
のご案内
福岡商工会議所では、会員事業所にお勤めの方を対象に、その勤労意欲の高揚ならびに定着性の
向上を図り、市内商工業の健全な発展に寄与することを目的に「優良従業員表彰」を行います。
従業員の方々の日頃の頑張りを称え、さらなる発展のためにぜひご活用ください。

■表彰について 表彰には次の3種類があります。

永年勤続表彰
（5年ごとに表彰）

10年以上同一事業所に勤務し、かつ業務に精励し技能優秀で能率が
優れ、他の模範となる方

企業の発展貢献者表彰 つぎの各項目のいずれかに該当する方
　①企業の業績向上に著しく貢献したもの
　②技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの
　③発明・発見により企業に著しく貢献したもの
　④サービスの品質・生産性向上、販売促進等により企業に著しく
　　貢献したもの
　⑤業界の振興・発展に著しく貢献したもの
　⑥人材育成、安全・環境配慮、雇用促進、コンプライアンスなど
　　社内の基盤強化により企業に著しく貢献をしたもの
　⑦このほか、企業の発展に著しく貢献したもの

災害防止功労者表彰 つぎの各項目のいずれかに該当する方
　①創意工夫・改善などにより重大なる事故又は災害を未然に防止
　　したもの
　②事故又は災害の発生時に、被害を最小限に止めるよう対応し、
　　その功労顕著なもの
　③このほか、事故・災害防止に著しく貢献したもの

申込受付期間：平成27年11月10日(火) ～平成28年1月29日(金)
申込金：ひとり　4,000円 （表彰状、記念品代：税込み）

事業所名： ご担当：
所在地：〒

お預かりしました情報は、優良従業員表彰限定お食事券に関することのみに使用します

ホテル名：
ランチ券： 冊 ディナー券： 冊

＜お申込みの流れ＞

お申込みは平成28年1月29日(金)までにお願いします。

TEL

FAX

本用紙に必要事項をご記入いただき　ＦＡＸ：092-411-1600までお送りください

福岡商工会議所よりご希望のホテル担当にＦＡＸを転送します

ご希望のホテル担当より、御社ご担当の方にご連絡を差し上げます
その際に受取方法やお支払等をご相談ください

〈表彰の対象〉
福岡商工会議所会員事業所にお勤めで、事業主からの推薦を受けた方
ただし、つぎの方は対象となりませんのでご注意ください
　①経営者やその家族　　②取締役以上の役員（当所地区内の支店、出張所長等も含みます）

※要件を整理し、ご利用いただきやすくなりました。

※要件を整理し、ご利用いただきやすくなりました。

昨年度に続き、市内のホテルのご協力のもと、お食事券を販売いたします。
優良従業員表彰のために特別に用意されたチケットです。
表彰の副賞として、祝賀会の開催用として、ぜひご利用ください。

〈ペア〉
ワンドリンク
税・サービス料込み

優良従業員表彰限定
ホテルお食事券販売のご案内

10,000円ランチ
〈ペア〉

ワンドリンク
税・サービス料込み15,000円ディナー

☆メニューはレストランにより異なります。ご希望のレストランをお選びください

お食事券の内容

ご利用いただけるホテル

ホテル名 利用可能なレストラン
グランド ハイアット 福岡
タカクラホテル福岡
西鉄グランドホテル

ソラリア西鉄ホテル
ヒルトン福岡シーホーク
ホテルオークラ福岡
ホテル日航福岡

ホテルニューオータニ博多

ANAクラウンプラザホテル福岡

レストラン「アロマーズ」（ディナーのみ）
ファインダイニング ブルースター
ラ・カスカドゥ（フランス料理）
中華料理 桃林、日本料理 松風
鉄板焼 浅黄
ブラッセリー＆ラウンジ シアラ
中国料理 桃花林
レ・セレブリテ（フランス料理）、日本料理「弁慶」、
中国料理「鴻臚」
日本料理「千羽鶴」、中国料理「大観苑」
レストラン カステリアンルーム（フランス料理）
日本料理「筑紫野」、中国料理「TAO-LI」



【表彰状】　今年から表彰者と表彰月日が選べるようになりました。

（事業所単位で、博多織小物または筆記具のいずれかをお選びください）

①表彰者
・福岡商工会議所会頭名での表彰（従来のもの）、または、
・福岡商工会議所会頭と貴社代表者との連名表彰
※勤続30年を超える方については日本商工会議所会頭とも連名となります

②表彰月日
平成28年3月11日から4月30日までのいずれかの日をご指定ください。

【記念品】

〈博多織小物〉

10年、15年：博多織コインケース
（男性は黒、女性はピンクになります）

20年、25年：博多織テーブルセンター
（色はピンクになります）

30年、35年：博多織名刺入れ
（男性は黒、女性はピンクになります）

40年、45年、50年：博多織金封袱紗
（男性は黒、女性はピンクになります）

企業の発展貢献者表彰、災害防止功労者表彰
カードケース（男性は黒、女性はベージュになります）

記念品 ○表彰状
○「博多織小物」または「筆記具」いずれかのコースをお選びいただきます。

【お申込み・お問合せ】
 福岡商工会議所　会員サービス本部　会員組織・共済グループ
 ＴＥＬ　０９２－４４１－１１１４　ＦＡＸ　０９２－４１１－１６００

詳しくは、下記のサイトをご覧ください
（http://www.fukunet.or.jp/service/yuryohyosho）

福岡商工会議所ホームページ内の申込みフォームよりお申込みいただくと同時に、
申込金を平成28年２月19日（金）までに指定の口座にお振込ください。
表彰状ならびに記念品は、３月中旬に事業所へお送りします。

〈お申込みについて〉

表彰状イメージ（30年超）表彰状イメージ（30年未満）

〈筆記具〉

10年、15年：ピュアモルト多機能ペン
（黒･赤ボールペン+シャープペン）

20年、25年：ピュアモルト印鑑付ボールペン

30年、35年：ピュアモルトボールペン+印鑑

40年、45年、50年：ピュアモルトボールペン

企業の発展貢献者表彰、災害防止功労者表彰：
ピュアモルトボールペン/シャープペンセット

〈お振込先〉

口座：福岡銀行 博多駅前支店 普通　2299326

口座：西日本シティ銀行

名義：福岡商工会議所

※振込手数料はご負担ください。

福岡支店

優良従業員表彰

普通　1695437

勤続年数目安表（基準日：平成28年3月31日）

入社
年月日

勤続年数

昭和45年
4月1日

45

昭和50年
4月1日

40

昭和55年
4月1日

35

昭和60年
4月1日

30

平成2年
4月1日

25

平成7年
4月1日

20

平成12年
4月1日

15

平成17年
4月1日

10



【表彰状】　今年から表彰者と表彰月日が選べるようになりました。
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のご案内
福岡商工会議所では、会員事業所にお勤めの方を対象に、その勤労意欲の高揚ならびに定着性の
向上を図り、市内商工業の健全な発展に寄与することを目的に「優良従業員表彰」を行います。
従業員の方々の日頃の頑張りを称え、さらなる発展のためにぜひご活用ください。

■表彰について 表彰には次の3種類があります。

永年勤続表彰
（5年ごとに表彰）

10年以上同一事業所に勤務し、かつ業務に精励し技能優秀で能率が
優れ、他の模範となる方

企業の発展貢献者表彰 つぎの各項目のいずれかに該当する方
　①企業の業績向上に著しく貢献したもの
　②技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの
　③発明・発見により企業に著しく貢献したもの
　④サービスの品質・生産性向上、販売促進等により企業に著しく
　　貢献したもの
　⑤業界の振興・発展に著しく貢献したもの
　⑥人材育成、安全・環境配慮、雇用促進、コンプライアンスなど
　　社内の基盤強化により企業に著しく貢献をしたもの
　⑦このほか、企業の発展に著しく貢献したもの

災害防止功労者表彰 つぎの各項目のいずれかに該当する方
　①創意工夫・改善などにより重大なる事故又は災害を未然に防止
　　したもの
　②事故又は災害の発生時に、被害を最小限に止めるよう対応し、
　　その功労顕著なもの
　③このほか、事故・災害防止に著しく貢献したもの

申込受付期間：平成27年11月10日(火) ～平成28年1月29日(金)
申込金：ひとり　4,000円 （表彰状、記念品代：税込み）

事業所名： ご担当：
所在地：〒

お預かりしました情報は、優良従業員表彰限定お食事券に関することのみに使用します

ホテル名：
ランチ券： 冊 ディナー券： 冊

＜お申込みの流れ＞

お申込みは平成28年1月29日(金)までにお願いします。

TEL

FAX

本用紙に必要事項をご記入いただき　ＦＡＸ：092-411-1600までお送りください

福岡商工会議所よりご希望のホテル担当にＦＡＸを転送します

ご希望のホテル担当より、御社ご担当の方にご連絡を差し上げます
その際に受取方法やお支払等をご相談ください

〈表彰の対象〉
福岡商工会議所会員事業所にお勤めで、事業主からの推薦を受けた方
ただし、つぎの方は対象となりませんのでご注意ください
　①経営者やその家族　　②取締役以上の役員（当所地区内の支店、出張所長等も含みます）

※要件を整理し、ご利用いただきやすくなりました。

※要件を整理し、ご利用いただきやすくなりました。

昨年度に続き、市内のホテルのご協力のもと、お食事券を販売いたします。
優良従業員表彰のために特別に用意されたチケットです。
表彰の副賞として、祝賀会の開催用として、ぜひご利用ください。

〈ペア〉
ワンドリンク
税・サービス料込み

優良従業員表彰限定
ホテルお食事券販売のご案内

10,000円ランチ
〈ペア〉

ワンドリンク
税・サービス料込み15,000円ディナー

☆メニューはレストランにより異なります。ご希望のレストランをお選びください

お食事券の内容

ご利用いただけるホテル

ホテル名 利用可能なレストラン
グランド ハイアット 福岡
タカクラホテル福岡
西鉄グランドホテル

ソラリア西鉄ホテル
ヒルトン福岡シーホーク
ホテルオークラ福岡
ホテル日航福岡

ホテルニューオータニ博多

ANAクラウンプラザホテル福岡

レストラン「アロマーズ」（ディナーのみ）
ファインダイニング ブルースター
ラ・カスカドゥ（フランス料理）
中華料理 桃林、日本料理 松風
鉄板焼 浅黄
ブラッセリー＆ラウンジ シアラ
中国料理 桃花林
レ・セレブリテ（フランス料理）、日本料理「弁慶」、
中国料理「鴻臚」
日本料理「千羽鶴」、中国料理「大観苑」
レストラン カステリアンルーム（フランス料理）
日本料理「筑紫野」、中国料理「TAO-LI」


