム「咲久楽（さくら）」を運営しております。

金属スクラップ、モーター、業務エアコン、雑電線、トランスの買取します。

屋根、壁塗装、迅速丁寧低価格で神経質に施行します。

化粧品・日用品などの買取・輸出を主軸としております。

ハラール認証及び「ISO  HACCP」の啓蒙と取得のサポート

未来資産（人・金融・知識・制度）を築くためのサポートを致します。

ブラントカラーやコストに応じて商品の提案から製造まで行います。

丁寧な仕事でシミ抜きに自信あります。

人材育成やマネジメントに関わる研修やシステムづくりを行います。

コスト削減、効率化、事業計画策定など、経営全般のご支援です。

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-522-6338

092-519-0946

092-753-9292

070-5276-4220

092-781-0212

092-707-0249

092-518-2387

092-752-8066

092-725-4211

092-555-7614

092-554-5661

080-9100-5410

092-407-9314

092-806-3112

092-883-0124

092-805-8515

092-882-2431

092-407-9530

092-323-8351

092-410-1176

092-577-4336

092-410-5009

093-647-2866

092-982-2387

092-592-8001

052-950-3660

03-5565-4101

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！登録はお済ませですか？

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。

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...
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博
多
区

中
央
区

東
区 TAMY

（株）リバーシーン物流

（特非）ふくおか出会いサポートセンタージュノール

下町屋

つばめ司法書士事務所

（株）NEXT  INNOVATION

アイ・エイチ・ジェイ（株）  博多支店

アイム電機工業（株）  福岡営業所

（株）ベストエフォート

マルチスタイル（株）

體整骨院

（同）福岡不動産センター

（有）マキハラ 福岡営業所

平井精密工業（株）  九州営業所

いしむら社会保険労務士事務所

（株）Upper  Field

車の修理ドットコム

行政書士トラストライズ法務事務所  稲富大輔

行政書士トラストライズ法律事務所  梅木崇行

（株）インベストメントビルド東菱

九人プラネット（株）

ブリンクフォト

IKEUCHI  ORGANIC（株）  FUKUOKA STORE

サリー（株）

（株）ハピネスカンパニー

DH  Selection

（株）LK・Partners

いい日とん勝

不動産賃貸業

倉庫内梱包作業

結婚相談所、結婚情報サービスの利用支援事業

飲食業

司法書士業務

コストダウン支援事業、オール電化、太陽光発電システム販売

OA機器販売事業・固定回線取次事業

業務用水処理関連機器の製造販売

パソコン修理、サポート

WEB製作、SEO、WEBシステム、アプリ開発

整骨院運営

不動産業

アクセサリー販売等

エッチング品、機械加工品、表面処理加工品

社会保険労務士業

飲食店の経営

自動車関連サービス

行政書士業務

行政書士業務

不動産再生事業（ビルリニューアル、リフォーム、増改築）

求人広告代理店

フォトグラファー

タオル、マフラー、ベットリネン、インテリアファブリック、アパレル素材の製造販売

モデル・タレント業

要介護認定者向けマネジメント業

エステサロン

中国銀聯事業（越境EC）

飲食店

福岡市東区二又瀬新町14-25-307

福岡市東区松田3-16-14-1

福岡市博多区冷泉町8-17  まるじんビル1階

福岡市博多区美野島3-15-6-1階

福岡市博多区博多駅南1-9-8-5階  Progress Office内

福岡市博多区博多駅東2-9-25  アバンダント84－3階

福岡市博多区博多駅東2-6-26  安川産業ビル6階

福岡市博多区博多駅東2-4-31

福岡市博多区博多駅東2-2-11-302

福岡市博多区博多駅東1-1-33  はかた近代ビル7階

福岡市博多区博多駅前3-7-1  葵ビル1階

福岡市博多区博多駅前3-26-14-2F

福岡市博多区博多駅前2-1-1  福岡朝日ビル5階

福岡市博多区博多駅前1-15-20  NMF博多駅前ビル5階

福岡市博多区東比恵3-3-6

福岡市博多区中洲4-1-17

福岡市博多区大博町7-10-1F

福岡市博多区住吉5-1-3  文榮出版社ビル7階

福岡市博多区住吉5-1-3  文榮出版社ビル7階

福岡市博多区綱場町8-8-1408

福岡市博多区古門戸町2-4  KSコモンドビル4階

福岡市博多区吉塚3-3-24  メゾンプランドール202

福岡市博多区下川端町3-1  博多リバレイン1F

福岡市中央区春吉2-11-1-1階

福岡市中央区鳥飼1-4-25-201

福岡市中央区長浜2-3-42-601

福岡市中央区薬院4-15-29  香ビル2階

福岡市中央区平尾5-4-7  リバティ平尾1階

火災保険の申請のサポートサービスを無料で行っております。

アナタのビジネスに物流革命を！

独身男女未婚・晩婚・少子化等の環境向上を図る非営利出会い事業

創業20年、もんじゃ焼き専門店。こどもびいる発祥の店

博多駅～徒歩5分！会社・不動産の登記、成年後見等気軽に相談ください。

光熱費コストダウンにご興味のある方は当社におまかせ！！

オフィス機器からホームページまで「IHJ」にお任せください！

水中ポンプ・モータを核とする開発型企業。売上の3割は海外向け

博多駅筑紫口側のパソコン修理、サポートの会社です。

WEB・アプリ制作・IT機器販売　社内強化研修もお任せください。

博多駅前徒歩5分、治療の「體整骨院」、癒しの「からだ屋」です

住まいのこと、売買から賃貸まで取り扱っております。

キャナルシティB1F.JRアミュプラザ8Fでアクセサリー等を販売しています。

エッチング加工を主にトップクラスの品質を誇る総合加工メーカー

人の採用から退職まで、困る前でも後でも、ご相談ください。

中洲で飯屋楽を出店。九州料理及び魔法の手羽唐をご堪能ください。

福岡で事故車修理、整備、複数箇所の板金塗装ならお任せください。

建設業、飲食店、風俗営業店の経営経験があります。何でもご相談ください。

建設業、宅建業等の許可申請はトラストライズへお任せを

特許技術を駆使!!ビル・住宅の資産価値を甦らせる不動産再生事業

九州の求人活動はお任せください!an・DODAトップクラスの代理店

人柄を活かした柔らかいイメージ写真が得意です。

安全で高品質なオーガニック商品を生産販売するタオル主体の会社

イベント・モデル等を軸に各企業様のご要望にお応えしております。

企業向け介護離職のセミナーと個別のカウンセリングを行う。

お口とお顔の悩みをご相談ください。歯科衛生士のエステサロンです。

自社HPに銀聯＆微信モジュールを埋め込んで手軽に越境EC

低温調理で仕上げたやわらかでジューシーなトンカツです。

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

070-5416-3646

092-692-1550

092-282-3040

092-481-5220

070-2345-1978

092-477-3456

092-409-3817

092-483-1114

092-292-6665

092-260-9708

092-483-4244

092-452-7255

092-413-6333

092-471-5066

092-260-8244

092-262-0101

092-262-2868

092-409-7117

092-409-7117

092-771-8881

092-710-5541

092-215-3369

092-281-7708

092-741-2002

092-406-2516

090-4992-9500

092-523-0800

092-522-9593

中
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区

西
区
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南
区

糸
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市

糟
屋
郡

北
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市
春
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市

愛
知
県

東
京
都

月灯

MODENA

（株）ロジャーサービス

Studio  vita

（株）TIME＆MEMORY

（株）ハーベストプラン

河﨑英人税理士事務所

（株）Real  World

（有）セレーノ・コーポレーション

中園不動産鑑定事務所

大橋わかば法律事務所

音響免疫療法 福岡本部

寺田知未司法書士事務所

（株）サンシンドウ

TBRミサカ

（株）貴竜産業

カノン行政書士法務事務所

メディカルケア（同）

光華（株）

（株）HS西日本

（株）日桜商事

OKケミカル（株）

未来資産コンサルティング（株）

WKB（株）

せんたくこぞう

（株）マネジメントデザイン

（株）ジェムコ日本経営

飲食物の製造・販売

オーダースーツ、オーダーシューズ

分譲マンションの売買

ベリーダンススタジオ

海外現地旅行会社

飲食店の経営

税務申告等

人材育成（リーダーシップ）研修企画・運営

講師紹介

不動産鑑定評価

弁護士業務

ゼロ磁場で体温上昇させて病気を吹き飛ばす。

司法書士業務

生花小売業

内装仕上業（浴室特殊士）

一般土木工事業

行政書士業務（国際業務中心）

介護事業所の運営

金属スクラップ買取

インターネットサービス事業

日用雑貨の輸出

食品・食品添加物及び農・水・畜産物卸販売

保険代理店

工場直営靴下の製造及び卸

クリーニング業

マネジメントにかかわるコンサルティング業務

経営全般におけるコンサルティング業

福岡市中央区白金1-17-5  エステートモア薬院駅前1階

福岡市中央区渡辺通5-24-37-202

福岡市中央区天神3-10-32  ロゼ天神801号

福岡市中央区大名2-8-19  大福ビル401

福岡市中央区大手門1-9-11  大稲ビル5階

福岡市中央区西中洲3-1  デルタウエスト2-G

福岡市中央区港2-4-8-203

福岡市中央区港2-12-16  テルツェット7B

福岡市中央区警固1-6-56  サウスガーデン3階

福岡市南区大橋3-14-8-502

福岡市南区向野2-14-1  森藤不動産ビル202

福岡市早良区西新7-1-7  西新中央マンション103

福岡市早良区西新4-8-34-705号

福岡市西区富士見1-3-28

福岡市西区石丸4-12-2  アプローズ姪浜806

福岡市西区周船寺1-8-24

福岡市西区下山門1-14-3-502

福岡市城南区荒江1-1-1-301

糸島市高祖143-1

糟屋郡志免町向ケ丘1-8-7

糟屋郡粕屋町柚須119-7

糟屋郡粕屋町若宮1-3-1-201

北九州市小倉北区下富野5-20-30-1階

春日市須玖北6-3

春日市須玖南2-136

愛知県名古屋市中区丸の内3-17-24  NAYUTABLD  3階

東京都中央区銀座6-13-16  ヒューリック銀座ウォールビル

季節の物をリーズナブルに提供します。

大人になって良かった。最上級のオーダースーツとシューズを展開

1000万円以内の投資用不動産の売買に特化。フルローンOK！

当スタジオではベリーダンス教室の他ダンサー派遣も承ってます。

良いお客様、良い旅、良い商品、良い環境へとの繋がり

魅力的な食材の宝庫糸島の旬菜が味わえる店舗を運営しております。

会計・税務申告を含め、経営上のお困り事に素早く対応致します。

主体性を持った、会社に貢献できるリーダーを育成します。

講師司会者 紹介　社員研修カリキュラム作成　イベント企画

不動産鑑定評価を通して地域社会に貢献します。

法律問題でお悩みの方は何でもお気軽にご相談ください。

ゼロ磁場で急所脊髄に音を響かせて体温上昇させ病気を吹き飛ばす。

会社設立や相続など、お気軽にご相談ください。

フラワーショップとスーパーマーケットへの生花卸委託販売業です。

浴室リメイク　低コストでスピーディな工事を心掛けています。

土木建築工事は熟知した施工で幅広いニーズにお応えします。

当事務所は、国際業務を中心に、皆様のビジネスを応援致します！

春日市で住宅型有料老人ホーム「咲久楽（さくら）」を運営しております。

金属スクラップ、モーター、業務エアコン、雑電線、トランスの買取します。

屋根、壁塗装、迅速丁寧低価格で神経質に施行します。

化粧品・日用品などの買取・輸出を主軸としております。

ハラール認証及び「ISO  HACCP」の啓蒙と取得のサポート

未来資産（人・金融・知識・制度）を築くためのサポートを致します。

ブラントカラーやコストに応じて商品の提案から製造まで行います。

丁寧な仕事でシミ抜きに自信あります。

人材育成やマネジメントに関わる研修やシステムづくりを行います。

コスト削減、効率化、事業計画策定など、経営全般のご支援です。

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-522-6338

092-519-0946

092-753-9292

070-5276-4220

092-781-0212

092-707-0249

092-518-2387

092-752-8066

092-725-4211

092-555-7614

092-554-5661

080-9100-5410

092-407-9314

092-806-3112

092-883-0124

092-805-8515

092-882-2431

092-407-9530

092-323-8351

092-410-1176

092-577-4336

092-410-5009

093-647-2866

092-982-2387

092-592-8001

052-950-3660

03-5565-4101

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！登録はお済ませですか？

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。

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...
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規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NE W MEMBER

飲食店経営

貨物運送取扱事業

建築・土木構造物における点検・調査・補修工事

保育園

農産・海産乾物の加工

建設業（金属工事業）

機械設置工

店舗の企画、設計、施工及び監理業務

冷凍、冷蔵設備の配管工事

印刷に関わる業務

パチンコ・パチスロ機械販売

旅行企画・旅行主催

ソフトウェア開発

IT通信代理店業

自動車機器卸販売

商業施設内装・改装工事

ALC下地取付工事

婦人服卸

レンタルオフィス業

農産物の輸出

飲食店

エステ、脱毛、アロマセラピー

電気設備工事業

リフォーム業

（株）うちだ屋

（有）大通

全力技建（同）

社会福祉法人優和会

oguriフーズ

オフィス一條

USTO

（株）コアネス

宮近工業

（有）小川校正社

スープレックス

（株）ホリデー  福岡支店

（株）アークビジネス

（株）ほっこり

（株）シルバーケイ

翔建（株）

TOPアシスト

BLOOM

エイムアテイン（株）

九州農水産物直販（株）

ファンタジスタ

プライベートサロン  MEGURIKA

（株）アイティーイー

（株）アイホーム

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

インターホン設備工事

橋梁・下地処理

社会保険労務士業

設備工

税理士業務

レーシングカートの卸売り

空調設備工事

マリンスポーツ用品販売

解体工事業

賃貸物件の入退去に係る内装工事

ガス機器販売

総合建設業

加工食品販売

基礎工事全般

ふとん、カーペット類のクリーニング

美容業

食品貿易小売販売

人材育成のための教育・研修、コンサルタント業務

介護事業（通所介護）

外食産業厨房設備の設計・施工・販売

調剤薬局

貿易関係

包装資材卸

（株）エフテック

ダイ・コーポレーション

あかつき社労士事務所

大長設備

税理士法人  西福岡総合会計

（株）INTREPID  JAPAN

ナカノ機工（株）

Kaoi

赤道工業（株）

（株）クラックス

有田工業（株）

（株）村上建総

九州発酵食ソイッポー

羽田基礎工業（有）

（有）粕屋じゅうたんクリーニング工場

美容室ママファミリー 宇美店

MEARINI＆SUGI

（有）ワイ・エム・オフィス

（株）casa

エムケー厨設（株）

山久（有）

NHS  UNION

（株）キョウホー

南
区

営業内容／事業所名

ビルメンテ

総合建設業

美容業

ラーメン店の営業

飲食店

経絡リンパドレナージュサロン

洋菓子製造販売

ハンドバッグ製造（革・博多織使用）

生・損保険代理店

旅行業

営業コンサルティング

靴関連商品卸売

フランス料理レストラン

飲食店

電気通信工業

飲食店

システム開発

税理士業務

飲食店

搬入工事

フードコーディネーター業　広告用の撮影

行政書士業務

久留米絣の反物を使用した婦人服・小物の製造・販売

野生鳥獣被害対策用忌避剤販売

（株）日本エージェント

（有）ハーフ

（株）スプラウト

（株）フーズラボ

博多和食いしくら

経絡リンパドレナージュ＆ヒーリングサロンRAVI

ア・セット

（株）karau

（株）教育企画

プランニングツアー

（株）クリエイト・シーズ  福岡営業所

（株）アールアンドデー  西日本営業所

レストランスーリール

（株）Burnus25

（株）Freeza

博多よし魚

（株）P＆P

税理士法人小田・小島総合会計

（株）ジパングエンターテイメント

揚重センターmeiryou

ゴナージ

行政書士・社会保険労務士オフィスIKT

（株）わの栞

（株）新日本ケミカル

営業内容／事業所名

博
多
区

中
央
区

南
区

早
良
区

西
区

城
南
区

糟
屋
郡

古
賀
市

北
九
州
市
宗
像
市
大
野
城
市
太
宰
府
市
大
牟
田
市
京
都
府

早
良
区

西
区

城
南
区

糟
屋
郡

古
賀
市
北
九
州
市
宗
像
市
大
野
城
市
太
宰
府
市
大
牟
田
市
京
都
府
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規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NE W MEMBER

飲食店経営

貨物運送取扱事業

建築・土木構造物における点検・調査・補修工事

保育園

農産・海産乾物の加工

建設業（金属工事業）

機械設置工

店舗の企画、設計、施工及び監理業務

冷凍、冷蔵設備の配管工事

印刷に関わる業務

パチンコ・パチスロ機械販売

旅行企画・旅行主催

ソフトウェア開発

IT通信代理店業

自動車機器卸販売

商業施設内装・改装工事

ALC下地取付工事

婦人服卸

レンタルオフィス業

農産物の輸出

飲食店

エステ、脱毛、アロマセラピー

電気設備工事業

リフォーム業

（株）うちだ屋

（有）大通

全力技建（同）

社会福祉法人優和会

oguriフーズ

オフィス一條

USTO

（株）コアネス

宮近工業

（有）小川校正社

スープレックス

（株）ホリデー  福岡支店

（株）アークビジネス

（株）ほっこり

（株）シルバーケイ

翔建（株）

TOPアシスト

BLOOM

エイムアテイン（株）

九州農水産物直販（株）

ファンタジスタ

プライベートサロン  MEGURIKA

（株）アイティーイー

（株）アイホーム

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

インターホン設備工事

橋梁・下地処理

社会保険労務士業

設備工

税理士業務

レーシングカートの卸売り

空調設備工事

マリンスポーツ用品販売

解体工事業

賃貸物件の入退去に係る内装工事

ガス機器販売

総合建設業

加工食品販売

基礎工事全般

ふとん、カーペット類のクリーニング

美容業

食品貿易小売販売

人材育成のための教育・研修、コンサルタント業務

介護事業（通所介護）

外食産業厨房設備の設計・施工・販売

調剤薬局

貿易関係

包装資材卸

（株）エフテック

ダイ・コーポレーション

あかつき社労士事務所

大長設備

税理士法人  西福岡総合会計

（株）INTREPID  JAPAN

ナカノ機工（株）

Kaoi

赤道工業（株）

（株）クラックス

有田工業（株）

（株）村上建総

九州発酵食ソイッポー

羽田基礎工業（有）

（有）粕屋じゅうたんクリーニング工場

美容室ママファミリー 宇美店

MEARINI＆SUGI

（有）ワイ・エム・オフィス

（株）casa

エムケー厨設（株）

山久（有）

NHS  UNION

（株）キョウホー

南
区

営業内容／事業所名

ビルメンテ

総合建設業

美容業

ラーメン店の営業

飲食店

経絡リンパドレナージュサロン

洋菓子製造販売

ハンドバッグ製造（革・博多織使用）

生・損保険代理店

旅行業

営業コンサルティング

靴関連商品卸売

フランス料理レストラン

飲食店

電気通信工業

飲食店

システム開発

税理士業務

飲食店

搬入工事

フードコーディネーター業　広告用の撮影

行政書士業務

久留米絣の反物を使用した婦人服・小物の製造・販売

野生鳥獣被害対策用忌避剤販売

（株）日本エージェント

（有）ハーフ

（株）スプラウト

（株）フーズラボ

博多和食いしくら

経絡リンパドレナージュ＆ヒーリングサロンRAVI

ア・セット

（株）karau

（株）教育企画

プランニングツアー

（株）クリエイト・シーズ  福岡営業所

（株）アールアンドデー  西日本営業所

レストランスーリール

（株）Burnus25

（株）Freeza

博多よし魚

（株）P＆P

税理士法人小田・小島総合会計

（株）ジパングエンターテイメント

揚重センターmeiryou

ゴナージ

行政書士・社会保険労務士オフィスIKT

（株）わの栞

（株）新日本ケミカル
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お問い合わせ

福岡県警察本部　暴力追放ダイヤル
TEL 092-622-0704
公益財団法人福岡県暴力追放運動推進センター
TEL 092-651-8938

情報室危機管理

　現在、福岡県における暴力団対策は大きく進展してい
ます。
　これまで、暴力団の恐怖により何らかの関係を持たざる
を得なかったという方々も、現在が、暴力団と決別する
チャンスと言えます。
　県警察は、暴力団との関係を断ち切ろうとする県民や事
業者を全面的に支援します。
　暴力団対策を進めていくためには、暴力団の存立基盤で
ある「人」、「金」の対策が重要です。
　県警察では、関係機関や事業者の方々等と連携し、以
下の取り組みを進めています。

【暴力団からの離脱・就労支援対策】
　社会全体の暴力団排除気運の高まりや警察の取締りなど
により、暴力団から離脱する者が増加しています。
　暴力団から離脱しても、就労できなければ、再び暴力団
に戻る可能性もあります。
　反面、責任ある社会人として歩み出すことができれば、
社会全体としても望ましいことと言えます。

　そこで県警察では、県や福岡県暴力追放運動推進セン
ターと連携し、平成28年4月1日から、「給付金等制度」を
創設するなど、暴力団からの離脱・就労支援対策を強化し
ています。

福岡県警察の暴力団壊滅に向けた取り組み
「暴力団からの離脱・就労支援対策」と「公共工事からの暴力団排除」

　引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いします。

〈給付金等制度（平成28年4月1日運用開始）〉
●暴力団離脱者を継続的に雇用した協賛企業に対す
る給付金
　（雇用開始から1年間、最大72万円）
●雇用した暴力団離脱者により協賛企業が被った損害
等への見舞金
　（雇用開始から1年間、最大200万円）

【公共工事からの暴力団排除】
　暴力団が公共工事に参入した事業者から現金を脅し取る
という事件検挙を契機として、平成28年4月1日から、福
岡県等が発注する公共工事においては、下請・孫請も含め
た参入企業について、県警察と福岡県等が情報を共有し、
暴力団による不当要求を排除する取り組みを進めています。
　公共工事への暴力団の不当要求などの情報を把握した場
合は、最寄りの警察署など、県警察への情報提供をお願い
します。
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　平成28年3月、福岡県暴力団排除条例が改正
され、条例上の禁止行為である暴力団に対する資
金提供等について、きちんと事実を申告し、今後こ
うした関係を断つと誓約した事業者の皆さん等に対
しては、公安委員会による勧告を行わないことが規

定されました。
　暴力団との関係を断ち切る環境整備は進んでい
ます。
　県警察は暴力団排除に取り組もうとする事業者
の皆さんの安全を確保し、暴力
団と決別することを全力で後押し
しますので、最寄りの警察署又
は暴力追放ダイヤルに相談してく
ださい。

福岡県暴力団排除条例の改正
（公安委員会による勧告の適用除外）
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福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士
前園 健司

法律 &A
専門家に聞く

働き方改革と同一労働同一賃金働き方改革と同一労働同一賃金

　最近、「働き方改革」や「同一労働同一賃金」とい
う言葉をよく耳にしますが、我が
社が今から対応すべきことはありま
すか。

1．「働き方改革」とは
　平成29年3月28日、「働き方改革実行計
画」が決定されました。働き方改革とは、労働

制度の抜本改革を行い、企業文化や風土を含めて変えよ
うとするものであり、検討テーマは、多岐にわたります※1。
　今回は、同計画の検討テーマの1つである「非正規雇
用の処遇改善」に関し、「同一労働同一賃金」に絞って簡
潔にご紹介します。（なお、本稿では、計画それ自体の当
否や実現可能性については、検討の対象外とします。）

2．同一労働同一賃金とは
　同一労働同一賃金とは、同一企業・団体における正
規社員と非正規社員の間の不合理な待遇の解消を目指す
ものです。
　問題になる事例として、政府が示した「同一労働同一賃
金ガイドライン案」は、以下のような事例を挙げています。
〈例1〉賞与を会社の業績等への貢献度に応じて支給する

場合、正規雇用社員と非正規雇用社員の貢献が
同じなのに、同一の支給をしていない。

〈例2〉無期雇用社員には職務内容や貢献等に関わらず
全員に（賞与を）支給しているが、非正規社員には
（賞与を）支給していない。

　今後、ガイドライン案を基に法改正等が進む予定です

ので、事例のような運用がされていないか、点検しておく
べきでしょう。

3．現行法制下でも検証が必要な場面はある
　また、現行法制下ならば正規社員と非正規社員を理由
なく区別してもよいかというと、もちろん、そうではあり
ません。
　例えば、労働契約法20条は、雇用期間の定めのない
社員とある社員との不合理な労働条件の相違を禁止して
います。既に、裁判例でも、無期社員と有期社員との各
種手当等の差異等※2や 、正社員と定年後再雇用の嘱託
社員との賃金の差異等が争われています※3。
　現行法制下でも、このような区別の合理性は問題にな
るため、今から制度・運用を検証する必要があります。

4．おわりに
　今後、「働き方改革」に向け、社内制度の点検が必要と
言えるでしょう。　
　福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、中
小企業向けに初回無
料の法律相談（ひま
わりほっとダイヤル：
0570-001-240）
を実 施しています。
福 岡県 弁 護 士 会 の
ウェブサイトからも
Web 申込が可能で
すので、ぜひお気軽
にご利用ください。

A

Q

※1　働き方改革実現会議決定「働き方改革実行計画（概要）」23頁は、検討テー
マとして、①非正規雇用の処遇改善、②賃金引上げと労働生産性向上、③長時間労
働の是正、④柔軟な働き方がしやすい環境整備、⑤病気の治療、子育て・介護等
と仕事の両立、障害者就労の推進、⑥外国人材の受入れ、⑦女性・若者が活躍し
やすい環境整備、⑧雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、
格差を固定させない教育の充実、⑨高齢者の就業促進の9つを挙げています。

※2　大阪高判平成28年7月26日判タ1429号96頁（上告中）
※3　東京高判平成28年11月2日判タ1432号77頁（上告中）
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福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士
前園 健司

法律 &A
専門家に聞く

働き方改革と同一労働同一賃金働き方改革と同一労働同一賃金

　最近、「働き方改革」や「同一労働同一賃金」とい
う言葉をよく耳にしますが、我が
社が今から対応すべきことはありま
すか。

1．「働き方改革」とは
　平成29年3月28日、「働き方改革実行計
画」が決定されました。働き方改革とは、労働

制度の抜本改革を行い、企業文化や風土を含めて変えよ
うとするものであり、検討テーマは、多岐にわたります※1。
　今回は、同計画の検討テーマの1つである「非正規雇
用の処遇改善」に関し、「同一労働同一賃金」に絞って簡
潔にご紹介します。（なお、本稿では、計画それ自体の当
否や実現可能性については、検討の対象外とします。）

2．同一労働同一賃金とは
　同一労働同一賃金とは、同一企業・団体における正
規社員と非正規社員の間の不合理な待遇の解消を目指す
ものです。
　問題になる事例として、政府が示した「同一労働同一賃
金ガイドライン案」は、以下のような事例を挙げています。
〈例1〉賞与を会社の業績等への貢献度に応じて支給する

場合、正規雇用社員と非正規雇用社員の貢献が
同じなのに、同一の支給をしていない。

〈例2〉無期雇用社員には職務内容や貢献等に関わらず
全員に（賞与を）支給しているが、非正規社員には
（賞与を）支給していない。

　今後、ガイドライン案を基に法改正等が進む予定です

ので、事例のような運用がされていないか、点検しておく
べきでしょう。

3．現行法制下でも検証が必要な場面はある
　また、現行法制下ならば正規社員と非正規社員を理由
なく区別してもよいかというと、もちろん、そうではあり
ません。
　例えば、労働契約法20条は、雇用期間の定めのない
社員とある社員との不合理な労働条件の相違を禁止して
います。既に、裁判例でも、無期社員と有期社員との各
種手当等の差異等※2や 、正社員と定年後再雇用の嘱託
社員との賃金の差異等が争われています※3。
　現行法制下でも、このような区別の合理性は問題にな
るため、今から制度・運用を検証する必要があります。

4．おわりに
　今後、「働き方改革」に向け、社内制度の点検が必要と
言えるでしょう。　
　福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、中
小企業向けに初回無
料の法律相談（ひま
わりほっとダイヤル：
0570-001-240）
を実 施しています。
福 岡県 弁 護 士 会 の
ウェブサイトからも
Web 申込が可能で
すので、ぜひお気軽
にご利用ください。

A

Q

※1　働き方改革実現会議決定「働き方改革実行計画（概要）」23頁は、検討テー
マとして、①非正規雇用の処遇改善、②賃金引上げと労働生産性向上、③長時間労
働の是正、④柔軟な働き方がしやすい環境整備、⑤病気の治療、子育て・介護等
と仕事の両立、障害者就労の推進、⑥外国人材の受入れ、⑦女性・若者が活躍し
やすい環境整備、⑧雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、
格差を固定させない教育の充実、⑨高齢者の就業促進の9つを挙げています。

※2　大阪高判平成28年7月26日判タ1429号96頁（上告中）
※3　東京高判平成28年11月2日判タ1432号77頁（上告中）

福岡県社会保険労務士会
北村 良明

労務 &A
専門家に聞く

時間外労働時間の上限について時間外労働時間の上限について

　最近、時間外労働について100時間未満にす
るという話がよく出ていましたが、今
がどうなっていて、また今後どうなっ
ていくのか、概要を教えてください。

　平成29年3月13日、日本労働組合総連
合会と日本経済団体連合会の両団体が時間
外労働の上限規制等に関して合意しました。

そこで、現在の法律や今後の法改正の方向性等を確認し
ましょう。

1．現在の労働基準法
　現在の労働基準法（以下「法」と言います。）第32条で
は1日8時間、1週間40時間（特例事業場を除く）を超
える労働（残業）をさせることを原則禁じています。ただ
し、法36条に定める労使協定を締結し、所轄の労働基
準監督署に届出た場合、その労使協定で定めた時間ま
で残業させることができることとされています。その労
使協定で定めることができる残業時間の上限は、厚生労
働大臣の告示により原則1か月45時間、1年360時間ま
でとされているのですが、さらに特別な協定（特別条項
付き協定）を結ぶことで、労使の合意がある限り上限な
く設定することが可能となっています。
　この労使協定を締結・届出せずに残業させた場合、も
しくは締結・届出していたとしても協定の上限を超えて残
業させていた場合は、たとえ残業代をきちんと支払って
いたとしても法32条違反となり、6か月以下の懲役、ま
たは30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

2．最近の動向と法改正の方向性
　平成29年1月20日に「労働時間の適正な把握のため
に使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が制定さ
れ、また同年3月28日には「働き方改革実行計画」が決
定されました。

　「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措
置に関するガイドライン」においては、労働時間の考え方
からその把握の方法等をあらためて示し、また賃金台帳
へ労働時間等を適正に記入しないような場合には法違反
とすることを明文化しました。

　また、様々な働き方改革についての計画を示した「働
き方改革実行計画」の中で、現在の残業時間の上限を定
めている厚生労働大臣の告示を法律に格上げし、かつ特
別条項付き協定を結ぶ場合であっても、1か月単月では
上限を100時間未満、2～6か月平均では80時間以内、
1年間でも720時間以内とする等の上限を設ける法改正
の方向性が示されました。

　労働時間管理に関することとは少し違いますが、平成
28年12月20日には正規労働者（正社員）と非正規労働
者（パート等）との不合理な待遇差を解消するための「同
一労働同一賃金に関するガイドライン（案）」も示されてお
り、労働時間管理を含む労働環境の見直しは、これ以
上先延ばしできない重要な課題となってきているように感
じます。

　本稿における法や、ガイドラインの内容等につきまして
は、分かりやすいように概要を記載しています。詳細に
つきましては今後の労働環境の見直しに関すること等を
含め、ぜひお近くの社会保険労務士にご確認、ご相談く
ださい。（https://www.sr-fukuoka.or.jp/consultants/）

A

Q

■残業時間の上限についての概要

1か月の上限
1年間の上限

原則
45時間
360時間

特別条項
実質上限なし
実質上限なし

原則
45時間
360時間

現行法 改正予定案
特別条項

100時間未満
720時間以内
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＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は翌月1日現在、（※2）は前月末、
　（※3）は前々月末の数字。
＊「－」については、次号に掲載予定。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

福岡の統計
平成29年4月〈2017.4〉

770,764 

1,521,123 

100.4 

99.9 

297,942 

9,197 

14,915 

174,686 

486 

42,973 

1,031 

22,464,938 

14,853,046 

964 

10,340 

26 

212 

18 

6,635 

▲0.5

▲1.8

0.0

0.2

▲1.0

13.2

4.5

0.0

7.5

▲7.9

▲20.2

4.5

4.9

0.9

3.1

▲21.2

▲24.8

▲18.2

241.5

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会

（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店

（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店

（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会

（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」

（平成27年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

1.4 

124,547 

83,561 

188 

―  

7,610,005 

1,291,504 

4,704,809 

4,399,897 

875,942 

―  

1,589,729 

534,300 

7,051 

5,693 

―  

―  

12,212 

2,578,900 

371,046 

1,195,110 

11.0

5.3

▲5.6

▲13.0

―

2.7

7.1

3.1

1.8

4.1

―

4.5

14.2

20.5

36.1

―

―

19.6

23.9

35.4

▲0.3

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

人

台

人

人

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

JR九州

JR西日本

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター

（福岡県内）

法務省「出入国管理
統計」より九州観光
推進機構にて集計
観光庁「宿泊旅行統
計調査」より九州観
光推進機構にて集計

福岡北九州
高速道路公社

（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）

有効求人数（福岡県）

有効求職者（福岡県）

完全失業数（全国）

福岡都市高速道路通行台数

博多駅乗降人員　在来線（※2）

　　　〃　　　　新幹線

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

外国貿易　輸出

　 〃　 　輸入

博多港入港船舶（外航・内航合計）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

旅券発行総数

訪日外客数（全国）

九州 入国外国人数（14条上陸含む）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

4月号より
リニューア

ル！！

項目がふ
えました！

！

行事予定福岡商工会議所の 2017.6/10 ---7/9calendar

※この行事予定は平成29年6月1日現在のものです。詳しい時間・場所はお問い合わせください。

月 日 曜 開始 場　所件　　名

6 11 日 第146回 日商簿記検定試験（1～3級）
第95回 九州商工会議所連合会 総会（～13日）
EPA（経済連携協定）活用セミナー（初級編）
Suntory F&B International 九州プロモーション

「東京和食SUN」「レストランサントリーホノルル店」との個別商談会（～15日）
【福商実務研修講座】時間管理と段取りを見
直そう！もう一段階上の仕事のやり方講座

【福商実務研修講座】指導育成養成講座
博多どんたく写真コンクール表彰式

【福商ビジネス倶楽部】
6月例会「伝わる声と稼げる自己紹介」
福祉住環境コーディネーター2級直前講習【全4回】
第42回 カラーコーディネーター検定試験（2・3級）

【プラスITセミナー】福商イノベーション支援事業
～IoTを通じた生産性や売上の向上を目指して～
平成29年度 春期 生活習慣病健診（～24日）

【福商実務研修講座】プレイングマネージャー
としての課長の役割と仕事術

各試験会場

12 月 大分県日田市

14 水 10:00 当所会議室

17 土 10:00 当所会議室

18 日 各試験会場

19 月 当所会議室

10:00 当所会議室

10:30 当所会議室

15 木 講演会
18:30
懇親会

20:00
当所会議室

14:00 当所会議室

13 火   9:00 当所会議室

10:00 当所会議室

6

27 火 10:30 当所会議室

21 水 14:00 当所会議室

22 木 14:00 当所会議室

25 日 各試験会場

28 水 14:00 当所会議室

7 2 日 各試験会場

4 火 10:00 当所会議室

5 水
14:00 当所会議室

13:00 当所会議室

8 土 各試験会場

9 日 各試験会場

福岡
アジア美術館

月 日 曜 開始 場　所件　　名

外国人・留学生活用セミナー
～少子化による若手人財採用戦を乗り切るために～

【福商リスクマネージメントセミナー】
最適な役員報酬を考える
第210回 珠算能力検定試験（1～6級）
第577回常議員会・第216回議員総会・定例記者会見
会社説明会プレゼンチェックセミナー
第41回 ビジネス実務法務検定試験（2・3級）

【福商実務研修講座】ビジネス法律知識実務セミナー
【福商リスクマネージメントセミナー】事業を発展
させるためのポジティブコンプライアンス経営

【福商実務研修講座】顧客の購買心理を読み
解く！セールスマーケティング基礎編
第80回 リテールマーケティング（販売士）試験（2・3級）
第38回 福祉住環境コーディネーター検定試験（2・3級）
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＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は翌月1日現在、（※2）は前月末、
　（※3）は前々月末の数字。
＊「－」については、次号に掲載予定。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

福岡の統計
平成29年4月〈2017.4〉

770,764 

1,521,123 

100.4 

99.9 

297,942 

9,197 

14,915 

174,686 

486 

42,973 

1,031 

22,464,938 

14,853,046 

964 

10,340 

26 

212 

18 

6,635 

▲0.5

▲1.8

0.0

0.2

▲1.0

13.2

4.5

0.0

7.5

▲7.9

▲20.2

4.5

4.9

0.9

3.1

▲21.2

▲24.8

▲18.2

241.5

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会

（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店

（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店

（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会

（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」

（平成27年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

1.4 

124,547 

83,561 

188 

―  

7,610,005 

1,291,504 

4,704,809 

4,399,897 

875,942 

―  

1,589,729 

534,300 

7,051 

5,693 

―  

―  

12,212 

2,578,900 

371,046 

1,195,110 

11.0

5.3

▲5.6

▲13.0

―

2.7

7.1

3.1

1.8

4.1

―

4.5

14.2

20.5

36.1

―

―

19.6

23.9

35.4

▲0.3

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

人

台

人

人

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

JR九州

JR西日本

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター

（福岡県内）

法務省「出入国管理
統計」より九州観光
推進機構にて集計
観光庁「宿泊旅行統
計調査」より九州観
光推進機構にて集計

福岡北九州
高速道路公社

（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）

有効求人数（福岡県）

有効求職者（福岡県）

完全失業数（全国）

福岡都市高速道路通行台数

博多駅乗降人員　在来線（※2）

　　　〃　　　　新幹線

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

外国貿易　輸出

　 〃　 　輸入

博多港入港船舶（外航・内航合計）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

旅券発行総数

訪日外客数（全国）

九州 入国外国人数（14条上陸含む）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

4月号より
リニューア

ル！！

項目がふ
えました！

！

行事予定福岡商工会議所の 2017.6/10 ---7/9calendar

※この行事予定は平成29年6月1日現在のものです。詳しい時間・場所はお問い合わせください。

月 日 曜 開始 場　所件　　名

6 11 日 第146回 日商簿記検定試験（1～3級）
第95回 九州商工会議所連合会 総会（～13日）
EPA（経済連携協定）活用セミナー（初級編）
Suntory F&B International 九州プロモーション

「東京和食SUN」「レストランサントリーホノルル店」との個別商談会（～15日）
【福商実務研修講座】時間管理と段取りを見
直そう！もう一段階上の仕事のやり方講座

【福商実務研修講座】指導育成養成講座
博多どんたく写真コンクール表彰式

【福商ビジネス倶楽部】
6月例会「伝わる声と稼げる自己紹介」
福祉住環境コーディネーター2級直前講習【全4回】
第42回 カラーコーディネーター検定試験（2・3級）

【プラスITセミナー】福商イノベーション支援事業
～IoTを通じた生産性や売上の向上を目指して～
平成29年度 春期 生活習慣病健診（～24日）

【福商実務研修講座】プレイングマネージャー
としての課長の役割と仕事術

各試験会場

12 月 大分県日田市

14 水 10:00 当所会議室

17 土 10:00 当所会議室

18 日 各試験会場

19 月 当所会議室

10:00 当所会議室

10:30 当所会議室

15 木 講演会
18:30
懇親会

20:00
当所会議室

14:00 当所会議室

13 火   9:00 当所会議室

10:00 当所会議室

6

27 火 10:30 当所会議室

21 水 14:00 当所会議室

22 木 14:00 当所会議室

25 日 各試験会場

28 水 14:00 当所会議室

7 2 日 各試験会場

4 火 10:00 当所会議室

5 水
14:00 当所会議室

13:00 当所会議室

8 土 各試験会場

9 日 各試験会場

福岡
アジア美術館

月 日 曜 開始 場　所件　　名

外国人・留学生活用セミナー
～少子化による若手人財採用戦を乗り切るために～

【福商リスクマネージメントセミナー】
最適な役員報酬を考える
第210回 珠算能力検定試験（1～6級）
第577回常議員会・第216回議員総会・定例記者会見
会社説明会プレゼンチェックセミナー
第41回 ビジネス実務法務検定試験（2・3級）

【福商実務研修講座】ビジネス法律知識実務セミナー
【福商リスクマネージメントセミナー】事業を発展
させるためのポジティブコンプライアンス経営

【福商実務研修講座】顧客の購買心理を読み
解く！セールスマーケティング基礎編
第80回 リテールマーケティング（販売士）試験（2・3級）
第38回 福祉住環境コーディネーター検定試験（2・3級）

地場企業の経営動向調査 平成28年度 第4四半期（平成29年1月～3月）

※DI値（ディフュージョン・インデックス：景気動向指数）
　「良くなった」とする回答割合から「悪くなった」とする回答割合を引いた数値。

（単位：％）自社業況の総合判断（前年同期と比較して）

自社業況の景況判断推移（業種別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

3.4
4.5
5.2
2.3
3.0
0.0
3.3
3.6
0.0

20.1
25.0
13.5
21.1
13.4
15.4
22.1
20.4
15.8

45.7
48.5
45.8
33.1
37.3
59.0
51.2
45.6
47.4

23.6
15.9
28.1
34.6
35.8
17.9
17.6
23.2
31.6

3.8
2.3
4.2
3.8
7.5
5.1
3.3
3.9
2.6

3.4
3.8
3.1
5.3
3.0
2.6
2.5
3.4
2.6

▲   3.9
11.3

▲ 13.6
▲ 15.0
▲ 26.9
▲   7.6

4.5
▲   3.1
▲ 18.4

今四半期（29年1～3月期）実績
非常に良く

なった
やや良く
なった 横ばい やや悪く

なった
非常に悪く

なった 未記入 ＤＩ値

1.0
0.8
1.0
0.0
1.5
0.0
1.6
1.0
0.0

16.9
12.9
12.5
14.3
23.9
12.8
20.9
17.4

7.9

47.8
55.3
42.7
42.1
43.3
51.3
49.6
47.1
60.5

19.5
18.2
26.0
25.6
20.9
17.9
14.3
19.3
23.7

2.0
2.3
3.1
0.8
0.0
5.1
2.0
2.1
0.0

12.8
10.6
14.6
17.3
10.4
12.8
11.5
13.1

7.9

▲   3.6
▲   6.8
▲ 15.6
▲ 12.1

4.5
▲ 10.2

6.2
▲   3.0
▲ 15.8

次四半期（29年4～6月期）予測
非常に良く

なる
やや良く

なる 横ばい やや悪く
なる

非常に悪く
なる 未記入 ＤＩ値

熊本地震前の水準を維持。
次期は横ばいの見通し

答した企業割合は27.4％（前期比▲2.9ポイント）、「横ば
い」であると回答した企業割合は45.7％（前期比＋4.4ポ
イント）となった。景況判断指数 DI値は▲3.9（前期DI
値▲5.2）となり、前期比で＋1.3ポイントと、先月戻した
熊本地震以前の水準を維持した。   

　規模別にみると、調査対象の93.4%を占める中小企
業が DI値▲3.1（前期比＋2.4ポイント）に改善したが、
大企業は▲18.4（前期比▲18.4ポイント）と大幅に悪化
となった。

　業種別にみると、建設業（前期＋8.4→今期＋11.3）、
卸売業（▲19.8→▲15.0）、サービス業（▲3.8→＋4.5）
で改善したが、製造業（▲8.7→▲13.6）、小売業（▲
14.5→▲26.9）、運輸・倉庫業（＋7.0→▲7.6）は悪化と
なった。

　次期四半期（平成29年 4月～6月）予測については、▲
3.6となっており、今期比＋0.3ポイントで、
横ばいの見通しとなる。

〈調査結果の概要〉
　今四半期（平成 29 年1～3月）の地場企業の景況状況
としては、全業種平均で「良くなった」と回答した企業割
合は23.5％（前期比▲1.6ポイント）、「悪くなった」と回

　福岡商工会議所の平成28年度第4四半期（平成29年
1月～3月）の「地場企業の経営動向調査」の結果がまと
まった。

■調査時点　平成29年3月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　711社（回収率35.6％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

REPORT

※詳細は当所ホームページに掲載しております。
　http://www.fukunet.or.jp/reports/

（調査時期）

（DI値）
40
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20

10

0

▲10

▲20

▲30

▲40

▲50
H24.
1～3

H24.
7～9

H25.
1～3

H25.
7～9

H26.
1～3

H26.
7～9

H27.
1～3

H27.
7～9

H28.
1～3

H28.
7～9

H29.
1～3

（今期）

全業種

建設業

製造業

卸売業

小売業

運輸・倉庫業

サービス業

次期予測
H29.4～6
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濃縮海水の“期間限定”無料譲
渡キャンペーン

　福岡地区水道企業団海水淡水化
センターの生産過程でできる濃縮海
水（海水の約 2 倍の濃度）を期間限
定で無料譲渡します。
▶主な利用例

製塩、魚の干物・野菜の漬物作
成、農作物肥料等
▶譲渡日時

6 月 1 日～8 月 31 日までの平日
10:00～16:00

※期間内1回のみ無料配布（20L容器2個まで）
※電話による事前予約制
※受取容器は持参をお願いいたします。

【譲渡場所・お問い合わせ】
海水淡水化センター
福岡市東区大字奈多1302-122
TEL 092-608-6262
FAX 092-608-6256

福岡県と県内全市町村は個人住
民税の特別徴収を徹底しています

　平成29年度分の個人住民税は、5

月末までに従業員の方がお住いの市

町村から事業主の方へ送付された特

別徴収税額通知にもとづいて、6 月

支給分の給与から引き去りを開始す

ることとなります。事業主の方は、

翌月 10 日までに従業員の方がお住

いの市町村へ納入してください。

【お問い合わせ】
●通知・納入・各種手続きに関するこ

とは各市町村個人住民税担当課へ

●制度に関することは福岡県税務課

個人住民税徴収機動班へ

　TEL 092-643-3049
http://www.pref.fukuoka.
lg.jp/contents/tokutyou-
hiroba.html

企業における「結婚応援宣言」
を募集しています！

　福岡県では、平成 28 年度から全
国に先駆けて企業の皆様に「結婚応
援宣言」をしていただく取り組みを
始めました。
　この宣言は、個人の考え方や価値
観を尊重しつつ、結婚を希望する方
の願いがかなうよう、必要な環境整
備や支援内容を企業自らが宣言し、
その実現に取り組んでいただくもの
です。
　応援宣言は随時募集しています。
※詳細はホームページを御覧ください。

【お問い合わせ】
福岡県福祉労働部子育て支援課

TEL 092-643-3311
https://kekkon-ouen.pref.fu
kuoka.lg.jp/fukuoka/conten
ts/cheer.php

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

お客様相談
フリーダイヤル http://www.fukuoka-cgc.or.jp/０１２０-１１２-２４９

福岡県信用保証協会 検索

【お問い合わせ先】
福岡地区担当部署
■本所営業部：☎092-415-2601
■大濠支所　：☎092-734-5923

中小企業のベストパートナー

【商品の特長】
経常運転資金の一部について短期資金を一定期間（概ね5年間）継続してご利用
いただくことにより、企業のさらなる成長・発展への取組を応援する商品です！

【受付期間】
平成28年5月9日（月）～平成29年9月29日（金）保証協会受付分まで

対 象 要 件

融資限度額

保 証 期 間

資 金 使 途
返 済 方 法
貸 付 利 率
信用保証料

次の全ての要件を満たす保証対象中小企業者
（1）1期以上の決算（確定申告）を行っている方
（2）《 法 人 の 場 合 》直近決算において経常利益を計上している方
　　《個人事業者の場合》直近の確定申告における申告所得金額が200万円以上の方
1中小企業者1口限り、100万円以上5,000万円以下（既存の「継続型短期保証」の残高を含む）
但し、直近決算における平均月商2倍以内
1年以内（但し、終期は決算申告期限から概ね2か月以内）
1年ごとに更新手続きを行い、概ね5年程度継続してご利用ができます。
運転資金（既存の「継続型短期保証」の借換のみ可）
一括返済
年1.0％（固定）、または自治体制度融資要綱等で定める利率
基準保証料率から0.1％引き、または自治体制度融資要綱等で定める保証料率

【商品概要】

「継続型短期保証BIG」のご案内 好評につき
取扱期間を

平成29年9月29日
まで延長しました！

PR
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濃縮海水の“期間限定”無料譲
渡キャンペーン

　福岡地区水道企業団海水淡水化
センターの生産過程でできる濃縮海
水（海水の約 2 倍の濃度）を期間限
定で無料譲渡します。
▶主な利用例

製塩、魚の干物・野菜の漬物作
成、農作物肥料等
▶譲渡日時

6 月 1 日～8 月 31 日までの平日
10:00～16:00

※期間内1回のみ無料配布（20L容器2個まで）
※電話による事前予約制
※受取容器は持参をお願いいたします。

【譲渡場所・お問い合わせ】
海水淡水化センター
福岡市東区大字奈多1302-122
TEL 092-608-6262
FAX 092-608-6256

福岡県と県内全市町村は個人住
民税の特別徴収を徹底しています

　平成29年度分の個人住民税は、5

月末までに従業員の方がお住いの市

町村から事業主の方へ送付された特

別徴収税額通知にもとづいて、6 月

支給分の給与から引き去りを開始す

ることとなります。事業主の方は、

翌月 10 日までに従業員の方がお住

いの市町村へ納入してください。

【お問い合わせ】
●通知・納入・各種手続きに関するこ

とは各市町村個人住民税担当課へ

●制度に関することは福岡県税務課

個人住民税徴収機動班へ

　TEL 092-643-3049
http://www.pref.fukuoka.
lg.jp/contents/tokutyou-
hiroba.html

企業における「結婚応援宣言」
を募集しています！

　福岡県では、平成 28 年度から全
国に先駆けて企業の皆様に「結婚応
援宣言」をしていただく取り組みを
始めました。
　この宣言は、個人の考え方や価値
観を尊重しつつ、結婚を希望する方
の願いがかなうよう、必要な環境整
備や支援内容を企業自らが宣言し、
その実現に取り組んでいただくもの
です。
　応援宣言は随時募集しています。
※詳細はホームページを御覧ください。

【お問い合わせ】
福岡県福祉労働部子育て支援課

TEL 092-643-3311
https://kekkon-ouen.pref.fu
kuoka.lg.jp/fukuoka/conten
ts/cheer.php

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

お客様相談
フリーダイヤル http://www.fukuoka-cgc.or.jp/０１２０-１１２-２４９

福岡県信用保証協会 検索

【お問い合わせ先】
福岡地区担当部署
■本所営業部：☎092-415-2601
■大濠支所　：☎092-734-5923

中小企業のベストパートナー

【商品の特長】
経常運転資金の一部について短期資金を一定期間（概ね5年間）継続してご利用
いただくことにより、企業のさらなる成長・発展への取組を応援する商品です！

【受付期間】
平成28年5月9日（月）～平成29年9月29日（金）保証協会受付分まで

対 象 要 件

融資限度額

保 証 期 間

資 金 使 途
返 済 方 法
貸 付 利 率
信用保証料

次の全ての要件を満たす保証対象中小企業者
（1）1期以上の決算（確定申告）を行っている方
（2）《 法 人 の 場 合 》直近決算において経常利益を計上している方
　　《個人事業者の場合》直近の確定申告における申告所得金額が200万円以上の方
1中小企業者1口限り、100万円以上5,000万円以下（既存の「継続型短期保証」の残高を含む）
但し、直近決算における平均月商2倍以内
1年以内（但し、終期は決算申告期限から概ね2か月以内）
1年ごとに更新手続きを行い、概ね5年程度継続してご利用ができます。
運転資金（既存の「継続型短期保証」の借換のみ可）
一括返済
年1.0％（固定）、または自治体制度融資要綱等で定める利率
基準保証料率から0.1％引き、または自治体制度融資要綱等で定める保証料率

【商品概要】

「継続型短期保証BIG」のご案内 好評につき
取扱期間を

平成29年9月29日
まで延長しました！
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●お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！申込方法などについては当所HPをご覧ください。

福岡商工会議所の検定試験
LICENSE

試験日

第21回
2・3級 9月3日（日）

申込期間 受講料（税込）

6月26日（月）
～7月28日（金）

2級 6,480円
3級 4,320円

財務諸表に関する知識や分析力を身につけ、会
計基準や法令を理解し、企業状況を把握するこ
とを目指します。

ビジネス会計

飲酒運転撲滅研修
社内で開催希望の企業を募集！！

　平成18年に飲酒運転による幼い子供が3人も亡くなるという
悲惨な事故が起こって以来、飲酒運転の厳罰化・行政処分が
強化され、従業員の方が飲酒運転を行った場合、社会的にも
企業の責任が問われています。
　そのような中、社員の方々が飲酒運転を行わないよう啓蒙研
修を行い、未然に飲酒運転の予防を行うのも、企業にとって必
要なことではないでしょうか？このたび、ご希望の福岡商工会
議所会員企業には会員サービスの一環として当所から無料で講
師を派遣いたします。飲酒運転撲滅啓蒙研修ご希望の際はぜ
ひともご活用ください。

講師費用

無料
商工会議所指定講師（福岡県警 OB  他）
※ご希望の内容により、調整いたします。

日時・会場等は話し合いの上決定
※会場は基本的に、お申し込み企業様でご用意ください。

講師費用は無料です！
※資料の印刷等が必要な場合はお申し込み企業様でお願いします。

当所会員企業のみ
当所ホームページ・チラシまたはお電話でお申し込みください。

講　師

日時・場所

費　用

申込条件

スケジュール

申込方法

当日開催打ち合わせお申し込み

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/drunkdriving/

実施報告（平成29年3月10日・24日実施）

船員保険 福岡健康管理センター
参加人数：10日 45名／24日 47名 講師：当所参与　荒巻優二

・罪を犯した代償が非常に大きく、大変なことになること、

   また周りにもふりかかることが理解でき、恐ろしく感じた。
・日頃いつも思っていることであるが、改めて認識する

   いい機会となった。

参加者
の声

試験日

第6回 11月12日（日）

申込期間 受講料（税込）

8月29日（火）
～9月29日（金） 6,480円

管理職（マネジャー）として活躍が期待されるビ
ジネスパーソンに対し、その土台づくりのサポー
トを目的とし、「あらゆるマネジャーが共通して身
につけておくべき重要な基礎知識」を効率的に
習得する機会を提供します。

ビジネスマネジャー

働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職
場づくりを目指して、職場の役割に応じて必要
なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法
を身につけることができます。

メンタルヘルス・マネジメント

※当日はメンタルヘルス･マネジメント検定試験公式テキストⅡ種（ラインケアコース）
第 4版（※2017年 6月改訂）を使用しますので、必ずご持参ください。 改訂の詳細
は大阪商工会議所HPにてご確認ください。http://www.mental-health.ne.jp/

メンタルヘルス・マネジメント検定試験
Ⅱ種（ラインケアコース）対策講座
重要ポイントを確認し理解を深めるとともに練習問題による演習
を行います。
■日　時／9月16日（土）10:00～17:00
■受講料／10,290円（税込）（資料費含む）
■申　込／当所ホームページをご覧ください。

試験日

第23回
Ⅰ～Ⅲ種 11月5日（日）

申込期間 受講料（税込）

8月30日（水）
～9月29日（金）

Ⅰ種 10,800円
Ⅱ種   6,480円
Ⅲ種   4,320円

対策講座あり
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福商実務研修講座
申込締切：開催日の1週間前まで
会場：当所会議室
定員：35名（先着順）
※受講料すべて税込価格です。

各講座
共通

●お申し込み・お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

SEMINAR

〈営業向け〉
1.常識という落とし穴／2.価格表示のツ
ボ／3.世界観で変わる金銭感覚／4.数字
と統計の錯覚　他
◎受講料：会員10,290円／一般15,430円

顧客の購買心理を読み解く！
セールスマーケティング基礎編

⬅各講座の
　詳しい内容は
　コチラから！！

メンタルマネジメントラボ　リバーサルワン　小湊善文氏

NO.20 7月5日（水）13:00～17:00

〈コミュニケーション〉
1.講義ガイダンス／2.コミュニケーショ
ンの基本／3.自分のコミュニケーション
を見直す／4. 組織の中のコミュニケー
ション　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

ビジネスコミュニケーション力アップ

NO.22 7月12日（水）10:00～17:00

〈新入社員・若手社員向け〉
1.ロジカルに考えることの重要性／2.ロジカル・シンキングの
習慣を身につける／3.ロジカル・シンキングの実践／4.まとめ
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

“考える力を身につける”
『ロジカル・シンキング』

〈総務・人事・管理職・経営者向け〉
1.働き方変革の必要性や意義を知る／2.
社員やスタッフの働き甲斐を考える／3.
ダイバーシティ時代に求められるコミュ
ニケーション　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

働き方変革 ～これから企業に求められる
ダイバーシティマネジメント～

NEW

人財育成コンサルタント髙田事務所　髙田暢夫氏

NO.24 7月21日（金）10:00～17:00

コンサルタントネットワーク㈱　本田祐美氏

NO.21 7月11日（火）10:00～17:00

〈総務・人事向け〉
1.企業運営のためのリスク管理／2.契約
上のトラブルを避けるには～契約につい
て～ ／3.印鑑(署名)に関する法律／4.契
約書の具体的作成方法　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

ビジネス法律知識実務セミナー

明倫国際法律事務所　田中雅敏氏

NO.19 7月4日（火）10:00～17:00

齋藤厚税理士事務所　齋藤厚氏

NO.23 7月19日（水）10:00～17:00

Chi-ho’s studio　鎌田千穂氏

NO.25 7月25日（火）10:00～17:00

8月　開催講座（予定）

㈱マネジメントデザイン　松尾淳一氏

NO.26 7月26日（水）10:00～17:00

㈱ビッグトゥリー　仁田原朋香氏

8/3 No.27 応募・定着の鍵「求人の出し方」講座
8/7・8 No.28 社会保険実務基礎講座
8/22 No.29 トラブル・クレーム対応力を高めて、
  相手を会社のファンにする方法
8/23 No.30 共感を得るコミュニケーション術講座

当所HPに年間スケジュールを掲載しております。

〈新入社員（入社3年目まで）向け〉
1.伸び悩む人から伸びる人になるスキル
／2.無視される人から好かれる人になる
スキル／3.頼みにくい人から頼りになる
人に変わるスキル　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

入社3年目までに身に着ける
仕事の基本8ヶ条

〈経理向け〉
1.帳簿をつけるのは誰のため？／2.通常
業務を押さえる／3.記帳の仕方について
／4.勘定科目で押さえる日常業務　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

ワンランク上を目指す経理担当者のための
実務能力アップ講座

〈若手社員・中堅社員向け〉
1.アイスブレイク／2.ストレスは人間力
を磨く／3.セルフコントロール能力を鍛
える／4.セルフコントロールでワンラン
ク上の自分を実現する
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

モチベーション・コントロール
自己理解を深めて自分のやる気をマネジメント
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福商実務研修講座
申込締切：開催日の1週間前まで
会場：当所会議室
定員：35名（先着順）
※受講料すべて税込価格です。

各講座
共通

●お申し込み・お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

SEMINAR

〈営業向け〉
1.常識という落とし穴／2.価格表示のツ
ボ／3.世界観で変わる金銭感覚／4.数字
と統計の錯覚　他
◎受講料：会員10,290円／一般15,430円

顧客の購買心理を読み解く！
セールスマーケティング基礎編

⬅各講座の
　詳しい内容は
　コチラから！！

メンタルマネジメントラボ　リバーサルワン　小湊善文氏

NO.20 7月5日（水）13:00～17:00

〈コミュニケーション〉
1.講義ガイダンス／2.コミュニケーショ
ンの基本／3.自分のコミュニケーション
を見直す／4. 組織の中のコミュニケー
ション　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

ビジネスコミュニケーション力アップ

NO.22 7月12日（水）10:00～17:00

〈新入社員・若手社員向け〉
1.ロジカルに考えることの重要性／2.ロジカル・シンキングの
習慣を身につける／3.ロジカル・シンキングの実践／4.まとめ
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

“考える力を身につける”
『ロジカル・シンキング』

〈総務・人事・管理職・経営者向け〉
1.働き方変革の必要性や意義を知る／2.
社員やスタッフの働き甲斐を考える／3.
ダイバーシティ時代に求められるコミュ
ニケーション　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

働き方変革 ～これから企業に求められる
ダイバーシティマネジメント～

NEW

人財育成コンサルタント髙田事務所　髙田暢夫氏

NO.24 7月21日（金）10:00～17:00

コンサルタントネットワーク㈱　本田祐美氏

NO.21 7月11日（火）10:00～17:00

〈総務・人事向け〉
1.企業運営のためのリスク管理／2.契約
上のトラブルを避けるには～契約につい
て～ ／3.印鑑(署名)に関する法律／4.契
約書の具体的作成方法　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

ビジネス法律知識実務セミナー

明倫国際法律事務所　田中雅敏氏

NO.19 7月4日（火）10:00～17:00

齋藤厚税理士事務所　齋藤厚氏

NO.23 7月19日（水）10:00～17:00

Chi-ho’s studio　鎌田千穂氏

NO.25 7月25日（火）10:00～17:00

8月　開催講座（予定）

㈱マネジメントデザイン　松尾淳一氏

NO.26 7月26日（水）10:00～17:00

㈱ビッグトゥリー　仁田原朋香氏

8/3 No.27 応募・定着の鍵「求人の出し方」講座
8/7・8 No.28 社会保険実務基礎講座
8/22 No.29 トラブル・クレーム対応力を高めて、
  相手を会社のファンにする方法
8/23 No.30 共感を得るコミュニケーション術講座

当所HPに年間スケジュールを掲載しております。

〈新入社員（入社3年目まで）向け〉
1.伸び悩む人から伸びる人になるスキル
／2.無視される人から好かれる人になる
スキル／3.頼みにくい人から頼りになる
人に変わるスキル　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

入社3年目までに身に着ける
仕事の基本8ヶ条

〈経理向け〉
1.帳簿をつけるのは誰のため？／2.通常
業務を押さえる／3.記帳の仕方について
／4.勘定科目で押さえる日常業務　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

ワンランク上を目指す経理担当者のための
実務能力アップ講座

〈若手社員・中堅社員向け〉
1.アイスブレイク／2.ストレスは人間力
を磨く／3.セルフコントロール能力を鍛
える／4.セルフコントロールでワンラン
ク上の自分を実現する
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

モチベーション・コントロール
自己理解を深めて自分のやる気をマネジメント

お申し込み・お問い合わせ／会員組織･共済グループ　TEL 092-441-2845
FAX 092-441-2810　URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/risk/

※詳細につきましては、当所ホームページをご覧ください。 ※このほかのセミナーについては、決まり次第お知らせいたします。
※受付開始は、開催日の2ヶ月前を予定しています。当所ホームページでご確認ください。

全日程共通　■開始時間／14:00～（受付開始 13:30）　 ■定員／60名（先着順）

最適な役員報酬を考える
～平成29年度 税制改正のポイントとともに～ 会場／501会議室

6月22日㈭

会場／408会議室

事業を発展させるためのポジティブコンプライアンス経営
～改正個人情報保護法、その他 最新リスク管理事例～ 会場／501会議室

7月5日㈬

具体事例に学ぶ労務トラブル対策のポイント
～就業規則等の見直しによる具体的対応策について～

8月10日㈭

危機管理～暴力団・反社会的勢力の実態と対策～ 会場／407会議室7月12日㈬

「働き方改革」を見据えた評価・賃金制度 会場／408会議室7月25日㈫

企業に求められる労働環境整備とリスク対策 会場／408会議室9月15日㈮

　有事の際にも慌てない強い会社をつくるための「福商リスクマネジメントセミナー」を開催します。
　地域を支える商工業者のみなさまの持続・成長に向け、事業を行う際に想定される様々なリスクと、それらを未然に防ぐための対応策などを学ぶ
ことで、「危機管理」に対する意識が高まり、「事前の備え」と「早めの対応」を十分に行うことができるようになります。
　この機会に、あなたの会社の「リスクマネジメント」を再点検してみませんか。

福商リスクマネジメントセミナー

備えは
万全ですか？

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　FAX 092-413-0066

B1-c会議室
が新しくなりました！

福岡商工会議所ビル

ご予約受付中！
中規模の会議・セミナーなどに
オススメです！
当所B1-c会議室が新たに生まれ変わりました！
会議・セミナー等、中規模の人数でのご利用におすすめ！
夜間利用も可能です！ 会員料金であればもっとお得になります！

ロ型
2人掛24名

学校式
2人掛32名

B1-c
（65㎡）

午前
（9～12時）

午後
（13～17時）

終日
（9～17時）

9,828円 12,204円 15,660円

17,690円 21,924円 28,188円

会員
一般

定員
（2人掛の場合）

学校式 ロ型 島型

32名 24名

T字型

（消費税8％含む）■ご利用料金

■定員

会員企業は
お得です
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I N F O R M A T I O N

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-2170

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

起業のノウハウを学ぶ

人財難を解決する

学生に選ばれる企業になる

【日時】平成29年7月22日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日）〈全4日間〉
　　　 いずれも10:00～17:00

【場所】〈22・23日〉福岡商工会議所 地下1階 B1-c会議室、〈29・30日〉B1-b会議室

平成29年度  第1回  福岡起業塾

【対象】概ね1年以内の起業予定者
【定員】20 名 ※申込締切後、抽選にて受講者を決定させていただきます

【受講料】6,000 円（税込）※受講決定後に指定口座まで振込

【申　込】当所ホームページよりお申し込みください。

　創業の基礎から学べるセミナーとして毎回ご好評いただいております福岡起業塾を今年も開催いたします。実践に
即したカリキュラムとなっており、独立開業に必要な基礎知識や様々な起業・開業ノウハウを、わかりやすく解説い
たします。また受講後は、創業までフォローアップします。

【日時】平成29年6月21日（水）14:00～15:30　【場所】福岡商工会議所 5階501会議室

外国人・留学生活用セミナー ～少子化による若手人財採用難を乗り切るために～

【対　象】中小企業の採用担当者、経営者、テーマに興味ある方など
【講　師】株式会社ナジック・アイ・サポート　西日本事業部長　山本 桂一郎氏
【定　員】60 名（先着順）
【受講料】無料
【申　込】当所ホームページよりお申し込みください。

　本セミナーでは、ダイバーシティ採用の中でも特に留学生・外国人材に着目し、その活用方法や受入の注意点、
ミスマッチを防ぐ採用方法など、事例を交えながら皆様にご紹介させていただきます。

【日時】平成29年6月28日（水）14:00～16:00　【場所】福岡商工会議所 B1-a会議室

他社と差をつけ、学生を惹きつける！ 会社説明会プレゼンチェックセミナー

【対象】中小企業の新卒採用担当者
【講師】一般社団法人　学生就職支援協会　代表理事　小石原 隆史氏
【定員】約30 名（先着順）　　【参加費】無料
【申込】当所ホームページよりお申し込みください。

　本セミナーでは、合同・個別の会社説明会でのプレゼン力のチェックと向上に焦点を当て、「自社が学生に選ばれ
るようになる」方法について学びます。是非この機会にご参加ください。
※本セミナーは、参加者同士によるグループディスカッション中心で進めてまいります。
※当日は、採用活動で使用する資料一式をご持参ください。
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I N F O R M A T I O N

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-2170

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

起業のノウハウを学ぶ

人財難を解決する

学生に選ばれる企業になる

【日時】平成29年7月22日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日）〈全4日間〉
　　　 いずれも10:00～17:00

【場所】〈22・23日〉福岡商工会議所 地下1階 B1-c会議室、〈29・30日〉B1-b会議室

平成29年度  第1回  福岡起業塾

【対象】概ね1年以内の起業予定者
【定員】20 名 ※申込締切後、抽選にて受講者を決定させていただきます

【受講料】6,000 円（税込）※受講決定後に指定口座まで振込

【申　込】当所ホームページよりお申し込みください。

　創業の基礎から学べるセミナーとして毎回ご好評いただいております福岡起業塾を今年も開催いたします。実践に
即したカリキュラムとなっており、独立開業に必要な基礎知識や様々な起業・開業ノウハウを、わかりやすく解説い
たします。また受講後は、創業までフォローアップします。

【日時】平成29年6月21日（水）14:00～15:30　【場所】福岡商工会議所 5階501会議室

外国人・留学生活用セミナー ～少子化による若手人財採用難を乗り切るために～

【対　象】中小企業の採用担当者、経営者、テーマに興味ある方など
【講　師】株式会社ナジック・アイ・サポート　西日本事業部長　山本 桂一郎氏
【定　員】60 名（先着順）
【受講料】無料
【申　込】当所ホームページよりお申し込みください。

　本セミナーでは、ダイバーシティ採用の中でも特に留学生・外国人材に着目し、その活用方法や受入の注意点、
ミスマッチを防ぐ採用方法など、事例を交えながら皆様にご紹介させていただきます。

【日時】平成29年6月28日（水）14:00～16:00　【場所】福岡商工会議所 B1-a会議室

他社と差をつけ、学生を惹きつける！ 会社説明会プレゼンチェックセミナー

【対象】中小企業の新卒採用担当者
【講師】一般社団法人　学生就職支援協会　代表理事　小石原 隆史氏
【定員】約30 名（先着順）　　【参加費】無料
【申込】当所ホームページよりお申し込みください。

　本セミナーでは、合同・個別の会社説明会でのプレゼン力のチェックと向上に焦点を当て、「自社が学生に選ばれ
るようになる」方法について学びます。是非この機会にご参加ください。
※本セミナーは、参加者同士によるグループディスカッション中心で進めてまいります。
※当日は、採用活動で使用する資料一式をご持参ください。

第13回 よござっしょはしご酒大会
3 枚綴りのチケット（3,000円）を購入していただき、パンフレットに記載され
ている参加店舗から3店舗を選んで食べ・飲み歩いてください！

主催／よござっしょはしご酒実行委員会 TEL 092-589-5040

博多区雑餉隈エリア

第16回 大橋はしご酒「大橋酒遊」

▶開催日／平成29年6月22日（木）
▶チケット販売価格／前売り価格：3,000円、当日販売価格3,500円
▶購入方法／参加各店舗（当日受付：大橋駅西口広場）

どの店はしごする？ はしご酒お薦め2軒とお好きな2軒の計4軒をはしご！
お好きなドリンク1杯と各店自慢の1品が提供されます。

主催／大橋はしご酒実行委員会 TEL 092-561-1235

https://ja-jp.facebook.com/ohashishuyu2012

▶開催日／平成29年6月13日（火）、14日（水）、15日（木）
▶チケット販売価格／3,000円
▶購入方法／①参加各店舗および実行委員会事務局（看板百貨スキヤキ内）
　　　　　　②JR南福岡駅1Fでも下記日程で購入できます。
　　　　　　　　　　6月9日（金）、10日（土）、12日（月）、13日（火）いずれも17時～

https://ja-jp.facebook.com/yogozassho

西鉄大橋駅周辺エリア

食
べ
飲
み
歩
き
事
業

福
岡
商
工
会
議
所
が
支
援
す
る

地
域
活
性
化

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119
E-mail：shodan＠fukunet.or.jp

各国の百貨店やレストラン等に、
貴社の食品商材を出してみませんか。
当所では、海外バイヤーを福岡に招聘し、各企業と個別に商談を行う
商談会を開催しています。
日程や詳細は、随時ホームページでご案内します。

●伊勢丹シンガポール【百貨店】
6～7月開催予定（秋の九州フェア向け商談）

●MEIJI-YA SINGAPOLE【高級スーパーマーケット】
10月4・5日開催予定（新春九州フェア向け、定番商品商談）

企業の海外展開
九州・福岡の「食」を世界へ発信!! シンガポール

●MARUKAI CORPORATION
9月開催予定（九州フェア向け商談）

米国（ハワイ・カリフォルニア）

●KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO
10月開催予定（日本レストラン向け商談）

タイ

●株式会社エブリバイト
7～8月開催予定（越境EC）

中東

海外向け
個別商談会
海外向け
個別商談会

食品・雑貨
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スペシャル・セッション

主催：一般社団法人日本経営協会／福岡商工会議所
　　　一般社団法人福岡県情報サービス産業協会／西日本新聞社 その他様々なセミナーを開催！最新情報は でご確認ください！！検索ビジネス＆エコフェア

九州からの発信―ここに未来へのヒントがある！

主な展示品目
　◎ビジネス・ソリューション関連
　◎IoT関連
　◎セキュリティ関連
　◎BCP・災害対策関連
　◎CO2排出削減関連
　◎環境サポート関連
　◎エコプロダクツ関連　他 AM10:00－PM5:00

福岡市博多区築港本町 2-2

会期 ： 6/21（水）―6/22（木）

会場 ： 福岡国際センター

「未来型サービス業の実験場
『変なホテル』での取り組みについて
～世界初のロボットホテル誕生～」

入場無料
ハウステンボス㈱
変なホテル
事業開発室
総支配人
大江 岳世志 氏

「第4次産業革命を九州から!!
オプティムのAI・IoTの取り組み」

㈱ OPTiM
代表取締役社長
菅谷 俊二 氏

6/2
1（水
）

6/22（木）

オープニング・セッション
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スペシャル・セッション

主催：一般社団法人日本経営協会／福岡商工会議所
　　　一般社団法人福岡県情報サービス産業協会／西日本新聞社 その他様々なセミナーを開催！最新情報は でご確認ください！！検索ビジネス＆エコフェア

九州からの発信―ここに未来へのヒントがある！

主な展示品目
　◎ビジネス・ソリューション関連
　◎IoT関連
　◎セキュリティ関連
　◎BCP・災害対策関連
　◎CO2排出削減関連
　◎環境サポート関連
　◎エコプロダクツ関連　他 AM10:00－PM5:00

福岡市博多区築港本町 2-2

会期 ： 6/21（水）―6/22（木）

会場 ： 福岡国際センター

「未来型サービス業の実験場
『変なホテル』での取り組みについて
～世界初のロボットホテル誕生～」

入場無料
ハウステンボス㈱
変なホテル
事業開発室
総支配人
大江 岳世志 氏

「第4次産業革命を九州から!!
オプティムのAI・IoTの取り組み」

㈱ OPTiM
代表取締役社長
菅谷 俊二 氏

6/2
1（水
）

6/22（木）

オープニング・セッション

良
席

割
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良
席

割
引

優待サービスに関するお問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　　※価格はすべて税込です

博多座

レ・ミゼラブル
■優待内容／A 席定価15,500円→13,500円（各ステージ限定

10席）別途送料400円
■対象日程／昼の部〈12:30開演〉：8月2日（水）、7日（月）、
　　　　　　17日（木）
　　　　　　夜の部〈17:30開演〉：8月5日（土）、11日（金・祝）、
　　　　　　15日（火）
■場所／博多座
■申込期間／6月12日（月）～7月7日（金）まで
■申込方法／当所HPにてお申し込み
■開催内容・チケット取扱／エムアンドエム TEL 092-751-8257

会員優待サービス一覧

劇団四季

ミュージカル「リトルマーメイド」
■優待内容／S席10,800円→9,720円
■対象日程／8月22日（火）～10月29日（日）
■場所／キャナルシティ劇場
■申込締切／8月31日（木）
■申込方法／当所HPまたはFAXにてお申し込み
※好評につき「会員良席ペアシートプラン」「S席割引プラン（8月公演分）」は完売い

たしました。
　販売状況については、必ず当所HPをご確認ください。

※詳細は折込チラシを
　ご参照ください！HAWKS特割回数券後半戦

5,500円

割
引

福商優待サービス LIST
今月の

close up
会員事業所の従業員の方なら、どなたでもお申し込みいただけます。

福商優待サービス
ご利用の方は右記
のQRコードより
アクセス➡

■開催日／8月21日（月）19:00開演（18:00開場）
■場所／アクロス福岡シンフォニーホール
■申込締切／7月14日（金）
■申込方法／当所HPにてお申し込み

■優待内容／

三大交響曲の夕べ
九州交響楽団

指揮：小泉和裕

S席良席（5席限定） 1枚

九響新企画

ドヴォルザーク／交響曲第 9 番 「新世界」
シューベルト／交響曲第 7 番 「未完成」
ベートーヴェン／交響曲第 5 番 「運命」

九響初の8月主催公演として、小学生から大人まで幅広い年代に馴
染みの深い「新世界」「未完成」「運命」の三大交響曲をお届けいたし
ます。贅沢かつ壮大なひとときを夏の終わりに堪能してみませんか。

ⓒIvan Malý
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11月30日開催／参加：107名

「ドラマ＋愛＋想定外の気づかい＝お
もてなし～AI（人工知能）に勝つ～」

㈱インターナショナルエアアカデミー
代表取締役社長 永江 靜加氏

12月～1月に3回開催
参加：65名

接遇・基本マナーに加え、自
社独自の「おもてなし」について
理解を深めるもの。

2月15日開催
参加：82名

3. コンクール2. 講座1. 基調講演

講座を受講した企業の中から、17 社
が自社独自のおもてなしについて5分
間のプレゼンテーションを実施。
発表した企業には「おもてなし認定
証」を芦塚部会長より贈呈。

おもてなしの重要性や感動を与える接
客についての講演会を開催。

お
も
て
な
し
　
　

　
　事
例
の
共
有①「おもてなし」の心とは

②心をつかむ「おもてなし」の声
③「おもてなし」コンクールに向けて

　当所情報・文化・サービス部会が、部会発
信の新規事業として企画したものです。
　人にしかできない「おもてなし」を通じて「企
業の売上・利益」と「福岡の都市としての魅
力」の双方を向上させることを目的に、約 3ヶ
月半の中で、以下の 3 事業を初めて実施しま
した。（今年度も同様の事業を計画中です。）

■福商「おもてなし」プロジェクト

店舗の副店長などを経て、現在全店舗
での教育担当に従事して2年目になり
ます。今回は松尾社長からのすすめで、
同時期に入社し経験豊富な副店長の森
さんと2名で受講しました。従来からお
もてなしについては勉強していましたが、
他の企業で取り組んでいるおもてなしの
事例についても関心がありました。
（松尾社長）自社の方針として、5 年前
にジーエークレアスCREDOを定めまし
た。CREDOの中には「サッと」できる
スピード対応、「ちょっと」欲しい少ロッ

　今回、「おもてなし」コンクールに参加

した17社の中から、特に審査員からの

評価が高かった株式会社ジーエークレア

スを訪問し、プロジェクトに参加した理

由やおもてなしに関する取り組みなどに

ついてお話を伺いました。

今回、福商「おもてなし」プロジェクトに

参加しようと思った理由や御社の独自

のおもてなしについて教えてください。

（森川さん）入社して17年になりますが、

福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル1F
TEL 092-431-7760　FAX 092-431-7761
http://www.e-creous.com

〈事業内容〉プリントショップ「キンコーズ」を運
営（九州・中国・四国地方で17店舗展開）。コ
ピーサービス・プリントサービス・コンピュータ
サービス・各種製本・ラミネート加工

株式会社ジーエークレアス
代表取締役社長

松尾 祐一氏

キンコーズ店舗支援部
トレーナー（教育担当）

森川 奈美氏（写真右）

キンコーズJRJP博多店
副店長

森 雅子氏（写真左）

株式会社ジーエークレアス

INTERVIEW

ト対応、「キレイ」に仕上げる品質対応、
「困った」時の相談対応の4つの対応を
掲げています。
（森川さん）CREDOに関しては全社員
が共有し、モットーとしているもので
す。今回のおもてなしコンクールで発表
した内容もこのCREDOにある4つの
対応が軸になっていますが、特に意識
したのは「困った」時の相談対応です。
（森さん）相談対応の具体例として、キ
ンコーズではお客様からの依頼に対し
て「できません」ではなく、「このような
やり方ならできます」とご提案をするよ
うにしています。

おもてなし講座は新入社員向けのビ

ジネスマナー講座ではなく、管理職や

人材教育に携わる方を想定したカリ

キュラムにしていました。講座の中で

はどのような気づきや学びがありまし

たか。

（森川さん）まず、教育担当として今ま
で店舗で取り組んできた「おもてなし」
が間違っていないと確信が得られまし
た。また接客に携わる上で、お客様の
心をつかむ感じのよい声や印象をよく
するためには腹式呼吸を意識するなど
新しい気づきがありました。
（森さん）接遇については優れた事例の
真似から入るのがいちばん早いと思って
います。店舗では経験年数に関係な
く、同僚の接遇から学ぶことも多いで
すが、お客様の心の動きを察すること
の大切さをおもてなし講座で改めて学
ぶことができました。

コンクールに向けて準備したこと、特

に印象的だったロールプレイを取り入

れた理由などを教えてください。

（森川さん）まず、ロールプレイを発表
の中で取り入れることはすぐに決まりま
した。発表は 5 分間と限られており、
まず自社のことを知ってもらうための紹
介をすること、そして毎月社員から集め
ている「プチ感動報告書」※1の中から名
刺作成の事例を選びました。
（森さん）名刺作成のご依頼は多く、今
日もお客様がお見えになりました。コン
クールでは大阪の方からお電話で福岡
に向かっている上司の方の名刺印刷の
相談対応をロールプレイで行いました
が、電話応対や店頭での様子を再現し
た画像を多用することで伝わりやすさを
工夫しました。※2

（森川さん）発表に関する基本的なテク
ニックだけではなく、リハーサルのとき

インタビューに
答えてくれたヒト

〈会社概要〉

おもてなし
認定証
贈呈

九州・中四国地区で展開しているプリントショップ「キンコーズ」。日頃の接客
対応の中で、社員自ら気づきが得られた、ちいさな感動のおもてなし（プチ感）
の事例の中から、大阪のお客様から依頼された名刺作成の相談対応について
コンクールで発表されました。

に講師の先生から直接アドバイスを受
ける機会があったのも大変参考になり
ました。聴講されている方にいかにわか
りやすく伝えるか、先生のアドバイスを
基に発表の前には、何度も何度も社員
の前で練習を重ねました。

おもてなしプロジェクト受講後に取り

組みが変化したところがあれば教えて

ください。

（森川さん）おもてなしの事例を集めたプ
チ感の事例はこの1年間で388件にも
なりました。この中から全社員の投票
により年間大賞を選び、表彰しました。
教育担当としては、年に複数回全社員
が参加する接遇研修を企画しています
が、おもてなし講座で学んだことを取り
入れたカリキュラムへの改善提案も行う
など業務に生かしています。

【松尾社長より】

　ネットでのプリントサービスとの差
別化が必要と考える中で、実店舗の
強化を図るための社員教育は必要
不可欠です。新たなサービスの中に
は社員からのアイディアが基になる
ことも多く、改善提案表彰制度など
にも取り組んでいます。今回発表し
た「プチ感動報告書」による社員の
共有制度を通して、お客様に喜んで
もらえるためのおもてなしに引き続き
取り組んでいきたいと思います。

※2　コンクールでは「困った」時の相談対応をロールプレイにて発表

※1　日頃の接客対応でちいさな感動を作り出し、それを知ってもらうための行動や会話を集めたもの
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が自社独自のおもてなしについて5分
間のプレゼンテーションを実施。
発表した企業には「おもてなし認定
証」を芦塚部会長より贈呈。
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業の売上・利益」と「福岡の都市としての魅
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での教育担当に従事して2年目になり
ます。今回は松尾社長からのすすめで、
同時期に入社し経験豊富な副店長の森
さんと2名で受講しました。従来からお
もてなしについては勉強していましたが、
他の企業で取り組んでいるおもてなしの
事例についても関心がありました。
（松尾社長）自社の方針として、5 年前
にジーエークレアスCREDOを定めまし
た。CREDOの中には「サッと」できる
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した17社の中から、特に審査員からの

評価が高かった株式会社ジーエークレア

スを訪問し、プロジェクトに参加した理

由やおもてなしに関する取り組みなどに

ついてお話を伺いました。

今回、福商「おもてなし」プロジェクトに

参加しようと思った理由や御社の独自

のおもてなしについて教えてください。
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います。店舗では経験年数に関係な
く、同僚の接遇から学ぶことも多いで
すが、お客様の心の動きを察すること
の大切さをおもてなし講座で改めて学
ぶことができました。

コンクールに向けて準備したこと、特
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ている「プチ感動報告書」※1の中から名
刺作成の事例を選びました。
（森さん）名刺作成のご依頼は多く、今
日もお客様がお見えになりました。コン
クールでは大阪の方からお電話で福岡
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に講師の先生から直接アドバイスを受
ける機会があったのも大変参考になり
ました。聴講されている方にいかにわか
りやすく伝えるか、先生のアドバイスを
基に発表の前には、何度も何度も社員
の前で練習を重ねました。

おもてなしプロジェクト受講後に取り

組みが変化したところがあれば教えて

ください。

（森川さん）おもてなしの事例を集めたプ
チ感の事例はこの1年間で388件にも
なりました。この中から全社員の投票
により年間大賞を選び、表彰しました。
教育担当としては、年に複数回全社員
が参加する接遇研修を企画しています
が、おもてなし講座で学んだことを取り
入れたカリキュラムへの改善提案も行う
など業務に生かしています。

【松尾社長より】

　ネットでのプリントサービスとの差
別化が必要と考える中で、実店舗の
強化を図るための社員教育は必要
不可欠です。新たなサービスの中に
は社員からのアイディアが基になる
ことも多く、改善提案表彰制度など
にも取り組んでいます。今回発表し
た「プチ感動報告書」による社員の
共有制度を通して、お客様に喜んで
もらえるためのおもてなしに引き続き
取り組んでいきたいと思います。

※2　コンクールでは「困った」時の相談対応をロールプレイにて発表

※1　日頃の接客対応でちいさな感動を作り出し、それを知ってもらうための行動や会話を集めたもの
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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

㈱クリエイト・シーズ（ドローンスクールジャパン福岡東校）

㈱クリエイト・シーズ
（ドローンスクールジャパン福岡東校）

保険関係法令の改正も多くなっていま
す。日頃業務が忙しい経営者様には本
業に専念していただくためにも、労務管
理のサポート役としてぜひご活用くださ
い。

当事務所は、会社経営に必要な「人」
に関して適切な労務管理その他労働社
会保険に関する指導を行っております。
従業員を雇うと書類作成や官公庁への届
出が必要になりますし、最近は労働社会

九州初！ 産業用ドローンパイロット
養成スクールが開校！

採用から退職まで、経営に必要な「人」に関することに
ついてお悩みはありませんか？

いしむら社会保険労務士事務所

「ヒト」に関することを
イチからサポートいたします！

▼

会社の「困った」を
親身になって解決します

ドローン資格取得で
ビジネスチャンスを広げてみませんか？

福岡市東区和白3-17-1
TEL：092-260-6523
FAX：050-3737-3343
http://dsjfukuoka-h.com/lp/
E-mail：support@dsjhukuoka-h.com
営業内容
九州初！ドローンを実際に飛ばす事がで
きる屋内型スクールです。貸出無料です。

DSJ（ドローンスクールジャパン）は本
格的な産業用ドローン操縦士養成講座
です。今話題のドローンをビジネスや
キャリアアップにご活用頂けます。九州
初の屋内飛行場でシミュレーションやド

ローン実機を使って、短期間でわかりや
すく高度な実習を行います。一般社団法
人ドローン操縦士協会（DPA）の資格を
取得する事ができます。

◆開催日／2017年6月20日(火)
◆時間／13:30～16:20　◆場所／福岡商工会議所　408会議室　

ベルズシステム㈱

ベルズシステム㈱

人工知能には持ちえない「人間力」とも
言える能力を最大限に発揮し、「人間らし
さ」を追求していくことにあります。 一緒
にその方法を学びます！

〈http://www.bellz.co.jp/ai/human〉

今や人間最後の聖域とされる知的労働
の領域にまで人工知能やロボットが入り
込んできます。 私たち人間はそのような
状況の中でどうすればいいのでしょう
か？ その答えは人間が本来持っている

無料セミナー開催  テーマ「人工知能
時代に求められる人間力とは」

福岡市博多区博多駅南4-1-17
岩保駅南ビル6Ｆ
TEL：092-433-0353
FAX：092-433-0354
http://www.bellz.co.jp
E-mail：info@bellz.co.jp
営業内容
システム開発・webデザイン・動画撮
影、編集、コンサルティング

▼

盛況に開催された
第3回セミナー風景

福岡市中央区谷1-3-20
TEL：092-721-5588
FAX：092-721-0770
http://www.kanzan.net/
E-mail：sakurazaka@kanzan.net
営業内容
個室で夜景が楽しめる一軒家の飲食店
グループ店にバーレストラン、洋菓子店

6月から8月末までの3か月、多彩な企画イベントを
実施。接待やご宴会など何かの時に

㈱観山 桜坂 観山荘

㈱観山 桜坂 観山荘

要望に対応します。
接待や送別会、忘新年会などのご宴

会。15名様以上の団体様は市内は無料
バス送迎を致します。

福岡の市街地を見下ろせる緑豊かな桜
坂の高台に佇む、モダン和風な料亭玄
海の新鮮な魚介類や旬の野菜を使用し
た季節の懐石料理が楽しめます。月替
わりで献立も変わり、アレルギ―などご

浴室の改装にかかる時間と料金を抑え
環境にやさしい工事を心掛けています

TBR ミカサ

既存の浴室の壁に貼るだけで
新品の様に綺麗になります

おかげさまで、今年創業20周年
感謝を込めて記念企画を開催！

▼

施工前（写真左）
施工後（写真右）

▼

緑に囲まれ
落ち着きのある外観

TBR ミカサ
福岡市西区石丸4-12-2-806
TEL：090-1190-5299
FAX：092-577-9335
E-mail：tbr.misaka@icloud.com
営業内容
浴室イノベーション工事、デザインフィル
ム貼工事、オーダーパネル製作、車の
ボディのラッピング、機能性ガラスフィル
ム貼等

10名様から貸切り可能。浄水通の落ち着いた空間で
ゆっくりと楽しめるプライベートレストラン

㈱シノハラ（レストラン カズ）

で素材の魅力を引き出して調理。盛り付
けた有田・伊万里の器と共にお楽しみ
いただけます。ここ九州でしか味わえな
いフレンチをお楽しみくださいませ。

季節ごとの四季折々の最良の食材で
組み立てたコース料理。力強い味わいの
糸島野菜、玄界灘の厳選した魚介類、
九州各地の優れた畜産物を、各生産者
さんの思いを胸に、熟練したシェフの技

九州の魅力を発信する、信頼ある
実力派シェフの九州フレンチ

いしむら社会保険労務士事務所
福岡市博多区東比恵３-３-６
TEL：092-260-8244
FAX：092-260-8644
http://ishimura-sr.com/
E-mail：info@ishimura-sr.com
営業内容
労働保険・社会保険手続代行、助成金
申請サポート、就業規則策定・見直し、
給与計算、労務管理、開業支援サポート

㈱シノハラ（レストラン カズ）
福岡市中央区浄水通3-40
HILLS浄水3F
TEL：092-522-0015
FAX：092-522-0015
http://www.kazukitchen.com
E-mail：info@kazukitchen.com
営業内容
旬の食材が豊富な「おまかせフレンチ」
のコース料理をご提供。ご接待や記念
日におすすめです。

▼

10名様から最大20名様まで
貸切可能です

し、作業時の騒音も殆どありません。賃
貸マンションオーナー様、不動産管理会
社様、リフォーム会社様、浴室工事でお
困りの方は、是非、ご相談ください。

当社は、既存の浴室の壁、天井、床
を壊す事なくオーダーで化粧〈フィルム
貼〉したパネルを使用しユニットバスの
様に仕上げる工事を行っております。乾
式工法を利用している為、短期間で完成
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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

㈱クリエイト・シーズ（ドローンスクールジャパン福岡東校）

㈱クリエイト・シーズ
（ドローンスクールジャパン福岡東校）

保険関係法令の改正も多くなっていま
す。日頃業務が忙しい経営者様には本
業に専念していただくためにも、労務管
理のサポート役としてぜひご活用くださ
い。

当事務所は、会社経営に必要な「人」
に関して適切な労務管理その他労働社
会保険に関する指導を行っております。
従業員を雇うと書類作成や官公庁への届
出が必要になりますし、最近は労働社会

九州初！ 産業用ドローンパイロット
養成スクールが開校！

採用から退職まで、経営に必要な「人」に関することに
ついてお悩みはありませんか？

いしむら社会保険労務士事務所

「ヒト」に関することを
イチからサポートいたします！

▼

会社の「困った」を
親身になって解決します

ドローン資格取得で
ビジネスチャンスを広げてみませんか？

福岡市東区和白3-17-1
TEL：092-260-6523
FAX：050-3737-3343
http://dsjfukuoka-h.com/lp/
E-mail：support@dsjhukuoka-h.com
営業内容
九州初！ドローンを実際に飛ばす事がで
きる屋内型スクールです。貸出無料です。

DSJ（ドローンスクールジャパン）は本
格的な産業用ドローン操縦士養成講座
です。今話題のドローンをビジネスや
キャリアアップにご活用頂けます。九州
初の屋内飛行場でシミュレーションやド

ローン実機を使って、短期間でわかりや
すく高度な実習を行います。一般社団法
人ドローン操縦士協会（DPA）の資格を
取得する事ができます。

◆開催日／2017年6月20日(火)
◆時間／13:30～16:20　◆場所／福岡商工会議所　408会議室　

ベルズシステム㈱

ベルズシステム㈱

人工知能には持ちえない「人間力」とも
言える能力を最大限に発揮し、「人間らし
さ」を追求していくことにあります。 一緒
にその方法を学びます！

〈http://www.bellz.co.jp/ai/human〉

今や人間最後の聖域とされる知的労働
の領域にまで人工知能やロボットが入り
込んできます。 私たち人間はそのような
状況の中でどうすればいいのでしょう
か？ その答えは人間が本来持っている

無料セミナー開催  テーマ「人工知能
時代に求められる人間力とは」

福岡市博多区博多駅南4-1-17
岩保駅南ビル6Ｆ
TEL：092-433-0353
FAX：092-433-0354
http://www.bellz.co.jp
E-mail：info@bellz.co.jp
営業内容
システム開発・webデザイン・動画撮
影、編集、コンサルティング

▼

盛況に開催された
第3回セミナー風景

福岡市中央区谷1-3-20
TEL：092-721-5588
FAX：092-721-0770
http://www.kanzan.net/
E-mail：sakurazaka@kanzan.net
営業内容
個室で夜景が楽しめる一軒家の飲食店
グループ店にバーレストラン、洋菓子店

6月から8月末までの3か月、多彩な企画イベントを
実施。接待やご宴会など何かの時に

㈱観山 桜坂 観山荘

㈱観山 桜坂 観山荘

要望に対応します。
接待や送別会、忘新年会などのご宴

会。15名様以上の団体様は市内は無料
バス送迎を致します。

福岡の市街地を見下ろせる緑豊かな桜
坂の高台に佇む、モダン和風な料亭玄
海の新鮮な魚介類や旬の野菜を使用し
た季節の懐石料理が楽しめます。月替
わりで献立も変わり、アレルギ―などご

浴室の改装にかかる時間と料金を抑え
環境にやさしい工事を心掛けています

TBR ミカサ

既存の浴室の壁に貼るだけで
新品の様に綺麗になります

おかげさまで、今年創業20周年
感謝を込めて記念企画を開催！

▼

施工前（写真左）
施工後（写真右）

▼

緑に囲まれ
落ち着きのある外観

TBR ミカサ
福岡市西区石丸4-12-2-806
TEL：090-1190-5299
FAX：092-577-9335
E-mail：tbr.misaka@icloud.com
営業内容
浴室イノベーション工事、デザインフィル
ム貼工事、オーダーパネル製作、車の
ボディのラッピング、機能性ガラスフィル
ム貼等

10名様から貸切り可能。浄水通の落ち着いた空間で
ゆっくりと楽しめるプライベートレストラン

㈱シノハラ（レストラン カズ）

で素材の魅力を引き出して調理。盛り付
けた有田・伊万里の器と共にお楽しみ
いただけます。ここ九州でしか味わえな
いフレンチをお楽しみくださいませ。

季節ごとの四季折々の最良の食材で
組み立てたコース料理。力強い味わいの
糸島野菜、玄界灘の厳選した魚介類、
九州各地の優れた畜産物を、各生産者
さんの思いを胸に、熟練したシェフの技

九州の魅力を発信する、信頼ある
実力派シェフの九州フレンチ

いしむら社会保険労務士事務所
福岡市博多区東比恵３-３-６
TEL：092-260-8244
FAX：092-260-8644
http://ishimura-sr.com/
E-mail：info@ishimura-sr.com
営業内容
労働保険・社会保険手続代行、助成金
申請サポート、就業規則策定・見直し、
給与計算、労務管理、開業支援サポート

㈱シノハラ（レストラン カズ）
福岡市中央区浄水通3-40
HILLS浄水3F
TEL：092-522-0015
FAX：092-522-0015
http://www.kazukitchen.com
E-mail：info@kazukitchen.com
営業内容
旬の食材が豊富な「おまかせフレンチ」
のコース料理をご提供。ご接待や記念
日におすすめです。

▼

10名様から最大20名様まで
貸切可能です

し、作業時の騒音も殆どありません。賃
貸マンションオーナー様、不動産管理会
社様、リフォーム会社様、浴室工事でお
困りの方は、是非、ご相談ください。

当社は、既存の浴室の壁、天井、床
を壊す事なくオーダーで化粧〈フィルム
貼〉したパネルを使用しユニットバスの
様に仕上げる工事を行っております。乾
式工法を利用している為、短期間で完成
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傘は、形が「末広がり」で“め
でたい”とお祝いの引き出物
に、また、「長いもの」を贈る
ということで厄よけ祈願の記
念品にも、よくご利用いただ
いています。
当店では、約 4,000 本、様々
なデザインの傘を取り揃えてい
ますので、きっと皆さま各々好
みの傘が見つかるはずです！
おかげさまで今年は創業 111
周年。これからも、お客さま
から信頼のある店を目指して
がんばっていきます！！

梅雨の時期に欠かせない“傘”　 今回
は、創業111年 !! 洋傘専門店の「し
ばた洋傘店」さんにお邪魔しました！
店内を見回すと“カサ”“傘”“かさ”!!!! 
その中でしばたさんのイチ押しが、
この大きくて抜群の耐風性を備え、
且つ、軽くて持ち運び便利な紳士用
の長傘　 通勤中に雨に打たれ、スー
ツが濡れてしまったという苦い経験
をされた方も多いかと思います　安
心してください　この傘が雨から守っ
てくれるので、快適に通勤いただけ
ます
自分へのご褒美、上司や同僚への贈
り物、父の日のプレゼント　 にいか
がでしょうか

会議所NEW
S編集部

が街で見つ
けた

“よかもん
”をご紹介。

編集部ユク
タケが行く

！

雨の日も快適に
楽しく過ごそう

YOKAMON 10

7月に〈日傘バーゲン〉を実施します!!
これからの季節、男の日傘　デビュー
してみませんか？

SHOP  INFO

紳士用長傘 ￥15,000～18,000（税別）

※骨、生地、ハンドル（手元）によって価格が変動します。

よかねー！！

世界で1本、自分だけのオリジナル・オーダーメイドの
傘も創ります！
http://www.hakata-kasaya.co.jp/page3.html

新天町商店街で、地域活性化に向け
て取り組んでいます！！

MAP
株式会社しばた洋傘店
☎092-741-1771
福岡市中央区天神2-8-132
営10:00～20:00
㉁元旦のみ
http://www.hakata-kasaya.co.jp/

専務取締役
柴田篤志さん

写真は「紳士先染傘 立体ストライプ」￥18,000（税別）

福岡商工会議所 会員企業の会

社経営者、個人事業主の皆様

より応募いただいた経営者特

有の「あるある」を表現した川

柳の中から、編集担当者選り

すぐりの作品をご紹介します!!

福商経営者
Senryū

川柳
見
え
ぬ
も
の

　
見
ゆ
る
も
の
こ
そ
　
栄
え
る

中
谷 

豪
太 

さ
ん（
Ｓ
Ｍ
Ｃ
　
代
表
）

時
代
の
先
読
み
、
潜
在
ニ
ー
ズ
の
理
解
、
暗
黙
知
の
可
視
化
な
ど
、

　
　

見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
企
業
の
成
長
に
繋
が
り
ま
す
ね
！

寸評

詳細はこちら！
当所ホームページ内の
特設ページからご応募できます。

テーマ／経営者ならではの「あるある」
対　象／会社経営者・個人事業主の方
　　　　（会員企業に限る）
掲載作品数／毎月1～3作品
掲載内容／①作品

②投稿者の社名・役職名・氏名（ペン
ネーム可・非表示可）・顔写真（イ
ラスト等でも可・非表示可）

③自社PR（100字以内・非表示可）

「川柳」募集！
企業PRもできます！！

経営者ならではの日頃の思いを川柳で表現してみませんか？

み
な
さ
ま
の

 

会
心
の
句
を

 
 

待
っ
て
ま
す
。
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傘は、形が「末広がり」で“め
でたい”とお祝いの引き出物
に、また、「長いもの」を贈る
ということで厄よけ祈願の記
念品にも、よくご利用いただ
いています。
当店では、約 4,000 本、様々
なデザインの傘を取り揃えてい
ますので、きっと皆さま各々好
みの傘が見つかるはずです！
おかげさまで今年は創業 111
周年。これからも、お客さま
から信頼のある店を目指して
がんばっていきます！！

梅雨の時期に欠かせない“傘”　 今回
は、創業111年 !! 洋傘専門店の「し
ばた洋傘店」さんにお邪魔しました！
店内を見回すと“カサ”“傘”“かさ”!!!! 
その中でしばたさんのイチ押しが、
この大きくて抜群の耐風性を備え、
且つ、軽くて持ち運び便利な紳士用
の長傘　 通勤中に雨に打たれ、スー
ツが濡れてしまったという苦い経験
をされた方も多いかと思います　安
心してください　この傘が雨から守っ
てくれるので、快適に通勤いただけ
ます
自分へのご褒美、上司や同僚への贈
り物、父の日のプレゼント　 にいか
がでしょうか

会議所NEW
S編集部

が街で見つ
けた

“よかもん
”をご紹介。

編集部ユク
タケが行く

！

雨の日も快適に
楽しく過ごそう

YOKAMON 10

7月に〈日傘バーゲン〉を実施します!!
これからの季節、男の日傘　デビュー
してみませんか？

SHOP  INFO

紳士用長傘 ￥15,000～18,000（税別）

※骨、生地、ハンドル（手元）によって価格が変動します。

よかねー！！

世界で1本、自分だけのオリジナル・オーダーメイドの
傘も創ります！
http://www.hakata-kasaya.co.jp/page3.html

新天町商店街で、地域活性化に向け
て取り組んでいます！！

MAP
株式会社しばた洋傘店
☎092-741-1771
福岡市中央区天神2-8-132
営10:00～20:00
㉁元旦のみ
http://www.hakata-kasaya.co.jp/

専務取締役
柴田篤志さん

写真は「紳士先染傘 立体ストライプ」￥18,000（税別）

福岡商工会議所 会員企業の会

社経営者、個人事業主の皆様

より応募いただいた経営者特

有の「あるある」を表現した川

柳の中から、編集担当者選り

すぐりの作品をご紹介します!!
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寸評

詳細はこちら！
当所ホームページ内の
特設ページからご応募できます。

テーマ／経営者ならではの「あるある」
対　象／会社経営者・個人事業主の方
　　　　（会員企業に限る）
掲載作品数／毎月1～3作品
掲載内容／①作品

②投稿者の社名・役職名・氏名（ペン
ネーム可・非表示可）・顔写真（イ
ラスト等でも可・非表示可）

③自社PR（100字以内・非表示可）

「川柳」募集！
企業PRもできます！！

経営者ならではの日頃の思いを川柳で表現してみませんか？
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PR

www.ex-site.co.jp
〒819-0006  福岡県福岡市西区姪浜駅南 4 丁目 12-12 タダ診！詳しくは 検索

固定電話 携帯料金 の　　　　   を抑えて
経費の見直ししませんか！！

99％の企業で
コスト削減を実現

！！

2営業日以内で
スピード診断！！

無料
診断

ムダムダムダムダ

お申し込み FAX
　0120-842-830
TEL 0120-506-830
お問い合わせ（9:00～18:00土日祝休）

全国
対応

24時間受付

FAXで送るだけ！！簡単お申し込み！！
を明細書 請求書

診断は1ヶ月分の

診断対象項目
●固定電話　●インターネット　●携帯電話
●プロバイダー　●コピー機カウンター料

しん

PR



お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

女性検診
女性医師・スタッフのみで対応

※その他検診料についてはホームページにてご確認ください。

♥子宮頸がん検査（細胞診）
♥マンモグラフィー検査（2方向）
♥乳腺エコー検査

各3,240円
1検査あたり
約30分
かかります

8
3

木曜日 8
24

木曜日

8
25

金曜日

女性特有の
がん（乳がん、子宮がん）の

早期発見のための

検診を実施します。

■対象／会員事業所の経営者、従業員及びその家族

■場所／福岡商工会議所 4階 会議室　　■定員／各日50名
■申込／当所ホームページにて受付 ※定員に達し次第、締切

会員限定
特別価格

実施機関／（公財）福岡県すこやか健康事業団

受付時間
9:00～
11:00

（税込）

サービス利用券が利用できます！
※ご利用の際は下記にご連絡ください。

〒
812 -8505 福

岡
市

博
多

区
博

多
駅

前
二

丁
目

9番
28号

　
電

話（
092）441 -1112　

FAX（
092）474 -3200

U
RL:http://w

w
w

.fukunet.or.jp/　
E-m

ail:fkkikaku@
fukunet.or.jp
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