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〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-1
TEL 092-753-8911（六本松421内店舗）

※工場・ケータリング TEL＆FAX 092-982-2861
http://pizza-artaio.com/

ピッツァ アル ターイオ

「六本松421」の3.5坪で勝負

2009年、福岡市中央区平尾のわず
か4坪の店舗で『アル ターイオ』（イタ
リア語で「切り売りピッツァ」の意味）
はスタート。業界誌でも「日本初の量
り売りピッツァの店」として紹介された
同店に高い関心を寄せたのが百貨店
のバイヤーでした。全国の百貨店から
イタリアフェアへの参加依頼が舞い込
むようになり、出店のたびに取引先が
拡大。そこで、製造と通販部門を集約
した工場を造り、百貨店系スーパーや
贈答品部門など、増え続ける卸し先の
需要に応える体制を整えました。

今年9月には、話題の商業施設『六
本松421』の3.5坪のスペースに出店。
ショーケースに並ぶ華やかなピッツァは
買い物客の関心を引くには十分な広さ
で、新店舗のすべり出しは上々のようで
す。「量り売り」に慣れない客は、「どれ
くらいカットしましょうか？」という店員
の問いかけに戸惑いながらも、楽しそ
うに選んでいます。ピッツァだけでな
く、デリカテッセン（惣菜）も販売。今

後はイタリアでは一般的なワインの量り
売りも始めるそうです。

現在、小売りを行っているのは六本
松421店のみで、商品の製造は工場に
集約。工場直送でピッツァやオードブ
ルの宅配も行っているほか、越境 EC
サイトサービスを利用して、冷凍ピッ
ツァの海外への通信販売も検討するな
ど、販路拡大にも力を入れています。

生産者が見える店づくりを

今後はランニングコストが安い“コバ
コ”での出店を増やしていく方針とのこ
と。ユニークな業態だけにフランチャ
イズ契約の申し出も多いそうですが、
一過性のブームに終わらないよう慎重
に検討しています。また、業態だけ真
似をされて、肝心の「スローフード」の
考え方を疎かにされては意味がないた
め、嶋岡さんは「むやみに拡げようとは
思っていない」ときっぱり。「コンセプト
は『生産者が見えるお店づくり』。当店
の素材も、イタリア食材以外の野菜や
魚介類などは、近隣の産地から直接仕

入れたものばかり。農家や漁港に行っ
て自分で仕入れルートを開拓しているん
ですよ。地産地消の素材でスローフー
ドを守ってくれるパートナーを見つけ、
この食文化を拡げていきたいと思いま
す。地元福岡の素材がたっぷり盛られ
たファストでスローな四角いピッツァをよ
り多くのお客様に喜んでいただけるよ
う、これからも挑戦を続けていきま
す」。

日本初上陸の量り売りピッツァ

本場イタリアに2 種類のスタイルの
ピッツァがあるのをご存じですか。1つ
は、ピッツェリア（ピッツァ専門店）で丸
いピッツァをナイフとフォークで食べる
というスタイル。もう1つは、街角にある
小さな店でショーケースに並んだピッ
ツァをグラム単位で購入して、その場
で、あるいは持ち帰って食べるスタイル
です。この量り売りピッツァは、ランチ・
おやつ・手土産などに日頃から利用さ
れる、イタリア人の生活に密着した存在
なのだとか。このスタイルを初めて日本
に持ち込んだのが、嶋岡圭吾さんです。

ファストフードとスローフードの融合

イタリアの星付きレストランやスペイ
ンの人気レストランで 6 年にわたる修
業を積み、料理人として新たな一歩を
踏み出そうとしていた嶋岡さん。縁
あってローマにある量り売りピッツァの
名店『ピッツァリウム』の厨房での経験
を得ることになりました。「新鮮な食材
を使って手間暇かけて作ったピッツァ
はまさにスローフード。ファストフード
の手軽さと地産地消のスローフードが
見事に融合していることに衝撃を受け
ました。自分の料理経験をピザ生地の
上で表現しながら、イタリアの量り売

りピッツァ文化を日本に広めたいと思っ
たんです」。

その後、日本に帰国して人生設計を
模索していた嶋岡さんは、「コバコ」※1

という業態を選択しました。「売り場面
積が小さく資金面での開業のハードル
が低い『コバコ』の業態に魅力を感じ
ました。また、少子高齢化の進行、
単身世帯・共働き世帯の増加などか
ら、これからの日本では、『中食』※2 
産業が伸びると考えたのも、この業態
を選択した理由の一つです。手軽な
ファストで地産地消のスローな良いも
のを提供する店として勝負しようと決
心しました」。

【プロフィール】
奈良県出身。日本で4年間イタリ
ア料理を学び渡欧。ローマを中
心にイタリア全土のレストランで
4年間働く。その後スペインに渡
りバスク地方を中心に2年間ス
ペイン料理を学び帰国。帰国後、
博多のスペインレストランで働
き、2009年、テイクアウト量り売
りピッツァ専門店「ピッツァ アル 
ターイオ」を開業。

ファスト＆スローなイタリアの食文化
日本で量り売りピッツァを拡めたい
ピッツァ アル ターイオ　代表　嶋岡 圭吾氏

※１　コバコ（小箱）：売り場面積が狭い、また収容人数が少ない商店・飲食店
※２　中食（なかしょく）：調理された食品を購入して持ち帰る、あるいは配達等によって家庭内で食べる食事の形態

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.31

2自宅で温めて食べてもらうことを想定してつくられているアル ターイ
オのピッツァ。好きな量だけ購入して、トースターで温めてアツアツの状
態で食べるのがベスト

3ハムなどのイタリア産食材や自家製のデリカテッセン（惣菜）も展
開。今後はワインの量り売りも始める予定で、イタリアならではの食文化
を拡める狙い

1生地は嶋岡さんが修業した『ピッツァリウム』直伝の、守秘義務契約
を結んだレシピで製造。独自ルートで仕入れた地元産の素材をトッピン
グしたピッツァを量り売りしている。
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当所は11月8日、第582回常議員会、第218回臨時
議員総会、第583回常議員会を開催。役員任期満了に伴
う新役員の選任を行い、会頭に礒山誠二氏（㈱西日本シ
ティ銀行 代表取締役副頭取）を再任。副会頭には、榎本
重孝氏（福岡地所㈱ 取締役副会長）、安部泰宏氏（㈱アキ
ラ水産 代表取締役社長）、川原正孝氏（㈱ふくや 代表取
締役会長）を再任するとともに、藤永憲一氏（㈱九電工 代福岡商工会議所

新体制がスタート
120人の役員・議員を決定!!

表取締役会長）を新たに選任した。専務理事には境正義
氏、監事には柴戸隆成氏（㈱福岡銀行 取締役頭取）、
倉富純男氏（西日本鉄道㈱ 代表取締役社長執行役員）、
酒見俊夫氏（西部瓦斯㈱ 代表取締役社長）の3氏を、常
議員に40人を選任した。また、第583回常議員会では、
常務理事に立花英樹氏を再任、参与に荒巻優二氏を再委
嘱した。

退任の挨拶をする前川副会頭（左）と西川副会頭当所議員、職員より拍手で見送られる前川副会頭、西川副会頭（左から）藤永副会頭、安部副会頭、礒山会頭、榎本副会頭、川原副会頭

【勇退】副会頭退任
　11月8日の第218回臨時議員総会で、前川道隆
副会頭（西部ガス興商㈱相談役）、西川ともゑ副会
頭（㈱博多石焼大阪屋 取締役会長）が退任された。

福岡商工会議所  会頭・副会頭  紹介（任期：2020年11月8日まで）

㈱西日本シティ銀行
取締役副頭取（代表取締役）

会頭

礒山誠二
いそやま せいじ えのもと しげたか あべ やすひろ かわはら まさたか ふじなが けんいち

福岡地所㈱
取締役副会長

副会頭

榎本重孝
㈱アキラ水産
代表取締役社長

副会頭

安部泰宏
㈱ふくや
代表取締役会長

副会頭

川原正孝
㈱九電工
代表取締役会長

副会頭

藤永憲一

再任再任 新任再任再任

昭和 26 年生まれ、福岡県
出身。
昭和 50 年㈱西日本銀行

（旧西日本相互銀行）入行、
理事博多支店長などを経て
平成 25 年より現任。平成
26 年より当所副会頭、平
成 27年より会頭。慶應義
塾大学卒。

昭和 21年生まれ、福岡県
出身。
昭和 49 年福岡地所㈱入
社、代表取締役会長など
を経て平成 2 9 年より現
任。平成 23 年より当所副
会頭。慶應義塾大学卒。

昭和14 年生まれ、福岡県
出身。
昭和 32 年㈲明商店入社、
平成元年より現任。平成
26 年より当所副会頭。福
岡大学付属大濠高等学校
卒。

昭和 25 年生まれ、福岡県
出身。
昭和 54 年㈱ふくや入社、
代表取締役社長などを経
て平成 29 年より現任。平
成 28 年より当所副会頭。
甲南大学卒。

昭和 25 年生まれ、福岡県
出身。
昭和 48 年九州電力㈱入
社、同社取締役常務執行
役員、㈱九電工代表取締
役副社長執行役員などを
経て平成 26 年より現任。
京都大学卒。
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04　DECEMBER ◦ FUKUOKA 会議所ニュース 2017



当所は11月8日、第582回常議員会、第218回臨時
議員総会、第583回常議員会を開催。役員任期満了に伴
う新役員の選任を行い、会頭に礒山誠二氏（㈱西日本シ
ティ銀行 代表取締役副頭取）を再任。副会頭には、榎本
重孝氏（福岡地所㈱ 取締役副会長）、安部泰宏氏（㈱アキ
ラ水産 代表取締役社長）、川原正孝氏（㈱ふくや 代表取
締役会長）を再任するとともに、藤永憲一氏（㈱九電工 代福岡商工会議所

新体制がスタート
120人の役員・議員を決定!!

表取締役会長）を新たに選任した。専務理事には境正義
氏、監事には柴戸隆成氏（㈱福岡銀行 取締役頭取）、
倉富純男氏（西日本鉄道㈱ 代表取締役社長執行役員）、
酒見俊夫氏（西部瓦斯㈱ 代表取締役社長）の3氏を、常
議員に40人を選任した。また、第583回常議員会では、
常務理事に立花英樹氏を再任、参与に荒巻優二氏を再委
嘱した。

退任の挨拶をする前川副会頭（左）と西川副会頭当所議員、職員より拍手で見送られる前川副会頭、西川副会頭（左から）藤永副会頭、安部副会頭、礒山会頭、榎本副会頭、川原副会頭

【勇退】副会頭退任
　11月8日の第218回臨時議員総会で、前川道隆
副会頭（西部ガス興商㈱相談役）、西川ともゑ副会
頭（㈱博多石焼大阪屋 取締役会長）が退任された。

福岡商工会議所  会頭・副会頭  紹介（任期：2020年11月8日まで）

㈱西日本シティ銀行
取締役副頭取（代表取締役）

会頭

礒山誠二
いそやま せいじ えのもと しげたか あべ やすひろ かわはら まさたか ふじなが けんいち

福岡地所㈱
取締役副会長

副会頭

榎本重孝
㈱アキラ水産
代表取締役社長

副会頭

安部泰宏
㈱ふくや
代表取締役会長

副会頭

川原正孝
㈱九電工
代表取締役会長

副会頭

藤永憲一

再任再任 新任再任再任

昭和 26 年生まれ、福岡県
出身。
昭和 50 年㈱西日本銀行

（旧西日本相互銀行）入行、
理事博多支店長などを経て
平成 25 年より現任。平成
26 年より当所副会頭、平
成 27年より会頭。慶應義
塾大学卒。

昭和 21年生まれ、福岡県
出身。
昭和 49 年福岡地所㈱入
社、代表取締役会長など
を経て平成 2 9 年より現
任。平成 23 年より当所副
会頭。慶應義塾大学卒。

昭和14 年生まれ、福岡県
出身。
昭和 32 年㈲明商店入社、
平成元年より現任。平成
26 年より当所副会頭。福
岡大学付属大濠高等学校
卒。

昭和 25 年生まれ、福岡県
出身。
昭和 54 年㈱ふくや入社、
代表取締役社長などを経
て平成 29 年より現任。平
成 28 年より当所副会頭。
甲南大学卒。

昭和 25 年生まれ、福岡県
出身。
昭和 48 年九州電力㈱入
社、同社取締役常務執行
役員、㈱九電工代表取締
役副社長執行役員などを
経て平成 26 年より現任。
京都大学卒。
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礒山会頭 所信表明

藤永副会頭 コメント

――2期目を迎えるにあたって
　わが国経済は、景気回復基調にあるが、中小企業におい
てはその実感はまだまだ薄く、厳しい状況におかれている。
　中小企業における人手不足の深刻化、「大事業承継時代」
の到来、更には、第4次産業革命と言われる情報通信技術
（ICT）の進歩によりビジネス環境は日々変化している。
　地方の経済状況は厳しいが、一方で好調なインバウンド需
要を地域活性化に取り込もうと各地で活発な動きもある。
2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック・
パラリンピック、2021年世界水泳といった世界規模のスポー
ツイベントを活かし、地域の活力に繋げるためには地域間の
広域連携が重要となる。
　このような変化の中で2期目では、『人手不足への対応』、
『「創業」と「事業承継」への支援』、『企業の海外展開支援』、
そして『「観光振興」とMICEの推進』に力を入れていく。特
に事業承継税制については、実際に事業を承継するうえで
様々な障害や課題があるため、日本商工会議所と協力し、
抜本的改正に向けて政府への要望活動を行っていく。

――2期目の活動方針
　この3年間で各事業において量的な拡充を進めることがで
きた。次のステップとして、これまでの事業の「質の向上」に
取り組んでいく。商工会議所の事業を着実に実行し、会員
の皆さんに満足していただけるようサービスの質を高め、事
業のやり方を工夫していく。また、サービスを提供する職員
のさらなる資質向上を図っていく。
　事業者目線で事業やサービスを見直し、企業のライフサイ
クルに応じたワンストップの支援体制を目指す。事業を進め
るうえでは、「選択と集中」を意識し、時代に合ったやり方で
最大限の効果を発揮する。また、商工会議所が「要」となっ
て関係機関との連携を密にし、新しい事業にチャレンジする
など、連携を軸とした質の高い事業を目指す。そのためには
会議所自体が職員自ら学び成長する組織を目指し、資質を
高めることが中小企業をしっかり支援し、事業の質を高める
ことに繋がると考えている。
　
　これから議員や会員の皆さん、そして職員と一緒に次の3
年に向けた中期方針を具体的に考えていきたいと思っている。
　商工会議所は約16,000の会員の皆さんに支えられて成り
立っている。事業を通して会員の皆さんの満足度を高めると
共に、より多くの方に会員になっていただくことが私たちの
究極の成果である。地域に根差した「総合経済団体」として

の強みを最大限発揮し、会員の皆さんに「会員でよかった」
と思ってもらえるよう、そして「福岡でビジネスをするなら会
議所に入らないと」という事業者を増やしていきたい。
　これまで歴代の会頭、副会頭、議員と役職員が築いてこ
られた商工会議所を引き継いでいくことの重みをしっかり受
け止め、会員・議員の皆さん、そして地域と一つになって、
ワンステップ先へ、ワンステップ上を目指し取り組んでいく。

　商工会議所は商工会議所法という法律に基づ
いた組織であり、その目的は「商工業の総合的な
改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進
に資すること」とされている。福岡商工会議所
は、明治12年から100数十年の歴史があり、会
員数は16,000社に迫っている。副会頭とはいえ
非常に重い責務があると思っている。商工会議
所の目的を基本に、微力ではあるが会頭を補佐し
て副会頭の職務をしっかり果たしていきたい。

役員名簿（任期：2017年11月9日～2020年11月8日まで）

会　　頭
副 会 頭

同
同
同

専務理事
常 議 員

同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同

監　　事
同
同

常務理事
理事・事務局長

役 員 名
礒　山　誠　二
榎　本　重　孝
安　部　泰　宏
川　原　正　孝
藤　永　憲　一
境　　　正　義
芦　塚　日出美
麻　生　敏　雄
石　坂　博　史
出　光　芳　秀
稲　員　英一郎
井　上　賢　司
岩　崎　成　敏
忍　田　　　勉
小　野　浩　司
粥　川　昌　洋
河　野　孝　雄
川　端　　　淳
工　藤　賢　ニ
工　藤　青　史
栗　尾　城三郎
古　賀　佳代子
古　賀　良　太
小早川　明　德
小　林　敏　郎
坂　本　賢　治
高　丘　利　勝
田　中　隆　臣
田中丸　昌　宏
津　田　鶴太郎
徳　島　建　征
永　江　靜　加
楢　木　　　隆
野　口　宣　夫
野　田　　　太
樋　口　元　信
福　田　俊　仁
正　木　計太郎
増　田　成　泰
松　下　　　昭
松　山　孝　義
眞　鍋　博　俊
宮　本　佳　代
三　好　　　修
柳　瀬　真　澄
山　本　圭　介
柴　戸　隆　成
倉　富　純　男
酒　見　俊　夫
立　花　英　樹
中　芝　督　人

氏　名
株式会社西日本シティ銀行
福岡地所株式会社
株式会社アキラ水産
株式会社ふくや
株式会社九電工

株式会社博多座
大和不動産鑑定株式会社九州支社
株式会社ひよ子
株式会社新出光
稲員興産株式会社
株式会社大洋サンソ
岩崎建設株式会社
株式会社カンサイ
株式会社ベスト電器
株式会社極東フーズコーポレーション
株式会社福住
株式会社福岡魚市場
福岡信用金庫
西部ガスリビング株式会社
麻生商事株式会社
宗像陸運株式会社
株式会社アサヒ緑健
公益社団法人福岡県高齢者能力活用センター
株式会社福岡ニット
総合メディカル株式会社
西光建設株式会社
興和道路株式会社
玉屋リネンサービス株式会社
津田産業株式会社
株式会社トクスイコーポレーション
株式会社インターナショナル エア アカデミー
空研工業株式会社
株式会社お花の太陽
株式会社ファビルス
株式会社山口油屋福太郎
昭和鉄工株式会社
株式会社マルショウ
増田石油株式会社
ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社
松山建設株式会社
福岡県運輸事業協同組合連合会
株式会社三光園
株式会社三好不動産
嘉穂無線ホールディングス株式会社
株式会社ニューオータニ九州
株式会社福岡銀行
西日本鉄道株式会社
西部瓦斯株式会社

代表取締役副頭取
取締役副会長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役会長

取締役相談役
相談役
代表取締役会長
顧問
代表取締役
取締役会長
代表取締役
代表取締役会長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
理事長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
理事長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
取締役財務部長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役
理事
代表取締役社長
代表取締役
取締役会長
代表取締役社長
取締役頭取
代表取締役社長執行役員
代表取締役社長

議　員　名 役　職　名

部会長・副部会長名簿（任期：2017年11月1日～2020年10月31日まで）

食料・水産

建　　設

繊維ファッション

工　　業

エネルギー

運輸・港湾・貿易

部 会 名

石　坂　博　史

松　山　孝　義

津　田　鶴太郎

井　上　賢　司

出　光　芳　秀

眞　鍋　博　俊

部会長名
徳　島　建　征
城　戸　利　一

黒　木　　　篤
楢　木　　　隆

鈴　木　英　夫

松　下　　　昭
福　田　俊　仁

平　島　孝三郎

安　川　哲　史
角　原　　　孝

副部会長名

卸売商業

小売商業

観光・飲食

理　　財

情報・文化・サービス

部 会 名

忍　田　　　勉

小　野　浩　司

粥　川　昌　洋

工　藤　賢　二

永　江　靜　加

部会長名
野　口　宣　夫
工　藤　青　史

正　木　計太郎
柳　瀬　真　澄

髙　倉　力　矢
上　田　一　壽

稲　員　英一郎
河　野　孝　雄

田中丸　昌　宏
新　井　洋　子

副部会長名
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礒山会頭 所信表明

藤永副会頭 コメント

――2期目を迎えるにあたって
　わが国経済は、景気回復基調にあるが、中小企業におい
てはその実感はまだまだ薄く、厳しい状況におかれている。
　中小企業における人手不足の深刻化、「大事業承継時代」
の到来、更には、第4次産業革命と言われる情報通信技術
（ICT）の進歩によりビジネス環境は日々変化している。
　地方の経済状況は厳しいが、一方で好調なインバウンド需
要を地域活性化に取り込もうと各地で活発な動きもある。
2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック・
パラリンピック、2021年世界水泳といった世界規模のスポー
ツイベントを活かし、地域の活力に繋げるためには地域間の
広域連携が重要となる。
　このような変化の中で2期目では、『人手不足への対応』、
『「創業」と「事業承継」への支援』、『企業の海外展開支援』、
そして『「観光振興」とMICEの推進』に力を入れていく。特
に事業承継税制については、実際に事業を承継するうえで
様々な障害や課題があるため、日本商工会議所と協力し、
抜本的改正に向けて政府への要望活動を行っていく。

――2期目の活動方針
　この3年間で各事業において量的な拡充を進めることがで
きた。次のステップとして、これまでの事業の「質の向上」に
取り組んでいく。商工会議所の事業を着実に実行し、会員
の皆さんに満足していただけるようサービスの質を高め、事
業のやり方を工夫していく。また、サービスを提供する職員
のさらなる資質向上を図っていく。
　事業者目線で事業やサービスを見直し、企業のライフサイ
クルに応じたワンストップの支援体制を目指す。事業を進め
るうえでは、「選択と集中」を意識し、時代に合ったやり方で
最大限の効果を発揮する。また、商工会議所が「要」となっ
て関係機関との連携を密にし、新しい事業にチャレンジする
など、連携を軸とした質の高い事業を目指す。そのためには
会議所自体が職員自ら学び成長する組織を目指し、資質を
高めることが中小企業をしっかり支援し、事業の質を高める
ことに繋がると考えている。
　
　これから議員や会員の皆さん、そして職員と一緒に次の3
年に向けた中期方針を具体的に考えていきたいと思っている。
　商工会議所は約16,000の会員の皆さんに支えられて成り
立っている。事業を通して会員の皆さんの満足度を高めると
共に、より多くの方に会員になっていただくことが私たちの
究極の成果である。地域に根差した「総合経済団体」として

の強みを最大限発揮し、会員の皆さんに「会員でよかった」
と思ってもらえるよう、そして「福岡でビジネスをするなら会
議所に入らないと」という事業者を増やしていきたい。
　これまで歴代の会頭、副会頭、議員と役職員が築いてこ
られた商工会議所を引き継いでいくことの重みをしっかり受
け止め、会員・議員の皆さん、そして地域と一つになって、
ワンステップ先へ、ワンステップ上を目指し取り組んでいく。

　商工会議所は商工会議所法という法律に基づ
いた組織であり、その目的は「商工業の総合的な
改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進
に資すること」とされている。福岡商工会議所
は、明治12年から100数十年の歴史があり、会
員数は16,000社に迫っている。副会頭とはいえ
非常に重い責務があると思っている。商工会議
所の目的を基本に、微力ではあるが会頭を補佐し
て副会頭の職務をしっかり果たしていきたい。

役員名簿（任期：2017年11月9日～2020年11月8日まで）

会　　頭
副 会 頭

同
同
同

専務理事
常 議 員

同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同

監　　事
同
同

常務理事
理事・事務局長

役 員 名
礒　山　誠　二
榎　本　重　孝
安　部　泰　宏
川　原　正　孝
藤　永　憲　一
境　　　正　義
芦　塚　日出美
麻　生　敏　雄
石　坂　博　史
出　光　芳　秀
稲　員　英一郎
井　上　賢　司
岩　崎　成　敏
忍　田　　　勉
小　野　浩　司
粥　川　昌　洋
河　野　孝　雄
川　端　　　淳
工　藤　賢　ニ
工　藤　青　史
栗　尾　城三郎
古　賀　佳代子
古　賀　良　太
小早川　明　德
小　林　敏　郎
坂　本　賢　治
高　丘　利　勝
田　中　隆　臣
田中丸　昌　宏
津　田　鶴太郎
徳　島　建　征
永　江　靜　加
楢　木　　　隆
野　口　宣　夫
野　田　　　太
樋　口　元　信
福　田　俊　仁
正　木　計太郎
増　田　成　泰
松　下　　　昭
松　山　孝　義
眞　鍋　博　俊
宮　本　佳　代
三　好　　　修
柳　瀬　真　澄
山　本　圭　介
柴　戸　隆　成
倉　富　純　男
酒　見　俊　夫
立　花　英　樹
中　芝　督　人

氏　名
株式会社西日本シティ銀行
福岡地所株式会社
株式会社アキラ水産
株式会社ふくや
株式会社九電工

株式会社博多座
大和不動産鑑定株式会社九州支社
株式会社ひよ子
株式会社新出光
稲員興産株式会社
株式会社大洋サンソ
岩崎建設株式会社
株式会社カンサイ
株式会社ベスト電器
株式会社極東フーズコーポレーション
株式会社福住
株式会社福岡魚市場
福岡信用金庫
西部ガスリビング株式会社
麻生商事株式会社
宗像陸運株式会社
株式会社アサヒ緑健
公益社団法人福岡県高齢者能力活用センター
株式会社福岡ニット
総合メディカル株式会社
西光建設株式会社
興和道路株式会社
玉屋リネンサービス株式会社
津田産業株式会社
株式会社トクスイコーポレーション
株式会社インターナショナル エア アカデミー
空研工業株式会社
株式会社お花の太陽
株式会社ファビルス
株式会社山口油屋福太郎
昭和鉄工株式会社
株式会社マルショウ
増田石油株式会社
ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社
松山建設株式会社
福岡県運輸事業協同組合連合会
株式会社三光園
株式会社三好不動産
嘉穂無線ホールディングス株式会社
株式会社ニューオータニ九州
株式会社福岡銀行
西日本鉄道株式会社
西部瓦斯株式会社

代表取締役副頭取
取締役副会長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役会長

取締役相談役
相談役
代表取締役会長
顧問
代表取締役
取締役会長
代表取締役
代表取締役会長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
理事長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
理事長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
取締役財務部長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役
理事
代表取締役社長
代表取締役
取締役会長
代表取締役社長
取締役頭取
代表取締役社長執行役員
代表取締役社長

議　員　名 役　職　名

部会長・副部会長名簿（任期：2017年11月1日～2020年10月31日まで）

食料・水産

建　　設

繊維ファッション

工　　業

エネルギー

運輸・港湾・貿易

部 会 名

石　坂　博　史

松　山　孝　義

津　田　鶴太郎

井　上　賢　司

出　光　芳　秀

眞　鍋　博　俊

部会長名
徳　島　建　征
城　戸　利　一

黒　木　　　篤
楢　木　　　隆

鈴　木　英　夫

松　下　　　昭
福　田　俊　仁

平　島　孝三郎

安　川　哲　史
角　原　　　孝

副部会長名

卸売商業

小売商業

観光・飲食

理　　財

情報・文化・サービス

部 会 名

忍　田　　　勉

小　野　浩　司

粥　川　昌　洋

工　藤　賢　二

永　江　靜　加

部会長名
野　口　宣　夫
工　藤　青　史

正　木　計太郎
柳　瀬　真　澄

髙　倉　力　矢
上　田　一　壽

稲　員　英一郎
河　野　孝　雄

田中丸　昌　宏
新　井　洋　子

副部会長名
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CLOSE UP
福岡商工会議所の動き

「本大会で学ばれたことをそれぞれの
地域の取り組みにご活用いただけれ
ば」と閉会挨拶をする礒山会頭

上田商工会議所は大河ドラマ「真田丸」を
活かした取り組みが評価された

完成した博多伝統芸能館の
舞台にて筑紫舞の演舞

開設式典で舞を披露する芸妓

11.2～4

ラグビーワールドカップ2019™試合日程が決定!!
～世界ランク4位のアイルランドなど強豪国の試合も開催～

イタリア╳敗者復活予選優勝チーム※1

フランス╳アメリカ

アイルランド╳ヨーロッパ・オセアニアプレーオフ1位※2

2019年9月26日（木）16時45分キックオフ

2019年10月2日（水）16時45分キックオフ

2019年10月12日（土）19時45分キックオフ

■ラグビーワールドカップ2019™福岡開催での試合日程

11.9～10

福岡市博多区冷泉町2-20 1階
博多伝統芸能館
INFO

地方ならではの魅力発信や新たな需要の
掘り起こしの手法について情報交換
全国商工会議所観光振興大会2017 in前橋

　当所会頭、専務理事、議員ら12名は11月9日から10
日の2日間、前橋市で開催された「全国商工会議所観光振
興大会2017in前橋」に参加した。
　本大会は、日本商工会議所が地域における観光に対する
意識改革と普及啓発を図り、まちづくり活動の一環として
観光振興を推進することを目的に毎年全国持ち回りで開催
している。
　「見つけよう観光、磨こう観光～地域から新しい風を吹
かせ～」をテーマとした本年は、全国の会議所から約
1,800人が参加し、地方ならではの魅力発信や新たな需要

1万人を超える観客が会場を盛り上げた
RWC2019™／ジャパンラグビーチャレンジマッチ2017

10.28

10月28日に福岡市のレベルファイブスタジアムで、ラグ
ビー日本代表戦（ジャパンラグビーチャレンジマッチ2017、
世界選抜と対戦）が開催された。

ラグビーワールドカップ（RWC）2019™福岡開催推進委
員会（会長＝福岡県商工会議所連合会・礒山会長）では、
同試合をRWC2019™の前哨戦と位置づけ、九州・福岡
の気運を醸成することを目的に、福岡市役所西側ふれあい

広場で「ラグビー強豪国のグルメを食い尽くせ！」をテーマ
とした食ブースの配置、ラグビータックル体験やパブリック
ビューイング等、様々なイベントを実施。ラグビーファンや
家族連れを中心に大いに賑わった。

試合会場には悪天候にも関わらず約1万300人の観客が
集まり、選手に声援を送った。試合は、27対47で世界選
抜が勝利を収めた。

福岡市役所西側ふれあい広場で開催された
「ラグビーFUKUOKAファンゾーン」

当日会場には１万300人の観客が駆け付けた

釜山でコレクションを披露した福岡ブランド“Arnev”

　福岡アジアファッション拠点推進会議（会長＝礒山会頭）
は11月2日～4日の3日間、釜山広域市が主催する「釜山
ファッションウィーク」において交流事業を実施した。
　本イベントは、2001年より継続的に開催され、多くの
アパレル関連企業、デザイナー、バイヤー、ファッション
ライター等が参加。国内外のファッション関係者の活発な
交流場とされている。
　Busan Bexcoで開催されたファッションショーには、

韓国・釜山で
福岡のファッションをPR！！
Busan Fashion Week 2017

11月2日、東京都内で「ラグビーワールドカップ2019™日本大会試合日程発表会」が
開催され、RWC2019™福岡開催推進委員会からは、小川洋福岡県知事等が出席した。

会場では、同大会の各会場における対戦日程及び対戦カードが発表された。福岡会
場（東平尾公園博多の森球技場）における対戦日程及び対戦カードは下記の通り。

■礒山誠二会長コメント
◆本日、2019年に福岡で対戦するチームが決定しました。世界で40億人が視聴

するとされるラグビーW杯。ここ福岡を世界、特に欧米にアピールする絶好の
機会になります。

◆ラグビーワールドカップ2019™福岡開催推進委員会としても、この大会の開催
が、スポーツの普及はもとより、福岡の経済の活性化につながるなど、福岡で
開催してよかったとすべての人に感じていただけるよう、組織をあげて準備に取
り組んでまいります。

※１　敗者復活予選優勝チーム：ヨーロッパ・オ
セアニアプレーオフ予選敗退チーム、アメリカ地
区予選（カナダ対南米トップチーム（アルゼンチン
を除く））敗退チーム、アフリカ地区予選2位チー
ム、アジア・オセアニア地区プレーオフ勝者の総
当たり戦優勝チーム
※２　ヨーロッパ・オセアニアプレーオフ 1位：
2018年に開催される、ヨーロッパ地区予選2位
チームとパシフィックネーションズカップ 3 位
チーム（サモア）の対戦の勝者　

　博多伝統芸能振興会（会長＝礒山会頭）は11月3日、「博
多伝統芸能館」開設式典等を同館及び、櫛田神社の恵比須
会館で開催した。
　櫛田神社（博多区冷泉町）の正面に開設された同芸能館
は、日本舞踊や民踊、独楽、博多仁和加など博多に伝わる
伝統芸能を発信することを目的に開設され、博多券番の芸
妓のけいこ場としても利用されている。
　開設式典で挨拶に立った礒山会長は「国内外の観光客が
身近に伝統芸能を体験できる拠点としたい」と述べた。続
く記念演舞では、博多券番及び筑前博多独楽が華やかに演
じ、完成を祝った。
　開設式典終了後には、同館で内覧会及び博多芸妓、筑紫舞
伝承後援会、福岡民踊舞踊四季の会による演舞が披露された。

博多の伝統文化の発信拠点に
「博多伝統芸能館」開設式典

11.3

福岡で活躍するデザイナーブランドArnev（デザイナー：
石田綾乃氏）が出場。Arnevの最新コレクションに身を包
んだ韓国のトップモデルたちがステージを華やかに彩っ
た。会場では約500名の観客がショーを楽しんだ。

の掘り起こしの手法について情報交換した。また、「平成
29年度  全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」表彰式
も行われ、大賞を受賞した上田商工会議所他9地域2グ
ループが表彰された。

【お問い合わせ】
福岡商工会議所　地域振興部
TEL 092-441-1118

全試合日程など詳細につきましては、公式ホームページ（http://www.rugbyworldcup.com/）よりご確認ください。

東平尾公園博多の森球技場
（レベルファイブ スタジアム）
所在地: 福岡市博多区東平尾公園2-1-1
アクセス：福岡市営地下鉄「福岡空港駅」
　　　　　からバス8分または徒歩25分
収容人数：22,563人
竣工： 1995年

福岡会場

提供：福岡市
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福岡商工会議所の動き

「本大会で学ばれたことをそれぞれの
地域の取り組みにご活用いただけれ
ば」と閉会挨拶をする礒山会頭

上田商工会議所は大河ドラマ「真田丸」を
活かした取り組みが評価された

完成した博多伝統芸能館の
舞台にて筑紫舞の演舞

開設式典で舞を披露する芸妓

11.2～4

ラグビーワールドカップ2019™試合日程が決定!!
～世界ランク4位のアイルランドなど強豪国の試合も開催～
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2019年9月26日（木）16時45分キックオフ

2019年10月2日（水）16時45分キックオフ

2019年10月12日（土）19時45分キックオフ

■ラグビーワールドカップ2019™福岡開催での試合日程

11.9～10

福岡市博多区冷泉町2-20 1階
博多伝統芸能館
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地方ならではの魅力発信や新たな需要の
掘り起こしの手法について情報交換
全国商工会議所観光振興大会2017 in前橋

　当所会頭、専務理事、議員ら12名は11月9日から10
日の2日間、前橋市で開催された「全国商工会議所観光振
興大会2017in前橋」に参加した。
　本大会は、日本商工会議所が地域における観光に対する
意識改革と普及啓発を図り、まちづくり活動の一環として
観光振興を推進することを目的に毎年全国持ち回りで開催
している。
　「見つけよう観光、磨こう観光～地域から新しい風を吹
かせ～」をテーマとした本年は、全国の会議所から約
1,800人が参加し、地方ならではの魅力発信や新たな需要

1万人を超える観客が会場を盛り上げた
RWC2019™／ジャパンラグビーチャレンジマッチ2017

10.28

10月28日に福岡市のレベルファイブスタジアムで、ラグ
ビー日本代表戦（ジャパンラグビーチャレンジマッチ2017、
世界選抜と対戦）が開催された。

ラグビーワールドカップ（RWC）2019™福岡開催推進委
員会（会長＝福岡県商工会議所連合会・礒山会長）では、
同試合をRWC2019™の前哨戦と位置づけ、九州・福岡
の気運を醸成することを目的に、福岡市役所西側ふれあい

広場で「ラグビー強豪国のグルメを食い尽くせ！」をテーマ
とした食ブースの配置、ラグビータックル体験やパブリック
ビューイング等、様々なイベントを実施。ラグビーファンや
家族連れを中心に大いに賑わった。

試合会場には悪天候にも関わらず約1万300人の観客が
集まり、選手に声援を送った。試合は、27対47で世界選
抜が勝利を収めた。

福岡市役所西側ふれあい広場で開催された
「ラグビーFUKUOKAファンゾーン」

当日会場には１万300人の観客が駆け付けた

釜山でコレクションを披露した福岡ブランド“Arnev”

　福岡アジアファッション拠点推進会議（会長＝礒山会頭）
は11月2日～4日の3日間、釜山広域市が主催する「釜山
ファッションウィーク」において交流事業を実施した。
　本イベントは、2001年より継続的に開催され、多くの
アパレル関連企業、デザイナー、バイヤー、ファッション
ライター等が参加。国内外のファッション関係者の活発な
交流場とされている。
　Busan Bexcoで開催されたファッションショーには、

韓国・釜山で
福岡のファッションをPR！！
Busan Fashion Week 2017

11月2日、東京都内で「ラグビーワールドカップ2019™日本大会試合日程発表会」が
開催され、RWC2019™福岡開催推進委員会からは、小川洋福岡県知事等が出席した。

会場では、同大会の各会場における対戦日程及び対戦カードが発表された。福岡会
場（東平尾公園博多の森球技場）における対戦日程及び対戦カードは下記の通り。

■礒山誠二会長コメント
◆本日、2019年に福岡で対戦するチームが決定しました。世界で40億人が視聴

するとされるラグビーW杯。ここ福岡を世界、特に欧米にアピールする絶好の
機会になります。

◆ラグビーワールドカップ2019™福岡開催推進委員会としても、この大会の開催
が、スポーツの普及はもとより、福岡の経済の活性化につながるなど、福岡で
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※１　敗者復活予選優勝チーム：ヨーロッパ・オ
セアニアプレーオフ予選敗退チーム、アメリカ地
区予選（カナダ対南米トップチーム（アルゼンチン
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当たり戦優勝チーム
※２　ヨーロッパ・オセアニアプレーオフ 1位：
2018年に開催される、ヨーロッパ地区予選2位
チームとパシフィックネーションズカップ 3 位
チーム（サモア）の対戦の勝者　

　博多伝統芸能振興会（会長＝礒山会頭）は11月3日、「博
多伝統芸能館」開設式典等を同館及び、櫛田神社の恵比須
会館で開催した。
　櫛田神社（博多区冷泉町）の正面に開設された同芸能館
は、日本舞踊や民踊、独楽、博多仁和加など博多に伝わる
伝統芸能を発信することを目的に開設され、博多券番の芸
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　開設式典終了後には、同館で内覧会及び博多芸妓、筑紫舞
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博多の伝統文化の発信拠点に
「博多伝統芸能館」開設式典

11.3

福岡で活躍するデザイナーブランドArnev（デザイナー：
石田綾乃氏）が出場。Arnevの最新コレクションに身を包
んだ韓国のトップモデルたちがステージを華やかに彩っ
た。会場では約500名の観客がショーを楽しんだ。

の掘り起こしの手法について情報交換した。また、「平成
29年度  全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」表彰式
も行われ、大賞を受賞した上田商工会議所他9地域2グ
ループが表彰された。

【お問い合わせ】
福岡商工会議所　地域振興部
TEL 092-441-1118

全試合日程など詳細につきましては、公式ホームページ（http://www.rugbyworldcup.com/）よりご確認ください。

東平尾公園博多の森球技場
（レベルファイブ スタジアム）
所在地: 福岡市博多区東平尾公園2-1-1
アクセス：福岡市営地下鉄「福岡空港駅」
　　　　　からバス8分または徒歩25分
収容人数：22,563人
竣工： 1995年

福岡会場

提供：福岡市

FUKUOKA 会議所ニュース 2017 ◦ DECEMBER　09



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

KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO
との個別商談会（海外・タイ向け）

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　当所は10月25日、KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO
との個別商談会・意見交換会を開催した。
　本商談会は、タイ向けの小売向け商品、日本レストラン
向け業務用商材発掘を目的に開催。FCPシートでの事前
審査を経た8社が自社商品サンプルをもとにプレゼンを
行った。参加企業からは「商談は勿論だが、バイヤーとの
面談を通じ、現地の実情や納入するノウハウを知れ、今後
の輸出の参考になった」といった声が聞かれた。

実際にバイヤーに試食をしていただきながら、商品説明を行う参加企業

10.25 福商ビジネス倶楽部
11月例会

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　福商ビジネス倶楽部は11月14日、大橋シティボウルに
て11月例会を開催。49名が参加した。
　今回は「自己他己紹介＋ボウリング交流会 ボウリングを
通じてビジクラメンバーと交流会を深めよう」と題し、
チーム対抗戦などを通じて、会員同士の交流を深めた。
参加者からは「初対面の方とでも気軽にコミュニケーショ
ンでき、多くの方と交流することができた」といった声が
多く聞かれ、大盛況に終わった。

投球前に自己他己紹介をしあう参加者たち

11.14 支店長会
11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11月17日、中洲町
連合会専務理事の川原雅康氏を迎え、『中洲今昔物語』と題
し11月例会を開催。34名が参加した。
　当日は、「中洲の語りべ」で知られる川原氏に、中洲まつ
りやその歴史、加えて中洲の源流等について語っていただ
いた。講演終了後は「中洲ちんや」で交流会を実施し、参
加者同士活発な交流が行われた。

中洲の歴史と現状について語る川原氏

11.17

福岡商工会議所女性会
11月例会

経営支援グループ　TEL 092-441-2170 （女性会担当）

　福岡商工会議所女性会は11月15日、女性会会員の税理
士法人吉田会計事務所税理士の吉田扶久子氏を講師に迎
え、『「超簡単！経営者に役立つ決算書の見方・活かし方の
コツ」～会社を未来につなげるために～』をテーマに11月
例会を開催。43名が参加した。
　講演会で吉田氏は、経営者目線の決算書の見方や活用法
から相続等について幅広くお話をされた。また講演会終了
後には、理事会・常議員会の報告が行われた。

吉田氏の話を熱心に聴く参加者

　当所は11月22日、第584回常議員会を開催した。
　常議員会では、役員・議員表彰規則による表彰、10月
度の会員入会について審議し、原案通り承認された。
　引き続き、10月の生命共済制度の加入状況、主たる活
動報告・行事予定、部会・委員会・女性会活動、主催事
業、後援事業等についての報告を行った。
◆役員・議員表彰規則による表彰

《退任議員表彰》前川 道隆氏（西部ガス興商㈱）

挨拶をする礒山会頭

11.15

第19回
出会い応援パーティ

経営支援グループ　TEL 092-441-2170 （女性会担当）

　福岡商工会議所女性会（会長＝森純子・㈱如水庵 取締役
副社長）は11月11日、福岡市内で『第19回出会い応援
パーティ』を開催。女性会員の紹介者を中心に男性16名、
女性16名、計32名が参加した。
　本事業は、結婚の意志はあるけれども、なかなか異性と
出会う機会がない男女に「出会いの場」を提供し、結婚を
応援する事を目的に年1回開催。約2時間の交流を通し、
今年は10組のカップルが誕生した。

会場では参加者同士、積極的な交流が行われた

11.11

第2回経営革新塾

経営支援グループ　TEL 092-441-1146

　当所は11月11日、12日、18日の3日間、経営革新塾
を開催。17名が参加した。
　当塾では、経営革新制度の概要説明をはじめ、経営分
析・競合分析等を行いながら、ビジネスモデルや資金計画
を作成するワークを実施。受講者にとって自社の強みやこ
れから進むべき方向性をじっくり考える実践的な内容で
あった。引き続き担当講師と共に当所経営指導員が、経営
革新計画の承認に向けて支援を行っていく。

自社のビジネスモデルを熟考する受講生

第582回常議員会、第218回臨時
議員総会、第583回常議員会

総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

　当所は11月8日、第582回常議員会、第218回臨時議
員総会、第583回常議員会を開催した（※議事についての詳細は
4頁参照）。
　なお、臨時議員総会の議事終了後、退任議員表彰及び
永年勤続議員表彰、並びに日本商工会議所退任議員表彰
の伝達を執り行った。
　被表彰者は次の通り。

《福商・日商退任議員表彰》
大賀 研一氏（10年1か月）、末松 修氏（6年1か月）

《福商退任議員表彰》
岩田 忠征氏（9年）、中村 泰二郎氏（9年）

《福商永年勤続議員表彰》
麻生 敏雄氏（15年）、石坂 博史氏（15年）、坂野 義政氏

（15年）、楢木 隆氏（15年）

11.8 第584回常議員会

総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

11.2211.11・
12・18
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（株）LANDY

Paw  Plus

ツバコー九州（株）

（株）パワー・オプティマイザー

（株）ワークショップ

キャリアロード（株）  福岡営業所

（株）FUSAYOSHI

桜こまち

クリーンネット・AD

Office  Ishida

WILLBE21（株）

（株）ビズリーチ  福岡オフィス

濃厚担担麺  博多  昊（そら）

エフエスラボ（株）

スッキリ堂

村田佑樹税務会計事務所

もりの木整骨院

ロードランナー（株）

La  poche

ネクストモデルカレッジ

エーステクノロジー（株）

LUCTヒューマンサービス（株）

4PSDエイジェンシー

DONABEANN

（同）ラルゴ

（株）チニアシ

行政書士・海事代理士事務所  オフィスナオ

Berry  Bridal

雑貨、日用品卸

ペットサービス（薬膳入りのペットフード製造・販売）

伝動機器用品、産業機械等の販売

電力等に関するコンサルティング業務

自動車整備業を活性化するコンサルティング

人材派遣業

食品の卸

和装品、呉服小売

自動ドア装置販売、修理、保守

ダイヤモンド工具販売

コンサル事業（国内、国外への販路拡大支援）

インターネットを活用したサービス事業

飲食業

食品CRO事業（臨床試験）

企業向けストレスマネジメントセミナー

企業の税務顧問及びセカンドオピニオン業務

整骨院

広告代理業

ウェディングプロデュース業

芸能・モデルスクール

ソフトウェア開発

訪問介護事業

企業活性塾主宰

とりめし販売

介護福祉事業（委宅介護支援事業）

Webサイト企画・制作

就労ビザ申請、行政・民事・陸海手続き支援

ブライダル事業（ブライダルカウンター）

福岡市東区多の津5-23-18

福岡市東区若宮5-4-13

福岡市博多区博多駅前1-4-4  JPR博多ビル9階

福岡市博多区博多駅東1-11-15  博多駅東口ビル503

福岡市博多区博多駅東1-12-17

福岡市博多区下呉服町1-1  日通ビル1階

福岡市博多区下呉服町8-17

福岡市博多区銀天町1-6-16

福岡市博多区那珂3-19-1-103

福岡市博多区諸岡5-27-5-503

福岡市博多区麦野4-38-20  ボンエコービル301

福岡市中央区西中洲12-33  福岡大同生命ビル12052号

福岡市中央区春吉1-7-21-1F

福岡市中央区春吉2-1-11

福岡市中央区春吉3-24-6-601

福岡市中央区渡辺通5-23-2  東急ドエルアルス天神604

福岡市中央区警固1-1-24  KEGO124テラス4-A

福岡市中央区薬院2-6-22-303

福岡市中央区薬院2-4-27-401

福岡市中央区地行3-15-1-506

福岡市南区大橋1-20-19  朝日ビル大橋603

福岡市南区老司3-42-3

福岡市城南区別府団地  アーベイン・ルネス別府5-501

福岡市城南区樋井川5-33-5

福岡市城南区七隈4-13-28-105

福岡市早良区室見2-16-20  パナムコート室見801

福岡市西区姪の浜4-1-3  ロワールマンション姪浜304

福岡市西区福重4-20-12-305

雑貨品・日用品卸販売輸出

薬膳を土台にしたペットレトルトフードの製造・販売

当社は工場設備および動力伝導部品を扱う専門商社です

国の助成で開発したAI電力サービスで福岡の活性化に貢献します

店づくり、人づくり、客づくりにて集客促進・収益向上を支援します

当社の強みを最大限に活かした人材サービスを提供します！

イタリア食材の卸し、自社で栽培した野菜の販売を行っています

きもの丸洗い（京洗い）3000円。リサイクルきものも取り扱っています

とにかくご連絡ください！安心安全スマートな作業をお約束します

ダイヤモンド工具のことなら何でもご相談ください。砥石・宝飾も

良い商品を開発しても販路を拡大できない企業の支援をします

新卒採用から中途採用まで企業の採用を幅広くサポートします

たっぷり胡麻でクリーミーなスープと三つの辛みで至福の一杯

健康食品・保健機能食品の臨床試験を受託します

企業向けメンタルヘルス対策のセミナーを行っています

お金を殖やし、残していくための仕組みや考え方をお伝えします

ちょっとした痛み・外傷に強く、キッズスペースも設置しています

Webマーケティングにおける、広告や制作のご相談はおまかせください

結婚準備にかかわる全てをサポート＆プロデュースします

モデルレッスンを通しマナーや表現力が学べるスクールです

医療系ソフト開発・導入はお任せください

訪問介護シュガータイムで事業を行っています

激変期、利益率向上への思考改革を元外資系社長が実践力でお手伝い

安心安全自然いっぱい添加物なしの土鍋とりめし

介護相談・代行申請・状態状況に適したサービスを提供します

大手通販サイト食品ランキング1位獲得！飲食店HPお任せください

事業と暮らしの困りごと、解決への糸口を！SNSも元気に稼働！

レストラン・神社仏閣等での出張着付け・ヘアメイクのプロデュース

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-622-7818

092-207-3100

092-260-1681

092-600-1187

050-3704-3535

092-263-8712

092-409-4442

092-231-8716

080-6465-1173

092-584-0508

092-710-0337

092-406-8370

092-409-7173

050-5316-4796

090-7391-6080

092-406-7975

092-753-9960

092-753-6421

092-288-8295

092-725-9212

092-557-8177

092-515-0830

092-231-9466

090-1349-7650

092-210-8248

092-407-2393

092-215-4449

092-881-3797

西
区

糸
島
市

糟
屋
郡
北
九
州
市
熊
本
県

神
奈
川
県

（株）OJフードサービス

糸島ラーメンゆうゆう

九州サン建設（有）

（株）ワードシステム  北九州支店

ファイアースポット

（株）ファームオリンピア

（株）いーふらん

飲食（フードコート・喫茶店珈琲館の運営）

ラーメン店

建築全般

ソフトウェア事業

接遇、マナー教育コンサルタント

農産物の生産、加工、販売並びに輸出入

古物商買取店「おたからや」の運営

福岡市西区西都1-9-4  アメニティ九大学研都市駅前101号

糸島市前原中央3-20-19

糟屋郡宇美町障子岳南1-1-41

北九州市小倉北区紺屋町12-4  三井生命北九州小倉ビル6階

熊本県熊本市東区小山5-1-53

熊本県熊本市中央区国府4-3-18

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-2  横浜鶴屋町ビル7階

SC内フードコートでレストラン品質の商品を提供します

地元の食材を活かしたラーメン店です

創業30年、日本全国テント工事の設置およびリフォーム全般業務をしています

システム開発を中心に活動するソリューション企業です

接遇コミュニケーションのていねいな支援をモットーに20年のキャリア

特別栽培の温州みかんやストレートジュースをお届けします

エコロジーへの志！買取専門おたからやフランチャイズ加盟店募集

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-805-5025

092-332-8816

092-933-4020

093-512-6146

096-389-2712

096-371-3684

045-342-5618

土木公共工事積算

中小企業診断士（経営コンサルタント）

有料職業紹介業

広告、販促企画

海運業

ファイナンシャルプランナー（FP）業務

民泊業界の健全な普及活動

飲食の提供

住宅建築リフォーム

飲食店

総合人材サービス

飲食業

こはる積算事務所

まつしろ中小企業診断士事務所

Arrow・Up（株）

レジリエント・パートナーズ（同）

イーキューワールドワイド（株）  福岡事務所

（有）フックト～ン

一般社団法人 九州民泊協会

（株）UP

（株）未来フォワード

黒岩家

（株）アイデム  福岡営業所

和心家  一分

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

経営コンサルティング業

税理士業務

授業・研修等の設計・実施

診療所

大規模修繕工事

ビル、店舗、住宅、お墓等の清掃及び管理に関する事業

会計・税務顧問

インターネットに特化した広告代理店業・広告制作業

配管設備工事

地質調査

冠婚葬祭の取扱代理店業

レントスマネジメント（株）

渡邉総合会計事務所

PLAce（株）

（医）兎月会

（株）安河内工業

（株）One ness

小菅公認会計士・税理士事務所

（株）KIZUNA

松本設備工業

（有）石井調査設計

（株）シーベル

中
央
区

南
区

早
良
区

西
区

営業内容／事業所名

動機づけ及び人間関係構築支援

アウトソーシング事業

バス用ワンマン機器卸売小売

インターネット関連事業

飲食店

飲食店

宝飾品卸・小売

エステティックサロン

不動産販売

税理士業務（各種申告、届出等）

コンサルティング業務

企画デザイン

福岡リシエ（株）

（株）ニップス

（株）井浦商会

エイト（株）

猫に鰹節

串揚げと季節のお料理  さとう

（有）イメルダ

エー・エイチ・シー（株）

リアリティマネージメント（株）

田辺俊介税理士事務所

ゆうきFAS九州（株）

（株）トンカチ

営業内容／事業所名

博
多
区

中
央
区

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？

新規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

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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中
央
区

東
区

博
多
区

南
区

城
南
区

西
区

早
良
区

（株）LANDY

Paw  Plus

ツバコー九州（株）

（株）パワー・オプティマイザー

（株）ワークショップ

キャリアロード（株）  福岡営業所

（株）FUSAYOSHI

桜こまち

クリーンネット・AD

Office  Ishida

WILLBE21（株）

（株）ビズリーチ  福岡オフィス

濃厚担担麺  博多  昊（そら）

エフエスラボ（株）

スッキリ堂

村田佑樹税務会計事務所

もりの木整骨院

ロードランナー（株）

La  poche

ネクストモデルカレッジ

エーステクノロジー（株）

LUCTヒューマンサービス（株）

4PSDエイジェンシー

DONABEANN

（同）ラルゴ

（株）チニアシ

行政書士・海事代理士事務所  オフィスナオ

Berry  Bridal

雑貨、日用品卸

ペットサービス（薬膳入りのペットフード製造・販売）

伝動機器用品、産業機械等の販売

電力等に関するコンサルティング業務

自動車整備業を活性化するコンサルティング

人材派遣業

食品の卸

和装品、呉服小売

自動ドア装置販売、修理、保守

ダイヤモンド工具販売

コンサル事業（国内、国外への販路拡大支援）

インターネットを活用したサービス事業

飲食業

食品CRO事業（臨床試験）

企業向けストレスマネジメントセミナー

企業の税務顧問及びセカンドオピニオン業務

整骨院

広告代理業

ウェディングプロデュース業

芸能・モデルスクール

ソフトウェア開発

訪問介護事業

企業活性塾主宰

とりめし販売

介護福祉事業（委宅介護支援事業）

Webサイト企画・制作

就労ビザ申請、行政・民事・陸海手続き支援

ブライダル事業（ブライダルカウンター）

福岡市東区多の津5-23-18

福岡市東区若宮5-4-13

福岡市博多区博多駅前1-4-4  JPR博多ビル9階

福岡市博多区博多駅東1-11-15  博多駅東口ビル503

福岡市博多区博多駅東1-12-17

福岡市博多区下呉服町1-1  日通ビル1階

福岡市博多区下呉服町8-17

福岡市博多区銀天町1-6-16

福岡市博多区那珂3-19-1-103

福岡市博多区諸岡5-27-5-503

福岡市博多区麦野4-38-20  ボンエコービル301

福岡市中央区西中洲12-33  福岡大同生命ビル12052号

福岡市中央区春吉1-7-21-1F

福岡市中央区春吉2-1-11

福岡市中央区春吉3-24-6-601

福岡市中央区渡辺通5-23-2  東急ドエルアルス天神604

福岡市中央区警固1-1-24  KEGO124テラス4-A

福岡市中央区薬院2-6-22-303

福岡市中央区薬院2-4-27-401

福岡市中央区地行3-15-1-506

福岡市南区大橋1-20-19  朝日ビル大橋603

福岡市南区老司3-42-3

福岡市城南区別府団地  アーベイン・ルネス別府5-501

福岡市城南区樋井川5-33-5

福岡市城南区七隈4-13-28-105

福岡市早良区室見2-16-20  パナムコート室見801

福岡市西区姪の浜4-1-3  ロワールマンション姪浜304

福岡市西区福重4-20-12-305

雑貨品・日用品卸販売輸出

薬膳を土台にしたペットレトルトフードの製造・販売

当社は工場設備および動力伝導部品を扱う専門商社です

国の助成で開発したAI電力サービスで福岡の活性化に貢献します

店づくり、人づくり、客づくりにて集客促進・収益向上を支援します

当社の強みを最大限に活かした人材サービスを提供します！

イタリア食材の卸し、自社で栽培した野菜の販売を行っています

きもの丸洗い（京洗い）3000円。リサイクルきものも取り扱っています

とにかくご連絡ください！安心安全スマートな作業をお約束します

ダイヤモンド工具のことなら何でもご相談ください。砥石・宝飾も

良い商品を開発しても販路を拡大できない企業の支援をします

新卒採用から中途採用まで企業の採用を幅広くサポートします

たっぷり胡麻でクリーミーなスープと三つの辛みで至福の一杯

健康食品・保健機能食品の臨床試験を受託します

企業向けメンタルヘルス対策のセミナーを行っています

お金を殖やし、残していくための仕組みや考え方をお伝えします

ちょっとした痛み・外傷に強く、キッズスペースも設置しています

Webマーケティングにおける、広告や制作のご相談はおまかせください

結婚準備にかかわる全てをサポート＆プロデュースします

モデルレッスンを通しマナーや表現力が学べるスクールです

医療系ソフト開発・導入はお任せください

訪問介護シュガータイムで事業を行っています

激変期、利益率向上への思考改革を元外資系社長が実践力でお手伝い

安心安全自然いっぱい添加物なしの土鍋とりめし

介護相談・代行申請・状態状況に適したサービスを提供します

大手通販サイト食品ランキング1位獲得！飲食店HPお任せください

事業と暮らしの困りごと、解決への糸口を！SNSも元気に稼働！

レストラン・神社仏閣等での出張着付け・ヘアメイクのプロデュース

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-622-7818

092-207-3100

092-260-1681

092-600-1187

050-3704-3535

092-263-8712

092-409-4442

092-231-8716

080-6465-1173

092-584-0508

092-710-0337

092-406-8370

092-409-7173

050-5316-4796

090-7391-6080

092-406-7975

092-753-9960

092-753-6421

092-288-8295

092-725-9212

092-557-8177

092-515-0830

092-231-9466

090-1349-7650

092-210-8248

092-407-2393

092-215-4449

092-881-3797

西
区

糸
島
市

糟
屋
郡
北
九
州
市
熊
本
県

神
奈
川
県

（株）OJフードサービス

糸島ラーメンゆうゆう

九州サン建設（有）

（株）ワードシステム  北九州支店

ファイアースポット

（株）ファームオリンピア

（株）いーふらん

飲食（フードコート・喫茶店珈琲館の運営）

ラーメン店

建築全般

ソフトウェア事業

接遇、マナー教育コンサルタント

農産物の生産、加工、販売並びに輸出入

古物商買取店「おたからや」の運営

福岡市西区西都1-9-4  アメニティ九大学研都市駅前101号

糸島市前原中央3-20-19

糟屋郡宇美町障子岳南1-1-41

北九州市小倉北区紺屋町12-4  三井生命北九州小倉ビル6階

熊本県熊本市東区小山5-1-53

熊本県熊本市中央区国府4-3-18

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-2  横浜鶴屋町ビル7階

SC内フードコートでレストラン品質の商品を提供します

地元の食材を活かしたラーメン店です

創業30年、日本全国テント工事の設置およびリフォーム全般業務をしています

システム開発を中心に活動するソリューション企業です

接遇コミュニケーションのていねいな支援をモットーに20年のキャリア

特別栽培の温州みかんやストレートジュースをお届けします

エコロジーへの志！買取専門おたからやフランチャイズ加盟店募集

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-805-5025

092-332-8816

092-933-4020

093-512-6146

096-389-2712

096-371-3684

045-342-5618

土木公共工事積算

中小企業診断士（経営コンサルタント）

有料職業紹介業

広告、販促企画

海運業

ファイナンシャルプランナー（FP）業務

民泊業界の健全な普及活動

飲食の提供

住宅建築リフォーム

飲食店

総合人材サービス

飲食業

こはる積算事務所

まつしろ中小企業診断士事務所

Arrow・Up（株）

レジリエント・パートナーズ（同）

イーキューワールドワイド（株）  福岡事務所

（有）フックト～ン

一般社団法人 九州民泊協会

（株）UP

（株）未来フォワード

黒岩家

（株）アイデム  福岡営業所

和心家  一分

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

経営コンサルティング業

税理士業務

授業・研修等の設計・実施

診療所

大規模修繕工事

ビル、店舗、住宅、お墓等の清掃及び管理に関する事業

会計・税務顧問

インターネットに特化した広告代理店業・広告制作業

配管設備工事

地質調査

冠婚葬祭の取扱代理店業

レントスマネジメント（株）

渡邉総合会計事務所

PLAce（株）

（医）兎月会

（株）安河内工業

（株）One ness

小菅公認会計士・税理士事務所

（株）KIZUNA

松本設備工業

（有）石井調査設計

（株）シーベル

中
央
区

南
区

早
良
区

西
区

営業内容／事業所名

動機づけ及び人間関係構築支援

アウトソーシング事業

バス用ワンマン機器卸売小売

インターネット関連事業

飲食店

飲食店

宝飾品卸・小売

エステティックサロン

不動産販売

税理士業務（各種申告、届出等）

コンサルティング業務

企画デザイン

福岡リシエ（株）

（株）ニップス

（株）井浦商会

エイト（株）

猫に鰹節

串揚げと季節のお料理  さとう

（有）イメルダ

エー・エイチ・シー（株）

リアリティマネージメント（株）

田辺俊介税理士事務所

ゆうきFAS九州（株）

（株）トンカチ

営業内容／事業所名

博
多
区

中
央
区

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？

新規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

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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福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士
安東 翔太

法律 &A
専門家に聞く

　社員の求人を出したいのですが、
どのような規制がありますか？

1．労働条件の明示
　求人にあたって、最も重要な点が労働条
件の明示です。ハローワークや民間の職業

紹介事業者に求人の申込を行う場合には、必ず以下の項
目を明示しなければなりません。
①業務の内容
②労働契約の期間
③就業の場所
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の
有無、休憩時間及び休日
⑤賃金の額
⑥健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険、雇用保
険に関する事項
　これらの項目について、故意に虚偽の記載を行った場
合には罰則があります。また、求人の際の労働条件を後
に変更することは避けましょう。
　新聞や情報誌での広告、インターネットなどによる募
集に際しては、上記項目の記載の有無は自由です。ただ
し、業務内容や労働条件について応募者に誤解を生じさ
せないように的確な表示に努めなければなりません。

2．性別の限定
　労働者の募集、採用において性別を理由とする差別を
行うことは禁止されています。例えば、募集対象を一方
の性のみにしたり一方を優先したりすること、性別で採
用の条件を異なるものとすること等は違法です。「男性5
名、女性5名を採用」という募集は適法に思えますがこ
れも問題です。「男女10名を採用」という募集にすべきで
しょう。

　芸能関係や危険有害業務など、業務上一方の性でな
ければならない職業の場合は、限定することも認められ
ますが、単に一方の性に適している、一方の性が多い職
業であるというだけでは限定は認められません。

3．年齢の限定
　労働者の募集・採用にあたって年齢制限を設けること
はできません。求人広告に「年齢不問」と書いていても、
年齢を理由に応募を断ったり、採否を決定することは違
法です。
　期間の定めのない労働契約を締結するため「定年以
下」を募集すること、長期勤続によるキャリア形成のため
若年者等を募集すること等は認められていますが、例外
は限られています。

4．おわりに
　募集・採用にはこの他にも様々な規定があります。
　福岡県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）を実施しております。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

社員の求人を出す際の注意点社員の求人を出す際の注意点

男性5名、
女性5名を採用

男女10名を
採用
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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
安東 翔太

法律 &A
専門家に聞く

　社員の求人を出したいのですが、
どのような規制がありますか？

1．労働条件の明示
　求人にあたって、最も重要な点が労働条
件の明示です。ハローワークや民間の職業

紹介事業者に求人の申込を行う場合には、必ず以下の項
目を明示しなければなりません。
①業務の内容
②労働契約の期間
③就業の場所
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の
有無、休憩時間及び休日
⑤賃金の額
⑥健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険、雇用保
険に関する事項
　これらの項目について、故意に虚偽の記載を行った場
合には罰則があります。また、求人の際の労働条件を後
に変更することは避けましょう。
　新聞や情報誌での広告、インターネットなどによる募
集に際しては、上記項目の記載の有無は自由です。ただ
し、業務内容や労働条件について応募者に誤解を生じさ
せないように的確な表示に努めなければなりません。

2．性別の限定
　労働者の募集、採用において性別を理由とする差別を
行うことは禁止されています。例えば、募集対象を一方
の性のみにしたり一方を優先したりすること、性別で採
用の条件を異なるものとすること等は違法です。「男性5
名、女性5名を採用」という募集は適法に思えますがこ
れも問題です。「男女10名を採用」という募集にすべきで
しょう。

　芸能関係や危険有害業務など、業務上一方の性でな
ければならない職業の場合は、限定することも認められ
ますが、単に一方の性に適している、一方の性が多い職
業であるというだけでは限定は認められません。

3．年齢の限定
　労働者の募集・採用にあたって年齢制限を設けること
はできません。求人広告に「年齢不問」と書いていても、
年齢を理由に応募を断ったり、採否を決定することは違
法です。
　期間の定めのない労働契約を締結するため「定年以
下」を募集すること、長期勤続によるキャリア形成のため
若年者等を募集すること等は認められていますが、例外
は限られています。

4．おわりに
　募集・採用にはこの他にも様々な規定があります。
　福岡県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）を実施しております。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

社員の求人を出す際の注意点社員の求人を出す際の注意点

男性5名、
女性5名を採用

男女10名を
採用

福岡県社会保険労務士会
挽地 奈津子

労務 &A
専門家に聞く

無期転換ルールの実務対応無期転換ルールの実務対応

　平成30年4月に無期転換権行使
の時期が到来すると言われています
が、会社としてはどうすればよいの
でしょうか。

　無期転換ルールとは、平成25年4月に
施行された改正労働契約法により、有期労
働契約が反復更新されて通算5年を超えた

ときに、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労
働契約（無期労働契約）に転換されるルールです。

　では、無期転換の申し込みを受ける（無期転換行使時
期が到来する）までに検討、実施しておくべき対応につい
て、説明します。

1．有期労働契約者の就労・雇用管理の実態の確認
　まず、既存の有期契約労働者の就労実態として、人
数、従事している職務内容、所定労働時間、契約期間、
勤続年数、今後の働き方やキャリアに対する考え方、正
社員と比較した場合の諸手当、福利厚生の付与状況等
を確認します。
　これらの事項を確認することにより、現在雇用してい
る有期労働契約者が担っている役割や、無期転換申込
権の発生時期を把握することができ、会社として、検討
すべき課題が明らかになります。

2．無期転換後の労働条件の検討
　無期転換労働者の労働条件は、正社員と全く同一に
なるわけではなく、原則として、これまでと同一の労働
条件が引き継がれることになります。
　他方で、中長期的な人材活用、無期転換労働者のモ
チベーション向上といった観点から、無期転換労働者の
労働条件を積極的に見直していくことも考えられます。
当該検討は、賃金、賞与、退職金、勤務地、職種等そ
の他人事制度設計全体の在り方との兼ね合いを踏まえて
行う必要がありますので、相応の検討時間を要すること
が想定されます。

3．就業規則の改定
　注意して頂きたいのは、既存の正社員就業規則におい
て、例えば、「本就業規則の適用対象となる正社員とは
期間の定めのない労働契約を締結した者をいう。」と定義
していた場合、無期転換労働者も当該定義に含まれる
為、既存の正社員就業規則が無期転換労働者にも適用
されることとなり、労働条件が正社員と同一になるとの
結論を招きかねません。また、有期契約労働者と同一の
就業規則を適用する場合、「定年」に関する定めが存在し
ないため、文字どおり「終身雇用」になるとの結論を招く
可能性も否定できません。これらの事態を回避するため
には、就業規則の改定を行う必要があります。

4．継続雇用の高齢者に関する無期転換の特例対応
　定年後、引き続いて雇用される有期雇用労働者（継続
雇用の高齢者）については、適切な雇用管理に関する計
画書を作成し、都道府県労働局長の認定（第二種計画認
定）を受けた場合、無期転換の申込権が発生しない、と
いう特例が認められています。

　この他にも、雇止めを検討している場合など、労使紛争
防止のためには、法令を理解し、適切かつ慎重な対応が求
められます。詳しくは社会保険労務士にご相談ください。

A

Q

※平成25（2013）年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象です
（図表の引用元：「厚生労働省　有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」）

1年
の場合

契約期間 5年
無期労働

契約

期間中に
申込をした場合無期転換

 申込権発生！

転換更新

1年 1年 1年 1年 1年 1年
更新更新更新更新締結または更新

3年
の場合

契約期間 5年
無期労働

契約

期間中に
申込をした場合無期転換

 申込権発生！

転換

3年 3年
更新締結または更新
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お問い合わせ
福岡県警察本部生活安全総務課（防犯）
福岡県警察本部交通企画課（交通安全）
TEL 092-641-4141

情報室危機管理

年末年始における特別警戒活動実施中！
（12月1日から翌年1月3日までの間）
　人の動きや消費・物流が活発となる年末年始は、犯罪・事
故の発生が懸念されます。ここでは、年末年始、皆さんに特
に注意していただきたい性犯罪、ニセ電話詐欺、強盗、飲酒
運転について、予防ポイントを掲載します。

【性犯罪】
■県内の性犯罪の認知件数（平成29年9月末）

■防犯ポイント
•夜道を歩くときは、時々後ろを振り向くなどして、周囲
を警戒していることをアピールする。
•スマホを扱いながらの「ながら歩き」をしない。
•帰宅して玄関ドアを開けるときは、周囲を見回し、自宅
に入ったらすぐに鍵をかける。

【ニセ電話詐欺】
　オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺が多発しています。
■県内のニセ電話詐欺の発生状況（平成29年9月末）

■防犯ポイント
•電話でお金の話が出た時は、全て詐欺と思い、必ず家族

や警察に相談する。
•家族で合言葉を決めておく。
•ニセ電話防止機器や留守番電話機能を活用する。
•ATMを操作して、還付金が振り込まれることはない。

【強盗】
　県内の強盗事件の認知件数は、平成29年9月末で62件（前
年同期比－2件）発生しています。年末年始は、金融機関やコンビ
ニなどを狙った強盗事件の発生が予想されます。
■店舗の皆様へ ～ 防犯ポイント
•来店者に対する挨拶や声かけを徹底する。
•複数での勤務を行う。
•防犯カメラ、通報装置、消火器その他の防犯設備機器を
効果的に設置し、活用できるよう訓練しておく。

•レジ内に多額の現金を置かない。

【飲酒運転】
　福岡県内では、飲酒運転による交通事故が多数発生してお
り、飲酒の機会が増える年末年始は特に注意が必要です。
■福岡県内の飲酒運転による交通事故発生件数
平成28年中：158件（前年比＋2件）全国ワースト8位
平成29年9月末：96件（前年同期比－20件）全国ワースト10位

■飲酒運転撲滅のためのポイント
•家族や職場の同僚などで飲酒運転防止の呼びかけを行う。
•ふらつきながら走る車両を見かけたり、お酒に酔った様
子の人が運転席に乗り込もうとするのを見たりしたとき
は、110番通報する。

年末年始における犯罪及び事故の防止対策
一人一人の心がけで、犯罪や事故の被害を減らしましょう

罪種
性犯罪　　　　　

　　強姦
　　強制わいせつ

認知件数
290件
  58件
232件

前年同期比
－27件
＋13件
－40件

平成29年
前年同期比

認知件数
  　447件
  ＋195件

被害額
　  約7億8,000万円  
   ＋約2億9,000万円  

性犯罪被害
防止のための
情報はこちら
（福岡県警察HP）

防犯アプリ
「みまもっち」
ダウンロード

性犯罪防止
対策動画

＊記帳等に関するやり方等の指導を行うものです。
　申告や決算の代行・具体的な金額の算出等を行うものではございません。 

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

経理や記帳がよく分から
ないので、教えてほしい。

経理事務を自力で
できるようになりたい。

記帳指導員（福岡税務相談所指導員、税理士等）が無料で記帳・税務等の指導をいたします。

お申し込みはこちら➡

申 込
①当所ホームページより申込書をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。
②お申込み後、支援開始まで2週間ほどお時間を頂きます。
③申込書原本は、初回指導日に、記帳指導員へ直接お渡しください。

対象者
・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
・3回以上指導を受けて頂ける方 ※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」

　 「その他製造業等は20人以下」

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146
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お問い合わせ
福岡県警察本部生活安全総務課（防犯）
福岡県警察本部交通企画課（交通安全）
TEL 092-641-4141

情報室危機管理

年末年始における特別警戒活動実施中！
（12月1日から翌年1月3日までの間）
　人の動きや消費・物流が活発となる年末年始は、犯罪・事
故の発生が懸念されます。ここでは、年末年始、皆さんに特
に注意していただきたい性犯罪、ニセ電話詐欺、強盗、飲酒
運転について、予防ポイントを掲載します。

【性犯罪】
■県内の性犯罪の認知件数（平成29年9月末）

■防犯ポイント
•夜道を歩くときは、時々後ろを振り向くなどして、周囲
を警戒していることをアピールする。

•スマホを扱いながらの「ながら歩き」をしない。
•帰宅して玄関ドアを開けるときは、周囲を見回し、自宅
に入ったらすぐに鍵をかける。

【ニセ電話詐欺】
　オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺が多発しています。
■県内のニセ電話詐欺の発生状況（平成29年9月末）

■防犯ポイント
•電話でお金の話が出た時は、全て詐欺と思い、必ず家族

や警察に相談する。
•家族で合言葉を決めておく。
•ニセ電話防止機器や留守番電話機能を活用する。
•ATMを操作して、還付金が振り込まれることはない。

【強盗】
　県内の強盗事件の認知件数は、平成29年9月末で62件（前
年同期比－2件）発生しています。年末年始は、金融機関やコンビ
ニなどを狙った強盗事件の発生が予想されます。
■店舗の皆様へ ～ 防犯ポイント
•来店者に対する挨拶や声かけを徹底する。
•複数での勤務を行う。
•防犯カメラ、通報装置、消火器その他の防犯設備機器を
効果的に設置し、活用できるよう訓練しておく。

•レジ内に多額の現金を置かない。

【飲酒運転】
　福岡県内では、飲酒運転による交通事故が多数発生してお
り、飲酒の機会が増える年末年始は特に注意が必要です。
■福岡県内の飲酒運転による交通事故発生件数
平成28年中：158件（前年比＋2件）全国ワースト8位
平成29年9月末：96件（前年同期比－20件）全国ワースト10位

■飲酒運転撲滅のためのポイント
•家族や職場の同僚などで飲酒運転防止の呼びかけを行う。
•ふらつきながら走る車両を見かけたり、お酒に酔った様
子の人が運転席に乗り込もうとするのを見たりしたとき
は、110番通報する。

年末年始における犯罪及び事故の防止対策
一人一人の心がけで、犯罪や事故の被害を減らしましょう

罪種
性犯罪　　　　　

　　強姦
　　強制わいせつ

認知件数
290件
  58件
232件

前年同期比
－27件
＋13件
－40件

平成29年
前年同期比

認知件数
  　447件
  ＋195件

被害額
　  約7億8,000万円  
   ＋約2億9,000万円  

性犯罪被害
防止のための
情報はこちら
（福岡県警察HP）

防犯アプリ
「みまもっち」
ダウンロード

性犯罪防止
対策動画

＊記帳等に関するやり方等の指導を行うものです。
　申告や決算の代行・具体的な金額の算出等を行うものではございません。 

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

経理や記帳がよく分から
ないので、教えてほしい。

経理事務を自力で
できるようになりたい。

記帳指導員（福岡税務相談所指導員、税理士等）が無料で記帳・税務等の指導をいたします。

お申し込みはこちら➡

申 込
①当所ホームページより申込書をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。
②お申込み後、支援開始まで2週間ほどお時間を頂きます。
③申込書原本は、初回指導日に、記帳指導員へ直接お渡しください。

対象者
・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
・3回以上指導を受けて頂ける方 ※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」

　 「その他製造業等は20人以下」

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室　TEL 092-411-4578　FAX 092-411-4875
ホームページアドレス　http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/　または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

最低賃金改定のお知らせ 福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されます。

●これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金（1時間789円）が適用されます。　●最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労
働者等すべての労働者に適用されます。　●最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
●月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。　●派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

平成29年10月1日福岡県最低賃金

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

百貨店、総合スーパー

自動車（新車）小売業

1時間 789円

1時間 927円
1時間 881円
1時間 902円
1時間 846円
1時間 892円

効力発生日地域別最低賃金

平成29年12月10日

効力発生日特定最低賃金

【お問い合わせ】
福岡市就労支援課　TEL 092-711-4326

外国人雇用管理アドバイザーが
外国人雇用管理の相談を行います。

　「外国人の雇用管理について知り
たい」、「外国人を雇用したいが考慮
すべきことは何か」、「外国人を雇用
したいが、在留資格の手続き等がわ
からない」、「いま外国人を雇用して
いるが、雇用管理を改善したい」
等、外国人雇用に関するご相談に専
門のアドバイザーが応じます。
〈予約制・相談無料〉
【お問い合わせ】
・ハローワーク福岡中央3階
   TEL 092-712-8609(47#)
・福岡新卒応援ハローワーク留学生コーナー
   TEL 092-714-1556

介護をしながら働くための
『休日街かど相談』実施中！！

　福岡県では、介護と仕事の両立を
支援する『休日街かど相談』をイオ
ン下大利店で実施中です。
　家族が介護状態になってしまった
時のご相談等、社会保険労務士・ケ
アマネージャー・精神保健福祉士な
どが面談や電話で応じます。相談は
無料です。お気軽にご相談ください。

▶実施日時　各日 12:00～18:00
12 月 10 日、24 日、1 月 14 日、
28日、2月11日、25日、3月11日

【お問い合わせ】
麻生教育サービス㈱（委託先）
TEL 090-1519-3023
（平日・土日祝　9:00～17:00）

講演会「先生、がんになっても、
働けますか？」開催について

　がんは、日本人の 2 人に 1 人がか
かる疾患で、50代後半の死因の半数
を占めています。もし、がんと診断
されて長期治療が必要になったらど
うしますか？どのように仕事と治療
を両立していきますか？最近話題の
ピロリ菌検査などについても学び、
企業や社会全体でがん対策について
考えるための講演会です。
▶日時　1月17日（水）14:30～16:30
▶会場　レソラホール（レソラ天神5階）

▶内容
　⑴講演「胃がんとピロリ菌について」
　⑵パネルディスカッション
　　「治療と仕事の両立のために」
※詳細は折込みチラシをチェック
【お申し込み・お問い合わせ】
福岡市がん検診
普及啓発講演会事務局

（㈱アヴァンティ内）
TEL 092-724-3226

雇用保険の届出には必ずマイナ
ンバーの記載をお願いします！

　事業主は、雇用保険手続の届出に
併せてマイナンバーを届け出ること
が義務づけられています。
　マイナンバーの記載が義務である
ことを従業員にも説明していただ
き、取得をお願いします。
　また、届出には時間とコストをか
けずに 365 日いつでも申請可能な

「電子申請」をぜひご利用ください。
【お問い合わせ】

福岡労働局職業安定部　職業安定課雇用保険係
TEL 092-434-9803

ふくおか「働き方改革」推進企
業認定事業

　福岡市は、「働き方改革」に積極的
に取り組む市内企業を、「ふくおか

『働き方改革』推進企業」に認定する
事業を、11月1日に始めました。
　働き方改革により職場の環境が改
善されると、企業イメージや従業員
の満足度、モチベーションが高まり
ます。また、生産性向上や人材確保
にも効果があると考えられます。
　申込方法など詳細は、下記にお問い
合わせいただくか、福岡市ホームペー
ジ（ふくおか「働き方改革」推進企業認
定事業 で検索）をご覧ください。
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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10月〈2017.10〉

4月号より
リニューア

ル！！

項目がふ
えました！

！
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24 
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23 
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0.9
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0.6

▲0.9

3.0
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3.1
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22.5

4.2
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0.0

8.6

▲28.1

▲21.0

対前年同月比％（▲減）
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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（全国）（※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

1.52 

124,607 

80,637 

190 

―  

―  

4,629,027 

4,284,373 

859,248 

―  

1,468,900 

501,361 

7,639 

5,375 

―  

―  

10,831 

2,595,200 

474,972 

1,386,960 

10.9

8.7

▲3.1

▲6.9

―

―

3.6

2.6

1.8

―

3.4

16.6

26.6
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―

―

▲2.8

21.5

32.9

4.6

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

万人

台

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　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（九州経済圏）

　 〃　 　輸入（九州経済圏）

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

※この行事予定は平成29年12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。

行事予定福岡商工会議所の 2017.12/10 ---2018.1/9calendar
月 日 曜 開始 場　所件　　名

12

1

10日 第42回 ビジネス実務法務検定試験（1～3級）
【福商実務研修講座】組織に一体感をもたらす管
理職に求められる自立・協働スタンス開発研修

【福商ビジネス倶楽部】12月例会
ビジネスフェスティバル2017 part2
日商簿記検定試験3級土曜日講座（全6日間）
平成29年度 福岡商工会議所 議員忘年会
第34回 BATIC（国際会計検定）　
第23回 環境社会（eco検定）
第585回常議員会・第219回臨時議員総会
仕事納め
年末年始のお休み

〈12/29（金）～平成30年1/3（水）〉
仕事始め   
平成30年 新年祝賀会

各試験会場

12火 10:00 当所会議室

13水 18:30 当所会議室

16土 12:00

17日 各試験会場

各試験会場

27水

28木

4 木

10:30 当所会議室

5 金 12:00

㈱日税サービス
西日本セミナー室
ホテルニュー
オータニ博多

ホテルオークラ
福岡

10:30 当所会議室

お知らせ
福岡商工会議所事務局は、
12月29日（金）～平成30年１月３日（水）まで
年末年始につき休業いたします。
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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　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（九州経済圏）

　 〃　 　輸入（九州経済圏）

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

※この行事予定は平成29年12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。

行事予定福岡商工会議所の 2017.12/10 ---2018.1/9calendar
月 日 曜 開始 場　所件　　名

12

1

10日 第42回 ビジネス実務法務検定試験（1～3級）
【福商実務研修講座】組織に一体感をもたらす管
理職に求められる自立・協働スタンス開発研修

【福商ビジネス倶楽部】12月例会
ビジネスフェスティバル2017 part2
日商簿記検定試験3級土曜日講座（全6日間）
平成29年度 福岡商工会議所 議員忘年会
第34回 BATIC（国際会計検定）　
第23回 環境社会（eco検定）
第585回常議員会・第219回臨時議員総会
仕事納め
年末年始のお休み

〈12/29（金）～平成30年1/3（水）〉
仕事始め   
平成30年 新年祝賀会

各試験会場

12火 10:00 当所会議室

13水 18:30 当所会議室

16土 12:00

17日 各試験会場

各試験会場

27水

28木

4 木

10:30 当所会議室

5 金 12:00

㈱日税サービス
西日本セミナー室
ホテルニュー
オータニ博多

ホテルオークラ
福岡

10:30 当所会議室

お知らせ
福岡商工会議所事務局は、
12月29日（金）～平成30年１月３日（水）まで
年末年始につき休業いたします。

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

～取扱期間：平成30年3月30日まで～

PR

【受付期間】

【商品の特長】

平成30年3月30日（金）  保証協会受付分まで

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、疑似資本的な資金調達が可能となり、企業のさらなる成長・発展への取組を
応援する商品です！

「継続型短期保証BIG」のご案内「継続型短期保証BIG」のご案内

ご利用のメリット

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

最大5,000万円
の資金調達が
可能

概ね5年間の
継続的な短期
借入が可能

第三者
保証人は
原則不要

お問い合わせ／経営相談部　地域支援第一・第二グループ　TEL 092-441-2161、2162
URL：http://www.fukunet.or.jp

会員限定特別割引サービスのご案内

簿記初心者でもスムーズに会計処理ができるクラウド会計ソフト

　クラウド会計ソフトのひとつであるMFクラウド会計・確定申告は、金
融機関やクレジットカードの明細を自動的に取得し、自動仕訳、電子帳
簿の自動作成、さらに個人事業の場合、確定申告まで自動で行うことが
でき、会計業務を大幅に軽減します。
　さらに、リアルタイムで資金繰りなどの財務状況を把握できるため、「経
営の見える化」の実現と、経営分析・経営戦略の策定等に役立ちます。

従来の会計ソフトを使った場合

22時間
／月 4

約1/5に

短縮 時間
／月

MFクラウド会計を使った場合

会計業務にかかる時間を

※㈱マネーフォワード調べ

自動取得・自動仕訳機能で会計業務を約 1/5に短縮
自動レポート機能でタイムリーな経営情報を把握

一日あたりたったの26円で
お店の営業力をUPできます！！

個人事業主がベーシックプランを年間契約した場合の金額

Ａ：ベーシックプラン
（年間契約のみ）

【会計業務に特化したプラン】

Ｂ：バリューパックプラン
（月額契約のみ）

【　　　　　　  】会計業務に加え、その他
4つのサービス※をまとめたプラン

個人・法人共通 月額3,900円～
（利用者数による従量課金/税抜）

個人 年額8,800円（税抜）
法人  年額32,780円（税抜）

12か月の利用（有料課金）ごとに
2か月分の利用料無料クーポンを発行

新規契約時、契約更新時に
2か月分の利用料無料クーポンを発行

※その他4つのサービス ： 請求書作成、経費精算、給与計算、マイナンバー収集
＊A、Bプランの2か月分の利用料無料クーポンは、利用開始より13か月、14か月目に利用可能です。

こんな方
に

オススメ
！
・ 日々の記帳や経理の作業が面倒
・ 毎月の締め作業に時間がかかる
　➡自動取得・自動仕訳機能で会計業務を約1/5に短縮！
・ 確定申告するまで利益額がよくわからない
　➡経営状況はリアルタイムにグラフ化！
・ 請求書を手書きしている
　➡入力や郵送など作業の手間を大幅削減！

まずは無料で試したい！！

【31日間無料で使えるクーポンコード】
確定申告（個人事業主）➡ R7PJVKEYJ93M8X24
法人会計（法人）　　　➡ 7PPD6CQUATV643HZ

MFクラウド会計 検索
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生命共済制度
商工会議所会員様向け 福利厚生制度

●業務中、業務外を問わず、交通事故はもちろん
　不慮の事故・病気死亡にいたるまで24時間保障。

●掛金は、男性326円・女性269円から。
　 （15歳～35歳の1口掛金）

●当所独自の通院見舞金、結婚・出産・成人祝金も支給。

主な特色

さらに…

剰余は配当金として還元！（平成28年度実績58.68％）

12か月×58.68％＝約7か月分 負担が減少！！
※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金としてお支払いします。
※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
詳しくは URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/mutual/
その他、会員企業向け生命保険、損害保険もご紹介いたします。

期限までに、ご請求いただきませんとお支払できません !!!

〈ご注意〉 ①通院見舞金は事故発生日後の通院7日目が属する年度期間（4/1～3/31）の請求で1回限りお支払いしますが、入院給付金等ほかの給付金を受取られ
　　　　　 た場合にはお支払いできません。
　　　　 ②支給基準は、通院見舞金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
　　　　 ③見舞金・祝金請求の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
　　　　 ※見舞金・祝金請求書は期間内に当所必着でお手配ください。1日でも超えますと、給付金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度

ご請求はお済みですか？ 生命共済制度ご加入の事業所様は、
いま一度ご確認ください！

福岡商工会議所 生命共済制度

※保障内容詳細については、生命共済制度パンフレットおよび当所ホームページをご参照ください。

ご契約の死亡保険金額
死亡保険金額と同額
ご契約の特約保険金額
程度により特約保険金額の10～100％

1日につき、
特約保険金額100万円あたり1,500円

保障の範囲 保険金額・給付金額
死 亡 保 険 金
高度障がい保険金
災害死亡保険金
障 が い 給 付 金

入 院 給 付 金

主
契
約

特 
約

死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による

死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき

5日以上の入院（入院日数120日限度）

加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上
通院したとき （年1回1事故につき）
加入者が結婚（婚姻）したとき
加入者の子供が生まれたとき（加入者は男女問いません）
加入者が20歳になったとき

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金

結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円
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生命共済制度
商工会議所会員様向け 福利厚生制度

●業務中、業務外を問わず、交通事故はもちろん
　不慮の事故・病気死亡にいたるまで24時間保障。

●掛金は、男性326円・女性269円から。
　 （15歳～35歳の1口掛金）

●当所独自の通院見舞金、結婚・出産・成人祝金も支給。

主な特色

さらに…

剰余は配当金として還元！（平成28年度実績58.68％）

12か月×58.68％＝約7か月分 負担が減少！！
※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金としてお支払いします。
※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
詳しくは URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/mutual/
その他、会員企業向け生命保険、損害保険もご紹介いたします。

期限までに、ご請求いただきませんとお支払できません !!!

〈ご注意〉 ①通院見舞金は事故発生日後の通院7日目が属する年度期間（4/1～3/31）の請求で1回限りお支払いしますが、入院給付金等ほかの給付金を受取られ
　　　　　 た場合にはお支払いできません。
　　　　 ②支給基準は、通院見舞金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
　　　　 ③見舞金・祝金請求の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
　　　　 ※見舞金・祝金請求書は期間内に当所必着でお手配ください。1日でも超えますと、給付金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度

ご請求はお済みですか？ 生命共済制度ご加入の事業所様は、
いま一度ご確認ください！

福岡商工会議所 生命共済制度

※保障内容詳細については、生命共済制度パンフレットおよび当所ホームページをご参照ください。

ご契約の死亡保険金額
死亡保険金額と同額
ご契約の特約保険金額
程度により特約保険金額の10～100％

1日につき、
特約保険金額100万円あたり1,500円

保障の範囲 保険金額・給付金額
死 亡 保 険 金
高度障がい保険金
災害死亡保険金
障 が い 給 付 金

入 院 給 付 金

主
契
約

特 

約

死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による

死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき

5日以上の入院（入院日数120日限度）

加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上
通院したとき （年1回1事故につき）
加入者が結婚（婚姻）したとき
加入者の子供が生まれたとき（加入者は男女問いません）
加入者が20歳になったとき

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金

結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円

年末年始の貿易関係証明発給業務について

12月28日（木） 16時まで
にお持ち込みください。※1

貿易関係証明 発給業務 第一種特定原産地証明 発給業務

年末

1月4日（木） 9時より
業務を開始します。

年始

12月28日（木） 17時に
業務を終了させていただきます。※2

年末

1月4日（木） 9時より
業務を開始します。

年始

※1　平成29年12月29日（金）～平成30年1月3日（水）まで、年末年始につき休業いたします。
貿易関係証明事前確認をご希望の場合は、12月25日（月）までにご申請ください。

※2　平成29年12月29日（金）～平成30年1月3日（水）まで、発給システムを停止いたします。停止期間中、発給システムにはアクセスできません。
予めご了承ください。
年内に、第一種特定原産地証明書の交付をご希望の場合は、12月21日（木）までに判定依頼を、12月26日（火）までに発給申請をお願い
いたします。なお、システムを通じて上記日時までに判定・発給依頼をいただいても、必要な書類の提出がない場合や、申請内容に不備
があった場合は、年内の判定・発給ができません。

日本政策金融公庫による融資／経営指導によるサポート体制

担保不要 運転  OK資
金 設備  OK資

金保証人不要低 金 利

マル経資金
小規模事業者※の経営改善のための資金 ※従業員 20 名（商業・サービス業 5 名）以下

2000万円
融
資
限
度
額 最長10年以内

返
済
期
間

設備資金

（運転資金の場合は最長7年以内）

本制度は、経営を改善しようとしている小規模事業者などに低利・無担保・無保証人
という有利な条件で貸付を行う国の制度です。お申し込みは、決算書（2期分）・残高試
算表・借入返済表をお持ちになり、商工会議所の窓口へお越しください。

福岡市内で1 年以上事業を営んでいること、所得税・法人税等納付税額を完納していること、商工会議所の経営指導を6か月前から受けていること等お申し込みには要件があります。
詳細はお問い合わせください。 ※ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。

（平成29年11月10日現在）

金利

年1.11％

お問い合わせ／経営相談部　東・博多・南区の事業所の方　TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　　　 中央・城南・早良・西区の事業所の方　TEL 092-441-2162

市内商店街等の団体で10％～20％のプレミアムが
付いた地域商品券が発行されます。地域商品券は、
発行団体内店舗（一部除く）で利用可能です。是非
お近くの商店街等でお買い求めください。各団体
の発行状況については、ホームページ等でお知ら
せしてまいりますのでご確認ください。

プレミアム付き
地域商品券

12月
1月 12月8日～1月9日までに発行予定の団体（平成29年11月21日時点）

※なお、販売の詳細や販売状況については、各発行商店街等団体にお問い合わせください。

5,000冊

販売
継続中

10,000円で12,000円相当（500円券×24枚） 
TEL 092-281-6223

上川端商店街振興組合・
川端中央商店街振興組合
販売期間：7月1日（土）～12月31日（日）

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

10,000円で12,000円相当（500円券×24枚） 
TEL 092-741-8331

新天町商店街商業協同組合
販売期間：平成30年1月2日（火）40,000冊
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NO.53 2018年1月17日（水）10:00～17:00 NO.54 2018年1月25日（木）10:00～17:00

明日から円滑！ 伝わる話し方講座

㈱就面　松田剛次氏

〈コミュニケーション〉
1.「押しつけ・自慢・思い込み」になって
いませんか？／2.画像伝言ワーク①／3.

「わかりづらい」の共通点／4.「わかりやす
い」の共通点　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

追加講座 2018年2月27日（火）10:00～17:00

もうすぐ２年目！ 直前講座～尊敬される先輩、
仕事のできる先輩になろう！～

ハートリンク　阿部紀子氏

〈新入社員向け〉
1.問題解決力を身につければ、飛躍でき
る／2.目標を持ち、夢を叶える豊かな人
生を送ろう／3.今、本当に自立をしてま
すます活躍しよう／4.効率的な仕事をす
るためのスキル　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

仕事ができる人になる「報・連・相」
徹底トレーニング

㈱ソフィアパートナーズ　増谷淳子氏

〈若手社員向け〉
1.仕事ができる人とは／2.よい人間関係を
つくることがコミュニケーションの第一歩
／3.体験学習により、相手（上司や後輩）の
気持ちを理解する／4.相手を理解すること
でコミュニケーション力がアップする　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

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/

※受付開始は、開催日の2か月前を予定しています。詳細につきましては、当所ホームページでご確認ください。
※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。

全日程共通　■会場／403会議室　■開始時間／14:00～（受付開始 13:30）　 ■定員／60名

　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

労務トラブル対策＆助成金活用セミナー
～増加する労働トラブルへの備えと知って得する助成金～

1月25日㈭

講師：社会保険労務士法人 かぜよみ　代表社労士　肥海 聡芝氏
　　　社会保険労務士法人 かぜよみ　　　社労士　藤原 幸生氏

ブラック企業と呼ばれないために
～過労、メンタル、パワハラを防ぐ、実践的労務管理の手法～

2月23日㈮

講師：明倫国際法律事務所  代表弁護士　 田中 雅敏氏

備えは
万全ですか？

安全配慮
義務

事業継続
（BCP）

健康経営

人材確保

福利厚生

●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

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！

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。

福商実務研修講座 SEMINAR

各講座
共通

2018年度　開催講座（予定）

4/5（木）・6（金） 新入社員基礎講座2018
4/9（月）・10（火） 新入社員・若手社員のためのビジネスマナー①　　　　　　
4/17（火）・18（水） 新入社員・若手社員のためのビジネスマナー②
4/23（月）・24（火） 新入社員・若手社員のためのビジネスマナー③
4/26（木） メール&ビジネス文書・電話応対マナー講座
※既に開講が確定している講座のみ掲載しています。
詳しいご案内は2月に福商HPに掲載予定です。

22　DECEMBER ◦ FUKUOKA 会議所ニュース 2017



NO.53 2018年1月17日（水）10:00～17:00 NO.54 2018年1月25日（木）10:00～17:00

明日から円滑！ 伝わる話し方講座

㈱就面　松田剛次氏

〈コミュニケーション〉
1.「押しつけ・自慢・思い込み」になって
いませんか？／2.画像伝言ワーク①／3.

「わかりづらい」の共通点／4.「わかりやす
い」の共通点　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

追加講座 2018年2月27日（火）10:00～17:00

もうすぐ２年目！ 直前講座～尊敬される先輩、
仕事のできる先輩になろう！～

ハートリンク　阿部紀子氏

〈新入社員向け〉
1.問題解決力を身につければ、飛躍でき
る／2.目標を持ち、夢を叶える豊かな人
生を送ろう／3.今、本当に自立をしてま
すます活躍しよう／4.効率的な仕事をす
るためのスキル　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

仕事ができる人になる「報・連・相」
徹底トレーニング

㈱ソフィアパートナーズ　増谷淳子氏

〈若手社員向け〉
1.仕事ができる人とは／2.よい人間関係を
つくることがコミュニケーションの第一歩
／3.体験学習により、相手（上司や後輩）の
気持ちを理解する／4.相手を理解すること
でコミュニケーション力がアップする　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

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/

※受付開始は、開催日の2か月前を予定しています。詳細につきましては、当所ホームページでご確認ください。
※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。

全日程共通　■会場／403会議室　■開始時間／14:00～（受付開始 13:30）　 ■定員／60名

　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

労務トラブル対策＆助成金活用セミナー
～増加する労働トラブルへの備えと知って得する助成金～

1月25日㈭

講師：社会保険労務士法人 かぜよみ　代表社労士　肥海 聡芝氏
　　　社会保険労務士法人 かぜよみ　　　社労士　藤原 幸生氏

ブラック企業と呼ばれないために
～過労、メンタル、パワハラを防ぐ、実践的労務管理の手法～

2月23日㈮

講師：明倫国際法律事務所  代表弁護士　 田中 雅敏氏

備えは
万全ですか？

安全配慮
義務

事業継続
（BCP）

健康経営

人材確保

福利厚生

●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

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！

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。

福商実務研修講座 SEMINAR

各講座
共通

2018年度　開催講座（予定）

4/5（木）・6（金） 新入社員基礎講座2018
4/9（月）・10（火） 新入社員・若手社員のためのビジネスマナー①　　　　　　
4/17（火）・18（水） 新入社員・若手社員のためのビジネスマナー②
4/23（月）・24（火） 新入社員・若手社員のためのビジネスマナー③
4/26（木） メール&ビジネス文書・電話応対マナー講座
※既に開講が確定している講座のみ掲載しています。
詳しいご案内は2月に福商HPに掲載予定です。

●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

企業の経営活動を記録・計算・整理して、経
営成績と財務状態を明らかにする技能です。

日商簿記

試験日

第148回
2・3級 2月25日（日）

申込期間 受講料（税込）

1月9日（火）
～1月23日（火）

2級 4,630円
3級 2,800円

対策講座あり
■日商簿記検定学習応援イベント
　日程／1月13日（土）（参加費：無料）
■3級・2級WEB講座

インターネット環境があればパソコン、スマートフォン、タブ
レット端末で自宅や外出先から受講できます。

■直前最終チェック講座（3級・2級）
　日時／3級：2月4日（日）、2月11日（日）
　　　　　　  10:00～17:00
　　　　2級：1月27日（土）、2月3日（土）、2月10日（土）
　　　　　　  12:00～17:00

※福岡珠算振興会ホームページでは、そろばん教室（認定塾）をご紹介しています。
　http://www.fukuoka-soroban.com/

※本誌26ページにインタビューを掲載しています。ぜひご覧ください。

試験日

第212回
1～6級 2月11日（日）

申込期間 受講料（税込）

12月13日（水）
～12月15日（金）

1級 2,300円
2級 1,700円
3級 1,500円

4～6級 1,000円

そろばん学習は、計算力や暗算力はもとより、
集中力や持久力・記憶力なども養われ学力全体
の向上が期待できます。

そろばん（珠算）

試験日

第81回
1～3級 2月21日（水）

申込期間 受講料（税込）

12月11日（月）
～1月19日（金）

1級 7,710円
2級 5,660円
3級 4,120円

「販売のプロ」を認定する定番資格です。商品の
開発や仕入、販売、物流などを効率的かつ効果
的に行う能力が身につきます。

リテールマーケティング（販売士）

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

試験日

第24回
Ⅱ・Ⅲ種 3月18日（日）

申込期間 受講料（税込）

1月10日（水）
～2月9日（金）

Ⅱ種   6,480円
Ⅲ種   4,320円

Ⅱ種（ラインケアコース）対策講座
■日　時／2月4日（日）10:00～17:00
■受講料／10,290円（税込）（資料費含む）

対策講座あり試験日

第22回
1～3級 3月11日（日）

申込期間 受講料（税込）

1月5日（金）
～2月2日（金）

1級 10,800円
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
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I N F O R M A T I O N

お問い合わせ／会員組織・共済グループ（貿易関係証明担当）　TEL 092-441-1230

お申し込み・お問い合わせ／福岡県プロフェッショナル人材センター　TEL 092-622-8822

ビジネスを拡大する

EPA対象国へ輸出される方、輸出予定の方向け

一流の戦略から学ぶ 【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。

【日時】平成30年1月26日（金）14:00～17:00（受付開始13:30～）
【場所】福岡商工会議所地下1階B1-a会議室

EPA（経済連携協定）活用支援セミナー～機械  資料作成編～

【内容】①EPA（経済連携協定）の概要について 
②原産地規則について（機械を中心とした産品の

原産性を立証する資料作成について）
③第一種特定原産地証明書の取得手続きについて

【対象】機械メーカー、ならびに機械類を海外に輸出してい
る方、輸出予定の方

【講　師】日本商工会議所　国際部　菊川 裕司氏
【定　員】40 名（先着順）
【参加費】無料
【申　込】当所ホームページまたはFAXにて
　　　　 お申し込みください。

　特定原産地証明書の取得には、輸出産品が協定で定める原産地規則を満たしていることを示す資料が必要で
す。産品によって、原産地規則が異なり、必要となる書類も様々です。
　本セミナーでは、「第一種特定原産地証明書」を取得するために揃えるべき資料や手続きについて分かりやすく
解説いたします。

EPA発効国及び地域／シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、
　　　　　　　　　　 フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、アセアン

福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー

【日時】平成30年1月18日（木）13:30～15:30　　【場所】福岡商工会議所3階301会議室

モスバーガー流、  結果を出すために大切なこと
マニュアルに無い温かみを作る、信頼関係づくり

【対　象】中小企業の経営者、経営層、人事担当等
【講　師】株式会社モスフードサービス　代表取締役会長　櫻田 厚氏

※講演に先立って、人材活用に関する支援制度を紹介します。
　福岡県プロフェッショナル人材センター　マネージャー　杉山 新治

【定　員】200 名（先着順）
【参加費】無料

  ※詳細につきましては、折込チラシをご確認ください。

　日本発のモスバーガーは、創業以来「人間貢献」「社会貢献」の経営理念のもと、「食を通じて人を幸せにするこ
と」を経営ビジョンに掲げ、「おいしくて、安全で、健康によい商品」を一貫して提供。いつの時代もぶれずに「モ
スらしさ」を追求し続け、低価格競争に負けない独自のブランドを確立してきました。今回の講演では、櫻田厚
氏より、創業当初の想いや経営者の心構え、「モスジーバー」という呼び名で話題となった高齢者の人材活用、そ
してモスフードサービスの経営戦略やコミュニケーション戦略などをお話し頂きます。皆様の多数のご参加をお
待ちしております。

主催／福岡県、福岡県プロフェッショナル人材センター、福岡県中小企業団体中央会、福岡商工会議所

主催／福岡商工会議所
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I N F O R M A T I O N

お問い合わせ／会員組織・共済グループ（貿易関係証明担当）　TEL 092-441-1230

お申し込み・お問い合わせ／福岡県プロフェッショナル人材センター　TEL 092-622-8822

ビジネスを拡大する

EPA対象国へ輸出される方、輸出予定の方向け

一流の戦略から学ぶ 【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。

【日時】平成30年1月26日（金）14:00～17:00（受付開始13:30～）
【場所】福岡商工会議所地下1階B1-a会議室

EPA（経済連携協定）活用支援セミナー～機械  資料作成編～

【内容】①EPA（経済連携協定）の概要について 
②原産地規則について（機械を中心とした産品の

原産性を立証する資料作成について）
③第一種特定原産地証明書の取得手続きについて

【対象】機械メーカー、ならびに機械類を海外に輸出してい
る方、輸出予定の方

【講　師】日本商工会議所　国際部　菊川 裕司氏
【定　員】40 名（先着順）
【参加費】無料
【申　込】当所ホームページまたはFAXにて
　　　　 お申し込みください。

　特定原産地証明書の取得には、輸出産品が協定で定める原産地規則を満たしていることを示す資料が必要で
す。産品によって、原産地規則が異なり、必要となる書類も様々です。
　本セミナーでは、「第一種特定原産地証明書」を取得するために揃えるべき資料や手続きについて分かりやすく
解説いたします。

EPA発効国及び地域／シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、
　　　　　　　　　　 フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、アセアン

福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー

【日時】平成30年1月18日（木）13:30～15:30　　【場所】福岡商工会議所3階301会議室

モスバーガー流、  結果を出すために大切なこと
マニュアルに無い温かみを作る、信頼関係づくり

【対　象】中小企業の経営者、経営層、人事担当等
【講　師】株式会社モスフードサービス　代表取締役会長　櫻田 厚氏

※講演に先立って、人材活用に関する支援制度を紹介します。
　福岡県プロフェッショナル人材センター　マネージャー　杉山 新治

【定　員】200 名（先着順）
【参加費】無料

  ※詳細につきましては、折込チラシをご確認ください。

　日本発のモスバーガーは、創業以来「人間貢献」「社会貢献」の経営理念のもと、「食を通じて人を幸せにするこ
と」を経営ビジョンに掲げ、「おいしくて、安全で、健康によい商品」を一貫して提供。いつの時代もぶれずに「モ
スらしさ」を追求し続け、低価格競争に負けない独自のブランドを確立してきました。今回の講演では、櫻田厚
氏より、創業当初の想いや経営者の心構え、「モスジーバー」という呼び名で話題となった高齢者の人材活用、そ
してモスフードサービスの経営戦略やコミュニケーション戦略などをお話し頂きます。皆様の多数のご参加をお
待ちしております。

主催／福岡県、福岡県プロフェッショナル人材センター、福岡県中小企業団体中央会、福岡商工会議所

主催／福岡商工会議所

■バイヤー：㈱RE＆S Japan、㈱JALUX、
　　　　　  太平洋SOGO、㈱大丸、㈱髙島屋、
　　　　　  ㈱G7ジャパンフードサービス、㈱世界文化社
■商談品目：食品・衣類・雑貨 等
■対象：食品関連事業
■商談時間：1社1商談あたり25分
■参加費：福岡商工会議所　会員／3,240円（税込）

　　　　　他商工会議所・商工会　会員／8,640円（税込）

　　　　　一般／10,800円（税込）

■申込締切：12月15日（金）当所HPより申し込み

あわせて、下記セミナーも開催
• 台北そごう忠孝店 2018年夏の日本商品展
　「九州の美食と工芸展」への出店説明会
• もうはじまっている！ 時代遅れにならないための動画活用セミナー
　～SNS動画マーケティングで業績を上げるために～（ワトソン㈱）

主催／福岡商工会議所
協力／九州商工会議所連合会、福岡県商工会議所連合会、
　　　福岡県商工会連合会、北九州商工会議所、佐賀商工会議所・佐賀市

商談Week
福岡商工会議所　個別商談会・セミナー 1月30日（火）・31日（水）は個別商談会特別編を開催します!!

国内（九州・関西・関東中心）・海外（シンガポール・台湾）の
バイヤーを招聘し、事前予約制の個別商談会を実施。
御社自慢の商品を売り込んでみませんか。

福岡ビル 9階会議室
福岡市中央区天神1-11-17

平成30年1/30●・31●火 水
9:00～
   17:00

参加企業募集！　産業振興グループ　TEL  092-441-1119　FAX  092-441-1149

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
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博多座

ミュージカル「舞妓はレディ」
■優待内容／A席12,000円→9,000円
■公演日程／【昼の部12:00 開演】3

月5日（月）、8日（木）、11日（日）
　【夜の部17:00開演】3月8日（木）、

10日（土）
■場所／博多座
■申込締切／1月12日（金）
■申込方法／当所HPにてお申し込み

B.LEAGUE 2017-2018シーズン

ライジングゼファーフクオカ
■優待内容／7枚セット21,000円→

9,600円
■対象試合／ 12月20日（水）、22日
（金）、23日（土）、1月20日（土）、
21日（日）

■場所／福岡市民体育館
■申込締切／1月19日（金）
■申込方法／当所HPにてお申し込み

九州交響楽団

第365回定期演奏会
■優待内容／S席良席（限定10席）
■チケット料金／S席1枚5,200円、

2枚ペア割9,900円
■開催日／ 2月9日（金）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／1月12日（金）
■申込方法／当所HPにてお申し込み

良
席

劇団四季

ミュージカル「リトルマーメイド」第3期
■優待内容／S席10,800円→9,720円

良席ペアシートプランS席2枚1組21,600
円（土・日・祝日のみ各公演2組限定）

■公演日程／3月1日（木）～6月30日（土）
■場所／キャナルシティ劇場
■申込締切／2月28日（水）
■申込方法／当所HPまたは
　　　　　　FAXにてお申し込み
■リハーサル見学会／対象公演5月29日（火）
※詳しくは当所HPもしくは、別途チラシをご覧ください。

福商優待サービス LIST

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➡

ⓒ青柳聡
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〈会社情報〉

株式会社阪急阪神百貨店
博多阪急

【事業内容】百貨店
【所在地】福岡市博多区博多駅中央街1番1号
【従業員数】3,000名

博多阪急

　『リテールマーケティング（販売士）
検定試験』は、現場で役立つ販売接
客の技術だけでなく、在庫管理から
マーケティング、労務・経営管理に至
る幅広い知識が身につく流通・小売
分野で唯一の公的資格です。試験科
目は「小売業の類型」「マーチャンダイ
ジング」「ストアオペレーション」「マー
ケティング」「販売・経営管理」計5 科
目で構成され、小売業の基礎知識が
まんべんなく身につきます。
　今回は、株式会社阪急阪神百貨店 
博多阪急の子供服・リビング販売部 
マネージャー こども服・ベビー洋品担
当 大石健輔氏（販売士 2 級資格保
有）、第一婦人服販売部 シュシュレー
ヌ ユニット長 白明珠氏（販売士 2 級
資格保有）にお話しを伺いました。

―― 現在の仕事内容を教えてください。

（大石さん）子供服・ベビー子育てゾーン
のマネージャーとして、商品分析マネ
ジメント・自主売場の編集に従事して
います。

（白さん）婦人靴インポートユニット長を
担当しています。お客様へのDM発
送、メディアへの取材依頼等の情報発
信のみならず、マネキンの着せ替えや、
提案スペースでの商品展示も行ってい
ます。マネージャーからの指示をユ
ニットのスタッフに伝達し、指示するこ
とも重要な任務の一つです。

（大石さん）特に博多阪急が独自に手掛け
るブースについては、ユニット長と密に
相談をして売り場を作り上げていきま
す。マネージャーとして、どのような
お客様がどのような商品を購入してい
るか、企画した商品がどういった動き

をしているか、現場に出なければわか
らない情報をしっかり収集し、常日頃
アンテナを張って分析をしています。

―― 日々の業務をこなしながら「販売士2
級」の資格を取得したお二人ですが、販
売士資格取得のための勉強法について教
えてください。

（白さん）まず販売士3級を取得して、一
年経たないうちに2級にチャレンジしま
した。3級の知識の集積があったの
で、2級の新たな知識の習得に力が注
げました。「販売・経営管理」科目が免
除※でしたので、残りの科目を公式テキ
スト中心に勉強しました。

（大石さん）同じく「販売・経営管理」科
目が免除だったので、ひたすら過去問
題を解いて問題の傾向を探っていきま
した。資格取得のための勉強に慣れて
いなかったもので、まずは問題に慣れ
るところから始めましたね。
※養成講習会の受講で科目が免除になる制度

―― 販売士資格取得前と取得後の変化が
あれば教えてください。

（白さん）装飾担当になって販売士の勉強
が役立ちました。「ストアオペレーショ
ン」の科目で効果的なディスプレイ方法
を学んだので、以前よりも自信をもって
ディスプレイすることができるようにな
りました。販売士の勉強前は、自分自
身の感覚で仕上げていましたが、色彩
が与えるイメージなど根拠に基づいた
構成が提案できるようになりましたね。

（大石さん）VP（ビジュアルプレゼンテー
ション）を指導する立場なので、その
ための基礎知識が販売士の勉強を通
して身につきました。結果、後輩・ス
タッフを指導する側としての指導力強
化に繋がりましたね。また、会議資料
を作成する際、商品回転率の計算式

後輩・スタッフの手本となる
指導力あるリーダーの育成を促し、
他社比較・分析を通じて
店舗改善に努めることができる人材へ
株式会社阪急阪神百貨店　博多阪急

等は即時に活かせる知識として役立ち
ました。今までは周りに聞いていたこ
とが自分自身の知識で解決できるよう
になったことが大きな変化です。

―― 社内でも階層別研修が行われていま
すね。

（大石さん）社内研修は、全支店の社員
が階層別に集まるディスカッション形
式の研修が主流です。外部講師によ
る講義とセットなので、外からの情報
も吸収できますし、各店舗の状況把
握にも役立ちます。

（白さん）同期研修も充実しています。同
期ももちろん販売士の勉強をしている
ので、基礎知識が共有できており、
より高いレベルで話し合いができま
す。社内研修はどちらかというと百貨
店に関する知識を習得する場ですが、
販売士の勉強は、小売業の土台とな
る基礎知識を習得できるので、業界
を俯瞰し、他社との差別化を図るため
にはやはり必要な知識だと感じます。

―― 最後に、これから販売士の資格取得
へチャレンジする方々へメッセージとアド
バイスをお願いします。

（大石さん）小売業界を目指している方は
もちろん、小売業に携わる人間として、
取得して損はない資格だと感じていま
す。公式テキストは各科目1冊ずつ合
計5冊で構成されており、大変分量が
ありますが、知識はもちろんのこと、
これを読み切るための根性もつきまし
た。また、どう勉強していけばより理
解を深められるかを常に考え、限られ
た時間を工夫して使う力も自然と身につ
いた気がします。自分自身の仕事に役
立つことが必ずあるので、そのメリット

リテールマーケティング（販売士）検定試験受験企業に聞く
輝く　 販売士

をどう受け止めて資格取得に向け取り
組むかがポイントだと思います。

（白さん）私も販売士は取得して損はない
資格だと思います。確かに公式テキス
トはボリュームがありますが、私はひ
とつのストーリーとして読み進めること
ができました。小売業という業界も生
活に密着しているので、イメージしや
すいですよね。先ほどもお話ししたと
おり、特に「ストアオペレーション」の
科目は、私のように店舗に立つ人間に
とっては大変役立つ知識が多く、興味
を持ってイメージしながら学習したこと
が合格につながったと思います。

第一婦人服販売部 シュシュレーヌ ユニット長 白明珠氏

子供服・リビング販売部 マネージャー こども服・ベビー洋品担当 大石健輔氏（写真右）

自信をもっ
て

ディスプレ
イすること

が

できるよう
になりまし

た。

指導力強
化に

繋がりまし
た。

提供：福岡市

　福岡市では人口増加に加えて消費マーケットの成熟化が進行しています。昨年KITTE博多・博多マ
ルイがオープンし、ますます博多駅の広域からの集客力が強化され、訪日外国人も開業年から約10倍
となり、今や博多駅周辺は九州最大のショッピングエリアとなっています。そのような中、博多阪急で
は百貨店に期待されるレベルの接客で、全てのお客様にご満足頂きたいと願っています。売場では各種
プロの販売員がスタンバイしてお客様のお越しをお待ちしておりますので、お気軽にご来店ください！

2017年11月22日
リニューアルオープン！
　博多駅のターミナル立地としてこれからの「百貨
店に期待される役割」を見つめ直し、開業来培っ
た定評に加えて、「大切な人へのプレゼント」、「自
分へのご褒美」、「クリスマスギフト」、「ブライダル」
など華やかな“ハレ”のマーケットへの対応充実を
図るべく、2017年秋冬に、婦人ファッションカテ
ゴリーのさらなる高感度化や上質化を軸にした、開
業来最大規模の店舗再編改装を行いました。

「博多一親切な店」を目指し、
店一丸となってサービス向上を！
　接客サービスが優秀な販売員は金色のネームを
着用し、「金ネーム販売員（＝プロの販売員）」とし
て全ての販売員の模範となる存在となっており、博
多阪急では現在55名の「金ネーム販売員」が売場
で活躍しています。さらに、お客様に安心して相
談頂ける専門アドバイザーとなるため、社内ライセ
ンスの資格習得を奨励しており、進物に関する知
識を習得した「しきたりアドバイザー」、靴のフィッ
ティング知識を学んだ「シューアドバイザー」などの
社内ライセンスを用意。資格習得者は各種アドバ
イザーの呼称を入れたネームを着用し、お客様の
お役に立てるよう日々接客に励んでいます。

2011年 3月の開業から丸 6 年！

12月11日（月）から第81回リテールマーケティング（販売士）検定 受付開始！ 詳しくは本誌23ページをチェック！
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株式会社阪急阪神百貨店
博多阪急

【事業内容】百貨店
【所在地】福岡市博多区博多駅中央街1番1号
【従業員数】3,000名

博多阪急

　『リテールマーケティング（販売士）
検定試験』は、現場で役立つ販売接
客の技術だけでなく、在庫管理から
マーケティング、労務・経営管理に至
る幅広い知識が身につく流通・小売
分野で唯一の公的資格です。試験科
目は「小売業の類型」「マーチャンダイ
ジング」「ストアオペレーション」「マー
ケティング」「販売・経営管理」計5 科
目で構成され、小売業の基礎知識が
まんべんなく身につきます。
　今回は、株式会社阪急阪神百貨店 
博多阪急の子供服・リビング販売部 
マネージャー こども服・ベビー洋品担
当 大石健輔氏（販売士 2 級資格保
有）、第一婦人服販売部 シュシュレー
ヌ ユニット長 白明珠氏（販売士 2 級
資格保有）にお話しを伺いました。

―― 現在の仕事内容を教えてください。

（大石さん）子供服・ベビー子育てゾーン
のマネージャーとして、商品分析マネ
ジメント・自主売場の編集に従事して
います。

（白さん）婦人靴インポートユニット長を
担当しています。お客様へのDM発
送、メディアへの取材依頼等の情報発
信のみならず、マネキンの着せ替えや、
提案スペースでの商品展示も行ってい
ます。マネージャーからの指示をユ
ニットのスタッフに伝達し、指示するこ
とも重要な任務の一つです。

（大石さん）特に博多阪急が独自に手掛け
るブースについては、ユニット長と密に
相談をして売り場を作り上げていきま
す。マネージャーとして、どのような
お客様がどのような商品を購入してい
るか、企画した商品がどういった動き

をしているか、現場に出なければわか
らない情報をしっかり収集し、常日頃
アンテナを張って分析をしています。

―― 日々の業務をこなしながら「販売士2
級」の資格を取得したお二人ですが、販
売士資格取得のための勉強法について教
えてください。

（白さん）まず販売士3級を取得して、一
年経たないうちに2級にチャレンジしま
した。3級の知識の集積があったの
で、2級の新たな知識の習得に力が注
げました。「販売・経営管理」科目が免
除※でしたので、残りの科目を公式テキ
スト中心に勉強しました。

（大石さん）同じく「販売・経営管理」科
目が免除だったので、ひたすら過去問
題を解いて問題の傾向を探っていきま
した。資格取得のための勉強に慣れて
いなかったもので、まずは問題に慣れ
るところから始めましたね。
※養成講習会の受講で科目が免除になる制度

―― 販売士資格取得前と取得後の変化が
あれば教えてください。

（白さん）装飾担当になって販売士の勉強
が役立ちました。「ストアオペレーショ
ン」の科目で効果的なディスプレイ方法
を学んだので、以前よりも自信をもって
ディスプレイすることができるようにな
りました。販売士の勉強前は、自分自
身の感覚で仕上げていましたが、色彩
が与えるイメージなど根拠に基づいた
構成が提案できるようになりましたね。

（大石さん）VP（ビジュアルプレゼンテー
ション）を指導する立場なので、その
ための基礎知識が販売士の勉強を通
して身につきました。結果、後輩・ス
タッフを指導する側としての指導力強
化に繋がりましたね。また、会議資料
を作成する際、商品回転率の計算式

後輩・スタッフの手本となる
指導力あるリーダーの育成を促し、
他社比較・分析を通じて
店舗改善に努めることができる人材へ
株式会社阪急阪神百貨店　博多阪急

等は即時に活かせる知識として役立ち
ました。今までは周りに聞いていたこ
とが自分自身の知識で解決できるよう
になったことが大きな変化です。

―― 社内でも階層別研修が行われていま
すね。

（大石さん）社内研修は、全支店の社員
が階層別に集まるディスカッション形
式の研修が主流です。外部講師によ
る講義とセットなので、外からの情報
も吸収できますし、各店舗の状況把
握にも役立ちます。

（白さん）同期研修も充実しています。同
期ももちろん販売士の勉強をしている
ので、基礎知識が共有できており、
より高いレベルで話し合いができま
す。社内研修はどちらかというと百貨
店に関する知識を習得する場ですが、
販売士の勉強は、小売業の土台とな
る基礎知識を習得できるので、業界
を俯瞰し、他社との差別化を図るため
にはやはり必要な知識だと感じます。

―― 最後に、これから販売士の資格取得
へチャレンジする方々へメッセージとアド
バイスをお願いします。

（大石さん）小売業界を目指している方は
もちろん、小売業に携わる人間として、
取得して損はない資格だと感じていま
す。公式テキストは各科目1冊ずつ合
計5冊で構成されており、大変分量が
ありますが、知識はもちろんのこと、
これを読み切るための根性もつきまし
た。また、どう勉強していけばより理
解を深められるかを常に考え、限られ
た時間を工夫して使う力も自然と身につ
いた気がします。自分自身の仕事に役
立つことが必ずあるので、そのメリット

リテールマーケティング（販売士）検定試験受験企業に聞く
輝く　 販売士

をどう受け止めて資格取得に向け取り
組むかがポイントだと思います。

（白さん）私も販売士は取得して損はない
資格だと思います。確かに公式テキス
トはボリュームがありますが、私はひ
とつのストーリーとして読み進めること
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活に密着しているので、イメージしや
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科目は、私のように店舗に立つ人間に
とっては大変役立つ知識が多く、興味
を持ってイメージしながら学習したこと
が合格につながったと思います。

第一婦人服販売部 シュシュレーヌ ユニット長 白明珠氏

子供服・リビング販売部 マネージャー こども服・ベビー洋品担当 大石健輔氏（写真右）

自信をもっ
て

ディスプレ
イすること

が

できるよう
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指導力強
化に

繋がりまし
た。

提供：福岡市

　福岡市では人口増加に加えて消費マーケットの成熟化が進行しています。昨年KITTE博多・博多マ
ルイがオープンし、ますます博多駅の広域からの集客力が強化され、訪日外国人も開業年から約10倍
となり、今や博多駅周辺は九州最大のショッピングエリアとなっています。そのような中、博多阪急で
は百貨店に期待されるレベルの接客で、全てのお客様にご満足頂きたいと願っています。売場では各種
プロの販売員がスタンバイしてお客様のお越しをお待ちしておりますので、お気軽にご来店ください！

2017年11月22日
リニューアルオープン！
　博多駅のターミナル立地としてこれからの「百貨
店に期待される役割」を見つめ直し、開業来培っ
た定評に加えて、「大切な人へのプレゼント」、「自
分へのご褒美」、「クリスマスギフト」、「ブライダル」
など華やかな“ハレ”のマーケットへの対応充実を
図るべく、2017年秋冬に、婦人ファッションカテ
ゴリーのさらなる高感度化や上質化を軸にした、開
業来最大規模の店舗再編改装を行いました。

「博多一親切な店」を目指し、
店一丸となってサービス向上を！
　接客サービスが優秀な販売員は金色のネームを
着用し、「金ネーム販売員（＝プロの販売員）」とし
て全ての販売員の模範となる存在となっており、博
多阪急では現在55名の「金ネーム販売員」が売場
で活躍しています。さらに、お客様に安心して相
談頂ける専門アドバイザーとなるため、社内ライセ
ンスの資格習得を奨励しており、進物に関する知
識を習得した「しきたりアドバイザー」、靴のフィッ
ティング知識を学んだ「シューアドバイザー」などの
社内ライセンスを用意。資格習得者は各種アドバ
イザーの呼称を入れたネームを着用し、お客様の
お役に立てるよう日々接客に励んでいます。

2011年 3月の開業から丸 6 年！

12月11日（月）から第81回リテールマーケティング（販売士）検定 受付開始！ 詳しくは本誌23ページをチェック！
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　今回は、「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福住
を訪問し、プロジェクトに参加して以
後の「おもてなし」に対する心構えの
変化や、秘書の業務で取り組む「おも
てなし」、そして日々の「安全」「安心」
な取引を「誠実」に行う福住さんの取
り組みについて、代表取締役社長の
河野孝雄氏と、コンクールに参加され
た秘書課の河田直子氏にお話を伺いし
ました。

――おもてなしプロジェクトを受講しよう
と思った理由について教えてください。

（河田さん）きっかけは社長に勧めていた
だいたことです。私の主な業務が、電
話応対や接客応対であり、まさに「お
もてなし」が必要とされる部署でした。

　私は入社1年目から秘書課に配属さ
れ、おもてなしプロジェクトを受講した
当時は入社2年目でした。秘書課の業
務にも少しずつ余裕が出来てきた頃
で、そんな時に社長より今回のお話を
いただき、毎日行っている接客に何か
1つでもプラスできないかと思い、受講
をさせていただいたのがきっかけです。
（河野社長）弊社のビジネススタイルは、
まずは実務を「安全」「安心」「誠実」に
しっかり取り組むことが原点だと考え
ています。
　さらに、社員の皆さんには、接客に
必要な「心」の部分ともいうべき、相手
の立場に立ち、逆の立場であれば自分
はどう思うか、という捉え方や考え方
を意識して行動してほしいと考えていま
して、その大切さを日頃から伝えようと
しています。今回のおもてなしプロジェ

クトのご案内をいただいた際にも、そ
の点で弊社の業務に取り入れられるも
のがあるのではないかと感じました。

――御社の「おもてなし」に関する取り組
みについて教えてください。

（河田さん）コンクールでは、弊社のおも
てなしについて、3つのおもてなしポイ
ントについてプレゼンいたしました。
　まず「会社の顔である受付としての意
識」ということで、立ちあがってのお出
迎え、お客様のお名前をお呼びする、
受付に季節の置物を用意し季節感を出
す、ということに気を配っています。
　最近はハロウィンの季節でしたので、
応接のテーブルにかぼちゃの置物を置
いています。「自分でプラスできること
は積極的に取り組もう」と先輩たちか
らのお言葉もあり、それを意識して

福住 秘書課のおもてなし
株式会社福住

日々工夫、改善しています。
　2つ目は「お客様と社員をつなぐス
ムーズな行動」を心がけています。
　お約束のあるお客様に関しては受付
の1名がお客様の対応を、もう1名が
社員へ連絡をするようにしております。
また、飛び込みのお客様はお話を伺っ
た上で適切な部署へつなぐようにして
おります。
　3つ目は「快適に過ごしていただくた
めの準備」として、お部屋は30分前
に空調と照明の用意を、お飲みもので
あれば夏は冷たいお茶を、冬はあたた
かいほうじ茶を準備しています。長時
間の打ち合わせの場合はコーヒーを出
すなど、お客様の状況次第で臨機応
変に対応しています。
　特徴のあるところでは、会社のロゴ
と社名の入ったおしぼりをお出しし、
そこから話題が広がることもあります。

―― 具体的に、日々の業務の中での、
「おもてなし」のエピソードをお聞かせい
ただけますか。

（河田さん）コーヒーがたいへん好きなお
客様がおられて、普段ならお茶をお出
ししているところですが、その方には
アイスコーヒーをお出し致しました。お
越しになる時間を考慮しつつ、コー
ヒーを冷やしてお出しして、非常に感
激されたことがあります。事前にリ
サーチできる場合には、このような対
応も可能ですし、そうしてお越しいた
だくお客様それぞれに向けた対応を心
がけています。

―― おもてなしプロジェクトを受講され
て、その後の取り組みに変化はありまし
たか。

（河田さん）私自身としては、受付でのお
客様との会話や、電話応対の際の言
葉づかい等に、より力を入れるように
なりました。
　主には講習で学んだ基本マナーを
大切にして日々接客に取り組んでいま
す。コンクールでも少し発表させてい
ただきましたが、秘書課がこれまで築
きあげてきた接客環境は間違っていな
かったと感じると同時に、これからも
続けていこうという自信に繋がりまし
た。これも秘書課の先輩方がおもてな
しの基礎を築いてくれたおかげです。
　受付は来社や電話をされたお客様と
最初に会話をする場所であり、私達の
接客で福住の印象が決まります。そう
いう場所で仕事をしているからこそ、
学んだ内容を活かした接客をしたいと
思っており、最初に「福住の誠実さ」
を伝えられる場所でありたいと思って
います。

――最後に、他にはない「おもてなし」を
教えてください。

（河田さん）弊社では「お客様のためにな
るかどうか」が基準となっています。
　受付には昭和63年から2名の女性
正社員を配属し、「受付は会社の顔」と
いう意識のもと、お客様から「福住に
また来たい！」と言っていただけるよう
な接遇を目指しています。
　福住に受付を設置して28年が経ち
ました。歴代の先輩方が築いてこられ
たおもてなしを受け継ぎ、それをより

磨きあげ、次の世代の人たちへ引き継
いでいけたらと思っております。
（河野社長）弊社ではこの、おもてなしに
資する取り組みを非常に重要だと考え
ています。日々の接客でお客様に合わ
せ、誠実に対応することは、昔から変
わらない大切なものです。それを、時
代が変わる中でどのように実践し、伝
えていくのか。そしてお客様に信頼し
ていただき、お客様が「福住に来てよ
かった」と思っていただけるような企業
であるためにも、おもてなしの取り組
みは永続的に継承していかなければな
らないと考えています。

お話を伺った株式会社福住  河野社長（写真左）と秘書の河田さん（写真右）

INTERVIEW

1975年の設立以来、福岡で不動産ビジネスを幅広く展開し、
地域社会に貢献できるオンリーワン企業を目指す株式会社福住。
コンクールでは「福住を覚えていただけるようなおもてなしを！！」をテーマに発表されました。

福商「おもてなし」コンクール
発表企業に聞く

〈会社情報〉

株式会社福住
福岡市中央区天神2-4-15 プリオ天神ビル
TEL 092-712-0245
FAX 092-712-6342
http://www.fukuju.co.jp

【事業内容】
不動産売買仲介、賃貸仲介、賃貸管理、
テナント・オフィス賃貸仲介、
コインパーキング事業、自社開発事業、
設計デザイン、リノベーション工事、
相続サポート事業　他

卓上の「おもてなし」とおしぼりの「おもてなし」

丁寧に取材にお答え頂いた河野社長

受付の1名がお客様の対応を、もう1名が社員へ連絡をする

受付
で福
商

「おも
てなし

」

プロジ
ェクト

認定
証発
見!

今年度もおもてなしコンクールを開催します！ 詳しくは今月号の折込チラシをチェック！
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TEL 092-712-0245
FAX 092-712-6342
http://www.fukuju.co.jp

【事業内容】
不動産売買仲介、賃貸仲介、賃貸管理、
テナント・オフィス賃貸仲介、
コインパーキング事業、自社開発事業、
設計デザイン、リノベーション工事、
相続サポート事業　他

卓上の「おもてなし」とおしぼりの「おもてなし」

丁寧に取材にお答え頂いた河野社長

受付の1名がお客様の対応を、もう1名が社員へ連絡をする

受付
で福
商

「おも
てなし

」

プロジ
ェクト

認定
証発
見!

今年度もおもてなしコンクールを開催します！ 詳しくは今月号の折込チラシをチェック！
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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

ヘアエイジングケアサロン　Axioアクシオ

ヘアエイジングケアサロン
Axioアクシオ

らの技法で仕上げた蒲鉾は、上品でや
わらかな食感で、白身魚本来のやさしい
風味がふわっと広がります。

他にもたくさんの詰め合わせを取り揃
えています。

創業120年の当店の造るかまぼこには
化学調味料や、防腐剤、リン酸塩は一
切使用していません。昔の原料のエソと
海水塩、みりん、魚のだし、昆布だしの
み。とびきり新鮮な魚を原料に、昔なが

女性専用！ 『薄毛』『抜け毛』『白髪』
髪の悩みを解決する専門美容室

お正月にかかせないかまぼこ！ 贈って喜ばれ
貰って嬉しい吉を開く縁起の良い蒲鉾を贈りませんか？

㈱吉開のかまぼこ

無添加  吉開のこだわりかまぼこ
詰め合わせセット

▼

当店オススメの詰め合わせ
詳しくはHPを！

CMで話題の増毛エクステやオーダーメイドウィッグが
大手の約1/3の価格でご提供できます！

福岡市中央区赤坂1-11-19-2F
TEL：092-752-1200
http://axio-wig.com/
E-mail：axioakasaka@gmail.com
営業内容
オーダーメイドウィッグ製作・販売、増毛
エクステ、頭皮改善、無添加薬剤を使った
頭皮に優しいサロンメニュー

Axioでは完全個室の上質な空間で、
お客様の髪色、髪質、頭の形に合わせた
ピッタリのオーダーメイドウィッグがお作
りできます。経験豊富なスタイリストの丁
寧なカットであなたのなりたいスタイルを

叶えます。
アフターフォローも充 実しており、

ウィッグが初めての方でもしっかり相談に
乗ってくれるので安心。医療ウィッグもご
相談ください。ご試着もお気軽にどうぞ。

身近な伝統工芸、組紐にトライ！

真澄結びのKTP

真澄結びのKTP

体験は90 分です。福岡では珍しい体
験で、この8月は100人近くが訪れまし
た。カップル、ご家族、またはお一人
で、身近な伝統工芸に触れ合いましょ
う。詳しくはHPや当教室まで！

映画『君の名は』のモチーフとなったこ
とで注目された組紐。6年前から福岡市
の赤坂で教室を開いてます。本格的な
講座もありますが、まずは組紐で創るブ
レスレットやストラップに挑戦。

組紐で作るアクセサリー

福岡市中央区赤坂3-13-5
まつみハウス1A
TEL：092-751-0832
FAX：092-751-0832
http://www.masumimusubi.com/
E-mail：ktpkyousitu@gmail.com
営業内容
着物着付教室、組紐教室、着物レンタル、
ブライダル総合企画、和装関連商品販売

▼

急なお出かけの
白髪カバーにも便利です

福岡市中央区大手門2-1-10-804
TEL：080-3991-1523
FAX：092-515-2953
E-mail：miho1157sister@yahoo.co.jp
営業内容
幼児から成人まで、さまざまなニーズに
応える音楽指導と、ストレス回避のため
の実践的な音楽療法（セラピー）をおこ
なっています。

ピアノ、ボイストレーニング、クラシック・ジャズ等
声楽レッスン。音大受験やプロ養成も対応可

音楽研究所　ムジカセリア

音楽研究所　ムジカセリア

声楽レッスンのみならず、健康増進、ア
ンチエイジングのための発声法により、
あなただけの美しい声で好きな歌を歌う
ことができるようになります。一緒に楽
しみましょう！

「ムジカ」は芸術・音楽を、「セリア」
はオーセンティック（本物の）を意味する
造語です。ムジカセリアでは本物の音楽
を追求することをモットーに、幼児から
基礎づくりにつとめます。またピアノや

TVCMの分析ができるあたらしい座標軸の
マーケティングツールです

㈱インハウス

テレビCMの“見える化”で気になる
企業の動向と経済を探ります

あなたの中に眠る「ほんもの」の
美しい声、音楽性を見つけましょう

▼

音大受験100％合格の
実績があります
（2017年12月10日時点）

㈱インハウス
福岡市中央区舞鶴3-2-5
TEL：092-515-8303
FAX：092-517-2909
www.inhowth.jp
E-mail：info@inhowth.jp　
営業内容
・メディアマーケティングおよびプロ
デュース
・広告プランニング／PR・販促企画立案
・コミュニティFM放送開局サポート

国産原料を使用。鯛科ウロコにはⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型の
天然コラーゲンを含んでいます

㈱ユーシ

い。鯛科ウロコの特徴で、約10℃前後
で分解、吸収が始まります、その為無
駄なくお使い頂けます。
注（赤ワインとお茶に混ぜますと白濁しますが問題は御座
いません）

 安心、安全な海洋性無添加コラーゲ
ン。多岐に活用出来ます原液コラーゲ
ンで、飲料 (アルコール含む)や乳酸菌
製品、スープなどに入れて活用してくだ
さい。1日2～3袋を目安に御使用くださ

世界初！海洋性（鯛科）
ウロココラーゲン　潤＊肌

㈱吉開のかまぼこ
みやま市瀬高町下庄1857-2
TEL：0944-63-8111
FAX：0944-63-8285
http://www.yoshigai.co.jp/
E-mail：kamaboko@yoshigai.co.jp　
営業内容
かまぼこ製造販売

㈱ユーシ
福岡市博多区博多駅南2-3-12
TEL：092-409-5077
FAX：092-409-2977
http://www.you-ci.com/
E-mail：collagen@you-ci.com　
営業内容
世界で類を見ない国産鯛科(金目鯛や
石鯛など)ウロコのみ使用のコラーゲン
販売。コラーゲン配合の石鹸やヘアケ
ア商品並び業務用紛体、液体販売

析し、営業と販売促進に役立てることが
できます。テレビCMがWeb上に与える
レスポンスの影響と関係を紐解くことが可
能です。お気軽にお問い合わせください。

弊社サービス《データコンパス》ではい
ま福岡でどんなTVCMが放送されている
かをすべてデータ化した福岡初のサービス
です。各業態のライバル企業がどんなCM
計画で消費者へアプローチしているかを分

▼

潤肌コラーゲン
10ml液体使いきりタイプ

▼

組紐アクセサリー

※サービスでは福岡の他、東京・大阪・名古屋・札幌エ
　リア、BS放送で対応できます。
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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

ヘアエイジングケアサロン　Axioアクシオ

ヘアエイジングケアサロン
Axioアクシオ

らの技法で仕上げた蒲鉾は、上品でや
わらかな食感で、白身魚本来のやさしい
風味がふわっと広がります。

他にもたくさんの詰め合わせを取り揃
えています。

創業120年の当店の造るかまぼこには
化学調味料や、防腐剤、リン酸塩は一
切使用していません。昔の原料のエソと
海水塩、みりん、魚のだし、昆布だしの
み。とびきり新鮮な魚を原料に、昔なが

女性専用！ 『薄毛』『抜け毛』『白髪』
髪の悩みを解決する専門美容室

お正月にかかせないかまぼこ！ 贈って喜ばれ
貰って嬉しい吉を開く縁起の良い蒲鉾を贈りませんか？

㈱吉開のかまぼこ

無添加  吉開のこだわりかまぼこ
詰め合わせセット

▼

当店オススメの詰め合わせ
詳しくはHPを！

CMで話題の増毛エクステやオーダーメイドウィッグが
大手の約1/3の価格でご提供できます！

福岡市中央区赤坂1-11-19-2F
TEL：092-752-1200
http://axio-wig.com/
E-mail：axioakasaka@gmail.com
営業内容
オーダーメイドウィッグ製作・販売、増毛
エクステ、頭皮改善、無添加薬剤を使った
頭皮に優しいサロンメニュー

Axioでは完全個室の上質な空間で、
お客様の髪色、髪質、頭の形に合わせた
ピッタリのオーダーメイドウィッグがお作
りできます。経験豊富なスタイリストの丁
寧なカットであなたのなりたいスタイルを

叶えます。
アフターフォローも充 実しており、

ウィッグが初めての方でもしっかり相談に
乗ってくれるので安心。医療ウィッグもご
相談ください。ご試着もお気軽にどうぞ。

身近な伝統工芸、組紐にトライ！

真澄結びのKTP

真澄結びのKTP

体験は90 分です。福岡では珍しい体
験で、この8月は100人近くが訪れまし
た。カップル、ご家族、またはお一人
で、身近な伝統工芸に触れ合いましょ
う。詳しくはHPや当教室まで！

映画『君の名は』のモチーフとなったこ
とで注目された組紐。6年前から福岡市
の赤坂で教室を開いてます。本格的な
講座もありますが、まずは組紐で創るブ
レスレットやストラップに挑戦。

組紐で作るアクセサリー

福岡市中央区赤坂3-13-5
まつみハウス1A
TEL：092-751-0832
FAX：092-751-0832
http://www.masumimusubi.com/
E-mail：ktpkyousitu@gmail.com
営業内容
着物着付教室、組紐教室、着物レンタル、
ブライダル総合企画、和装関連商品販売

▼

急なお出かけの
白髪カバーにも便利です

福岡市中央区大手門2-1-10-804
TEL：080-3991-1523
FAX：092-515-2953
E-mail：miho1157sister@yahoo.co.jp
営業内容
幼児から成人まで、さまざまなニーズに
応える音楽指導と、ストレス回避のため
の実践的な音楽療法（セラピー）をおこ
なっています。

ピアノ、ボイストレーニング、クラシック・ジャズ等
声楽レッスン。音大受験やプロ養成も対応可

音楽研究所　ムジカセリア

音楽研究所　ムジカセリア

声楽レッスンのみならず、健康増進、ア
ンチエイジングのための発声法により、
あなただけの美しい声で好きな歌を歌う
ことができるようになります。一緒に楽
しみましょう！

「ムジカ」は芸術・音楽を、「セリア」
はオーセンティック（本物の）を意味する
造語です。ムジカセリアでは本物の音楽
を追求することをモットーに、幼児から
基礎づくりにつとめます。またピアノや

TVCMの分析ができるあたらしい座標軸の
マーケティングツールです

㈱インハウス

テレビCMの“見える化”で気になる
企業の動向と経済を探ります

あなたの中に眠る「ほんもの」の
美しい声、音楽性を見つけましょう

▼

音大受験100％合格の
実績があります
（2017年12月10日時点）

㈱インハウス
福岡市中央区舞鶴3-2-5
TEL：092-515-8303
FAX：092-517-2909
www.inhowth.jp
E-mail：info@inhowth.jp　
営業内容
・メディアマーケティングおよびプロ
デュース
・広告プランニング／PR・販促企画立案
・コミュニティFM放送開局サポート

国産原料を使用。鯛科ウロコにはⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型の
天然コラーゲンを含んでいます

㈱ユーシ

い。鯛科ウロコの特徴で、約10℃前後
で分解、吸収が始まります、その為無
駄なくお使い頂けます。
注（赤ワインとお茶に混ぜますと白濁しますが問題は御座
いません）

 安心、安全な海洋性無添加コラーゲ
ン。多岐に活用出来ます原液コラーゲ
ンで、飲料 (アルコール含む)や乳酸菌
製品、スープなどに入れて活用してくだ
さい。1日2～3袋を目安に御使用くださ

世界初！海洋性（鯛科）
ウロココラーゲン　潤＊肌

㈱吉開のかまぼこ
みやま市瀬高町下庄1857-2
TEL：0944-63-8111
FAX：0944-63-8285
http://www.yoshigai.co.jp/
E-mail：kamaboko@yoshigai.co.jp　
営業内容
かまぼこ製造販売

㈱ユーシ
福岡市博多区博多駅南2-3-12
TEL：092-409-5077
FAX：092-409-2977
http://www.you-ci.com/
E-mail：collagen@you-ci.com　
営業内容
世界で類を見ない国産鯛科(金目鯛や
石鯛など)ウロコのみ使用のコラーゲン
販売。コラーゲン配合の石鹸やヘアケ
ア商品並び業務用紛体、液体販売

析し、営業と販売促進に役立てることが
できます。テレビCMがWeb上に与える
レスポンスの影響と関係を紐解くことが可
能です。お気軽にお問い合わせください。

弊社サービス《データコンパス》ではい
ま福岡でどんなTVCMが放送されている
かをすべてデータ化した福岡初のサービス
です。各業態のライバル企業がどんなCM
計画で消費者へアプローチしているかを分

▼

潤肌コラーゲン
10ml液体使いきりタイプ

▼

組紐アクセサリー

※サービスでは福岡の他、東京・大阪・名古屋・札幌エ
　リア、BS放送で対応できます。
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本格的な冬将軍の到来です　 体の芯か
ら温まろうとやってきたのは…ご夫婦で
営まれ今年で30 周年　 中央区那の川
にある博多牛もつ鍋なの川さん
店内に入ってビックリ!! スポーツ選手等
のサイン色紙がびっしり　 期待も高まる
中、野菜がたっぷり盛られた鍋が登場
醤油ベースのさっぱりとした特製うま出
汁と臭みのないぷりっぷりの九州産黒
毛和牛もつとの相性、そして、キャベ
ツの甘みと適度に効いたにんにくなど
の具材のバランスはほんっとに最高
〆には、チャンポンを選択！もつと野
菜の旨み凝縮スープと麺が絡み合って、
大大大満足です　　 お腹いっぱい御馳
走様でした

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

！

こだわり続けて30年!!
醤油ダシの絶品もつ鍋

雨の日も快適に
楽しく過ごそう

YOKAMON 16

牛もつ鍋
￥1,150（税込）
シメのチャンポン玉 ¥250

よかねー！！

醤油味一筋、当店自慢のもつ
鍋は、全国各地から旬の素材
を厳選した野菜と、店長自ら
厳選し丁寧に処理を施した九
州産黒毛和牛のモツをたっぷ
り使用しています。秘伝の醤
油ダシは、福岡産の醤油と、
昆布やカツオといった天然素
材から取ったダシを合わせ、
うま味を最大限引き出すよう
こだわっています。
一度食べるとやみつきになる、
当店ならではの味わいです。
この味を守り続けて30年。皆
さまのご来店をお待ちしてい
ます。

今年8月に店内を改装いたしました！掘りごたつを備え、
ゆったりと座っていただけます。一人飲み、お子様連れ、団
体様、皆さまにより快適な空間をご提供させていただきます。 SHOP  INFO「お取り寄せ」通販始めました。お歳暮

などの贈り物にいかがでしょうか！

SHOP  INFO

博多牛もつ鍋 なの川
☎092-526-6078
福岡市中央区那の川2-5-12
サニーハイム平尾1F
営17:30～翌1:00
　※日曜・祝日 ～24:00
㉁不定休
https://www.gyumotsunabe-nanokawa.com/

お取り寄せ

（左から）店主 座親義朗さんと奥様、

店長 座親孝一さんお野
菜

たっぷ
り!!

当所敷地内 立体駐車場
料金改定のお知らせ
平成29年11月18日（土）より
当所敷地内 立体駐車場の料金を改定いたします。
安心して長時間ご駐車いただけますので、
当所へご入用の際は是非ご利用ください！

お問い合わせ／福岡商工会議所　ビル管理グループ（6階）　TEL 092-441-1116 

1,600円

60分／200円
営業時間 7:00～22:00

※営業時間外の入出庫はできません

24時間最大料金

P
割安な料金設定。
安心して長時間駐車が可能！
立体駐車場で警備員も常駐。
万全のセキュリティ！
土日祝日・お盆期間・
年末年始も休まず営業！

1
2
3

※駐車時間のカウントは駐車券を精算機に入れた時点で止まりますので、精算後に出
庫をお待ちいただいている間は駐車料金は発生いたしません。

※立体駐車場のため、以下の車輌が対象となります（全長 5m、車幅1.85m、車高
1.55m、車重1.9t以下）

当所貸会議室をお申し込みの方へお知らせ
　当所駐車場は現金でのお支払のほか、駐車サービス券で
もご利用いただけます。ご来場者様へのサービスの一環と
してご利用ください。
※サービス券を使用した分の駐車料金は会議室申込者様のご負

担となり、後日請求書をお送りいたします。お求めはビル管理
グループ窓口まで。（平日9:00～17:00）
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本格的な冬将軍の到来です　 体の芯か
ら温まろうとやってきたのは…ご夫婦で
営まれ今年で30 周年　 中央区那の川
にある博多牛もつ鍋なの川さん
店内に入ってビックリ!! スポーツ選手等
のサイン色紙がびっしり　 期待も高まる
中、野菜がたっぷり盛られた鍋が登場
醤油ベースのさっぱりとした特製うま出
汁と臭みのないぷりっぷりの九州産黒
毛和牛もつとの相性、そして、キャベ
ツの甘みと適度に効いたにんにくなど
の具材のバランスはほんっとに最高
〆には、チャンポンを選択！もつと野
菜の旨み凝縮スープと麺が絡み合って、
大大大満足です　　 お腹いっぱい御馳
走様でした

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

！

こだわり続けて30年!!
醤油ダシの絶品もつ鍋

雨の日も快適に
楽しく過ごそう

YOKAMON 16

牛もつ鍋
￥1,150（税込）
シメのチャンポン玉 ¥250

よかねー！！

醤油味一筋、当店自慢のもつ
鍋は、全国各地から旬の素材
を厳選した野菜と、店長自ら
厳選し丁寧に処理を施した九
州産黒毛和牛のモツをたっぷ
り使用しています。秘伝の醤
油ダシは、福岡産の醤油と、
昆布やカツオといった天然素
材から取ったダシを合わせ、
うま味を最大限引き出すよう
こだわっています。
一度食べるとやみつきになる、
当店ならではの味わいです。
この味を守り続けて30年。皆
さまのご来店をお待ちしてい
ます。

今年8月に店内を改装いたしました！掘りごたつを備え、
ゆったりと座っていただけます。一人飲み、お子様連れ、団
体様、皆さまにより快適な空間をご提供させていただきます。 SHOP  INFO「お取り寄せ」通販始めました。お歳暮

などの贈り物にいかがでしょうか！

SHOP  INFO

博多牛もつ鍋 なの川
☎092-526-6078
福岡市中央区那の川2-5-12
サニーハイム平尾1F
営17:30～翌1:00
　※日曜・祝日 ～24:00
㉁不定休
https://www.gyumotsunabe-nanokawa.com/

お取り寄せ

（左から）店主 座親義朗さんと奥様、

店長 座親孝一さんお野
菜

たっぷ
り!!

当所敷地内 立体駐車場
料金改定のお知らせ
平成29年11月18日（土）より
当所敷地内 立体駐車場の料金を改定いたします。
安心して長時間ご駐車いただけますので、
当所へご入用の際は是非ご利用ください！

お問い合わせ／福岡商工会議所　ビル管理グループ（6階）　TEL 092-441-1116 

1,600円

60分／200円
営業時間 7:00～22:00

※営業時間外の入出庫はできません

24時間最大料金

P
割安な料金設定。
安心して長時間駐車が可能！
立体駐車場で警備員も常駐。
万全のセキュリティ！
土日祝日・お盆期間・
年末年始も休まず営業！

1
2
3

※駐車時間のカウントは駐車券を精算機に入れた時点で止まりますので、精算後に出
庫をお待ちいただいている間は駐車料金は発生いたしません。

※立体駐車場のため、以下の車輌が対象となります（全長 5m、車幅1.85m、車高
1.55m、車重1.9t以下）

当所貸会議室をお申し込みの方へお知らせ
　当所駐車場は現金でのお支払のほか、駐車サービス券で
もご利用いただけます。ご来場者様へのサービスの一環と
してご利用ください。
※サービス券を使用した分の駐車料金は会議室申込者様のご負

担となり、後日請求書をお送りいたします。お求めはビル管理
グループ窓口まで。（平日9:00～17:00）

お申し込み・お問い合わせ／総務・人事グループ　TEL 092-441-1110　FAX 092-474-3200

〈申込方法〉福岡商工会議所ホームページからお申し込みください。
　　　　　参加料の入金確認後に参加証をお送りします。
〈申込締切〉平成29年12月20日（水）

新年祝賀会
平成30年 1月5日（金）12:00～13:30

平成30年 福岡商工会議所

福岡経済の発展を願う年の始めの祝賀会

会　場：ホテルオークラ福岡  4階  平安の間

参加料：お一人様  6,000円（税込）

対　象：福岡商工会議所の会員企業に限る

1時間半
ゆっくり

 交流を！

PR



お申し込み・詳細につきましては、当所HPをご確認ください。URL：http://www.fukunet.or.jp/service/kenshin/
※お申し込みはHPからのみです。　※上記生活習慣病健診は、労働安全衛生法に定められた定期・雇入時健康診断の項目を充足しております。

日程：1月 毎週月・火・木曜日
　　　　 ※但し2018 年1月第1週は除く（休診日：土曜・日曜・祝祭日）

場所：桜十字博多駅健診クリニック（博多区博多駅中央街）

申込締切：1月16日（火）
〈実施機関：（医）福岡桜十字〉

生活習慣病健診〈各日10名〉

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

1月
2018

日程：1～2月 毎週水・金曜日
　　　　 ※但し2018 年1月第1週は除く（休診日：土曜・日曜・祝祭日）

場所：桜十字博多駅健診クリニック（博多区博多駅中央街）

申込締切：2月14日（水）
〈実施機関：（医）福岡桜十字〉

日程：1～3月 毎週木・金曜日
　　　　 （休診日：日曜・祝祭日）

場所：福岡国際総合センター（中央区天神）

申込締切：3月9日（金）
〈実施機関：（公財）福岡県すこやか健康事業団〉

生活習慣病健診〈各日15名〉1月～
3月

2018

日程：1～3月 毎週水・金曜日
　　　　 ※但し2018 年1月3日を除く（休診日：日曜・祝祭日）

場所：福岡健診診療所（博多区博多駅前）

申込締切：受診予定日2か月前
〈実施機関：（一財）西日本産業衛生会〉

生活習慣病健診〈各日30名〉

日程：1～3月 毎週月・火・水曜日
　　　　 ※但し2018 年1月1～3日を除く（休診日：日曜・祝祭日）

場所：福岡国際総合センター（中央区天神）

申込締切：3月7日（水）
〈実施機関：（公財）福岡県すこやか健康事業団〉

日程：1～3月 毎週月曜日
　　　　 （休診日：日曜・祝祭日）

場所：福岡健診診療所（博多区博多駅前）

申込締切：受診予定日2か月前
〈実施機関：（一財）西日本産業衛生会〉

女性検診

女性検診〈各日10名〉

〈各日15～20名〉

女性検診〈各日10名〉

1月～
3月

2018

1月～
3月

2018

1月～
3月

2018

1月～
2月

2018

会員事業所向け健康診断サービス 2017年12月版

NEW

NEWNEW

NEW

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
資料請求、詳細につきましては当所ホームページをご覧ください。

福岡商工会議所の福利厚生充実プランのご案内

ベネフィット・ステーション ゴールドコース
スマートフォンで簡単利用！

200ページに及ぶサービスメニューの
ガイドブックを毎年お一人様一冊

無料配布します。

加入人数が
少なくても
安心な
料金設定

管理・事務
手続きの
手間を解消

低コストで
充実した

福利厚生が実現
※約120万件の
メニュー

福商とベネフィット・ワンとの提携メニュー！
全国約7,170団体が導入する「ベネフィット・ステーション」の
メニューを割安な福商会員特別料金でご利用いただけます。 
※事業所としてサービス利用申込手続が必要です。

1～10名／21,600円
11～100名／108,000円
101～1,000名／324,000円
1,001名以上／1,080,000円

1～100名／1,134円
101～1,000名／1,026円
1,001名以上／918円

1,080円
1名／216円　2名／432円　3名／648円
4名／864円　5名以上／1,080円

ベネフィット・ステーション ゴールドコース料金表
福商会員限定の格安特別料金にてご利用いただけます！

入会金

通常料金 福岡商工会議所会員特別料金

無  料

864円
基本料金／月

会費／月
※料金は1名ごとに
　加算されます。

ほかにも…飲食店、フィットネス、ショッピング、スクール・カルチャー、リラクゼーション、育児・健康

【宿泊施設】
杉乃井ホテル
1泊2食付2名一室
お1人様（税込）9,200円～
【レジャー】
グリーンランド遊園地
おとな（高校生以上）入園券B
通常1,600円（税込)➡1,000円

【スポーツクラブ】
スポーツクラブNAS

（博多・北天神・姪浜・六本松）
都度利用料金 970円
【エンタメ】
映画鑑賞券  割引購入

（例）TOHOシネマズ、ユナイテッドシネマ/シネプレックス
通常1,800円➡1,300円MOVIE
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