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求職者企　業

ジョブ・カードで
マッチング！

正社員の経験が少ない
非正規雇用労働者

 有能な人材を
育成したい企業

ジョブ・カード制度

経営者の
皆様へ
有期実習型訓練の
活用のお勧め

厚生労働省
https://jobcard.mhlw.go.jp

全国各地の地域ジョブ・カード（サポート）センターでは、ジョブ・カードを活用した有期実習型訓練を実施する企業を支援しています。 

自社のニーズに合った人材を育成できます!

●訓練期間を通じて訓練生の適性や職業能力を判断することによって、
採用時のミスマッチや早期離職のリスクを軽減できます。

●訓練カリキュラムに盛り込んだOff-JT（座学等）とOJT（実習）を通じて訓練生の職業能力を
高めることによって、有能な人材を育成できます。

●自社のパートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を正社員として登用するときも活用できます。
●人材の育成や能力開発に積極的な企業であることを対外的にＰＲできます。
●訓練の終了後に国から支給される助成金を活用することによって、訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。

活用する企業にとってのメリット

福岡商工会議所
福岡県地域ジョブ・カードセンター
　Ｈ　Ｐ  https://www.fukunet.or.jp　
ＴＥＬ  092-401-3070
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漫画家

福博新景

櫛田のぎなん

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

こどものころ
歌った歌
垣根の曲がり角でたきびに
であった歌
大声で歌ったけれど
本当は見たことがなかった
垣根をね

旧市街博多は
全域が商いの町
基本おもては商店だった
垣根のあるのは住まい専用
そんな家は近所には一軒もなかった

だから博多は
道路沿いの木といえば
櫛田のぎなん
みんな
櫛田のぎなんのように
大きくなりたいと願って
大きくなったのだった
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02 株式会社采建築社  代表取締役社長　野村 直樹氏
カンパニーズチャレンジ

26 株式会社アイ・ビー・ビー  代表取締役　廣田 稔氏
ミライロしごと図鑑
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〈掲載広告〉
●福岡県ジョブ・カードセンター…表紙裏
●一般財団法人　福岡コンベンションセンター…P33
●九州ラグビーフットボール協会…P11
●福岡県信用保証協会…P20
●公益財団法人　産業雇用安定センター…P21
●一般社団法人　貿易アドバイザー協会…P24

〈【同封】 福商 折込みチラシ〉
●福岡商工会議所 夏の会員交流会
●九州ラグビーフットボール協会　法人賛助会員募集
●生活習慣病健診（秋期）
●通年健診（PET健診）
●ジョブ・カード普及促進フェア

〈【同封】 福商ビジネス情報便〉
●一般財団法人あんしん財団　九州支局
●株式会社富世
●株式会社くじらシステム開発
●株式会社M＆Mパートナーズ
●株式会社ラクス
●株式会社共立メンテナンス

〈もしもに備える〉
ビジネス総合保険制度・業務災害補償プラン
2017年度生命共済制度配当金お支払いのお知らせ
危機管理情報室
〈優秀な人材を採用・育成したい〉
検定試験
セミナー・教育
〈海外展開〉
商談会出展者募集
〈お知らせ〉
第57回博多どんたく港まつりコンクール各賞決定
ラグビーワールドカップ2019
観戦チケット一般抽選販売のご案内
福商優待サービス
博多伝統芸能館公演
夏の会員交流会
　　　　  ホークス特割回数券【後半戦】
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〈福岡商工会議所の活動〉
FCCI NEWS 会議所の動き
〈ビジネスネットワーク〉
新規会員のご紹介
会員企業の商品・サービス紹介
“ホットニュース”

〈専門家に聞く〉
税務Q&A
〈役に立つ情報〉
パブリックインフォメーション
時代を読み解くツボ
アベノミクスの成果と課題

福岡の統計
トレンド通信
食事も出すスーパー
『グローサラント』に注目

　　身の丈ITの推進

〈ホッとひと息〉
今月のよかもん
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ミライロしごと図鑑 02カンパニーズチャレンジ

会員限定

中期方針「消費税軽減税率・転嫁対策支援」

消費税率引上げ・軽減税率対策はお早めに！
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報告
第221回議員総会

会頭・副会頭を選任

28

特集2
福商「おもてなし」コンクール発表企業に聞く

おもてなし5レンジャーによる
“心に響く「おもてなし」。”
新日本製薬 株式会社

予告
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CHALLENGE
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福岡商工会議所 Facebook
是非フォローをお願いいたします！
https://www.facebook.com/fukuoka.cci検索福岡商工会議所
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セミナー
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〒814-0171 福岡市早良区野芥4-45-51
TEL 092-874-7385

http://www.sai-kenchiku.com/

株式会社采建築社

り、顧客満足度を高めていく姿勢が多
くのファンを生み出しています。
また“新職人主義”をさらに推し進
めるかたちで、2017年には各部署を
分社化。野村さんは「それぞれが職人
として仕事に真剣に取り組んでいるか、
そこで利益を上げられているかどうか
を見えるようにしました。仕事のやりと
りを社内での“依頼”から“発注”とい
う形式にすることで、社員のモチベー
ションの向上につながっただけでなく、
よりプロ意識を持って仕事に臨める体
制ができました」と言います。

カッコいい家づくりへの挑戦

采建築社のこだわりは“カッコいい”
家づくり。
「私たちにとってお客様は神様であ
ると同時にパートナーでもあります。
家づくりは人生で何度も訪れるもので
はない。そのたった一度のお客様の大
事な“夢”や“想い”を形にする為に、
私たちもプロとしての“プライド”と“こ
だわり”を全力でお客様にぶつけま
す。その結果、お客様に共感頂けず
依頼を断らざるを得ない時もある。そ

れでも、私たちはお客様との“50-50”
の関係性が家づくりには必要だと考え
ています。」
采建築社は建売住宅への考え方に
も“こだわり”をもっています。
「“売りやすさ”ではなく、“カッコい
い”家であることが条件。デザインや
居住性への新しい挑戦を優先し、今
当社が出来うる全ての力を注ぎ更に
“カッコいい”家を実現します。それが
最終的に、当社で家を建ててくださっ
たお客様のプライドとなり当社からの
お客様への恩返しとなります。」その結
果、建売住宅も即完売になるなど、そ
の“こだわり”がひとつの販売戦略に
なっているのです。

顧客満足度を更に高めて
地場ナンバーワン企業へ

野村社長が「誰も真似できないこと
をやる」と話すように、競合他社では
実現が困難な家づくりに対しても真摯
に対応するスタンスがファンを生み出
しています。
「当社の家を気に入ってもらい、お
客さまを多数紹介いただいた方がいま

した。しかしご本人は予算が合わず、
当社で家を建てることが叶わない。そ
こで恩を返そうと利益を度外視し、極
端に言えば『赤字でもいい』という覚悟
で家を建てたことがあります。お金を
稼ぐことは必要ですが、いかにお客さ
まを満足させられるか。そこを見間違
えると、会社の方向性も間違ってしま
います」。
“カッコいい”家づくりに挑戦するこ
とで、顧客満足度を更に高めている采
建築社。まずは地場ナンバーワン企業
に成長すべく、自由な家づくりで注文
住宅年間100軒という目標に向かって
躍進を続けます。

合理的構造と独創的な
デザインの新しい家づくり

福岡県糸島市の姉子浜沿いに、白
い立方体を思わせるモデルハウスがあ
ります。その間取りは大胆で、1階は
愛車を愛でるガレージ、2階は空間を
贅沢に使ったリビング。遊び心満点の
この家を仕掛けたのが、株式会社采
建築社です。
「采建築社がつくりたい家を考えた
ときに、モダニズム建築※に行き当たり
ました。無駄を省いた洗練されたデザ
インで、なおかつ買いやすい値段でお
客さまに提供したい」と開発されたの
が、『1340万のイエ』シリーズです。
従来の日本家屋には少なかった平面

状の陸屋根を採用し、木造住宅に鉄

骨の階段を組み合わせるなど、斬新な
デザインが目を引きます。その購入方
法も特徴的で、ガレージやバルコニー
を中心にした間取りなど、ライフスタ
イルに合わせた7種類のパッケージを
選択した後、外装材や内装を自分好み
にカスタマイズしていく仕組みです。
また厳冬地で使われる選りすぐりの断
熱材や一枚もののドアなどこだわりの
素材を使い、内部結露を含む20年の
完全無結露保証などサポートも充実。
それでも『1340万のイエ』がコストパ
フォーマンスに優れている理由は、同
社の成り立ちにあります。同社代表取
締役社長の野村直樹さんは「采建築社
のスタートが家屋大工だからこそ、材
料の無駄を省き、またガスや水道など
の構造も事前に織り込むことができ

る。ゆえに価格を抑えながらもデザイ
ンに優れ、高品質な家づくりが可能な
のです」と話します。
※機能的かつ合理的な造形理念に基づく建築方法。

プロ集団の“新職人主義”

「采建築社が選ばれる理由は、家づ
くりをトータルプロデュースできるとこ
ろにあります」と野村さん。
「ハウスメーカー並みのマネジメント
力と保証力、設計事務所と同等のデザ
イン力、工務店がつくる住宅の自由
度。この3つを併せ持っているからこ
そ、お客さまに選ばれるのです」。
それを実現するのが、同社の理念で
ある“新職人主義”です。各セクショ
ンがプロ意識を持って家づくりに携わ

プロ意識で培った無二の家づくりで
お客さま満足度を最大限に高める
株式会社采建築社　代表取締役社長　野村 直樹氏

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.38

2ホテルを思わせるような本社ロビー。細部へのこだわりやお客さまへ
のおもてなしの心がふんだんに取り入れられている

4『朝倉 森の郷モデルハウス』は自然に囲まれたナチュラルテイスト
の住宅で、そのデザインなどモダニズム建築の粋を味わうことができる

1現在は新築事業がメインの采建築社の前身は家屋大工。職人の魂が宿る
鉋や鋸などは、同社社屋に展示され当時の面影を色濃く残している

3福岡県糸島市の海岸沿いに建てられたガレージを中心としたモデルハウス
は、遊び心満点で男性の顧客を中心に“趣味の家”として人気を集めている

21

43

【プロフィール】
福岡県出身。不動産仲介、大手
デベロッパーなどを経て独立。
采建築社現会長に誘われ同社
に入社、新築事業を立ち上げ
る。2017年11月、ホールディン
グス化に伴い、同社代表取締役
社長に就任する。
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した。しかしご本人は予算が合わず、
当社で家を建てることが叶わない。そ
こで恩を返そうと利益を度外視し、極
端に言えば『赤字でもいい』という覚悟
で家を建てたことがあります。お金を
稼ぐことは必要ですが、いかにお客さ
まを満足させられるか。そこを見間違
えると、会社の方向性も間違ってしま
います」。
“カッコいい”家づくりに挑戦するこ
とで、顧客満足度を更に高めている采
建築社。まずは地場ナンバーワン企業
に成長すべく、自由な家づくりで注文
住宅年間100軒という目標に向かって
躍進を続けます。

合理的構造と独創的な
デザインの新しい家づくり

福岡県糸島市の姉子浜沿いに、白
い立方体を思わせるモデルハウスがあ
ります。その間取りは大胆で、1階は
愛車を愛でるガレージ、2階は空間を
贅沢に使ったリビング。遊び心満点の
この家を仕掛けたのが、株式会社采
建築社です。
「采建築社がつくりたい家を考えた
ときに、モダニズム建築※に行き当たり
ました。無駄を省いた洗練されたデザ
インで、なおかつ買いやすい値段でお
客さまに提供したい」と開発されたの
が、『1340万のイエ』シリーズです。
従来の日本家屋には少なかった平面
状の陸屋根を採用し、木造住宅に鉄

骨の階段を組み合わせるなど、斬新な
デザインが目を引きます。その購入方
法も特徴的で、ガレージやバルコニー
を中心にした間取りなど、ライフスタ
イルに合わせた7種類のパッケージを
選択した後、外装材や内装を自分好み
にカスタマイズしていく仕組みです。
また厳冬地で使われる選りすぐりの断
熱材や一枚もののドアなどこだわりの
素材を使い、内部結露を含む20年の
完全無結露保証などサポートも充実。
それでも『1340万のイエ』がコストパ
フォーマンスに優れている理由は、同
社の成り立ちにあります。同社代表取
締役社長の野村直樹さんは「采建築社
のスタートが家屋大工だからこそ、材
料の無駄を省き、またガスや水道など
の構造も事前に織り込むことができ

る。ゆえに価格を抑えながらもデザイ
ンに優れ、高品質な家づくりが可能な
のです」と話します。
※機能的かつ合理的な造形理念に基づく建築方法。

プロ集団の“新職人主義”

「采建築社が選ばれる理由は、家づ
くりをトータルプロデュースできるとこ
ろにあります」と野村さん。
「ハウスメーカー並みのマネジメント
力と保証力、設計事務所と同等のデザ
イン力、工務店がつくる住宅の自由
度。この3つを併せ持っているからこ
そ、お客さまに選ばれるのです」。
それを実現するのが、同社の理念で

ある“新職人主義”です。各セクショ
ンがプロ意識を持って家づくりに携わ

プロ意識で培った無二の家づくりで
お客さま満足度を最大限に高める
株式会社采建築社　代表取締役社長　野村 直樹氏

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.38

2ホテルを思わせるような本社ロビー。細部へのこだわりやお客さまへ
のおもてなしの心がふんだんに取り入れられている

4『朝倉 森の郷モデルハウス』は自然に囲まれたナチュラルテイスト
の住宅で、そのデザインなどモダニズム建築の粋を味わうことができる

1現在は新築事業がメインの采建築社の前身は家屋大工。職人の魂が宿る
鉋や鋸などは、同社社屋に展示され当時の面影を色濃く残している

3福岡県糸島市の海岸沿いに建てられたガレージを中心としたモデルハウス
は、遊び心満点で男性の顧客を中心に“趣味の家”として人気を集めている

21

43

【プロフィール】
福岡県出身。不動産仲介、大手
デベロッパーなどを経て独立。
采建築社現会長に誘われ同社
に入社、新築事業を立ち上げ
る。2017年11月、ホールディン
グス化に伴い、同社代表取締役
社長に就任する。
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１. 軽減税率対象商品

　政府は、2019年10月1日に消費税率を10%へ引上げる

と同時に、消費税軽減税率制度を導入する予定です。

　消費税引上げによる消費マインドの冷え込みや競合他社

との価格競争の激化だけではなく、軽減税率制度の下で

は消費税率が2つになることから、適用税率ごとの区分経

理の実施といった経理処理等の事務負担の増加という、

事業者にとって新たな負担が発生することが予想されま

す。そのため、今から計画的に対応策の準備を進める必

消費税率引上げ・
軽減税率対策はお早めに！
～消費税率引上げ・軽減税率制度は全ての事業者に影響があります～

中期方針
「消費税軽減税率・
転嫁対策支援」

要があります。

　当所では、窓口・巡回相談のほか、各種セミナーなど

を開催し、中小企業の皆様の消費税率引上げ・軽減税率

への円滑な対応を応援いたします。

　本特集では、軽減税率制度の概要をはじめ、同制度に

よる事業者への影響、国の支援策等について、ポイントを

絞り解説しています。

❶軽減税率の対象
　軽減税率の対象となるのは、「酒類・ 外食を除く飲食料

品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。

❷「飲食料品」の定義
　軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に

規定する「食品」のことを指します。

➡ただし、「飲食料品」であっても、酒類と外食は対象にな
りません。また、医薬品・医薬部外品、水道水などは

食品表示法に規定する「食品」にあたらず、標準税率の

対象となります。

❸軽減税率の対象とならない「外食」の定義
　軽減税率の対象品目に、「外食」は含まれておりません。

以下を満たすものが外食の定義となります。

　「テーブル、椅子、カウンター、その他の飲食に用いら

れる設備のある場所において、飲食料品を飲食させるサー

ビス」

❹「セット商品」は要件次第で軽減税率対象
　「おもちゃ付きお菓子」のように、軽減税率の対象となる

飲食料品（お菓子）と標準税率の対象となる商品（おも

ちゃ）を組み合わせて販売する場合、 一定の要件※を満た

せば一体資産として軽減税率の対象となります。
※セット商品の価額が少額（税抜1万円以下）のもので、軽減税率の対象となる飲食料
品が主たる要素を占める（2/3以上）場合

２. 軽減税率での価格表示
❶価格表示の変更が必要かどうかを早めに確認
　10%への引上げ時に価格表示の変更が必要かどうかを判

断するために、まずは、自社（自店） の商品の消費税率が

8%なのか、10%なのかを区別することから始めましょう。

❷価格表示は分かりやすく
　税率の引上げに伴って価格表示の変更が必要かどうかを

検討しましょう。それぞれの事業者が採用している表示方

法（総額表示、外税表示、税抜価格の強調表示）によっ

て、価格表示 の変更が必要かどうかが異なります。

　さらに同じ商品でも店内飲食と持ち帰りで税率が異なっ

たり、似たような商品であっても 税率が異なる場合があり

ます。お客様にとってわかりやすい表示をするように心が

けることが重要です。

❸同じ商品でも8%の時と10%の時がある場合
　お客様の買い方（持ち帰りとイートイン）、店側の売り方

（単品とセット商品）によって、同じ商品が8%と10%のい

ずれにもなる場合があります。この場合もお客様が混乱し

ないように、 どちらの税率なのかをわかるように工夫しま

しょう。

❹軽減税率対象と対象外の商品がお店に混在する場合
　例えば、「300円＋税」のような外税表示の場合、お客

様がどちらの税率なのかがわからなければ、消費税額を判

断することができません。価格表示・店内表示・陳列な

どで、どちらの税率なのかをわかるように工夫しましょう。

３. 変更となる事務処理　
❶変更となる事務処理を確認
　軽減税率制度導入によって、事務処理の変更が必要に

なります。自社（自店）の中でどの事務処理を変更する必

要があるのか確認し、対策を検討しましょう。 特に、軽減

税率の対象品目（飲食料品等）を扱う事業者は、レジの入

替や受発注システムの改修が必要になる可能性があるた

め、早めの対策が重要です。

❷仕入・支払の際の確認事項の例
　軽減税率制度導入後は、仕入・支

払の際に複数の税率が混在します。

　仕入にかかる消費税率は、8%と10%が混在。 （肉 :8％、

野菜:8％、コメ:8％、容器 :10％、水道代・光熱費 :10％）

□支払先ごとに納品書と請求書の各品目の税率、請求
金額に誤りが無いか確認

□税率がわからない場合は、仕
入先に確認し、自社で税率

を請求書等に記載

❸販売の際の確認事項の例
　軽減税率制度導入後は、販売の際に複数の税率が混在

する可能性があります。

　お弁当の消費税率は8％、お酒の消費税

率は10％となり、8％と10％が混在。

□軽減税率に対応したレジの導入
□レジに商品ごとの価格、税率を登録
□値札・棚札・領収書に適用税率を記載
□請求書や領収書には軽減税率対象品
目である旨と税率ごとの合計額を記載

□返品の場合、税率を確認して返金

〈取り扱い品目の確認が必要～税率の紛らわしいケ一スに注意～〉
軽減税率対象品目と標準税率対象品目の両方を販売している事
業者は、販売の際に税率の確認などが必要になります。
詳細は、国が発表するQ&Aやガイドライン等で確認しましょう。

8% 10%軽減税率対象 標準税率対象

・新聞
・飲食料品（野菜、弁当、
飲料、魚、精米、パン）

・外食（レストラン等での
食事）

・酒類（ビール、ワイン）
・その他（医薬品・医薬部
外品、水道水）

8% 軽減税率
（外食にあたらない）

標準税率
（外食）

・テイクアウト、持ち帰り、
出前宅配、お土産

・屋台での軽食（テーブル、
椅子等の飲食設備がない
場合）

店側の提供意図によって持ち
帰りと店内飲食を区別します。
（例）お客様の求めに応じて店
がテイクアウト用に提供したも
のを店内で飲食した場合も軽
減税率の対象にあたります。

相手方の注文に応じて、指定
された場所で調理等を行うこ
と（「ケータリング・出張料理
等」）も外食にあたります。

・店内飲食
・フードコートでの飲食
・ケータリング・出張料理等テイクアウト、

持ち帰り、宅配
は軽減税率

8% 10%
軽減税率 標準税率セット商品？

イートイン？

※なお、外税表示と税抜価格の強調表示は、現行の特措法では2021年3月31日まで
の特別措置です。

総額が変わるので変更の必要あり

「＋税」は変わりませんので、変更の必要はないものと考えられます。

 10,800円（税込） ➡ 11,000円（税込）

 10,000円＋税

総額表示の例 

外税表示の例 

総額表示の例 外税表示の例 

クリームパン
お持ち帰り 108円（税込）
イートイン  110円（税込）

クリームパン
本体価格 100円（税別）
税込：お持ち帰り108円
税込：イートイン110円（　　　　　 　　 ）

・みりん 300円＋税
・しょうゆ 300円＋税

変更前

・みりん 300円＋税（10％）
・しょうゆ 300円＋税（8％）

変更後

みりんは酒類
なので10％。
「＋税」の
外税表示の
場合は、
誤解を与え
てしまうなぁ

お弁当屋さんの例

お弁当屋さんの例

誤解や誤認を
防ぐために、
わかりやすい
価格表示や
説明が必要
です

企業が会議用に
購入するお弁当やお茶、
取引先への贈答用菓子、
新聞の定期購読に
かかる消費税率
は8％です

10%

〈円滑な事務処理や販売のために〉 売上・仕入を税率ごとに区分し、正しい経理処理が必要になります。また請求書や領収書も区分記載が必要
になってきます。その対応としてレジの入替や受発注システムと会計システムの新規導入を検討しましょう。（p.6,7参照）

特 集
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❶軽減税率の対象
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❸同じ商品でも8%の時と10%の時がある場合
　お客様の買い方（持ち帰りとイートイン）、店側の売り方

（単品とセット商品）によって、同じ商品が8%と10%のい

ずれにもなる場合があります。この場合もお客様が混乱し

ないように、 どちらの税率なのかをわかるように工夫しま

しょう。

❹軽減税率対象と対象外の商品がお店に混在する場合
　例えば、「300円＋税」のような外税表示の場合、お客

様がどちらの税率なのかがわからなければ、消費税額を判
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３. 変更となる事務処理　
❶変更となる事務処理を確認
　軽減税率制度導入によって、事務処理の変更が必要に
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　軽減税率制度導入後は、仕入・支

払の際に複数の税率が混在します。

　仕入にかかる消費税率は、8%と10%が混在。 （肉 :8％、

野菜:8％、コメ:8％、容器 :10％、水道代・光熱費 :10％）

□支払先ごとに納品書と請求書の各品目の税率、請求
金額に誤りが無いか確認

□税率がわからない場合は、仕
入先に確認し、自社で税率

を請求書等に記載

❸販売の際の確認事項の例
　軽減税率制度導入後は、販売の際に複数の税率が混在

する可能性があります。

　お弁当の消費税率は8％、お酒の消費税

率は10％となり、8％と10％が混在。

□軽減税率に対応したレジの導入
□レジに商品ごとの価格、税率を登録
□値札・棚札・領収書に適用税率を記載
□請求書や領収書には軽減税率対象品
目である旨と税率ごとの合計額を記載

□返品の場合、税率を確認して返金

〈取り扱い品目の確認が必要～税率の紛らわしいケ一スに注意～〉
軽減税率対象品目と標準税率対象品目の両方を販売している事
業者は、販売の際に税率の確認などが必要になります。
詳細は、国が発表するQ&Aやガイドライン等で確認しましょう。

8% 10%軽減税率対象 標準税率対象

・新聞
・飲食料品（野菜、弁当、
飲料、魚、精米、パン）

・外食（レストラン等での
食事）

・酒類（ビール、ワイン）
・その他（医薬品・医薬部
外品、水道水）

8% 軽減税率
（外食にあたらない）

標準税率
（外食）

・テイクアウト、持ち帰り、
出前宅配、お土産

・屋台での軽食（テーブル、
椅子等の飲食設備がない
場合）

店側の提供意図によって持ち
帰りと店内飲食を区別します。
（例）お客様の求めに応じて店
がテイクアウト用に提供したも
のを店内で飲食した場合も軽
減税率の対象にあたります。

相手方の注文に応じて、指定
された場所で調理等を行うこ
と（「ケータリング・出張料理
等」）も外食にあたります。

・店内飲食
・フードコートでの飲食
・ケータリング・出張料理等テイクアウト、

持ち帰り、宅配
は軽減税率

8% 10%
軽減税率 標準税率セット商品？

イートイン？

※なお、外税表示と税抜価格の強調表示は、現行の特措法では2021年3月31日まで
の特別措置です。

総額が変わるので変更の必要あり

「＋税」は変わりませんので、変更の必要はないものと考えられます。

 10,800円（税込） ➡ 11,000円（税込）

 10,000円＋税

総額表示の例 

外税表示の例 

総額表示の例 外税表示の例 

クリームパン
お持ち帰り 108円（税込）
イートイン  110円（税込）

クリームパン
本体価格 100円（税別）
税込：お持ち帰り108円
税込：イートイン110円（　　　　　 　　 ）

・みりん 300円＋税
・しょうゆ 300円＋税

変更前

・みりん 300円＋税（10％）
・しょうゆ 300円＋税（8％）

変更後

みりんは酒類
なので10％。
「＋税」の
外税表示の
場合は、
誤解を与え
てしまうなぁ

お弁当屋さんの例

お弁当屋さんの例

誤解や誤認を
防ぐために、
わかりやすい
価格表示や
説明が必要
です

企業が会議用に
購入するお弁当やお茶、
取引先への贈答用菓子、
新聞の定期購読に
かかる消費税率
は8％です

10%

〈円滑な事務処理や販売のために〉 売上・仕入を税率ごとに区分し、正しい経理処理が必要になります。また請求書や領収書も区分記載が必要
になってきます。その対応としてレジの入替や受発注システムと会計システムの新規導入を検討しましょう。（p.6,7参照）

特 集
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消費税の課税事業
者

は事業者番号を記
載

したインボイスが

必要だな

2023年10月1日～

適格請求書
（インボイス）

消費税軽減税率対策や、価格転嫁対策に関する国の施策をはじめ、経営に関する様々なご相談に対応いたします。

お問い合わせ／ 福岡商工会議所　消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口　
 地域支援第一グループ（東・博多・南区の方） 

▲

TEL 092-441-2161
 地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区の方）  

▲

TEL 092-441-2162
 経営支援グループ（各種セミナーのお問い合わせ）  

▲

TEL 092-441-1146

４. 請求書の様式変更
❶軽減税率制度導入に伴う請求書の様式の変更
　2つの消費税率を把握するために 、請求書の様式の変

更が必要になります。2019年10月1日から2023年9月30

日までは「区分記載請求書等保存方式」、2023年10月1

日からは「適格請求書等（インボイス）保存方式」が実施さ

れます。（右図参照）

消費税軽減税率Q&A
Q.軽減税率ってなんですか？
A.消費税率10％引上げ時に、生活必需品である飲
食料品などの消費税率を8％に据え置く制度です。

Q.取引先との会食で、お土産用に用意した「お寿
司折詰」の代金の税率は8％？ 10％？

A.お土産は「持ち帰り」なので8％になります。た
だし、会食自体は「外食（軽減税率対象外）」なので
10％になります。

Q.「紅茶とティーカップのセット」のように、軽減税
率の対象商品（紅茶）と標準税率となる商品（ティー
カップ）を組み合わせて販売する場合の税率は8％？ 
10％？

A.セット商品の価額が少額（税抜1万円以下）のもの
で、軽減税率の対象となる飲食料品が主たる要素を占
める（2/3以上）場合は、軽減税率の対象となります。

Q.会議用のお弁当など軽減税率対象商品を購入し
た場合、経理処理はどのようにすればいいのですか？

A.8％、10％で税率ごとに分けて経理処理をする必
要があります。そのため、ほとんど全ての事業者で

経理処理の変更が必要になります。

Q.軽減税率の導入で請求書や領収
書の様式を変える必要があるのですか？

A.8％と10％の税率を
分けて記載する必要が
あるため、請求書や領
収書の様式の変更が必
要になります。（右図参照）

Q.現在のレジで軽減税率に対応できますか？対応し
ていない場合、買換えのための国からの支援はあり
ますか？

A.今、お使いのレジが軽減税率制度に対応している
か、メーカーや販売業者などに確認しましょう。対応
していない場合は、レジの買換えやシステムの改修が
必要になります。
レジの買換え、システム改修のための国の補助金が
創設されています。  軽減税率対策補助金事務局の
ホームページ（http://kzt-hojo.jp）をご覧ください。

〈「適格請求書等（インボイス）」導入後の免税事業者からの仕入
について〉
2023年10月1日以降、原則、課税事業者の仕入税額控除に
は、「適格請求書等（インボイス）」が必要となります。インボイス
は課税事業者のみが発行できるため、インボイスが発行できない
免税事業者は、課税事業者から取引を避けられ、将来的に課税
事業者になる選択を迫られる可能性があります。
なお、「適格請求書等（インボイス）」導入後、免税事業者からの
仕入の一定割合を税額控除できる経過措置の対応がなされる見
込みです。税務署等に確認しましょう。

５. 国の支援策（補助金）
❶レジ導入・受発注システム改修等のための補助金
　中小企業・小規模事業者等が、軽減税率制度導入に

対応するためにレジの導入や受発注システムの改修・入替

を行う場合、国の補助金制度が利用できます。

■概要：軽減税率制度に対応するため、レジの新規導入
や既存レジの改修を行う中小企業者等を支援

■補助対象：軽減税率制度に対応したレジ（タブレット等
を利用したレジ、付属機器も含む）
※具体的な対象機種等は、軽減税率対策補助金事務局ホームページで公表

■補助率：2/3（3万円未満のレジを1台のみ導入する場合
は3/4、タブレット等は1/2）

■補助上限額：レジ1台あたり20万円（商品
マスタの設定が必要な場合は40万円）

　1事業者あたり200万円

■申請方法：レジ等導入後の申請（事後申請）となりま
す。一部販売店等による代理申請も可能です。

締切等の詳細については、軽減税率対策補助金事務局

ホームページ（http://kzt- hojo.jp）をご覧ください。 

■概要：軽減税率制度に対応するため、受発注システム
の改修・入替を行う中小企業者等を支援

■補助対象：軽減税率制度に対応するために必要となる
電子的受発注システムの改修・入替

■補助率：2/3 
■補助上限額：小売事業者等の発注システムの場合…
1,000万円

　卸売事業者等の受注システムの場合…150万円

　発注システム・受注システム両方の場合 …1,000万円

■申請方法：軽減税率対策補助金事務局が指定したシス
テムベンダー等が「代理申請」を行います（システムベン

福岡商工会議所 検索

ここまでの軽減税率制度の理解度を
以下のQ&Aで確認しておきましょう

1.現行の請求書 ～2019年9月30日

2019年10月1日～2023年9月30日2.区分記載請求書

2023年10月1日～3.適格請求書（インボイス）

区分記載請求書

請求書の様式を
変更しなければ
いけないな

2019年10月1日
～2023年9月30日

区分記載
請求書

③事業者番号
④税率ごとの
　消費税額

③
④

①軽減税率の対象
　品目である旨
②税率ごとに合計
　した対価の額

①

②

※標準税率対象品目のみを
販売している場合は、現在と
同様の書式で対応することも
可能です。

ダー等が行うシステム改修・入替の場合は 事

前に申請が必要です）。

　ただし、事務局に登録されたパッケージ製品 ・ 

サービスを事業者自ら導入する場合は、導入後

の申請（事後申請）となります。

　締切等の詳細については、軽減税率対策補助

金事務局ホームページ（http://kzt-hojo.jp）をご

覧ください。

❷補助金を利用するためにフローチャートで確認
　軽減税率制度に対応したレジの導入や受発注シ

ステムの改修・入替が必要な場合は、国の補助

金制度が利用できます。まずは、フローチャート

でどの補助金が利用できるのかを確認しましょう。

【軽減税率制度に対応したレジ導入補助金】（A型）

【軽減税率制度に対応した受発注システム改修等補助金】（B型）

自社の販売商品に軽減税率対象品目が含まれる

卸売業、食品製造業等（BtoB） 小売業、飲食業等（BtoC）

受発注システムが
軽減税率制度に対応しているか
システム会社等に確認

システム
改修・入替
不要

システム
改修・入替
必要

レジの
入替が
必要

レジの
入替は不要
だが改修が
必要

レジの
入替、
改修は
不要

レジが軽減税率制度に
対応しているか
メーカー等に確認

軽減税率制度に対応した受発注
システムを改修・入替するための
補助金の利用が可能（B型）

軽減税率制度に対応した
レジを導入するための

補助金の利用が可能（A型）

手書き領収書イメージ

https://www.fukunet.or.jp/

「区分記載請求書」には、一定の記載事項を満たす領収書や納品
書、小売事業者等が交付するレシートなど取引の事実を証する書
類も含まれます。領収書には以下のような書式があります。
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消費税の課税事業
者

は事業者番号を記
載

したインボイスが

必要だな

2023年10月1日～

適格請求書
（インボイス）

消費税軽減税率対策や、価格転嫁対策に関する国の施策をはじめ、経営に関する様々なご相談に対応いたします。

お問い合わせ／ 福岡商工会議所　消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口　
 地域支援第一グループ（東・博多・南区の方） 

▲

TEL 092-441-2161
 地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区の方）  

▲

TEL 092-441-2162
 経営支援グループ（各種セミナーのお問い合わせ）  

▲

TEL 092-441-1146

４. 請求書の様式変更
❶軽減税率制度導入に伴う請求書の様式の変更
　2つの消費税率を把握するために 、請求書の様式の変

更が必要になります。2019年10月1日から2023年9月30

日までは「区分記載請求書等保存方式」、2023年10月1

日からは「適格請求書等（インボイス）保存方式」が実施さ

れます。（右図参照）

消費税軽減税率Q&A
Q.軽減税率ってなんですか？
A.消費税率10％引上げ時に、生活必需品である飲
食料品などの消費税率を8％に据え置く制度です。

Q.取引先との会食で、お土産用に用意した「お寿
司折詰」の代金の税率は8％？ 10％？

A.お土産は「持ち帰り」なので8％になります。た
だし、会食自体は「外食（軽減税率対象外）」なので
10％になります。

Q.「紅茶とティーカップのセット」のように、軽減税
率の対象商品（紅茶）と標準税率となる商品（ティー
カップ）を組み合わせて販売する場合の税率は8％？ 
10％？

A.セット商品の価額が少額（税抜1万円以下）のもの
で、軽減税率の対象となる飲食料品が主たる要素を占
める（2/3以上）場合は、軽減税率の対象となります。

Q.会議用のお弁当など軽減税率対象商品を購入し
た場合、経理処理はどのようにすればいいのですか？

A.8％、10％で税率ごとに分けて経理処理をする必
要があります。そのため、ほとんど全ての事業者で

経理処理の変更が必要になります。

Q.軽減税率の導入で請求書や領収
書の様式を変える必要があるのですか？

A.8％と10％の税率を
分けて記載する必要が
あるため、請求書や領
収書の様式の変更が必
要になります。（右図参照）

Q.現在のレジで軽減税率に対応できますか？対応し
ていない場合、買換えのための国からの支援はあり
ますか？

A.今、お使いのレジが軽減税率制度に対応している
か、メーカーや販売業者などに確認しましょう。対応
していない場合は、レジの買換えやシステムの改修が
必要になります。
レジの買換え、システム改修のための国の補助金が
創設されています。  軽減税率対策補助金事務局の
ホームページ（http://kzt-hojo.jp）をご覧ください。

〈「適格請求書等（インボイス）」導入後の免税事業者からの仕入
について〉
2023年10月1日以降、原則、課税事業者の仕入税額控除に
は、「適格請求書等（インボイス）」が必要となります。インボイス
は課税事業者のみが発行できるため、インボイスが発行できない
免税事業者は、課税事業者から取引を避けられ、将来的に課税
事業者になる選択を迫られる可能性があります。
なお、「適格請求書等（インボイス）」導入後、免税事業者からの
仕入の一定割合を税額控除できる経過措置の対応がなされる見
込みです。税務署等に確認しましょう。

５. 国の支援策（補助金）
❶レジ導入・受発注システム改修等のための補助金
　中小企業・小規模事業者等が、軽減税率制度導入に

対応するためにレジの導入や受発注システムの改修・入替

を行う場合、国の補助金制度が利用できます。

■概要：軽減税率制度に対応するため、レジの新規導入
や既存レジの改修を行う中小企業者等を支援

■補助対象：軽減税率制度に対応したレジ（タブレット等
を利用したレジ、付属機器も含む）
※具体的な対象機種等は、軽減税率対策補助金事務局ホームページで公表

■補助率：2/3（3万円未満のレジを1台のみ導入する場合
は3/4、タブレット等は1/2）

■補助上限額：レジ1台あたり20万円（商品
マスタの設定が必要な場合は40万円）

　1事業者あたり200万円

■申請方法：レジ等導入後の申請（事後申請）となりま
す。一部販売店等による代理申請も可能です。

締切等の詳細については、軽減税率対策補助金事務局

ホームページ（http://kzt- hojo.jp）をご覧ください。 

■概要：軽減税率制度に対応するため、受発注システム
の改修・入替を行う中小企業者等を支援

■補助対象：軽減税率制度に対応するために必要となる
電子的受発注システムの改修・入替

■補助率：2/3 
■補助上限額：小売事業者等の発注システムの場合…
1,000万円

　卸売事業者等の受注システムの場合…150万円

　発注システム・受注システム両方の場合 …1,000万円

■申請方法：軽減税率対策補助金事務局が指定したシス
テムベンダー等が「代理申請」を行います（システムベン

福岡商工会議所 検索

ここまでの軽減税率制度の理解度を
以下のQ&Aで確認しておきましょう

1.現行の請求書 ～2019年9月30日

2019年10月1日～2023年9月30日2.区分記載請求書

2023年10月1日～3.適格請求書（インボイス）

区分記載請求書

請求書の様式を
変更しなければ
いけないな

2019年10月1日
～2023年9月30日

区分記載
請求書

③事業者番号
④税率ごとの
　消費税額

③
④

①軽減税率の対象
　品目である旨
②税率ごとに合計
　した対価の額

①

②

※標準税率対象品目のみを
販売している場合は、現在と
同様の書式で対応することも
可能です。

ダー等が行うシステム改修・入替の場合は 事

前に申請が必要です）。

　ただし、事務局に登録されたパッケージ製品 ・ 

サービスを事業者自ら導入する場合は、導入後

の申請（事後申請）となります。

　締切等の詳細については、軽減税率対策補助

金事務局ホームページ（http://kzt-hojo.jp）をご

覧ください。

❷補助金を利用するためにフローチャートで確認
　軽減税率制度に対応したレジの導入や受発注シ

ステムの改修・入替が必要な場合は、国の補助

金制度が利用できます。まずは、フローチャート

でどの補助金が利用できるのかを確認しましょう。

【軽減税率制度に対応したレジ導入補助金】（A型）

【軽減税率制度に対応した受発注システム改修等補助金】（B型）

自社の販売商品に軽減税率対象品目が含まれる

卸売業、食品製造業等（BtoB） 小売業、飲食業等（BtoC）

受発注システムが
軽減税率制度に対応しているか
システム会社等に確認

システム
改修・入替
不要

システム
改修・入替
必要

レジの
入替が
必要

レジの
入替は不要
だが改修が
必要

レジの
入替、
改修は
不要

レジが軽減税率制度に
対応しているか
メーカー等に確認

軽減税率制度に対応した受発注
システムを改修・入替するための
補助金の利用が可能（B型）

軽減税率制度に対応した
レジを導入するための

補助金の利用が可能（A型）

手書き領収書イメージ

https://www.fukunet.or.jp/

「区分記載請求書」には、一定の記載事項を満たす領収書や納品
書、小売事業者等が交付するレシートなど取引の事実を証する書
類も含まれます。領収書には以下のような書式があります。
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6.6、6.14どんたく

写真コンクール「福岡市民の祭り振興会会長賞」に選ばれた
『出発点を祝い出る松ばやし』（撮影：中原希代子さん）

人気コンクール「福岡商工会議所会頭賞」
に選ばれた福岡民踊舞踊　四季の会

記者会見で記者の質問に答える藤永会頭

左から松本副会頭、柴田副会頭、安部副会頭、藤永会頭、榎本副会頭、川原副会頭

議員総会後に就任挨拶をする藤永会頭

〈各コンクール受賞団体・作品一覧〉
平成30年度第57回どんたく隊賞人気コンクール
〈福岡市民の祭り振興会会長賞〉
  精華女子高等学校吹奏楽部
〈福岡市長賞〉博多民踊協会どんたく隊
〈福岡商工会議所会頭賞〉福岡民踊舞踊  四季の会
〈福岡観光コンベンションビューロー会長賞〉福岡民踊会
〈RKB毎日放送賞〉真弓ダンススタジオ
〈西日本新聞社賞〉じろ長どんたく隊
〈福岡県知事賞〉栄奈美会どんたく隊
〈下澤轍賞〉アザレインターナショナルどんたく隊
〈西島伊三雄賞〉商売繁盛やずやどんたく隊
〈福岡市議会議長賞〉博多しょんがね
〈若者大賞〉Teddy child
〈花のマーチングどんたく大賞〉バトンプレイス
〈やまや賞〉「博多町家」ふるさと館どんたく隊

平成30年度第57回どんたく写真コンクール受賞団体一覧
〈福岡市民の祭り振興会会長賞〉
  「出発点を祝い出る松ばやし」中原希代子
〈西日本新聞社賞〉「おばあちゃんと一緒？」谷中博文
〈明太子のやまや賞〉5作品
〈どんたくニコン賞〉1作品
〈やまやユーモア賞〉5作品
〈やまやファミリー賞〉5作品
〈佳作〉19作品

　福岡市民の祭り振興会（会長=礒山誠二・当所会頭）は、6月6日に当所会議室で

「どんたく隊賞人気コンクール」（同振興会、西日本新聞社主催）の表彰式を、6月14日

に福岡アジア美術館（あじびホール）で「どんたく写真コンクール」（同振興会、西日本

新聞社主催）の表彰式を開催した。結果は右記の通り。

第57回コンクール各賞決定

6.26議員総会

第221回議員総会

FCCI NEWS 会議所の動き

　当所は6月26日、第221回議員総会を開催し、新会頭に藤永

憲一氏（㈱九電工  代表取締役会長（現・相談役））、新副会頭に

柴田暢雄氏（コカ・コーラボトラーズジャパン㈱  役員待遇（渉外

担当））、松本優三氏（㈱松本組  代表取締役社長）を満場一致で

選任した。いずれも任期は2020年11月8日まで。

　議員総会後、藤永新会頭は「会員企業が約1万6千社にのぼる

組織の重みや、日本で最も元気な街といわれる福岡の存在感を未

来につなげていく」、「会員の皆様としっかり意思疎通を図りながら

会議所運営に取り組む」と抱負を述べた。

新会頭に藤永憲一氏、新副会頭に柴田暢雄氏、松本優三氏を満場一致で選任
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〈西島伊三雄賞〉商売繁盛やずやどんたく隊
〈福岡市議会議長賞〉博多しょんがね
〈若者大賞〉Teddy child
〈花のマーチングどんたく大賞〉バトンプレイス
〈やまや賞〉「博多町家」ふるさと館どんたく隊

平成30年度第57回どんたく写真コンクール受賞団体一覧
〈福岡市民の祭り振興会会長賞〉
  「出発点を祝い出る松ばやし」中原希代子
〈西日本新聞社賞〉「おばあちゃんと一緒？」谷中博文
〈明太子のやまや賞〉5作品
〈どんたくニコン賞〉1作品
〈やまやユーモア賞〉5作品
〈やまやファミリー賞〉5作品
〈佳作〉19作品

　福岡市民の祭り振興会（会長=礒山誠二・当所会頭）は、6月6日に当所会議室で

「どんたく隊賞人気コンクール」（同振興会、西日本新聞社主催）の表彰式を、6月14日

に福岡アジア美術館（あじびホール）で「どんたく写真コンクール」（同振興会、西日本

新聞社主催）の表彰式を開催した。結果は右記の通り。

第57回コンクール各賞決定

6.26議員総会

第221回議員総会

FCCI NEWS 会議所の動き

　当所は6月26日、第221回議員総会を開催し、新会頭に藤永

憲一氏（㈱九電工  代表取締役会長（現・相談役））、新副会頭に

柴田暢雄氏（コカ・コーラボトラーズジャパン㈱  役員待遇（渉外

担当））、松本優三氏（㈱松本組  代表取締役社長）を満場一致で

選任した。いずれも任期は2020年11月8日まで。

　議員総会後、藤永新会頭は「会員企業が約1万6千社にのぼる

組織の重みや、日本で最も元気な街といわれる福岡の存在感を未

来につなげていく」、「会員の皆様としっかり意思疎通を図りながら

会議所運営に取り組む」と抱負を述べた。

新会頭に藤永憲一氏、新副会頭に柴田暢雄氏、松本優三氏を満場一致で選任

6.6

　九州商工会議所連合会（会長＝礒山会

頭）は6月6日、熊本県人吉市で第96回

通常会員総会を開催した。今年度の事業

計画や予算、各地の商工会議所の意見を

とりまとめた要望等について審議。深刻化

する中小企業の人材不足の解消に向けた

外国人人材の受入拡大や、熊本地震や九

州北部豪雨災害からの復旧・復興に向け

た早期のインフラ復旧、被災した地域の

中小企業に対する支援策の継続や運用拡

大を国に求めることなどを決定した。

九州・沖縄の78商工会議所から170名が参加

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九商連

九州商工会議所連合会
第96回通常会員総会

6.8

博多伝統芸能振興に向け協議が行われた

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

伝統芸能 6.8再生支援

博多伝統芸能振興会
平成30年度総会

　当所が設置する福岡県中小企業再生支

援協議会（会長＝礒山会頭）は6月8日、

第20回全体会議を開催した。

　会議では、福岡県中小企業再生支援協

議会と福岡県事業引継ぎ支援センターの

各統括責任者より、平成29年度の事業報

告、平成30年度の事業計画について説明

し、全ての議案が承認された。

　続く意見交換でも、参加者から協力して

取り組みを進めたいとの意見が多く出され、

緊密な連携を図りつつ支援を実行していく

必要性を確認した。

　博多伝統芸能振興会（会長＝礒山会

頭）は6月8日、当所で平成30年度総会

を開催。43名が出席した。

　総会では、平成29年度事業報告並び

に収支決算、平成30年度事業計画並び

に収支予算、役員改選について協議し、

全て議案通り承認され、「博多伝統芸能

館」の実施状況と今後の取り組みについ

て報告がなされた。

　なお、「第二十八回博多をどり」は12月

8日（土）に博多座で開催する予定。

昨今の状況を踏まえて挨拶する礒山会長

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

福岡県中小企業再生支援協議会
第20回全体会議

6.12女性会

　九州商工会議所女性会連合会（会長＝

森純子・㈱如水庵取締役副社長）はホテ

ルニュー長崎で総会を開催。九州各県より

57女性会、615名が出席した。総会では、

平成29年度事業報告（案）・収支決算

（案）及び監査報告、平成30年度事業計

画（案）並びに収支予算（案）、顧問の委嘱

（顧問＝西川ともゑ・㈱博多石焼大阪屋会

長）などについて協議し、全て承認された。

総会後には、カリフォルニア州弁護士であ

るケント・ギルバート氏が『アメリカ人から

見た「和」の国 日本』をテーマに講話した。

挨拶をする森会長

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

第50回九州商工会議所女性会
連合会総会長崎大会

5.21

　当所は5月21日、福岡国際会議場で

「会社合同説明会」を開催。2019年3月

卒業の学生を中心に466名が来場した。

出展企業の採用担当者からは、「良い学

生と接することができ、自社説明会への

エントリーにつなげることができた」「他社

のブースづくりが今後の採用活動の参考

になった」といった声が聞かれた。出展

企業のアンケートでは「質の良い学生を早

期に確保するため、採用活動を前倒しし

ている」といった声が聞かれ、早期化・

長期化する採用活動に苦慮している現状

がうかがわれた。

福岡市内を中心に各方面から121社が出展

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

会社合同説明会

5.31

　福岡県商工会議所連合会（会長＝礒山

会頭）は5月31日、福岡市で第130回通常

会員総会を開催。昨年度の事業報告・収

支決算、今年度の事業計画・収支予算に

ついて審議し、原案通り承認した。礒山

会長は挨拶で「商工会議所の役割は、経

営支援や地域の活性化など、年々幅が広

がっている。社会の変化に伴う様々な課題

に対し、商工会議所同士、一体感を持っ

て取り組んで行く」と述べた。総会後の特

別講話では、小川洋知事が「福岡県の地

方創生への取組み」について講演された。

県内19商工会議所から44名が参加

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福商連

福岡県商工会議所連合会
第130回通常会員総会
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FCCI NEWS 会議所の動き

6.13

　当所と、（公社）福岡貿易会、福岡アジ

アビジネスセンター、（独法）日本貿易振興

機構（ジェトロ）福岡貿易情報センター、

（独法）中小企業基盤整備機構九州本部の

5つの海外展開支援機関は、7月2日に「ワ

ンストップ海外展開相談窓口」を開設する

ことを発表した。

　同窓口では、海外への企業進出・販路

開拓・貿易実務・人材育成など、それぞ

れが強みとするノウハウを持ち寄り、総合

的なメニューを作成し、ワンストップによ

り支援の強化を図っていく。

5支援機関共同で窓口を開設

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

海外展開

「ワンストップ海外展開相談窓
口」開設を発表

6.13

　当所情報・文化・サービス部会（部会

長=永江靜加・㈱インターナショナルエア

アカデミー代表取締役会長）は、鹿児島商

工会議所　情報・文化部会（部会長=西

中浩二・㈱日能研九州代表取締役社長）

と合同で博多座六月大歌舞伎観劇会なら

びに意見交換会を開催。両部会から観劇

会15名、意見交換会13名が参加した。意

見交換会では、福岡・鹿児島それぞれの

部会における取り組みを紹介。参加者から

は、「これを契機に両部会の交流を今後も

継続していきたい」との声が多数聞かれた。

交流事業参加者の集合写真

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

部　会

情報・文化・サービス部会
鹿児島商工会議所との交流事業

6.15～6.16

視察会を通して親睦を深めた

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

支店長会

支店長会6月例会
奄美大島視察

外国人雇用はルールを守って
適正に！

　外国人が在留資格の範囲内でその

能力を十分に発揮しながら、適正に

就労できるよう、事業主の方が守らな

ければならないルールや配慮していた

だきたい事項があります。内容をご理

解の上、適正な外国人雇用をお願い

します。

⒈ 外国人労働者の雇入れ・離職の際

にはその氏名、在留資格などについ

てハローワークへの届出が必要です

⒉ 外国人労働者の雇用管理の改善は

事業主の努力義務です

【お問い合わせ】
厚生労働省

福岡労働局職業対策課

TEL 092-434-9806

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

福岡市で「事業所省エネ計画書
制度」が始まります！ 

　事業所の自主的・計画的な省エネを

促進するための制度です。計画書を提

出いただいた事業所には、より効果的

な省エネ活動ができるように福岡市か

ら専門家の派遣やアドバイスなどの支

援を行います。この機会にエネルギー

の使い方を見直してみましょう。

▶対象　エネルギー消費量（原油換算）
750kL／年以上の福岡市内の事業所
※目安：オフィスの場合は電気使用量

　　　　約300万kWh／年以上

▶提出期間　平成30年7月1日～11月30日
【お問い合わせ】
福岡市環境局

環境・エネルギー対策課

TEL 092-711-4282

6.12、6.14

　6月12日に、伊勢丹シンガポールおよ

び伊勢丹マレーシアとの個別商談会を開

催。「九州フェア」向けの食品商材や定番

商品の発掘を目的に各々22社が商談し

た。14日はサンエー21（ヤマエ久野㈱グ

ループ）との個別商談会を開催。九州・

関東・関西他小売等への販売紹介商品

の開拓として12社が商談した。いずれも

定員を上回る申込みがあり、参加企業か

らは「バイヤーとの商談を通じて、海外

の現地動向や消費者ニーズを知ることが

できた」といった声が聞かれた。

自慢の商品をバイヤーに提案する参加企業

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

販路拡大

魅力ある福岡・九州ブランド
国内外へ発信

　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㈱福岡統括支社  

理事福岡統括支社長）は6月15日～16日

の2日間、6月例会「奄美大島視察会」を

実施。過去最多の18名が参加した。「浜

千鳥館黒糖焼酎工場」、「西郷南洲流謫

跡」等を視察し、東洋のガラパゴスといわ

れる手つかずの自然が残る奄美大島のマ

ングローブ原生林カヌーツアーの体験など

を通して会員同士の親睦を深めた。

支店長会では会員募集中です！
支店長の皆様、福岡でのネットワークを広げませんか？
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FCCI NEWS 会議所の動き

6.13

　当所と、（公社）福岡貿易会、福岡アジ

アビジネスセンター、（独法）日本貿易振興

機構（ジェトロ）福岡貿易情報センター、

（独法）中小企業基盤整備機構九州本部の

5つの海外展開支援機関は、7月2日に「ワ

ンストップ海外展開相談窓口」を開設する

ことを発表した。

　同窓口では、海外への企業進出・販路

開拓・貿易実務・人材育成など、それぞ

れが強みとするノウハウを持ち寄り、総合

的なメニューを作成し、ワンストップによ

り支援の強化を図っていく。

5支援機関共同で窓口を開設

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

海外展開

「ワンストップ海外展開相談窓
口」開設を発表

6.13

　当所情報・文化・サービス部会（部会

長=永江靜加・㈱インターナショナルエア

アカデミー代表取締役会長）は、鹿児島商

工会議所　情報・文化部会（部会長=西

中浩二・㈱日能研九州代表取締役社長）
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継続していきたい」との声が多数聞かれた。

交流事業参加者の集合写真

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

部　会

情報・文化・サービス部会
鹿児島商工会議所との交流事業

6.15～6.16

視察会を通して親睦を深めた

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

支店長会

支店長会6月例会
奄美大島視察

外国人雇用はルールを守って
適正に！

　外国人が在留資格の範囲内でその

能力を十分に発揮しながら、適正に

就労できるよう、事業主の方が守らな
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します。

⒈ 外国人労働者の雇入れ・離職の際
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てハローワークへの届出が必要です

⒉ 外国人労働者の雇用管理の改善は

事業主の努力義務です

【お問い合わせ】
厚生労働省

福岡労働局職業対策課

TEL 092-434-9806

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

福岡市で「事業所省エネ計画書
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ら専門家の派遣やアドバイスなどの支

援を行います。この機会にエネルギー

の使い方を見直してみましょう。

▶対象　エネルギー消費量（原油換算）
750kL／年以上の福岡市内の事業所
※目安：オフィスの場合は電気使用量

　　　　約300万kWh／年以上

▶提出期間　平成30年7月1日～11月30日
【お問い合わせ】
福岡市環境局

環境・エネルギー対策課

TEL 092-711-4282

6.12、6.14

　6月12日に、伊勢丹シンガポールおよ

び伊勢丹マレーシアとの個別商談会を開

催。「九州フェア」向けの食品商材や定番

商品の発掘を目的に各々22社が商談し

た。14日はサンエー21（ヤマエ久野㈱グ

ループ）との個別商談会を開催。九州・

関東・関西他小売等への販売紹介商品

の開拓として12社が商談した。いずれも

定員を上回る申込みがあり、参加企業か

らは「バイヤーとの商談を通じて、海外

の現地動向や消費者ニーズを知ることが

できた」といった声が聞かれた。

自慢の商品をバイヤーに提案する参加企業

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

販路拡大

魅力ある福岡・九州ブランド
国内外へ発信

　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㈱福岡統括支社  

理事福岡統括支社長）は6月15日～16日

の2日間、6月例会「奄美大島視察会」を

実施。過去最多の18名が参加した。「浜

千鳥館黒糖焼酎工場」、「西郷南洲流謫

跡」等を視察し、東洋のガラパゴスといわ

れる手つかずの自然が残る奄美大島のマ

ングローブ原生林カヌーツアーの体験など

を通して会員同士の親睦を深めた。

支店長会では会員募集中です！
支店長の皆様、福岡でのネットワークを広げませんか？
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保障、財政健全化、環境・エネルギー、外交・安全保
障などを中心に100年間程度のタイムスパンで評価され
よう。

　ここからは、筆者の私見であるが、わが国では毎年の
ように国政選挙が実施されることもあり、政策論争は上
記（1）を中心とした目先のものに傾きがちである。しかし、
2045年の世界を見通す上では、歴史・文化・社会の潮
流などを踏まえた、長期スパンでの骨太な議論が不可欠
となる。

　より大きな視点で捉えれば、今後グローバルな環境変
化を踏まえて、日本型経済システムを手直しする一方で、
わが国の歴史・文化・伝統などに照らして、守るべき美
点を見極めていくきめ細かい作業が必要となる。具体的に
は、お互いの「信頼」に基づいて長期的取引関係を重視す
る考え方や、「労働者（ヒト）」を大切にする伝統といった
美点を残しつつ、海外から多様な人材を受け入れて「オー
プンイノベーション」を推進するなど、グローバル経済の
中で日本経済にとって真に必要とされる改革を図っていく
複眼的な取り組みが不可欠だ。

　自由民主党が掲げる「保守（Conservative）」の語源を
調べてみると、「防腐剤」という意味合いもある。不断の
改革を図ることこそが、大切な美点を守り抜くことを可能
にする。今後、自由民主党を中心とする政権与党には、
国会や党内における自由闊達（かったつ）な議論を通じ
て、日本の未来について長期的、多面的、そして根本的
に考察した上で、わが国が進むべき道筋を国民に提示し
てほしい。

（5月21日執筆）

　2012年末に第2次安倍政権が成立してから5年以上が
経過した。本稿では、18年9月にも実施が予定されてい
る自由民主党総裁選を視野に入れつつ、アベノミクスの
成果と課題について考察したい。

　アベノミクスは日本をデフレの瀬戸際から救い、景気
を着実な回復軌道に乗せた。第2次安倍政権が成立した
当時、日本経済は、民主党政権下で深刻化した、（1）円
高、（2）自由貿易の遅れ、（3）環境規制、（4）労働規制、
（5）高い法人税、という五つの問題点を抱えていた。これ
らのいわゆる「追い出し5点セット（日本企業を海外に追
い出し『空洞化』を招く五つの問題点）」に、（6）電力価格
の上昇、（7）日中関係の悪化、を加えて、「日本企業の七
重苦」と評する向きもあった。アベノミクスは、これらの
問題点を全て是正するスタンスを鮮明にした点で高く評価
できる。

　しかしながら、今後、日本政府には30～50年程度先
の未来を見据えて、持続可能な経済成長の基盤を強化す
ることに、より一層注力してほしい。

　筆者は、わが国の経済三団体の一角をなす経済同友
会の一員として、小林喜光・代表幹事の強いリーダー
シップの下で、最重要課題の一つに位置付けられる
「『Japan2.0』検討プロジェクトチーム」の副委員長を拝命
している。同プロジェクトチームは、「キャッチアップ型」か
ら「課題設定・課題解決のフロントランナー型」へと移行
し、新しい日本の経済・社会システムを構築する必要性
に鑑み、戦後100年となる2045年を念頭に、目指すべき
社会像をより具体的に描き、そこから振り返って、わが国
が抱える課題解決に向けた具体策を提案・考察する役割
を期待されている。

　経済同友会は、国家価値の解析・評価に当たり、（1）
経済の豊かさの実現（X軸）、（2）イノベーションによる未
来の開拓（Y軸）、（3）社会の持続可能性の確保（Z軸）、
という3つの座標軸を設定した。（1）はGDP（国内総生
産）を中心とする3カ月～1年間程度の軸であるが、（2）は
おおむね10年間程度、（3）は人口・労働、教育、社会

アベノミクスの成果と課題
株式会社大和総研　常務取締役　調査本部副本部長　チーフエコノミスト　熊谷 亮丸

熊谷 亮丸／くまがい・みつまる

1966年生まれ。1989年東京大学法学部卒業。1993年
東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。2016
年ハーバード大学経営大学院AMP（上級マネジメントプロ
グラム）修了。日本興業銀行調査部などを経て、2007年
大和総研入社。2014年同社・執行役員チーフエコノミス
ト。2018年より現職。財務省、総務省、内閣官房、内
閣府、参議院などの公職を歴任。2018年より経済同友会
幹事。2011年より株式会社財界研究所「財界賞・経営者
賞」選考委員会　選考委員。テレビ東京「ワールドビジネス
サテライト」レギュラーコメンテーターとしても活躍中。
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保障、財政健全化、環境・エネルギー、外交・安全保
障などを中心に100年間程度のタイムスパンで評価され
よう。

　ここからは、筆者の私見であるが、わが国では毎年の
ように国政選挙が実施されることもあり、政策論争は上
記（1）を中心とした目先のものに傾きがちである。しかし、
2045年の世界を見通す上では、歴史・文化・社会の潮
流などを踏まえた、長期スパンでの骨太な議論が不可欠
となる。

　より大きな視点で捉えれば、今後グローバルな環境変
化を踏まえて、日本型経済システムを手直しする一方で、
わが国の歴史・文化・伝統などに照らして、守るべき美
点を見極めていくきめ細かい作業が必要となる。具体的に
は、お互いの「信頼」に基づいて長期的取引関係を重視す
る考え方や、「労働者（ヒト）」を大切にする伝統といった
美点を残しつつ、海外から多様な人材を受け入れて「オー
プンイノベーション」を推進するなど、グローバル経済の
中で日本経済にとって真に必要とされる改革を図っていく
複眼的な取り組みが不可欠だ。

　自由民主党が掲げる「保守（Conservative）」の語源を
調べてみると、「防腐剤」という意味合いもある。不断の
改革を図ることこそが、大切な美点を守り抜くことを可能
にする。今後、自由民主党を中心とする政権与党には、
国会や党内における自由闊達（かったつ）な議論を通じ
て、日本の未来について長期的、多面的、そして根本的
に考察した上で、わが国が進むべき道筋を国民に提示し
てほしい。

（5月21日執筆）

　2012年末に第2次安倍政権が成立してから5年以上が
経過した。本稿では、18年9月にも実施が予定されてい
る自由民主党総裁選を視野に入れつつ、アベノミクスの
成果と課題について考察したい。

　アベノミクスは日本をデフレの瀬戸際から救い、景気
を着実な回復軌道に乗せた。第2次安倍政権が成立した
当時、日本経済は、民主党政権下で深刻化した、（1）円
高、（2）自由貿易の遅れ、（3）環境規制、（4）労働規制、
（5）高い法人税、という五つの問題点を抱えていた。これ
らのいわゆる「追い出し5点セット（日本企業を海外に追
い出し『空洞化』を招く五つの問題点）」に、（6）電力価格
の上昇、（7）日中関係の悪化、を加えて、「日本企業の七
重苦」と評する向きもあった。アベノミクスは、これらの
問題点を全て是正するスタンスを鮮明にした点で高く評価
できる。

　しかしながら、今後、日本政府には30～50年程度先
の未来を見据えて、持続可能な経済成長の基盤を強化す
ることに、より一層注力してほしい。

　筆者は、わが国の経済三団体の一角をなす経済同友
会の一員として、小林喜光・代表幹事の強いリーダー
シップの下で、最重要課題の一つに位置付けられる
「『Japan2.0』検討プロジェクトチーム」の副委員長を拝命
している。同プロジェクトチームは、「キャッチアップ型」か
ら「課題設定・課題解決のフロントランナー型」へと移行
し、新しい日本の経済・社会システムを構築する必要性
に鑑み、戦後100年となる2045年を念頭に、目指すべき
社会像をより具体的に描き、そこから振り返って、わが国
が抱える課題解決に向けた具体策を提案・考察する役割
を期待されている。

　経済同友会は、国家価値の解析・評価に当たり、（1）
経済の豊かさの実現（X軸）、（2）イノベーションによる未
来の開拓（Y軸）、（3）社会の持続可能性の確保（Z軸）、
という3つの座標軸を設定した。（1）はGDP（国内総生
産）を中心とする3カ月～1年間程度の軸であるが、（2）は
おおむね10年間程度、（3）は人口・労働、教育、社会

アベノミクスの成果と課題
株式会社大和総研　常務取締役　調査本部副本部長　チーフエコノミスト　熊谷 亮丸

熊谷 亮丸／くまがい・みつまる

1966年生まれ。1989年東京大学法学部卒業。1993年
東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。2016
年ハーバード大学経営大学院AMP（上級マネジメントプロ
グラム）修了。日本興業銀行調査部などを経て、2007年
大和総研入社。2014年同社・執行役員チーフエコノミス
ト。2018年より現職。財務省、総務省、内閣官房、内
閣府、参議院などの公職を歴任。2018年より経済同友会
幹事。2011年より株式会社財界研究所「財界賞・経営者
賞」選考委員会　選考委員。テレビ東京「ワールドビジネス
サテライト」レギュラーコメンテーターとしても活躍中。

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。

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

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・ステーションベネフィット・ステーション ゴールドコース
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。

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

【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）11,880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

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。

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。

【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
月額 2,160円OFF
【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

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

福商　ベネフィット 検索

手間なく、カンタンに大企業並みの“福利厚生”が用意できます！

基本料金・月会費は
「福利厚生費」として
損金算入が可能です

1. 大企業並みの福利厚生を導入し、自社の魅力度アップ。求職者にPRし、
採用力を強化。

2. 給与アップではなく、福利厚生の充実で従業員の会社満足度を向上。
3. 育児・介護支援に取り組み、「働き方改革」「両立支援」をサポートし、
従業員を定着化。

4. フィットネスジムの割引制度や無料のeラーニングを活用し、従業員の
健康促進・キャリア形成を支援。

5. 多種多様なサービスは、従業員だけではなくその二親等内のご家族も
利用可能。

企業の導入メリット・活用事例（一例）

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
※すべて税込　※その他検診内容、オプションについては当所ホームページをご確認ください。

インフルエンザ
予防接種

会員  3,500円
料 金

場所：当所 5階
　　　会議室
定員：100名
申込期間：8/10（金）～

11/9（金）1日間

秋期生活習慣病健診

会員  4,630円
特定商工業者  7,710円

基本健診料金

場所：当所 3階 301会議室他

定員：900名
申込期間：7/2（月）～8/31（金）

10/15（月）～ 10/20（土）6日間

※10月20日（土）のみ、福岡ファッションビル7階
　1号会議室で実施（受付等は当所で行います）

平成30年度   当所健診についてのお知らせ平成30年度   当所健診についてのお知らせ
●ペプシノーゲン検査  採血による胃がん検査 
●ABC検査  採血によりピロリ菌感染の有無を調べる検査 
●Lox-index検査  採血により脳梗塞・心筋梗塞のリスクを調べる検査 
建設業の方

製造業の方

●有機溶剤健康診断
屋内作業場等で有機溶剤業務に常時従事される方に義務づけられてい
ます。 （詳細につきましては、お申し込み後健診機関より連絡いたします）

●じん肺健康診断   ●石綿健康診断
「じん肺法」、「石綿則」に基づく検査で、該当する業務に常時従事す
る方ならびに過去に従事したことがある方に義務づけられています。 

食品衛生法に基づく ●腸内細菌検査（検便）
飲食業に従事されている方は、年一回以上の検査が義務づけられています。

飲食業の方

オプション検査の項目が増えました！

スマートフォンで簡単利用！

約120万件のメニュー
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お問い合わせ／福岡商工会議所　会員サービス部　会員組織・共済グループ
TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810　福岡市博多区博多駅前2-9-28

東京海上日動火災保険株式会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三井住友海上火災保険株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

引受保険会社

お申し込み・お問い合わせ／福岡商工会議所　福岡県地域ジョブ・カードセンター　TEL 092-401-3070
福岡市博多区博多駅前2-9-28  8階

■参加料：無料
■定員：60名（先着順）
■申込締切：平成30年7月18日（水）
　　　　　　　　  ※定員になり次第締切らせていただきます。

■内容：第一部　雇用型訓練とは
　　　　①認定実習併用職業訓練を活用した人材育成について
　　　　②有期実習型訓練を活用した人材育成について 
　　　　第二部　訓練開始にあたって（訓練指導者講習）
　　　　①心構え、職業能力証明シートの記入方法等
　　　　②有期実習型訓練（訓練日誌の記載の仕方、注意点）
　　　　第三部　個別相談会（事前予約不要）

■会場：福岡商工会議所
　　　    5階501会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）

■日時：2018年7月26日（木）
　　　    14:00～16:00（13:30 受付開始）

ジョブ・カード制度 普及促進フェア

ジョブ・カード制度を活用した

人材育成・
定着セミナー

　体系化された人材育成をご検討の方や人材の定
着化でお悩みの方を対象に、国が推進するジョブ・
カード制度を活用し、優秀な人材を育てる制度“雇
用型訓練”に関する説明会を実施します。
　訓練終了後には、国から支給される助成金を活
用し、育成に要するコストを軽減することもでき、
これまでに全国で約6万7千件の利用実績がありま
す。この機会にぜひご参加ください。
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お問い合わせ／福岡商工会議所　会員サービス部　会員組織・共済グループ
TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810　福岡市博多区博多駅前2-9-28

東京海上日動火災保険株式会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三井住友海上火災保険株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

引受保険会社

お申し込み・お問い合わせ／福岡商工会議所　福岡県地域ジョブ・カードセンター　TEL 092-401-3070
福岡市博多区博多駅前2-9-28  8階

■参加料：無料
■定員：60名（先着順）
■申込締切：平成30年7月18日（水）
　　　　　　　　  ※定員になり次第締切らせていただきます。

■内容：第一部　雇用型訓練とは
　　　　①認定実習併用職業訓練を活用した人材育成について
　　　　②有期実習型訓練を活用した人材育成について 
　　　　第二部　訓練開始にあたって（訓練指導者講習）
　　　　①心構え、職業能力証明シートの記入方法等
　　　　②有期実習型訓練（訓練日誌の記載の仕方、注意点）
　　　　第三部　個別相談会（事前予約不要）

■会場：福岡商工会議所
　　　    5階501会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）

■日時：2018年7月26日（木）
　　　    14:00～16:00（13:30 受付開始）

ジョブ・カード制度 普及促進フェア

ジョブ・カード制度を活用した

人材育成・
定着セミナー

　体系化された人材育成をご検討の方や人材の定
着化でお悩みの方を対象に、国が推進するジョブ・
カード制度を活用し、優秀な人材を育てる制度“雇
用型訓練”に関する説明会を実施します。
　訓練終了後には、国から支給される助成金を活
用し、育成に要するコストを軽減することもでき、
これまでに全国で約6万7千件の利用実績がありま
す。この機会にぜひご参加ください。

リトルマーメイド
-------------------------------------------------------
●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）●対象日程＝7月
1日（日）～11月2日（金）●場所＝キャナルシティ
劇場●申込方法＝当所HPまたはFAXにてお申
し込み

DRUM TAO
くじゅう高原「TAOの夏フェス2018」
-------------------------------------------------------
●優待内容＝自由席大人（中学生以上）6,000円
→5,400円、自由席小学生3,000円→2,700円
●対象日程＝8月9日（木）～8月26日（日）●場
所＝くじゅう高原　TAOの里●申込方法＝当所
HPよりお申し込み
※詳しくは当所HPをご覧ください。
※未就学児無料
※16日（木）・22日（水）休演、24日（金）は貸
切公演のため来場不可
※26日（日）は指定席公演のため自由席での入場
不可

徳永英明
-------------------------------------------------------
●優待内容＝特別先行販売●対象日程＝11月10
日（土）～11月11日（日）●申込締切＝8月16日
（木）●場所＝福岡サンパレス●申込方法＝当所
HPよりパスワード［4iw72ka］を入力の上、お申
し込み

十一月花形歌舞伎
新作歌舞伎「あらしのよるに」
-------------------------------------------------------
●優待内容＝特別先行販売【A席】15,000円、【B
席】9,000円●対象日程＝11月10日（土）夜
16:30開演、11月16日（金）昼11:30開演●申
込締切＝8月10日（金）●場所＝博多座●申込方
法＝当所HPにてお申し込み
※各日ステージごと先着10名

九州交響楽団
第14回名曲午後のオーケストラ
-------------------------------------------------------
●優待内容＝S席良席（限定10席）【S席】1枚：
6,000円、 2枚：11,500円●対象日程＝9月2日
（日） 14:00開演（13:00開場）●申込締切＝8月
17日（金）●場所＝アクロス福岡シンフォニーホー
ル●申込方法＝当所HPにてお申し込み

第23回　2・3級
ビジネス会計

------------------------------------------------
財務諸表に関する分析力を問うもので、数値を
理解し企業状況を把握することにより、ビジネス
に役立てていくことに重点をおいた検定です。 ●
申込期間＝6月25日（月）～7月27日（金）●受験
料＝2級 6,480円、3級 4,320円

博多伝統芸能館  公演（8月開催）
-------------------------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみま
せんか？博多芸妓、福岡民踊舞踊四
季の会の唄や舞、筑前博多独楽の
演技を楽しみ、簡単なお座敷遊びま
で体験していただけます!!●日時＝8月18日（土）
［第1部］13:00～14:30［第2部］15:00～16:30、
8月30日（木）15:30～17:00●出演団体＝［8/18］
博多芸妓と筑前博多独楽［8/30］博多芸妓と福岡
民踊舞踊四季の会●参加費＝5,000円（お一人様）
●場所＝博多伝統芸能館（福岡市博多区冷泉町
2-20）●定員＝各回20名（先着順）●お問い合わ
せ＝博多伝統芸能振興会（地域振興部内）TEL 
092-441-1118（当日080- 2705-5462）

①「社会課題解決に向けたIoTイノベー
ションの創出」～自社の強みを活かした
アイデアの創出手法を学ぶ～
②「福商イノベーション・アイデア醸成ワーク
ショップ」～社会課題から実際に自社で解決
できるイノベーションのアイデアを生み出す～
-------------------------------------------------------
企業のイノベーションを促進し、新
しいビジネスを創出するため、
「IoT」を切り口としたイノベーション
の重要性や考え方に関する『気づ
き』を目的に、セミナー、ワークショップおよび交
流会を開催します。【① ●日時＝8月8日（水）
13:30～15:00●会場＝当所4階403～405会議
室】【② ●日時＝8月8日（水）15:30～17:00●会
場＝当所5階第1会議室】【①②共通●講師＝㈱
新産業文化創出研究所   代表取締役所長   廣常
啓一氏●お問い合わせ＝産業振興グループTEL 
092-441-1119】

イベント

福岡商工会議所からのご案内
※掲載の価格は全て税込です。

福商優待サービス

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

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。

試
験
日
9/2
（日）

検定試験

検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

申込方法などについては
当所HPをご覧ください。

セミナー・教育

©sajihideyasu
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中
央
区

東
区

博
多
区

チャイニーズダイニング空海

プライベートサロン  Blanchat.reposer

（株）博然

（有）メビウスソリューションズ

（株）StormLAB

泰平印刷（株）  福岡支店

イムゼ・ピーアール

（株）通信企画

Y. T. JAPAN（株）

蔵持

（株）MNT福岡

（株）HAPITEC

（同）だいこう

DECADE  Fukuoka

然総合管理（株）

南赤坂法律事務所

（株）アサソフラ

（株）クリエイトフォー

（株）アールエスエス  福岡営業所

全信通商（株）

（特非）Rainbow  Soup

（株）トゥブルーム

（株）スマイル・ライフ

創作弁当井手

カモミーユ

（株）ユープラン

長崎和牛ステーキ  わぎゅう

マイスターコーティング福岡城南店

飲食店（チャイニーズレストラン）

美容サロン（エステ、まつ毛、脱毛、バスト）

通訳・翻訳

コンピュータシステム企画・制作・コンサルティング

TV番組・TVCM・インフォマーシャルの企画・制作

印刷関連事業

広報・PR活動のコンサルティング

電気通信工事業

日用品・化粧品等輸入・輸出

飲食店

システム・WEB、アプリ開発、運用

ITコンサルタント、システム企画・開発・ネット広告

飲食業

衣料品販売

分譲マンション管理業

紛争・トラブル解決

料理撮影、WEBサイト・動画作成、食品通販、商品開発、レシピ作り、フードコーディネート

メンズアロマトリートメント、エステティック

アスクル事業

貿易（輸出）

LGBTに関する調査・研究および情報発信事業

翻訳

保育事業

仕出し弁当製造・販売

飲食店（ワインバー）

インターネット通販

飲食店（ステーキ）

ハウスコーティング

福岡市東区雁の巣2-32-3

福岡市博多区博多駅前3-18-8  ブルク博多駅前401号

福岡市博多区博多駅前4-11-10-803

福岡市博多区博多駅南3-2-10-401

福岡市博多区比恵町1-30-307

福岡市博多区博多駅南4-18-34

福岡市博多区博多駅南1-3-8  博多パールビル801

福岡市博多区山王2-5-27

福岡市博多区那珂3-18-26-101  2階

福岡市中央区白金1-10-5

福岡市中央区天神1-7-11  イムズ地下1階

福岡市中央区大名2-6-11  Fukuoka Growth Next

福岡市中央区今泉1-21-3-2階

福岡市中央区警固1-5-28  SKビルⅢ-101

福岡市中央区薬院1-6-9-5階

福岡市中央区赤坂1-7-23-402

福岡市中央区御所ケ谷3-13  チャペルサイドアパートメント57号室

福岡市中央区舞鶴1-8-35-701

福岡市中央区舞鶴3-8-1  まいづる中央ビル2階

福岡市中央区荒戸1-1-8-201

福岡市中央区六本松1-3-13-201

福岡市南区塩原3-17-7

福岡市南区清水4-22-20  1F

福岡市南区大楠1-9-16  大楠ビル1階

福岡市南区大楠2-15-15

福岡市南区桧原7-39-6

福岡市南区大橋1-2-19  伊藤ビル1階

福岡市南区大橋団地7-18

手づくり点心・中華が楽しめるお店！！

働く女性、産前&産後ママ、OLママ、美容男子、応援サロンです

九州の伝統工芸品の魅力を海外へ発信していく

iTコーディネータ資格を持ったコンサルタントが相談対応します

TV番組やCMの制作スキルを活かし、企業や店舗の映像を作ります

お客様のニーズに合った、満足してもらう印刷物を創造し提供します

九州・福岡の優れた企業・製品を全国のメディアへ

通信工事、設計から工事まで、ぜひご相談ください

日用品と化粧品ほか、輸出入に関するビジネスを展開しています

しょうゆらぁめん専門店

企業のITのお困りに幅広い範囲で対応しています

Webシステム・アプリの企画～運用、ネット広告等ご相談ください

西鉄天神駅より徒歩3分！九州・博多名物を揃え飲み放題つき3500円～

お洒落な洋服とBMX、けん玉を販売しています

分譲マンション&賃貸アパート・マンションの管理と買取り販売

企業の運営上の様々な法律問題を迅速に解決しサポートします

料理撮影や動画など、食に特化した「食の総合プロデュース会社」

男性に特化したアロマボディー&フェイシャルの融合と癒しを！

オフィス通販ASKULの代理店です。経費削減に貢献します

海外貿易業務や小売業などを行っています

LGBT施策、市場参入など、様々なテーマで対応可能です

インバウンド対応はお済みですか。翻訳から印刷データ作成まで対応

子どもを豊かに！！ママを笑顔に！！すべての人々を笑顔にする

季節の素材を厳選して味にこだわった特別なお弁当のおもてなし

食とワインを通して心身を健やかにするためのお手伝いをしたいと思っています

主に家電製品をインターネットで販売しています。ご利用ください

南蛮秘伝ソースで長崎和牛と一緒に長崎の文化を食べてみんね～

フローリングや水回りのコーティングでお家の中のキレイを長持ち

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-405-8007

092-710-7009

080-4630-0502

　　　―

092-260-9433

092-472-1828

092-982-0192

092-451-8228

092-710-6832

092-791-4221

092-791-6909

　　　―

092-716-6466

092-716-2430

092-712-7772

092-725-2417

092-600-1133

092-752-1577

092-707-0901

092-707-1179

092-791-1239

092-555-7673

092-562-6155

092-722-0127

092-522-7663

092-551-1733

092-561-3288

092-408-7160

南
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

八
女
郡

東
京
都

（株）ライフ・バリュー・クリエーション

行政書士佐々木法務事務所

安永聖観公認会計士・米国税理士事務所

（株）あいクリーン

タウンクロス（株）

Riry  Design  Labo

（株）ZEN

不動産仲介業

行政書士事務所

会計監査・財務コンサルティング

環境衛生並びに清掃用品のレンタル及び販売

防犯カメラシステムの販売、工事、保守

ホームページの制作

雑貨、グッズの企画、製造及び販売

福岡市南区井尻5-4-7

福岡市城南区東油山4-10-8

福岡市早良区次郎丸3丁目

福岡市西区姪の浜3-11-4

福岡市西区今宿東1-31-26  グランドルーチェ駅南1階B号室

八女郡広川町長延830

東京都品川区西五反田7-22-17  TOCビル8階  2号室

井尻地区を中心に活動しています

不動産相続に特化した信託銀行不動産部出身者の行政書士事務所

会計・税務について、ご相談ください。英語対応可能です

地域密着・生活者視点でお客様の清潔、快適な環境づくりに役立ちたい

防犯機器と思いやりでみなさまの安心安全を守ります

HPやWEB広告の制作、SEO対策のお手伝い等をしています

芸能・スポーツ・サブカルに特化した雑貨やグッズを企画製造します

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-558-0157

092-707-6200

080-4310-0688

092-407-6237

092-805-1870

0943-32-0622

03-5436-6008

電力小売

不動産の賃貸借

レンタカー業

珠算教室

訪問理美容サービス

軽運送

トレーニング施設の運営

土木設計

IT業

ユニット住宅の販売と設計、施工管理

不動産仲介業

広告代理業

映画制作企画

地元電力（株）

（有）関誠商店

（株）パワーupレンタリース福岡

信清珠算教室

エカムシステム（株）

奥田軽運送

（株）コビーズ

（株）テクノプラン

ニワカソフト（株）

セキスイハイム九州（株）

（株）みとま不動産

（株）デイリー・インフォメーション九州

イメージフィールド福岡（株）

博
多
区

中
央
区

営業内容／事業所名

書道教室

食品コンサル

住宅シーリング工事全般

浄水器、温熱器製造卸

玩具・雑貨輸入卸

雑貨・食品・日用品輸出入

コンサルティング、プロデュース

移動入浴の受託業務

ビジネスマッチング

婦人服縫製

国際業務に関する支援・コンサルティング

コンサルティング

女性労働に関する調査、啓発

書家  後藤鮎美

エフェクティブ・ナビ（有）

安河内シーリング

（株）中商

（株）インフィニティ

（株）丸和貿易

オフィス  ムラヤマ

（有）ミッグスタッフ

アイコネクト（株）

ソーイングIKI

（一社）貿易アドバイザー協会

（一社）日本リーダーズ学会

（一財）女性労働協会

西
区

糟
屋
郡

遠
賀
郡
久
留
米
市
北
九
州
市
熊
本
県

長
崎
県

東
京
都

営業内容／事業所名

技術派遣（情報・通信）

婦人服卸メーカー

コンピュータソフトウェアの受託開発

食パンの製造及び販売

飲食店の経営

建築物の設計及び監理

外国人技能実習生受入事業

ソフトウェアの開発

建設業

電気工事業

珠算教室

不動産の売買、賃貸仲介事業

リサイクル業

ツカゼン（株）

（有）HERENCIA

（株）エスキューブド

（株）うまいす

（株）おひさま堂

スペースキューブ一級建築士事務所

アイアン（協）

（株）DKi

SAC（株）

lux（株）

井尻珠算暗算教室

（株）トレードラボ

K. R. C

営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
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

チャイニーズダイニング空海

プライベートサロン  Blanchat.reposer

（株）博然

（有）メビウスソリューションズ

（株）StormLAB

泰平印刷（株）  福岡支店

イムゼ・ピーアール

（株）通信企画

Y. T. JAPAN（株）

蔵持

（株）MNT福岡

（株）HAPITEC

（同）だいこう

DECADE  Fukuoka

然総合管理（株）

南赤坂法律事務所

（株）アサソフラ

（株）クリエイトフォー

（株）アールエスエス  福岡営業所

全信通商（株）

（特非）Rainbow  Soup

（株）トゥブルーム

（株）スマイル・ライフ

創作弁当井手

カモミーユ

（株）ユープラン

長崎和牛ステーキ  わぎゅう

マイスターコーティング福岡城南店

飲食店（チャイニーズレストラン）

美容サロン（エステ、まつ毛、脱毛、バスト）

通訳・翻訳

コンピュータシステム企画・制作・コンサルティング

TV番組・TVCM・インフォマーシャルの企画・制作

印刷関連事業

広報・PR活動のコンサルティング

電気通信工事業

日用品・化粧品等輸入・輸出

飲食店

システム・WEB、アプリ開発、運用

ITコンサルタント、システム企画・開発・ネット広告

飲食業

衣料品販売

分譲マンション管理業

紛争・トラブル解決

料理撮影、WEBサイト・動画作成、食品通販、商品開発、レシピ作り、フードコーディネート

メンズアロマトリートメント、エステティック

アスクル事業

貿易（輸出）

LGBTに関する調査・研究および情報発信事業

翻訳

保育事業

仕出し弁当製造・販売

飲食店（ワインバー）

インターネット通販

飲食店（ステーキ）

ハウスコーティング

福岡市東区雁の巣2-32-3

福岡市博多区博多駅前3-18-8  ブルク博多駅前401号

福岡市博多区博多駅前4-11-10-803

福岡市博多区博多駅南3-2-10-401

福岡市博多区比恵町1-30-307

福岡市博多区博多駅南4-18-34

福岡市博多区博多駅南1-3-8  博多パールビル801

福岡市博多区山王2-5-27

福岡市博多区那珂3-18-26-101  2階

福岡市中央区白金1-10-5

福岡市中央区天神1-7-11  イムズ地下1階

福岡市中央区大名2-6-11  Fukuoka Growth Next

福岡市中央区今泉1-21-3-2階

福岡市中央区警固1-5-28  SKビルⅢ-101

福岡市中央区薬院1-6-9-5階

福岡市中央区赤坂1-7-23-402

福岡市中央区御所ケ谷3-13  チャペルサイドアパートメント57号室

福岡市中央区舞鶴1-8-35-701

福岡市中央区舞鶴3-8-1  まいづる中央ビル2階

福岡市中央区荒戸1-1-8-201

福岡市中央区六本松1-3-13-201

福岡市南区塩原3-17-7

福岡市南区清水4-22-20  1F

福岡市南区大楠1-9-16  大楠ビル1階

福岡市南区大楠2-15-15

福岡市南区桧原7-39-6

福岡市南区大橋1-2-19  伊藤ビル1階

福岡市南区大橋団地7-18

手づくり点心・中華が楽しめるお店！！

働く女性、産前&産後ママ、OLママ、美容男子、応援サロンです

九州の伝統工芸品の魅力を海外へ発信していく

iTコーディネータ資格を持ったコンサルタントが相談対応します

TV番組やCMの制作スキルを活かし、企業や店舗の映像を作ります

お客様のニーズに合った、満足してもらう印刷物を創造し提供します

九州・福岡の優れた企業・製品を全国のメディアへ

通信工事、設計から工事まで、ぜひご相談ください

日用品と化粧品ほか、輸出入に関するビジネスを展開しています

しょうゆらぁめん専門店

企業のITのお困りに幅広い範囲で対応しています

Webシステム・アプリの企画～運用、ネット広告等ご相談ください

西鉄天神駅より徒歩3分！九州・博多名物を揃え飲み放題つき3500円～

お洒落な洋服とBMX、けん玉を販売しています

分譲マンション&賃貸アパート・マンションの管理と買取り販売

企業の運営上の様々な法律問題を迅速に解決しサポートします

料理撮影や動画など、食に特化した「食の総合プロデュース会社」

男性に特化したアロマボディー&フェイシャルの融合と癒しを！

オフィス通販ASKULの代理店です。経費削減に貢献します

海外貿易業務や小売業などを行っています

LGBT施策、市場参入など、様々なテーマで対応可能です

インバウンド対応はお済みですか。翻訳から印刷データ作成まで対応

子どもを豊かに！！ママを笑顔に！！すべての人々を笑顔にする

季節の素材を厳選して味にこだわった特別なお弁当のおもてなし

食とワインを通して心身を健やかにするためのお手伝いをしたいと思っています

主に家電製品をインターネットで販売しています。ご利用ください

南蛮秘伝ソースで長崎和牛と一緒に長崎の文化を食べてみんね～

フローリングや水回りのコーティングでお家の中のキレイを長持ち

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-405-8007

092-710-7009

080-4630-0502

　　　―

092-260-9433

092-472-1828

092-982-0192

092-451-8228

092-710-6832

092-791-4221

092-791-6909

　　　―

092-716-6466

092-716-2430

092-712-7772

092-725-2417

092-600-1133

092-752-1577

092-707-0901

092-707-1179

092-791-1239

092-555-7673

092-562-6155

092-722-0127

092-522-7663

092-551-1733

092-561-3288

092-408-7160

南
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

八
女
郡

東
京
都

（株）ライフ・バリュー・クリエーション

行政書士佐々木法務事務所

安永聖観公認会計士・米国税理士事務所

（株）あいクリーン

タウンクロス（株）

Riry  Design  Labo

（株）ZEN

不動産仲介業

行政書士事務所

会計監査・財務コンサルティング

環境衛生並びに清掃用品のレンタル及び販売

防犯カメラシステムの販売、工事、保守

ホームページの制作

雑貨、グッズの企画、製造及び販売

福岡市南区井尻5-4-7

福岡市城南区東油山4-10-8

福岡市早良区次郎丸3丁目

福岡市西区姪の浜3-11-4

福岡市西区今宿東1-31-26  グランドルーチェ駅南1階B号室

八女郡広川町長延830

東京都品川区西五反田7-22-17  TOCビル8階  2号室

井尻地区を中心に活動しています

不動産相続に特化した信託銀行不動産部出身者の行政書士事務所

会計・税務について、ご相談ください。英語対応可能です

地域密着・生活者視点でお客様の清潔、快適な環境づくりに役立ちたい

防犯機器と思いやりでみなさまの安心安全を守ります

HPやWEB広告の制作、SEO対策のお手伝い等をしています

芸能・スポーツ・サブカルに特化した雑貨やグッズを企画製造します

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-558-0157

092-707-6200

080-4310-0688

092-407-6237

092-805-1870

0943-32-0622

03-5436-6008

電力小売

不動産の賃貸借

レンタカー業

珠算教室

訪問理美容サービス

軽運送

トレーニング施設の運営

土木設計

IT業

ユニット住宅の販売と設計、施工管理

不動産仲介業

広告代理業

映画制作企画

地元電力（株）

（有）関誠商店

（株）パワーupレンタリース福岡

信清珠算教室

エカムシステム（株）

奥田軽運送

（株）コビーズ

（株）テクノプラン

ニワカソフト（株）

セキスイハイム九州（株）

（株）みとま不動産

（株）デイリー・インフォメーション九州

イメージフィールド福岡（株）

博
多
区

中
央
区

営業内容／事業所名

書道教室

食品コンサル

住宅シーリング工事全般

浄水器、温熱器製造卸

玩具・雑貨輸入卸

雑貨・食品・日用品輸出入

コンサルティング、プロデュース

移動入浴の受託業務

ビジネスマッチング

婦人服縫製

国際業務に関する支援・コンサルティング

コンサルティング

女性労働に関する調査、啓発

書家  後藤鮎美

エフェクティブ・ナビ（有）

安河内シーリング

（株）中商

（株）インフィニティ

（株）丸和貿易

オフィス  ムラヤマ

（有）ミッグスタッフ

アイコネクト（株）

ソーイングIKI

（一社）貿易アドバイザー協会

（一社）日本リーダーズ学会

（一財）女性労働協会

西
区

糟
屋
郡

遠
賀
郡
久
留
米
市
北
九
州
市
熊
本
県

長
崎
県

東
京
都

営業内容／事業所名

技術派遣（情報・通信）

婦人服卸メーカー

コンピュータソフトウェアの受託開発

食パンの製造及び販売

飲食店の経営

建築物の設計及び監理

外国人技能実習生受入事業

ソフトウェアの開発

建設業

電気工事業

珠算教室

不動産の売買、賃貸仲介事業

リサイクル業

ツカゼン（株）

（有）HERENCIA

（株）エスキューブド

（株）うまいす

（株）おひさま堂

スペースキューブ一級建築士事務所

アイアン（協）

（株）DKi

SAC（株）

lux（株）

井尻珠算暗算教室

（株）トレードラボ

K. R. C

営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
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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税務Q&A

超える場合には30万円引き下げます。
•年金所得に対しては、これまで控除の上限額がありま
せんでしたが、公的年金等に係る雑所得以外の所得に
係る合計所得金額と公的年金等の収入金額に応じて、
段階的に上限額が設けられ、その額は175万5,000
円から195万5,000円となります。
•下記3の基礎控除額が10万円引上げられるため、公
的年金等の収入金額が1,000万円以下であり、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得
金額が1,000万円以下である場合は、負担が増えるこ
とはありません。

3．基礎控除
•所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差
し引くことができる控除の一つである基礎控除を一律
10万円引き上げます。
•合計所得金額が2,400万円を超える場合には、その
金額に応じて控除額が段階的に減少し、合計所得金
額が2,500万円を超えると基礎控除はありません。

4．個人住民税（平成33年度分以後の個人住民税につ
いて適用されます。）

•個人住民税の基礎控除額を一律10万円引き上げます。
•合計所得金額が2,400万円を超える場合には、所得
税と同じく、その金額に応じて控除額が段階的に減少
し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除
はありません。

　平成30年度税制改正で、個人の所得課
税の見直しがあったと聞きましたが、いつか
らどのように変わるのでしょうか？

　働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を
後押しする等の観点から、平成30年度の
税制改正では、給与所得控除・公的年金

等控除の見直しをし、給与所得控除・公的年金等控除
から基礎控除への振替を行います。
　この改正は平成32年分（2020年分）以後の所得税に
ついて適用されます。

1．給与所得控除
•課税の対象となる給与所得の金額は、給与等の収入
金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、
この給与所得控除額を一律10万円引き下げます。

•給与収入が850万円を超える場合には控除の上限額を
195万円に引き下げます（改正前は、給与収入が
1,000万円を超える場合に220万円）。ただし、23歳
未満の扶養親族を有する者、特別障害者、特別障害
者である扶養親族を有する者は、改正前と比べて負担
増が無いよう、上限額が210万円になるように調整が
あります。

•下記3の基礎控除額が10万円引上げられるため、給
与等の収入金額が850万円以下である場合は、負担
が増えることはありません。

2．公的年金等控除
•課税の対象となる公的年金等に係る雑所得の金額は、
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し
引いて算出しますが、この公的年金等控除額を一律
10万円引き下げます。
　ただし、公的年金等以外の所得が1,000万円を超
え2,000万円以下の場合には20万円、2,000万円を

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　森田 千波
（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）

Q

給与所得控除・公的年金等控除
から基礎控除へ

個人の合計所得金額

2,400万円以下
2,400万円超2,450万円以下
2,450万円超2,500万円以下

2,500万円超

所得税の
控除額

48万円
32万円
16万円
0円

住民税の
控除額

43万円
32万円
16万円
0円

A
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し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除
はありません。

　平成30年度税制改正で、個人の所得課
税の見直しがあったと聞きましたが、いつか
らどのように変わるのでしょうか？

　働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を
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税制改正では、給与所得控除・公的年金

等控除の見直しをし、給与所得控除・公的年金等控除
から基礎控除への振替を行います。
　この改正は平成32年分（2020年分）以後の所得税に
ついて適用されます。

1．給与所得控除
•課税の対象となる給与所得の金額は、給与等の収入
金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、
この給与所得控除額を一律10万円引き下げます。
•給与収入が850万円を超える場合には控除の上限額を
195万円に引き下げます（改正前は、給与収入が
1,000万円を超える場合に220万円）。ただし、23歳
未満の扶養親族を有する者、特別障害者、特別障害
者である扶養親族を有する者は、改正前と比べて負担
増が無いよう、上限額が210万円になるように調整が
あります。
•下記3の基礎控除額が10万円引上げられるため、給
与等の収入金額が850万円以下である場合は、負担
が増えることはありません。

2．公的年金等控除
•課税の対象となる公的年金等に係る雑所得の金額は、
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し
引いて算出しますが、この公的年金等控除額を一律
10万円引き下げます。
　ただし、公的年金等以外の所得が1,000万円を超
え2,000万円以下の場合には20万円、2,000万円を

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　森田 千波
（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）
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給与所得控除・公的年金等控除
から基礎控除へ

個人の合計所得金額

2,400万円以下
2,400万円超2,450万円以下
2,450万円超2,500万円以下

2,500万円超

所得税の
控除額

48万円
32万円
16万円
0円

住民税の
控除額

43万円
32万円
16万円
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A

　福岡県内では、性犯罪が後を絶ちません。
平成29年中の性犯罪認知件数は、411件（前年比－24

件）と減少はしているものの、人口10万人当たりの認知件

数は8年連続全国ワースト第2位と憂慮すべき状況です。

【月別認知件数（過去5年平均）～7月が最多】

【平成29年中の性犯罪の現状】

〈年代別〉
10歳代及び20歳
代の被害が7割以
上を占めています。

〈学識別〉
有職者の被害が
全体の約半数を
占めています。

〈場所別〉
道路上及び住宅
の被害が約6割を
占めています。

①帰宅時の注意点
・遠回りでも、明るく人通りの多い道を選んで

帰りましょう。

・ながら歩きはせず、ときどき後ろを振り返るな

ど、警戒していることを周囲にアピールしなが

ら帰りましょう。

②家に着いてからの注意点
・犯人は玄関を開ける瞬間を狙っています。鍵

を開ける前に不審者がいないか、周囲を確認

し、自宅に入ったらすぐに鍵をかけましょう。

・高層階であっても、寝るときは必ず窓を閉め

て、鍵を掛けましょう。

③SNSを使用するときの注意点
・インターネット上に掲載した画像や個人情報は

回収できません。

・インターネット上でしかやり取りをしていない

相手と安易に会わないようにしましょう。

・トラブルや心配事がある場合は、すぐに警察

や知人に相談しましょう。

④飲酒時やナンパに要注意
・意にそぐわず、性行為を求められる被害も発

生しています。自分の酒量や相手の言動には

充分注意しましょう。

　　福岡県では、
夏季に「性犯罪」が多発しています！

～福岡県の皆様に知っておいてほしい性犯罪の現状～

お問い合わせ先
福岡県警察本部　生活安全総務課
TEL 092-641-4141
FAX 092-643-2163

 注意！

性犯罪にあわないために

防犯アプリ「みまもっち」
～好評配信中～
事件情報等を分かりやすく地図表示するア
プリ！ ダウンロードして防犯意
識をアップデートしましょう。
みまもっちの詳細は、こちらの
二次元バーコードから。

1月

28.2

2月

24.2

3月

28.2

4月

38.2

5月

42.4

6月

48.4

7月

56.4

8月

47.6

9月

52.8

10月

48.2

11月

42.6

12月

38.4

危機管理
情報室

自分は大丈夫だと
思っていませんか？

年代別

学識別

場所別

10歳代
34％

20歳代
40％

有職者
45％

30歳代 10％

10歳未満 8％

中学生 7％

専門学生 4％

高校生
12％

道路上
29％その他

34％

中高層
住宅
15％

公園 2％
駐車（輪）場 5％ その他

の住宅
10％

一戸建住宅
6％

大学生
10％

50歳以上 2％

小学生
以下
11％

無職者
11％

40歳代 6％
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P
お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116 （事務局は６階にございます）

台数には限りがございますので予めご了承ください。詳しくはお問い合わせください！　

JR博多駅より徒歩10分
市営地下鉄祇園駅5番出口より徒歩5分

福岡商工会議所ビル

月極駐車場
契約者募集中
福岡商工会議所では立体駐車場の月極契約者を
募集致しております。

駐車
料金 月額27,000円

税込

入出庫可能時間／7:00～22:00（土・日・祝日も可）
所在地／福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号
備　考／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

抜群の立地1

立体駐車場なので安心！警備員も24時間常駐！
万全のセキュリティ

さらに敷金・礼金なし！
おトクな料金設定

2
3

台数
限定

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

PR

新商品「継続型短期保証ＷＩＤＥ」のご案内新商品「継続型短期保証ＷＩＤＥ」のご案内

1中小企業者あたり、100万円以上8，000万円以下
（既存の「継続型短期保証」の残高を含む。 「継続型短期保証BIG」との併用は不可。）
但し、直近決算における平均月商2倍の範囲内
ご利用は1中小企業者1口限り
1年（但し、終期は決算申告期限から概ね2か月以内）
1年ごとの更新手続きを行い、概ね5年程度継続してご利用できます。
但し、業況の著しい悪化など所定の要件を満たさない場合は、更新できないこともあります。
一括返済
担保は必要に応じ/連帯保証人は原則として法人は代表者、個人は不要
基準保証料率から0．1％引き（0．35％～1．80％）
金融機関が定める利率
運転資金
（借換は既存の「継続型短期保証」および、申込金融機関が取り扱う「継続型短期保証BIG」のみ可）

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、安心して事業を継続
できる環境のもと、企業のさらなる成長・発展への取り組みを応援する商品です！
次の全ての要件を満たす保証対象中小企業者。
❶1期以上の決算（確定申告）を行っている方
❷申込時点において申込金融機関のプロパー融資（※）残高がある方
　　※プロパー融資とは、信用保証協会の保証がついていない融資等をいいます。
❸《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、
 または債務超過でない方
　《個人事業者の場合》 直近の確定申告における申告所得を計上している方

商品の特長

商品の概要

ご利用
できる方

新規申込
受付期間
2019年

3/29（金）
まで

借入限度額

保証期間

返済方法
担保/連帯保証人
信用保証料率
貸付利率
資金使途
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お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116 （事務局は６階にございます）

台数には限りがございますので予めご了承ください。詳しくはお問い合わせください！　

JR博多駅より徒歩10分
市営地下鉄祇園駅5番出口より徒歩5分

福岡商工会議所ビル

月極駐車場
契約者募集中
福岡商工会議所では立体駐車場の月極契約者を
募集致しております。

駐車
料金 月額27,000円

税込

入出庫可能時間／7:00～22:00（土・日・祝日も可）
所在地／福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号
備　考／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

抜群の立地1

立体駐車場なので安心！警備員も24時間常駐！
万全のセキュリティ

さらに敷金・礼金なし！
おトクな料金設定

2
3

台数
限定

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

PR

新商品「継続型短期保証ＷＩＤＥ」のご案内新商品「継続型短期保証ＷＩＤＥ」のご案内

1中小企業者あたり、100万円以上8，000万円以下
（既存の「継続型短期保証」の残高を含む。 「継続型短期保証BIG」との併用は不可。）
但し、直近決算における平均月商2倍の範囲内
ご利用は1中小企業者1口限り
1年（但し、終期は決算申告期限から概ね2か月以内）
1年ごとの更新手続きを行い、概ね5年程度継続してご利用できます。
但し、業況の著しい悪化など所定の要件を満たさない場合は、更新できないこともあります。
一括返済
担保は必要に応じ/連帯保証人は原則として法人は代表者、個人は不要
基準保証料率から0．1％引き（0．35％～1．80％）
金融機関が定める利率
運転資金
（借換は既存の「継続型短期保証」および、申込金融機関が取り扱う「継続型短期保証BIG」のみ可）

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、安心して事業を継続
できる環境のもと、企業のさらなる成長・発展への取り組みを応援する商品です！
次の全ての要件を満たす保証対象中小企業者。
❶1期以上の決算（確定申告）を行っている方
❷申込時点において申込金融機関のプロパー融資（※）残高がある方
　　※プロパー融資とは、信用保証協会の保証がついていない融資等をいいます。
❸《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、
 または債務超過でない方
　《個人事業者の場合》 直近の確定申告における申告所得を計上している方

商品の特長

商品の概要

ご利用
できる方

新規申込
受付期間
2019年

3/29（金）
まで

借入限度額

保証期間

返済方法
担保/連帯保証人
信用保証料率
貸付利率
資金使途

福岡の統計 2018年5月〈平成30年5月〉

＊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。
＊「－」は誌面校了日時点での未発表分です。数値につきましては、お問い合わせください。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。
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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）
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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）
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トレンド通信
　また、店の側から見れば、仕入れた食材の
うち形の良くないものや消費期限が迫ったもの
などをレストランで調理して提供すれば、無駄
を減らせるというメリットがあります。

　こうした消費者ニーズと提供側のメリットの
両立を目指す考え方は、単に素材の新鮮さや
品質の良さだけをアピールしがちな地域発の食
に関するビジネスをしている人に参考になると
思います。昨年来、地域の食材を料理して提
供しながら地域の情報も発信し、同時に物販
にもつなげるというコンセプトの店が立て続け
に登場しています。昨年6月に東京・赤坂に
オープンした「るるぶキッチン」は既に京都にも
2店舗目を開いていますし、この5月には日本
百貨店が東京駅八重洲口の地下街に「日本百
貨店さかば」を開きました。都市部の消費者
は、地方発の良い食材と料理を求めています。
そこへ単に食材を送り込むだけではあくまでも
「生産地の一つ」でしかありません。消費者に
とって特別な地域としての関係（ブランド）をつ
くるためには、「モノからコトへ」「もっと口に近
いところへ」「消費者が評価するおいしさの7割
は“情報”」といった、今どきのヒットの法則に
沿ったグローサリー型の店とコラボすることも有
効な手段の一つだと思います。

　「グローサラント」は、食料品店を表すグ
ローサリー（grocery）とレストラン（restaurant）
を組み合わせた言葉で、食堂を併設したスー
パーマーケットのような形態の店舗です。米国
で発祥したスーパーの新業態として、今後、日
本でも広がっていくと注目されています。コン
ビニなどで見掛ける「イートイン」が店で売られ
ている調理済み食品を店内で食べるのに対し
て、グローサラントはスーパーで扱っている食
材を使って本格的な料理を提供します。その
料理自体がスーパーで売られているわけではあ
りません。

　スーパーマーケットが自分の店で扱う食材を
使った料理を提供することには、どんな意味が
あるのでしょうか。まず、お客さまの立場で考
えてみます。現代は専業主婦がいる家庭の比
率はどんどん下がっています。家族と一緒に暮
らしていても一人暮らしでも、働く人にとって
は食事の準備にかける時間をできるだけ短くし
たいという強いニーズがあります。食材の宅配
サービスや下ごしらえ済み食材と調味料などを
セットにしたミールキットがこの10年ほどでヒッ
ト商品になったことからも、このようなニーズが
高いことがうかがえます。

　買い物やレシピを考える時間・労力を少なく
したいというニーズに、グローサラントは合致
します。普段は食材を買い求める場所で、調
理された後のイメージを学べます。食事をつく
るのが面倒なときは、食事はそこで済ませるこ
ともできます。先日、グローサラントの一つで
ある、2017年9月開業の成城石井トリエ京王
調布店を訪ねたのですが、お客さま同士がカ
フェ・レストランで日常的に出会うことで、昔
の井戸端会議のような情報交換のコミュニ
ティーが形成されることも期待できると思いま
した。

渡辺 和博／わたなべ・かずひろ

日経BP総研マーケティング戦略研究所上
席研究員。1986年、筑波大学大学院理
工学修士課程修了。同年、日本経済新聞
社入社。日経パソコン、日経ビジネス、日
経トレンディなどIT分野、経営分野、コン
シューマ分野の専門誌編集部を経て現職。
全国各地の商工会議所などで地域振興や
特産品開発のための講演・コンサルを実
施。消費者起点のものづくりをテーマに地
域発のヒット商品育成を支援している。
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にもつなげるというコンセプトの店が立て続け
に登場しています。昨年6月に東京・赤坂に
オープンした「るるぶキッチン」は既に京都にも
2店舗目を開いていますし、この5月には日本
百貨店が東京駅八重洲口の地下街に「日本百
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使った料理を提供することには、どんな意味が
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率はどんどん下がっています。家族と一緒に暮
らしていても一人暮らしでも、働く人にとって
は食事の準備にかける時間をできるだけ短くし
たいという強いニーズがあります。食材の宅配
サービスや下ごしらえ済み食材と調味料などを
セットにしたミールキットがこの10年ほどでヒッ
ト商品になったことからも、このようなニーズが
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の井戸端会議のような情報交換のコミュニ
ティーが形成されることも期待できると思いま
した。
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当所会員の約10社に1社が加入

御社の従業員の福利厚生の充実、
経営での転ばぬ先の杖として

是非この機会に
加入をご検討ください。

ご加入例（5口：500万コースの場合）

この内容で働き盛りの50代では、

病気死亡・
高度障がいの場合 500万円
不慮の事故による入院
5日以上の入院のとき1日目から　7,500円

51歳～55歳まで男性3,285円、女性2,320円
56歳～60歳まで男性4,280円、女性2,615円

　昨年度1年間に、加入者にお支払いした保険金・給付金（以下、保険金
等）は、61件95,087,000円でした。（内訳：死亡・高度障がい保険金22
件89,000,000円、障がい・入院給付金39件6,087,000円）
　ご参考までに、過去3年間の保険金の支払実績をお知らせいたします。
御社での「もしもの際の備え」として、ぜひご検討ください。

■過去３年の保険金・給付金支払実績
対　象

死亡・高度障がい
障がい・入院
死亡・高度障がい
障がい・入院
死亡・高度障がい
障がい・入院

年度

2017
年度

2016
年度

2015
年度

請求件数

22件
40件
12件
41件
13件
35件

支払件数

22件
39件
12件
40件
12件
35件

支払金額

89,000千円
6,087千円
39,000千円
9,540千円
46,000千円
7,838千円

平均支払額

4,045千円
156千円
3,250千円
239千円
3,833千円
224千円

会員組織・共済グループからのお知らせ

2017年度生命共済制度
配当金のお支払について

　加入者の皆様、1年間ありがとうござ
いました。
　当所生命共済制度では、おかげさまで
無事に1年の決算を終了し、剰余金を配
当金という形で送金いたしました。

送金日：2018年7月4日（水）
（加入事業所には、明細を別途送付いた
しております。）
　今後とも、当所生命共済制度をよろし
くお願いいたします。

配当率：34.85％
（2015年度：54.61％、2016年度：58.68％）

掛金は
損金または
必要経費に
算入できます。

46歳～50歳 男性
10名・各5口
加入の場合

〈実質負担額シミュレーション〉
年間保険料   毎月25,500円×12か月＝  306,000円
今回配当額   306,000円×34.85％＝   106,641円

2017年度保険金・給付金支払実績報告

■生命共済制度の加入状況（2018年4月1日現在）
加入事業所数

1,699社

加入者数

10,474人

加入口数

42,222口

平均加入口数

約4口

平均加入年齢

45歳

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

2017年度  共済制度獲得優績保険会社・担当者表彰
当所礒山会頭は6月26日の第221回議員総会で、2017年度の共済事業推進にあたり極

めて優秀な成績を収めた年間加入実績純増100名以上を達成した生命保険会社2社、及び
生命保険会社営業担当者6名を表彰した。
生命共済制度と特定退職金共済制度は、1972年11月の発足以来、当所では会員事業

所等の福利厚生の充実を目的に加入を推進している。生命共済制度は病気死亡や災害死亡
はもとより、不慮の事故による入院や身体の障がいにいたるまで保障する制度で、特定退
職金共済制度は従業員の退職金積み立てを目的とした制度。受賞者は下記の通り。

写真左から　中崎由紀さん、 村井知子さん、 三池明美さん、
　　　　　　武富 律さん、 江尻晃敏さん

所定の障がいに応じて、50～350万円をお支払します。
1,000万円不慮の事故による

死亡・高度障がいの場合

約4ヶ月分の負担減（2017年度実績）

※1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合には、配当金としてお支払
　します。（収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます）

【生命共済制度  年間獲得実績上位者（総合）】
　第一位：村井 知子氏（大同生命保険㈱  福岡支社）
　第二位：中崎 由紀氏（大同生命保険㈱  福岡支社）
　第三位：三池 明美氏（アクサ生命保険㈱  福岡営業所）
【生命共済制度  年間獲得実績上位者（新規）】
　第一位：三池 明美氏（アクサ生命保険㈱  福岡営業所）
　第二位：武富 　律氏（アクサ生命保険㈱  福岡営業所）
　第三位：江尻 晃敏氏（アクサ生命保険㈱  福岡営業所）

営業担当者表彰
【生命共済制度】　
　第一位：アクサ生命保険㈱  福岡営業所　
【特定退職金共済制度】　
　第一位：アクサ生命保険㈱  福岡営業所
　第二位：大同生命保険㈱  福岡支社

生命保険会社表彰

23福岡商工会議所 NEWS ︱ 2018  JULY



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。随時
ホームページ等でお知らせしてまいりますので、
お近くの商店街等にてお買い求めください。
※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。

プレミアム付き
地域商品券 7月 7月16日～7月21日までに発行予定の団体（平成30年6月12日時点）

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

今宿商工業協同組合
7/16（月・祝）・7/17（火）【500冊】
10,000円で11,000円相当（500円券×22枚）

藤崎商店街組合
7/17（火）～7/21（土）【1,000冊】
10,000円で11,000円相当（500円券×22枚）

香椎商工連盟
7/19（木）・7/20（金）【5,000冊】
10,000円で11,000円相当（500円券×22枚）

西区

早良区

東区

各国の百貨店のバイヤーや有名レストランのシェフ、卸業者を福岡商工会議所に招いて企業マッチングを開催します。
特に、日本で商談できる海外展開の機会を設けています。また、九州ブランドの認知度向上・売上拡大を目的に、現地でのプロモーション、テストマーケティングが
行えるよう「九州フェア」を実施いたします。まずは、商談会に参加して御社の取引を国内外に拡げてみませんか？　日程や詳細は、随時ホームページでご案内します。

●Suntory  F&B  International【レストラン】との九州プロモーション向け商談  7/24（火）、25（水）開催

●サンエー21（ヤマエ久野㈱グループ）展示商談会  9/27（木）開催
●“JAPAN’S  FOOD”EXPORT  FAIR“日本の食品”輸出EXPO  出展  10/10（水）～12（金）開催　
●FOODEX  JAPAN  2019  出展  2019/3/5（火）～8（金）開催

●伊勢丹シンガポール【百貨店】秋の九州フェア   9/14（金）～27（木）開催
●伊勢丹マレーシア【百貨店】秋の九州フェア   10/12（金）～10/24（水）開催

上海・ハワイ・シンガポール

国内向け（九州・関東・関西）

輸出商談展  海外向け

輸出商談展  海外向け

シンガポール

マレーシア

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

企業の海外展開・販路拡大

海外・国内市場
向け個別商談会＆九州フェア海外・国内市場
向け個別商談会＆九州フェア

魅力ある 福岡・九州ブランド 発信!! （食・生活関連など）

出展企業募集中

参加企業募集中
〈個別商談会〉

〈展示商談会〉

〈九州フェア〉
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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。随時
ホームページ等でお知らせしてまいりますので、
お近くの商店街等にてお買い求めください。
※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。

プレミアム付き
地域商品券 7月 7月16日～7月21日までに発行予定の団体（平成30年6月12日時点）

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
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10,000円で11,000円相当（500円券×22枚）
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10,000円で11,000円相当（500円券×22枚）
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行えるよう「九州フェア」を実施いたします。まずは、商談会に参加して御社の取引を国内外に拡げてみませんか？　日程や詳細は、随時ホームページでご案内します。

●Suntory  F&B  International【レストラン】との九州プロモーション向け商談  7/24（火）、25（水）開催

●サンエー21（ヤマエ久野㈱グループ）展示商談会  9/27（木）開催
●“JAPAN’S  FOOD”EXPORT  FAIR“日本の食品”輸出EXPO  出展  10/10（水）～12（金）開催　
●FOODEX  JAPAN  2019  出展  2019/3/5（火）～8（金）開催

●伊勢丹シンガポール【百貨店】秋の九州フェア   9/14（金）～27（木）開催
●伊勢丹マレーシア【百貨店】秋の九州フェア   10/12（金）～10/24（水）開催

上海・ハワイ・シンガポール

国内向け（九州・関東・関西）

輸出商談展  海外向け

輸出商談展  海外向け

シンガポール

マレーシア

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

企業の海外展開・販路拡大

海外・国内市場
向け個別商談会＆九州フェア海外・国内市場
向け個別商談会＆九州フェア

魅力ある 福岡・九州ブランド 発信!! （食・生活関連など）

出展企業募集中

参加企業募集中
〈個別商談会〉

〈展示商談会〉
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身の丈ITの推進

IT（クラウドサービス）導入により
“勘”に頼った店舗運営からの脱却

〈今回ITを導入した企業〉

株式会社いっかくカンパニー
代表取締役　広重友成
福岡市西区姪浜2丁目3-5-702号

2013年に定食屋を
開業、原材料にこだ
わったお洒落な定食
屋として人気が広が
り、2015年10月に
2店舗目を、2017年
に 3店舗目をオープ
ン。定食屋としてのスタイルながら提供する
食事は定食の域を超えており、サラリーマン
だけでなくその雰囲気も合わせて若い女性の
顧客が増えている。

MFクラウド会計を起点と
した複数のクラウドサービ
スの導入・活用まで、実用
的・実践的な段階まで結び
つける各種セミナーを開催
します！

●IT（クラウドサービス）導入前の状況
　従来、店舗ではレジは置いておらず電卓と手提げ金庫でレジ
業務を処理するという非効率でアナログなやり方でした。その
ため毎日集計作業に追われ、遅くまで残ってレジ締め作業をし
ているスタッフの姿は当たり前になってしまっていました。売上
や売れた商品の記録も当然紙伝票にしか残っておらず、店舗運
営にとって重要な売上分析や商品分析を行おうとすれば、紙伝
票を引っ張り出して一つずつ集計していき…といった膨大な時
間をかけてやるわけにもいかずに、全て店舗運営者の“勘”で
運営している状況でした。
　また、店舗集客に役立てようと開業時にFacebookやLINE＠などのSNSアカウ
ントを作成していましたが、膨大なレジ締めなどの作業に追われ、SNSに投稿する
暇がなく全く活用できていませんでした。
　そんな中、2015年に2店舗目を出店することになりました。多店舗運営するとな
ると今のやり方では難しいと感じ、別店舗の売上などが迅速に把握でき、商品分析
や売上分析が出来るようになる必要がありました。その際に大手メーカーの“POSレ
ジ”の導入を検討しましたが、数百万円はする高額な“POSレジ”を導入することに
躊躇していました。また、「店舗間で情報共有ができない」、2店舗目は夜メニューを
増やし、飲み会にも利用してもらい客単価をあげたいと考えると「クレジットカード
の決済をできるようにしたい」など問題が山積みでした。そんな時にクラウドサービ
スを知りました。MFクラウド会計をはじめとしたクラウドサービスを導入し活用すれ
ば解決できそうだと感じ、導入することにしました。

●MFクラウド会計導入
　ムダな作業が減ったので人的コストや時間
コストが削減出来ました。おかげで利益も上
がって、売上を上げるための取り組みに時間
が割けるようになりました。

●AIRレジ（タブレット型クラウドPOSレジ）
　営業中も売上の確認や何が売れているかと
いった商品分析をボタンひとつで簡単にでき
るようになり、今まで手集計するしかなかっ
た客数や客単価の集計作業が自動で行われ
るようになりました。おかげで閉店後のレジ
締めは Airレジ内の売上データとレジ内の現
金が合っているかの確認だけで済むようにな
り、以前と比べると考えられないほどすぐに
終わるようになりました。また、Airレジ内に
売上や売れた商品のデータがどんどん集まっ
ていくので、そのデータを元に新メニューの
開発や、仕入のコントロールが出来るように
もなりました。

MFクラウド会計で売上の記帳作
業や経費の多くが自動記帳され
ることから事務負担が減り、
オーナーが考えていた以上の効
果を発揮したこともあり、2017
年の3店舗目出店にも“Airレジ”
を導入し活用しています。クラウ
ドサービスは従来のITツールと
比較しても非常に簡単に操作で
きるものが多く、ITの知識がなく
ても誰でも使いこなせます。今
回の事例はまさにその証明と言え
るでしょう。

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

IT導入補助金＆クラウド
活用セミナー（ご案内）

ご参加
ください

福岡商工会議所　IT 専門家
株式会社ワクフリ

代表取締役　髙島卓也氏

導入を支援した
当所専門家の声

●楽天スマートペイ（モバイル機器を用いたク
レジット決済サービス）

　クレジットカード決済があることで客単価
が上がり、さらに現金の持ち合わせが無い方
でも来店してくれるような集客効果も見込め
るようになりました。

●Dropbox（クラウド型サーバー）
　店舗間での写真や資料などの情報共有に
活かすことができるようにしました。

　
●空いた時間を活用
　作業負担が減ったことで、新メニューが出
来ると空いた時間にSNSを活用して発信す
ることで上手く集客し、売上を伸ばしていけ
るようになりました。

非効率でアナログなやり方 クレジットカードの決済を導入したい

店舗間で情報共有ができない

SNSを活用できていない

売上分析、商品分析に取り組む余裕がない

ITを使って課題を解決！！
パッと
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■NPO法人学生ネットワークWAN　とは？
　設立16年目を迎える学生主体のNPO。「学生
だから～できない」「地方だから～できない」を
変えるべく、全国19地域の情報発信支援や、
地域の関係人口をつくるコンテンツ企画運営を
行っている。私たちの運営するサイトガクログ
もぜひCHECKしてください！

　廣田氏のインタビューの続きや若い世代に向けた
メッセージをもっと読みたい方はこちらのQRコードか
らご覧いただけます。http://www.gakulog.net/

なぜ不動産の事業を行っている企業が、インキュベーション事
業を始めたのでしょうか？

私は大学卒業後福岡を離れ、8年くらい証券会社で勤務して
いましたが、30歳の頃、福岡に戻って来ました。その3、4年
後の1999年、私の父が癌で亡くなり、同じ時期に、所有して
いたビルも、全て空室になってしまったのです。当時は、90
年代の前半で栄えたバブルが崩壊していって、どんどん景気が
悪くなり、これからの日本がどうなるかを、誰もが懸念してい
た時代でした。江戸時代末の開国後、あるいは、第2次世界
大戦終結後と同じくらいの大きな改革がないと、これからの日
本は駄目になるのでは、とも言われていました。
父の死と、所有ビルの経営悪化に見舞われた私は、会社の

行く末を自らの判断で決めなければならなくなりました。そこで
私は、「これまでの日本は、時代が変わったときに企業が生まれ
て、その企業達が今の世の中を支えている」という考えから、
あのビルを、これから福岡を、そして日本を背負っていける企
業が生まれていく、スタートの場所にできないか、と思いまし
た。そうして始めたのが、このインキュベーション事業なので
す。今でこそインキュベーション事業と言っていますが、当時は
そういう言葉もありませんでした。取り組んでいる自治体や行政
も中にはありましたが、民間ではほとんどありません。その中

で新しい企業を育てる場所としてつくっていこうとしたのです。

ものすごく大きな決断をされたのですね。廣田社長は、「決断」
とどのように向き合っていますか。

今でも継続しているのですが、30歳で福岡に戻ってから、
企業で働きながら奉仕活動や社会貢献活動を通して、自分た
ちを磨いていくという活動をしています。
それまで私は、福岡の街がどうとか、世界がどうとかそんな
に考えていなかったのです。それが、奉仕活動や社会貢献活
動を通して海外に行ったり、福岡以外を見たり、色んな人と話
をしたりすることによって、今まで「内から外を見る思考回路」
だったのが、「外から内を見る思考回路」に変わっていきました。
世界の中の日本ってどんな国で、どこが良くてどこが足りていな
いのか、日本の中の福岡ってどのような立ち位置なのか。そん
なことを考える中で、「私はずっと福岡に住むことになる。で
は、福岡の街はどうしたら良くなっていくだろうか」と考え出し
ました。どんどん人口が減ったり、街が衰退して過疎化したり
するような街だったら、いくら立派なものを建てても誰も借りる
人がいないので、商売は難しいですよね。私達不動産業は、
街が発展して初めて成り立つ。だからこそやっぱり、不動産事
業を通して街の発展に貢献することが大事なのではないか、と

考えました。
そしてそれを、 いわゆるグループ理念で改めて明文化して、
会社の方向性や軸を固めていきました。大きな理念やビジョン
をしっかり固めていくと、どんなに大きな判断でも、「理念にど
う通じているか」「理念とどうリンクしていくのか」が判断材料に
なっていくのです。
インキュベーション事業も、不動産事業も、全て理念が前
提にあります。例えば、10年ほど前に保育園が入っているマン
ションをつくりました。当時は、保育園が併設されている賃貸
マンションなんてありませんでした。福岡を女性が活躍していく
街にしたい。ならば、マンションの中に保育園を作って、子ど
もを預けて仕事に行きやすい環境をつくれないか、と。こんな
ことも、理念がはっきりしていると判断しやすいのです。
  
理念があるからこそ、時代の一歩先を行くアイデアが生まれて
くるのですね。
ところで、女性の活躍を応援されている印象がありますが、い
かがでしょうか。

社内の女性の比率を上げているというより、今の仕事の内
容的に、自然と女性の雇用が増えました。
女性は、納得して一度やると決めると、きめ細やかに取り組
んでいく能力に長けていると思うのですよ。仕事においては、
いかに好きになってもらうかが大切だと考えています。やはり、
一度好きになると、とことん頑張ってくれる方が多いです。

なるほど、では、仕事を好きになってもらうために心掛けてい
ることはありますか？

プロセスから関わってもらうことです。「こういう風に決めたか
らこれやってね」ではなく、ゼロから企画して、実際にアクショ
ンを起こす、過程の段階からしっかり関わってもらう。これが
大事だと思います。過程をしっかり分かっていると、アクション
するときも、納得してやってくれます。やはり、いかにそれを好
きになってもらうか、納得してもらうかですよね。新しい企画や
プログラムを作る時は、必ず最初の話し合いの段階から私の横
で話を聞いてもらいます。そうするとその後、色々なアクション
にうつるときも、一生懸命に意見を出してくれるのです。

好きになってもらうことで活発に動いてもらう、ということですね。

そうです。スタートがうまくいくと、どんどんやってくれます

ね。人間には他燃型と自燃型と、不燃型があると言われてい
ます。自燃型は、どんな仕事でも、自分から気づいて自分から
アクションしていく人。会社というのは、やっぱりそういう人が
たくさんいた方がいいので、男女に限らず、いかに社員の人た
ちに、自燃型の人間になってもらうかだと思います。だから先
程言ったように、過程を見せることによって好きになってもらっ
て、みんなに自燃型のタイプになってもらう。それが大切だと
思っています。

今の福岡をどのように見られていますか。

起業の点で言うと、スタートアップなどで盛り上がっていて、
今福岡は全国の中でもかなり起業が活発な地域で、会社を起
こす環境としてはすごくいいですね。ほとんどの企業は関東、
特に東京中心です。そうすると、同じことをしている人はたくさ
んいるので、埋もれてしまいます。ですが、地方は会社の数も
少ないから、大事にしてもらったり、脚光を浴びやすかったり
と、地方にいる方が有利になっていくことって意外とたくさんあ
るのです。私達が行っている、上場を目指す会社のためのセミ
ナーにおいて、大分で会社をしている社長も同じことを言って
います。地方にいるからこそ集まってくる情報もあるし、色々な
人が協力してくれる。だから地方にいる、と。
そうやって、地方でも上場している企業はたくさんあります。
地方にもこんなに優れた企業が多いのに、なぜ学生は就職の
際に地方の企業を選ばないのかなとさえ感じます。会社の規模
が小さくて、会社側は魅力を発信するのが難しいのかもしれま
せんが、優良な企業がたくさん眠っているのです。地方の企業
に目を向けるのも、すごくいいと思いますよ。

福岡で就職するのは難しいものと思い込んでいましたが、実は
たくさんのチャンスがあるのですね。福岡の魅力を改めて見つ
めたいと思います。また、お話を通して、福岡の発展への貢
献は、しっかりとした理念があるからこそ実現していることが
わかりました。ありがとうございました！

「福岡の地を、未来を創る企業が
  スタートする場所に」

株式会社アイ・ビー・ビー

代表取締役 廣田 稔さん

■今月の取材先　株式会社アイ・ビー・ビー　とは？
　「輝きつづけるまち・福岡の思い在る創造。」をグルー
プ理念に、インキュベーションオフィスの運営という
ハード面の支援と、経営塾・セミナー等のソフト面にお
ける起業支援・IPO（株式公開）の支援を行う。

取 材

次世代を担う学生が成長企業を取材し、
自分が将来活躍するフィールドを探しにいくコーナーです。

学生╳商工会議所　タイアップインタビュー企画

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ
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だから～できない」「地方だから～できない」を
変えるべく、全国19地域の情報発信支援や、
地域の関係人口をつくるコンテンツ企画運営を
行っている。私たちの運営するサイトガクログ
もぜひCHECKしてください！

　廣田氏のインタビューの続きや若い世代に向けた
メッセージをもっと読みたい方はこちらのQRコードか
らご覧いただけます。http://www.gakulog.net/

なぜ不動産の事業を行っている企業が、インキュベーション事
業を始めたのでしょうか？

私は大学卒業後福岡を離れ、8年くらい証券会社で勤務して
いましたが、30歳の頃、福岡に戻って来ました。その3、4年
後の1999年、私の父が癌で亡くなり、同じ時期に、所有して
いたビルも、全て空室になってしまったのです。当時は、90
年代の前半で栄えたバブルが崩壊していって、どんどん景気が
悪くなり、これからの日本がどうなるかを、誰もが懸念してい
た時代でした。江戸時代末の開国後、あるいは、第2次世界
大戦終結後と同じくらいの大きな改革がないと、これからの日
本は駄目になるのでは、とも言われていました。
父の死と、所有ビルの経営悪化に見舞われた私は、会社の
行く末を自らの判断で決めなければならなくなりました。そこで
私は、「これまでの日本は、時代が変わったときに企業が生まれ
て、その企業達が今の世の中を支えている」という考えから、
あのビルを、これから福岡を、そして日本を背負っていける企
業が生まれていく、スタートの場所にできないか、と思いまし
た。そうして始めたのが、このインキュベーション事業なので
す。今でこそインキュベーション事業と言っていますが、当時は
そういう言葉もありませんでした。取り組んでいる自治体や行政
も中にはありましたが、民間ではほとんどありません。その中

で新しい企業を育てる場所としてつくっていこうとしたのです。

ものすごく大きな決断をされたのですね。廣田社長は、「決断」
とどのように向き合っていますか。

今でも継続しているのですが、30歳で福岡に戻ってから、
企業で働きながら奉仕活動や社会貢献活動を通して、自分た
ちを磨いていくという活動をしています。
それまで私は、福岡の街がどうとか、世界がどうとかそんな
に考えていなかったのです。それが、奉仕活動や社会貢献活
動を通して海外に行ったり、福岡以外を見たり、色んな人と話
をしたりすることによって、今まで「内から外を見る思考回路」
だったのが、「外から内を見る思考回路」に変わっていきました。
世界の中の日本ってどんな国で、どこが良くてどこが足りていな
いのか、日本の中の福岡ってどのような立ち位置なのか。そん
なことを考える中で、「私はずっと福岡に住むことになる。で
は、福岡の街はどうしたら良くなっていくだろうか」と考え出し
ました。どんどん人口が減ったり、街が衰退して過疎化したり
するような街だったら、いくら立派なものを建てても誰も借りる
人がいないので、商売は難しいですよね。私達不動産業は、
街が発展して初めて成り立つ。だからこそやっぱり、不動産事
業を通して街の発展に貢献することが大事なのではないか、と

考えました。
そしてそれを、 いわゆるグループ理念で改めて明文化して、

会社の方向性や軸を固めていきました。大きな理念やビジョン
をしっかり固めていくと、どんなに大きな判断でも、「理念にど
う通じているか」「理念とどうリンクしていくのか」が判断材料に
なっていくのです。
インキュベーション事業も、不動産事業も、全て理念が前

提にあります。例えば、10年ほど前に保育園が入っているマン
ションをつくりました。当時は、保育園が併設されている賃貸
マンションなんてありませんでした。福岡を女性が活躍していく
街にしたい。ならば、マンションの中に保育園を作って、子ど
もを預けて仕事に行きやすい環境をつくれないか、と。こんな
ことも、理念がはっきりしていると判断しやすいのです。
  

理念があるからこそ、時代の一歩先を行くアイデアが生まれて
くるのですね。
ところで、女性の活躍を応援されている印象がありますが、い
かがでしょうか。

社内の女性の比率を上げているというより、今の仕事の内
容的に、自然と女性の雇用が増えました。
女性は、納得して一度やると決めると、きめ細やかに取り組

んでいく能力に長けていると思うのですよ。仕事においては、
いかに好きになってもらうかが大切だと考えています。やはり、
一度好きになると、とことん頑張ってくれる方が多いです。

なるほど、では、仕事を好きになってもらうために心掛けてい
ることはありますか？

プロセスから関わってもらうことです。「こういう風に決めたか
らこれやってね」ではなく、ゼロから企画して、実際にアクショ
ンを起こす、過程の段階からしっかり関わってもらう。これが
大事だと思います。過程をしっかり分かっていると、アクション
するときも、納得してやってくれます。やはり、いかにそれを好
きになってもらうか、納得してもらうかですよね。新しい企画や
プログラムを作る時は、必ず最初の話し合いの段階から私の横
で話を聞いてもらいます。そうするとその後、色々なアクション
にうつるときも、一生懸命に意見を出してくれるのです。

好きになってもらうことで活発に動いてもらう、ということですね。

そうです。スタートがうまくいくと、どんどんやってくれます

ね。人間には他燃型と自燃型と、不燃型があると言われてい
ます。自燃型は、どんな仕事でも、自分から気づいて自分から
アクションしていく人。会社というのは、やっぱりそういう人が
たくさんいた方がいいので、男女に限らず、いかに社員の人た
ちに、自燃型の人間になってもらうかだと思います。だから先
程言ったように、過程を見せることによって好きになってもらっ
て、みんなに自燃型のタイプになってもらう。それが大切だと
思っています。

今の福岡をどのように見られていますか。

起業の点で言うと、スタートアップなどで盛り上がっていて、
今福岡は全国の中でもかなり起業が活発な地域で、会社を起
こす環境としてはすごくいいですね。ほとんどの企業は関東、
特に東京中心です。そうすると、同じことをしている人はたくさ
んいるので、埋もれてしまいます。ですが、地方は会社の数も
少ないから、大事にしてもらったり、脚光を浴びやすかったり
と、地方にいる方が有利になっていくことって意外とたくさんあ
るのです。私達が行っている、上場を目指す会社のためのセミ
ナーにおいて、大分で会社をしている社長も同じことを言って
います。地方にいるからこそ集まってくる情報もあるし、色々な
人が協力してくれる。だから地方にいる、と。
そうやって、地方でも上場している企業はたくさんあります。
地方にもこんなに優れた企業が多いのに、なぜ学生は就職の
際に地方の企業を選ばないのかなとさえ感じます。会社の規模
が小さくて、会社側は魅力を発信するのが難しいのかもしれま
せんが、優良な企業がたくさん眠っているのです。地方の企業
に目を向けるのも、すごくいいと思いますよ。

福岡で就職するのは難しいものと思い込んでいましたが、実は
たくさんのチャンスがあるのですね。福岡の魅力を改めて見つ
めたいと思います。また、お話を通して、福岡の発展への貢
献は、しっかりとした理念があるからこそ実現していることが
わかりました。ありがとうございました！

「福岡の地を、未来を創る企業が
  スタートする場所に」

株式会社アイ・ビー・ビー

代表取締役 廣田 稔さん

■今月の取材先　株式会社アイ・ビー・ビー　とは？
　「輝きつづけるまち・福岡の思い在る創造。」をグルー
プ理念に、インキュベーションオフィスの運営という
ハード面の支援と、経営塾・セミナー等のソフト面にお
ける起業支援・IPO（株式公開）の支援を行う。

取 材

次世代を担う学生が成長企業を取材し、
自分が将来活躍するフィールドを探しにいくコーナーです。

学生╳商工会議所　タイアップインタビュー企画

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ
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福商「おもてなし」コンクール発表企業に聞く

おもてなし5レンジャーによる
“心に響く「おもてなし」。”

新日本製薬 株式会社

今年2月に開催された福商「おもてな
し」コンクールで、全11社の中から「情
報・文化・サービス部会　部会長賞」
を受賞された新日本製薬。今回はコン
クールに出場された5名の方々にお話を
伺いました。

―― 福商「おもてなし」コンクールに応
募された理由や経緯について教えてくだ
さい。

（寅谷さん）当社は「お客さまには最高の

満足と信頼を」という経営理念のもと、

“心に響く「おもてなし」。”の実現をお客

さまへの約束として掲げております。社

員一人ひとりがその約束を実現するため

に何ができるか日々考えている中で、今

回のおもてなしコンクールの募集があり

ました。お客さまのために活かせる知識

を学んでもらいたいと、コールセンター

の各チームの責任者から選抜されたのが

この5名です。

―― 御社独自のおもてなしについて教え
てください。

「おもてなし大賞」で
社員を表彰

（寅谷さん）新日本製薬ではお客さまに心

から喜んでいただけるおもてなしを実践

できた社員を毎月表彰する制度がありま

す。自薦他薦は問いません。受賞のきっ

かけとなった、お客さまとの応対エピ

ソード「おもてなしストーリー」を共有す

ることで、全社員がお客さまへ感謝の心

を持つとともに、One to Oneの対応をさ

らに磨こうと意識が高まっています。

―― おもてなし講座は、通常のビジネ
ス講座とは違う独自のカリキュラムにし
ていました。講座やコンクールの発表を
通してどのような気づきや学びがありまし
たか。

（寅谷さん）刺激がたくさんありました。中

でもキャビンアテンダントのおもてなし

は、ひとつ一つが磨かれており、知識を

実際に行動にうつすための練習をこんな

にも重ねているのかと衝撃をうけました。

（柳崎さん）対面接客をされる業種の方々

とのロールプレイを通じて、身だしなみ

や表情の重要性に気がつくことができま

した。お客さまから見えることのない電

話応対であっても、意識していくことが

大切だと改めて感じました。

（西田さん）「“伝える”と“伝わる”の違い」

がとても印象に残っています。伝えたつ

もりでも相手に伝わっていないと意味が

ない。伝わる状態をつくることを業務の

中でも強く意識するようになりました。

（上原さん）私は講座で学んだ「挨拶+ア

ルファ」の手法を社内のコミュニケー

ションでも取り入れてみました。すると、

社員同士の関係性がより広く深くなった

なと感じるようになりました。

（日浦さん）人前で話すことに恥ずかしさを

感じていましたが、講座を受講した後は

それがなくなりました。できないことは

あるけれども、それにかわるものをご提

案する「Yes, and but」の手法は実践に活

かせています。

―― 「おもてなし」コンクールの後に変
化したことがあれば教えてください。

（寅谷さん）「おもてなし」コンクールを機

福商「おもてなし」コンクールへ参加された上原さん、柳崎さん、寅谷さん、西田さん、日浦さん（写真左から）

「おもてなし大賞」受賞者を表彰する後藤社長

おもてなしプロジェクトチームの社内活動風景

に、5人を中心としたおもてなしプロジェ

クトチームを結成し、3ヵ年の活動計画

をつくりました。初年度の今年について

はコンクールでも発表した

①スマイルアップの実践

②身だしなみチェックリスト「みだしなみ

のキ・ホ・ン」の作成とその浸透

③「おもてなし通信」の発行

を掲げておりまして、すでにスタートし

て全社で学びを深めています。

　私たちは、「おもてなし」コンクールと

いう学びの場を与えていただいたこと、

またそれを応援してくれる会社や仲間に

とても感謝していまして、学んだことを

私たち5名だけで留めておいてはいけな

い、全社に伝えていくことこそ大切で、

重要であると考えています。

　おもてなしプロジェクトチームの5人は

所属もフロアもばらばらで勤務していま

すが、だからこそ学んだことを、より広

く伝えていくことができると思います。

【後藤社長より】

　当社では、おもてなし大賞に選出
された社員とお客さまとの応対エピ
ソードを「おもてなしストーリー」とし
てコールセンターのみならず全部門
の朝礼で毎月紹介、共有していま
す。今回、おもてなし5レンジャー
が社員の代表として多くの学びを得
てくれました。その経験をさらに進
化させ社内に還元してくれることは、
本当に心強いことです。今後も、社
全体が一体感をもち、おもてなしの
心で、経営理念にある“お客さまへ
の最高の満足”を追求していきます。

〈会社概要〉

新日本製薬 株式会社
福岡市中央区大手門1-4-7
事業内容：化粧品・医薬品・健康食品の研究開発、
　　　　　 製造販売 
URL：http://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

「パーフェクトワン」をはじめとする化粧品・医薬品・健康食品の企画・製造・販売を行っている新日本製薬。福商「おもてなし」コ
ンクールでは“心に響く「おもてなし」。”をテーマに、全社へおもてなしの極意を広めるための取り組みが発表されました。

特 集 2

情報・文化・
サービス部会
部会長賞
受賞
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福商「おもてなし」コンクール発表企業に聞く

おもてなし5レンジャーによる
“心に響く「おもてなし」。”

新日本製薬 株式会社

今年2月に開催された福商「おもてな
し」コンクールで、全11社の中から「情
報・文化・サービス部会　部会長賞」
を受賞された新日本製薬。今回はコン
クールに出場された5名の方々にお話を
伺いました。

―― 福商「おもてなし」コンクールに応
募された理由や経緯について教えてくだ
さい。

（寅谷さん）当社は「お客さまには最高の

満足と信頼を」という経営理念のもと、

“心に響く「おもてなし」。”の実現をお客

さまへの約束として掲げております。社

員一人ひとりがその約束を実現するため

に何ができるか日々考えている中で、今

回のおもてなしコンクールの募集があり

ました。お客さまのために活かせる知識

を学んでもらいたいと、コールセンター

の各チームの責任者から選抜されたのが

この5名です。

―― 御社独自のおもてなしについて教え
てください。

「おもてなし大賞」で
社員を表彰

（寅谷さん）新日本製薬ではお客さまに心

から喜んでいただけるおもてなしを実践

できた社員を毎月表彰する制度がありま

す。自薦他薦は問いません。受賞のきっ

かけとなった、お客さまとの応対エピ

ソード「おもてなしストーリー」を共有す

ることで、全社員がお客さまへ感謝の心

を持つとともに、One to Oneの対応をさ

らに磨こうと意識が高まっています。

―― おもてなし講座は、通常のビジネ
ス講座とは違う独自のカリキュラムにし
ていました。講座やコンクールの発表を
通してどのような気づきや学びがありまし
たか。

（寅谷さん）刺激がたくさんありました。中

でもキャビンアテンダントのおもてなし

は、ひとつ一つが磨かれており、知識を

実際に行動にうつすための練習をこんな

にも重ねているのかと衝撃をうけました。

（柳崎さん）対面接客をされる業種の方々

とのロールプレイを通じて、身だしなみ

や表情の重要性に気がつくことができま

した。お客さまから見えることのない電

話応対であっても、意識していくことが

大切だと改めて感じました。

（西田さん）「“伝える”と“伝わる”の違い」

がとても印象に残っています。伝えたつ

もりでも相手に伝わっていないと意味が

ない。伝わる状態をつくることを業務の

中でも強く意識するようになりました。

（上原さん）私は講座で学んだ「挨拶+ア

ルファ」の手法を社内のコミュニケー

ションでも取り入れてみました。すると、

社員同士の関係性がより広く深くなった

なと感じるようになりました。

（日浦さん）人前で話すことに恥ずかしさを

感じていましたが、講座を受講した後は

それがなくなりました。できないことは

あるけれども、それにかわるものをご提

案する「Yes, and but」の手法は実践に活

かせています。

―― 「おもてなし」コンクールの後に変
化したことがあれば教えてください。

（寅谷さん）「おもてなし」コンクールを機

福商「おもてなし」コンクールへ参加された上原さん、柳崎さん、寅谷さん、西田さん、日浦さん（写真左から）

「おもてなし大賞」受賞者を表彰する後藤社長

おもてなしプロジェクトチームの社内活動風景

に、5人を中心としたおもてなしプロジェ

クトチームを結成し、3ヵ年の活動計画

をつくりました。初年度の今年について

はコンクールでも発表した

①スマイルアップの実践

②身だしなみチェックリスト「みだしなみ

のキ・ホ・ン」の作成とその浸透

③「おもてなし通信」の発行

を掲げておりまして、すでにスタートし

て全社で学びを深めています。

　私たちは、「おもてなし」コンクールと

いう学びの場を与えていただいたこと、

またそれを応援してくれる会社や仲間に

とても感謝していまして、学んだことを

私たち5名だけで留めておいてはいけな

い、全社に伝えていくことこそ大切で、

重要であると考えています。

　おもてなしプロジェクトチームの5人は

所属もフロアもばらばらで勤務していま

すが、だからこそ学んだことを、より広

く伝えていくことができると思います。

【後藤社長より】

　当社では、おもてなし大賞に選出
された社員とお客さまとの応対エピ
ソードを「おもてなしストーリー」とし
てコールセンターのみならず全部門
の朝礼で毎月紹介、共有していま
す。今回、おもてなし5レンジャー
が社員の代表として多くの学びを得
てくれました。その経験をさらに進
化させ社内に還元してくれることは、
本当に心強いことです。今後も、社
全体が一体感をもち、おもてなしの
心で、経営理念にある“お客さまへ
の最高の満足”を追求していきます。

〈会社概要〉

新日本製薬 株式会社
福岡市中央区大手門1-4-7
事業内容：化粧品・医薬品・健康食品の研究開発、
　　　　　 製造販売 
URL：http://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

「パーフェクトワン」をはじめとする化粧品・医薬品・健康食品の企画・製造・販売を行っている新日本製薬。福商「おもてなし」コ
ンクールでは“心に響く「おもてなし」。”をテーマに、全社へおもてなしの極意を広めるための取り組みが発表されました。
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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：https://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

福岡市中央区六本松3-8-2
TEL：092-406-5522
FAX：092-406-5523
https://www.samurai2006.com
E-mail：sakuracreate@nifty.com
営業内容
サムライジェラートのブランドにてジェ
ラートの製造・販売を行っております。
業務用卸商品のご提案を行います。

オリジナル商品の製造も承ります。野菜や果物
お酒や地域の特産品を使用したアイスの製造も可能

さくらクリエイト㈲

さくらクリエイト㈲

新鮮、出来立て、美味しい
ヘルシー、サムライジェラート

福岡市西区今宿東1-31-26
グランドルーチェ駅南1階B号室
TEL：092-805-1870
FAX：092-805-1871
http://tauncross.net/
E-mail：info@tauncross.net　
営業内容
防犯カメラシステム・集合住宅オートロックイン
ターホン工事・集合住宅LAN設備工事（インター
ネット使い放題）・セキュリティシステム・盗聴器・
盗撮器発見業務・その他各種電気・通信工事

販売、施工、アフターフォローまで
一貫して行います

タウンクロス㈱

タウンクロス㈱

お客さまの環境に適した
防犯カメラをご提案

▼

防犯カメラの購入・設置まで
完全サポート

マイスターコーティング福岡城南店

福岡市南区大橋団地7-18
TEL：092-408-7160
FAX：092-408-7008
https://www.meister-coating.com/shop/detail/0338/
E-mail：fukuokajyounan17085@meister-mail.com
営業内容
ハウスコーティング
フローリングコーティング、水回りガラ
スコーティング、エントランスコーティン
グ、壁紙染色

マイスターコーティング
福岡城南店室内のフロアや水回り、玄関タイル等に

汚れを付きにくくするコーティングを施工してます！！

ハウスコーティングで
室内のキレイを長持ち

▼

滑り止めのフローリング
コーティング施工中

▼

店頭ショーケースは
四季に応じて色鮮やか！

福岡市東区土井2-13-12-5F
TEL：092-692-7098
FAX：092-692-7099
http://tantei365.com/
E-mail：info@tantei365.com　　　
営業内容
浮気調査・素行調査・所在調査・企業
調査・特殊調査等の探偵業務全般

幅広い調査実績があり
質の高い調査を低料金で提供致します

福岡探偵事務所

福岡探偵事務所

個人様から企業様まで
探偵業務を実施致します!!

▼

報告書や動画、データ等を
お渡しします

福岡市南区大楠2-15-15
TEL：092-522-7663
FAX：092-522-7663
http://camomille-15.jugem.jp/
営業内容
季節に合わせた自然なワインと手料理の
お店です。

落ち着いた空間で心と体が喜ぶ時間を
過ごしていただきたいと想っています

camommile カモミーユ

camommile カモミーユ

ただければと思っています。　西鉄平尾駅から徒歩五分。
　閑静な住宅街の一角にあります。
　口に入れるもの、触れるものや目にす
るものなど、上質で、それでいて親しみ
やすい感覚でお店での時間を過ごしてい

心と体をすこやかに

▼

17:30-24:00 毎週日曜日定休・
たまに不定休です

（一財）日本科学技術連盟　大阪事務所

大阪府大阪市北区堂島2-4-27
新藤田ビル11F
TEL：06-6341-4627
FAX：06-6341-4615
http://www.juse-osaka.com
E-mail：juseosaka@juse.or.jp
営業内容
日科技連　大阪事務所では、品質管理、
統計的手法、信頼性技法、QCサークルな
どのセミナーを福岡にて開催しております。

（一財）日本科学技術連盟
大阪事務所QCサークル分野で唯一の「QCサークル指導士資格

認定」対象コースです

いただけます。
【お申し込み方法】下記を明記の上、E
メールにてお申込みください。（参加者
名、会社名、所属部署、役職、電話、
FAX、特典コード【2018QCC推F】）

　標記コースをお申し込みされる方は、
下記特典がございます。 ①当財団の会員
料金にてご参加いただけます。 ②9/13
（木）～14（金）「品質管理活動と不良削
減の進め方セミナー（福岡）」を無料聴講

【資格取得有／特典付】QCサークル
推進者コース（福岡）ご案内

▼

【資格取得有／特典付】の
セミナーです

やご不明な点など、お気軽にお問い合
わせください。その他電気工事も行って
おります。

　お客様のご要望にしっかりとお応え
し、積み重ねてきた実績と経験を活かし
て、より効果的な防犯カメラシステムの
導入をご提案いたします。
　防犯カメラ設置工事に関してのご相談

ハウスコーティング専門業者として、
フローリングコーティング、ペット専用フ
ロアコーティング、無垢材専用コーティ
ング、水回りコーティング、クロスコー
ティング、壁紙染色、タイルコーティン

グ、無光触媒防カビ防臭コーティング、
窓用紫外線カットコーティング等を施工
してます。
室内であれば、どこでもコーティング

可能です。

福岡開催

【資格取得有／特典付】

ＱＣサークル
推進者コース

　福岡探偵事務所は、浮気調査や素行
調査、企業向け調査等といった基本的
な調査から、特殊的な調査まで幅広く
探偵業務を実施しております。また、口
コミで紹介を頂くことが増え、低料金化

が実現できております。一件一件を、
慎重に真剣に取り組んでいますので、一
気に多くの調査を請け負うこともやって
おりません。24時間無料相談可能です
ので、いつでもご相談ください。

サムライジェラートは自家製のオリジ
ナルアイスクリームです。クリーミーでミ
ルク感たっぷりのテイストは、違いの分
かるお客様に大人気です。
あなたの大切な人達に美味しいジェ

ラートを提供しませんか？ こだわるお店
はスイーツにも力を入れています。先ず
はお気軽にお問い合わせください。全
国に「美味しい」をお届けします。「サム
ライジェラート」で検索ください。
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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：https://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

福岡市中央区六本松3-8-2
TEL：092-406-5522
FAX：092-406-5523
https://www.samurai2006.com
E-mail：sakuracreate@nifty.com
営業内容
サムライジェラートのブランドにてジェ
ラートの製造・販売を行っております。
業務用卸商品のご提案を行います。

オリジナル商品の製造も承ります。野菜や果物
お酒や地域の特産品を使用したアイスの製造も可能

さくらクリエイト㈲

さくらクリエイト㈲

新鮮、出来立て、美味しい
ヘルシー、サムライジェラート

福岡市西区今宿東1-31-26
グランドルーチェ駅南1階B号室
TEL：092-805-1870
FAX：092-805-1871
http://tauncross.net/
E-mail：info@tauncross.net　
営業内容
防犯カメラシステム・集合住宅オートロックイン
ターホン工事・集合住宅LAN設備工事（インター
ネット使い放題）・セキュリティシステム・盗聴器・
盗撮器発見業務・その他各種電気・通信工事

販売、施工、アフターフォローまで
一貫して行います

タウンクロス㈱

タウンクロス㈱

お客さまの環境に適した
防犯カメラをご提案

▼

防犯カメラの購入・設置まで
完全サポート

マイスターコーティング福岡城南店

福岡市南区大橋団地7-18
TEL：092-408-7160
FAX：092-408-7008
https://www.meister-coating.com/shop/detail/0338/
E-mail：fukuokajyounan17085@meister-mail.com
営業内容
ハウスコーティング
フローリングコーティング、水回りガラ
スコーティング、エントランスコーティン
グ、壁紙染色

マイスターコーティング
福岡城南店室内のフロアや水回り、玄関タイル等に

汚れを付きにくくするコーティングを施工してます！！

ハウスコーティングで
室内のキレイを長持ち

▼

滑り止めのフローリング
コーティング施工中

▼

店頭ショーケースは
四季に応じて色鮮やか！

福岡市東区土井2-13-12-5F
TEL：092-692-7098
FAX：092-692-7099
http://tantei365.com/
E-mail：info@tantei365.com　　　
営業内容
浮気調査・素行調査・所在調査・企業
調査・特殊調査等の探偵業務全般

幅広い調査実績があり
質の高い調査を低料金で提供致します

福岡探偵事務所

福岡探偵事務所

個人様から企業様まで
探偵業務を実施致します!!

▼

報告書や動画、データ等を
お渡しします

福岡市南区大楠2-15-15
TEL：092-522-7663
FAX：092-522-7663
http://camomille-15.jugem.jp/
営業内容
季節に合わせた自然なワインと手料理の
お店です。

落ち着いた空間で心と体が喜ぶ時間を
過ごしていただきたいと想っています

camommile カモミーユ

camommile カモミーユ

ただければと思っています。　西鉄平尾駅から徒歩五分。
　閑静な住宅街の一角にあります。
　口に入れるもの、触れるものや目にす
るものなど、上質で、それでいて親しみ
やすい感覚でお店での時間を過ごしてい

心と体をすこやかに

▼

17:30-24:00 毎週日曜日定休・
たまに不定休です

（一財）日本科学技術連盟　大阪事務所

大阪府大阪市北区堂島2-4-27
新藤田ビル11F
TEL：06-6341-4627
FAX：06-6341-4615
http://www.juse-osaka.com
E-mail：juseosaka@juse.or.jp
営業内容
日科技連　大阪事務所では、品質管理、
統計的手法、信頼性技法、QCサークルな
どのセミナーを福岡にて開催しております。

（一財）日本科学技術連盟
大阪事務所QCサークル分野で唯一の「QCサークル指導士資格

認定」対象コースです

いただけます。
【お申し込み方法】下記を明記の上、E
メールにてお申込みください。（参加者
名、会社名、所属部署、役職、電話、
FAX、特典コード【2018QCC推F】）

　標記コースをお申し込みされる方は、
下記特典がございます。 ①当財団の会員
料金にてご参加いただけます。 ②9/13
（木）～14（金）「品質管理活動と不良削
減の進め方セミナー（福岡）」を無料聴講

【資格取得有／特典付】QCサークル
推進者コース（福岡）ご案内

▼

【資格取得有／特典付】の
セミナーです

やご不明な点など、お気軽にお問い合
わせください。その他電気工事も行って
おります。

　お客様のご要望にしっかりとお応え
し、積み重ねてきた実績と経験を活かし
て、より効果的な防犯カメラシステムの
導入をご提案いたします。
　防犯カメラ設置工事に関してのご相談

ハウスコーティング専門業者として、
フローリングコーティング、ペット専用フ
ロアコーティング、無垢材専用コーティ
ング、水回りコーティング、クロスコー
ティング、壁紙染色、タイルコーティン

グ、無光触媒防カビ防臭コーティング、
窓用紫外線カットコーティング等を施工
してます。
室内であれば、どこでもコーティング
可能です。

福岡開催

【資格取得有／特典付】

ＱＣサークル
推進者コース

　福岡探偵事務所は、浮気調査や素行
調査、企業向け調査等といった基本的
な調査から、特殊的な調査まで幅広く
探偵業務を実施しております。また、口
コミで紹介を頂くことが増え、低料金化

が実現できております。一件一件を、
慎重に真剣に取り組んでいますので、一
気に多くの調査を請け負うこともやって
おりません。24時間無料相談可能です
ので、いつでもご相談ください。

サムライジェラートは自家製のオリジ
ナルアイスクリームです。クリーミーでミ
ルク感たっぷりのテイストは、違いの分
かるお客様に大人気です。
あなたの大切な人達に美味しいジェ

ラートを提供しませんか？ こだわるお店
はスイーツにも力を入れています。先ず
はお気軽にお問い合わせください。全
国に「美味しい」をお届けします。「サム
ライジェラート」で検索ください。
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glacier ALICE
（グラッシェ・アリス）
☎092-409-5344
福岡市博多区住吉4-2-15
住四ビル105
営11:00～20:00
㉁木曜　Pなし

yokamon 2

ホームページ

デザートアイスケーキは1個あ
たりなんと約74キロカロリー！ 
バターを使わないので、普通
の洋菓子の1/3のカロリーで
す。ひんやり冷たいのにスポン
ジがしっとり。低カロリーとは思
えない満足感と高級感です。

福岡商工会議所会員証ご提示で、アマンディーヌを
1つプレゼント！【2018年7月31日までの特典です】

本誌限定
特典

会議所N
EWSの

編集部が
街で見つ

けた

“よかも
ん”をご

紹介♪いわた　 散歩

サブレ
  アイスサンド　

サブレとアイスの
絶妙なマリアージュ　

今年も本格的な夏が到来　 こうも暑いと、なに
かひんやりした甘いものが食べたくなります…　 　と
いうことで訪れたのは、なんと珍しい　 アイスケー
キの専門店、「glacier ALICE（グラッシェ・アリス）」！
さて、店内のショーケースには、見た目も可愛ら
しいデザートが並びます。中でも今回お届けしたい
のは、衝撃の美味しさ「サブレアイスサンド」！ あま
りの人気に品薄状態で、今は予約が必須だそう。
一口食べると、バターが香るサクサクサブレと濃厚
なアイスに思わず笑顔がこぼれます　　   食べ進め
ると、フランボワーズのジャムが　　程よい酸味が
飽きさせません　 アイスなので、半分食べて残りは
また今度、と、楽しみをとっておけるのも嬉しいとこ
ろ。ただきっと、あまりの美味しさにぺろりと平らげ
てしまいますよ　 手土産にも喜ばれること間違いな
し　この夏、皆さんにもぜひ味わっていただきたい
です

サブレアイスサンド
￥320（税別）

練乳アイスと苺クリーム
を苺で閉じ込めた、ジャ
ルダン・ド・フレーズ。
味はもちろんのこと、こ
の綺麗な見た目にうっと
りです。

シェフ 宮本英男さん

glacier ALICE（グラッシェ・アリス）は
アントルメ・グラス（アイスケーキ）の専門
店として九州初、福岡の地にオープンい
たしました。生アイス、ジェラートを洋菓
子風にアレンジしたデコレーションアイス
ケーキの製造販売の専門店です。一つ一
つ丁寧に手作りしており、アルコールを一
切使用していませんので、女性やお子様
にも安心してお召し上がりいただけます。

私たちが作るケーキのクリームは、“ア
イス仕立てで冷たく凍らせたまま食べる”
というglacier ALICE独自の製法のもと
開発しました。今までホテルでしか味わえ
なかったリッチなデコレーションアイスケー
キ、洋菓子とアイスクリームをドッキング
した当店の「アントルメ・グラス」を、多く
の皆様に知っていただきたいです。
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glacier ALICE
（グラッシェ・アリス）
☎092-409-5344
福岡市博多区住吉4-2-15
住四ビル105
営11:00～20:00
㉁木曜　Pなし

yokamon 2

ホームページ

デザートアイスケーキは1個あ
たりなんと約74キロカロリー！ 
バターを使わないので、普通
の洋菓子の1/3のカロリーで
す。ひんやり冷たいのにスポン
ジがしっとり。低カロリーとは思
えない満足感と高級感です。

福岡商工会議所会員証ご提示で、アマンディーヌを
1つプレゼント！【2018年7月31日までの特典です】

本誌限定
特典

会議所N
EWSの

編集部が
街で見つ

けた

“よかも
ん”をご

紹介♪いわた　 散歩

サブレ
  アイスサンド　

サブレとアイスの
絶妙なマリアージュ　

今年も本格的な夏が到来　 こうも暑いと、なに
かひんやりした甘いものが食べたくなります…　 　と
いうことで訪れたのは、なんと珍しい　 アイスケー
キの専門店、「glacier ALICE（グラッシェ・アリス）」！
さて、店内のショーケースには、見た目も可愛ら
しいデザートが並びます。中でも今回お届けしたい
のは、衝撃の美味しさ「サブレアイスサンド」！ あま
りの人気に品薄状態で、今は予約が必須だそう。
一口食べると、バターが香るサクサクサブレと濃厚
なアイスに思わず笑顔がこぼれます　　   食べ進め
ると、フランボワーズのジャムが　　程よい酸味が
飽きさせません　 アイスなので、半分食べて残りは
また今度、と、楽しみをとっておけるのも嬉しいとこ
ろ。ただきっと、あまりの美味しさにぺろりと平らげ
てしまいますよ　 手土産にも喜ばれること間違いな
し　この夏、皆さんにもぜひ味わっていただきたい
です

サブレアイスサンド
￥320（税別）

練乳アイスと苺クリーム
を苺で閉じ込めた、ジャ
ルダン・ド・フレーズ。
味はもちろんのこと、こ
の綺麗な見た目にうっと
りです。

シェフ 宮本英男さん

glacier ALICE（グラッシェ・アリス）は
アントルメ・グラス（アイスケーキ）の専門
店として九州初、福岡の地にオープンい
たしました。生アイス、ジェラートを洋菓
子風にアレンジしたデコレーションアイス
ケーキの製造販売の専門店です。一つ一
つ丁寧に手作りしており、アルコールを一
切使用していませんので、女性やお子様
にも安心してお召し上がりいただけます。

私たちが作るケーキのクリームは、“ア
イス仕立てで冷たく凍らせたまま食べる”
というglacier ALICE独自の製法のもと
開発しました。今までホテルでしか味わえ
なかったリッチなデコレーションアイスケー
キ、洋菓子とアイスクリームをドッキング
した当店の「アントルメ・グラス」を、多く
の皆様に知っていただきたいです。

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

※11月合格目標講座も開講中です!
　受講会場：TAC福岡校（福岡市中央区天神1-15-6綾杉ビル2F）
　詳しくは、福岡商工会議所HPへ
　https://www.fukunet.or.jp/license/relevance/test_measures

福岡商工会議所の

実務研修講座
福岡商工会議所の

検定対策講座
企画力アップ!  販売力アップ!
～概要を理解して実践につなげるマーケティング入門～

入社3年目までに身につける仕事の基本8ヶ条

成果につながる部下とのコミュニケーション
力アップ講座

誰でもわかる  決算書の見方・読み方基本講座

ロジカルシンキングで仕事が変わる
各講座の詳細はHPをご覧ください。
この他、年間を通して様々な研修講座を開催して
おります！

講師：Letter Village  武田健人氏

講師：コンサルタントネットワーク㈱  本田祐美氏

講師：コンサルタントネットワーク㈱  三上ナナエ氏

講師：資格の大原福岡校  篠森英佐氏

講師：人材育成コンサルタント髙田事務所  髙田暢夫氏

NO.21／9月5日（水）

NO.22／9月11日（火）

NO.23／9月13日（木）

NO.24／9月18日（火）

NO.25／9月26日（水）

日商簿記2級合格
本科生募集!!

福岡商工会議所×資格の学校　　　　　　提携講座

福岡商工会議所よりお申込みいただくと、こんな特典が！

2019年2月合格目標7月入学（日商簿記3級修了者対象）

◆7月28日（土）開講〈土曜午前・土曜午後・水曜夜〉クラス
◆7月30日（月）開講〈月・水・木午前〉クラス
◆7月30日（月）開講〈月・水・木夜〉クラス
●回数＝全39回 
※最初にお決めいただいたクラス以外に、無料で振替受講もできます。
※日程等詳細についてはHPをご参照ください。

★通常受講料80,000円が
特別受講料76,000円（税・教材費込み）！

★入会金 10,000円が免除 となります！

PR



好評発売中！！
商工会議所 × 福岡ソフトバンクホークス共同企画

2018年
後半戦 商工会議所会員限定！

FAX・HPでのお申込となります。詳しくは当所ホームページをご覧ください。（上記のQRコードよりアクセス）
※社内で配布するチラシが必要な場合は、福岡商工会議所までお気軽にお申し付けください。
　福岡商工会議所6階会員サービス部窓口での販売も行っております（平日9：00～12：00/13：00～17：00）

HAWKS特割回数券後半戦
ヤフオクドームでのホークス戦をお気軽にお楽しみいただけるよう、
おトクな回数券をご用意いたしました！ぜひご利用ください!!

下記対象試合（平日）でご利用いただける

※数に限りがございます。お早めにお申込みください。

平日指定席引換券 1セット 8枚綴り
後半戦回数券スペシャル特典
下記日程でご利用いただける指定席引換券が2枚ついてくる!!

対象日程

■試合開始 18：00　■一般開場 16：30（8月16日は16：00）

■試合開始 14：00
■一般開場 12：00

対象日程

9月　8日（土） オリックス

10,000円（税込）1セット

販売期間 / 8月24日（金）17：00まで

8月 3日（金） オリックス
8月10日（金） 北海道日本ハム
8月16日（木） 楽天イーグルス
8月24日（金） 埼玉西武
8月28日（火） 千葉ロッテ
8月29日（水） 千葉ロッテ
9月 7日（金） オリックス

詳細・お申し込みは、同封チラシおよび当所ホームページでご確認ください。

場所 : グランド ハイアット 福岡トークショー・交流会とも
3F ザ・グランドボールルーム

会費 : 会員10,000円（税込）、一般15,000円（税込） 定員：350名

日時 : 平成30年8月6日（月）トークショー 17:30～18:20交流会　　  18:30～20:00
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