
PRコーナー企業・団体一覧【３１日】

№ 会社名 商品・サービス 県 業種

1 博多の食と文化の博物館　ハ
クハク

福岡・博多の観光の楽しみを一同に体験できる施設です。「見る」「学ぶ」「触れ

る」「体験する」「食べる」「買う」を通じて、福岡・博多の食文化を体験できま

す。

・ふくやの明太子工場見学

・世界で1つだけのオリジナル明太子づくり

・博多祇園山笠3D映像鑑賞

・お買物・カフェコーナー

・福岡空港、博多駅、博多港からのアクセスが便利

※中国語、英語で対応できるスタッフが在籍しております。

福岡市

東区

明太子工場製造工

場・博物館

2 株式会社ウインズジャパン

2004年創業の博多豚骨ラーメン専門店『博多一幸舎』。2つの羽釜を駆使した熟成

追い炊き製法で作られるスープは、クリーミーで骨の味が凝縮されています。麺は

自社製麺所『製麺屋慶史』謹製の特注麺。小麦本来の香りとスープとのバランスを

考えた、昔ながらの細平打ち麺です。

2011年にインドネシアに初出店後、海外進出が加速。

2017年11月現在では国内16店舗、海外８ヶ国36店舗。

福岡市

博多区

飲食店業・サービス

業

博多豚骨ラーメン専

門店

「博多一幸舎」経営

3 有限会社style fit

【体験プログラム】①書道、篆刻(印創り体験)書道レッスン、和紙を巻いた筆ペンで

のお名前練習講座(漢字名に変換)・石に文字を書いて彫る→世界に一つだけの雅印創

り→お土産に②日本のビジネスマナー→ソーシャルマナー３級講座認定資格取得(英

語版テキストあり)→一般社団法人日本マナーOJTインストラクター協会の認定講

座、３時間で認定書発行履歴書に記入可、日本で日本語学校で学ばれる学生さんに

すでに導入している、③料理教室。弊社代表は、管理栄養士の資格を持つため和食

ヘルシーメニューの料理教室開催可本社(中央区大濠！Fのcafeスペースにて開催可

上記全てお一人様￥5,000以内でご受講可能。書道、ビジネスマナー研修においては

香港に置いてすでに開講中。弊社グループ企業ATELIER KOU  Hong Kongにて開

催。㈲style fitの東京事務所は、新宿INBOUND LESGUE内にあり(㈱USD運営)福

岡、東京にてすでにインバウンドビジネスに着手。【人材育成】インバウンド接遇

セミナー、外国人観光客接遇セミナー開講中、熊本県外国人観光客等おもてなし向

上プロジェクトセミナーにおいて、事業者オーナー向き、飲食、宿泊、金融、物販

担当スタッフ向き講座に登壇。追加事項、書道ライブ揮毫パフォーマンス、在香港

日本総領事館秋祭りイベント、香港日立50周年記念パーティー、バンコク JAPAN

EXPO2017、グローバル経営者会議in九州にてライブ揮毫経験あり

福岡市

中央区

人材教育　書道

書道教室　飲食店経

営

4 ゆふ旅行株式会社

由布市は、グリーンツーリズム先進地の“おんせん県おおいた”にあり、由布院温泉、

湯平温泉を有します。自然豊かで、男池や由布川峡谷など景勝地も多く、また神楽

など農村文化を色濃く残しているのも魅力のひとつです。由布市グリーンツーリズ

ム研究会は、農村民泊を行う農家の組織で、会員は３２軒、最多で１３０名、また

周辺の市町村との連携で、２００～３００名の受入れも可能です。修学旅行はもと

より、国内外の団体旅行や企業研修等にご活用ください。

大分県

由布市
旅行業（農村民泊）

5 トーマス株式会社

九州新幹線の開業・クルーズ船の博多港へ寄航など観光に力をいれている福岡市で

あるが　東京・大阪と比べ交通アクセスが不便である。 特に観光名所（お寺・伝統

工芸施設等）中規模の範囲で点在している為　徒歩には遠く、車を使うには近すぎ

る　効率よく移動手段としてレンタサイクルを提案いたします。 お客様はトーマス

へ予約して当日自転車をホテルまで直接運び返却も取りにいきます。 自転車は10種

類から選んで頂ける内容になります。 その中にGPS付の自転車もふくまれ お客様の

移動のスモールデータとして蓄積も可能です。 又docomo社やブリヂストンサイク

ル社と協力して行います。 トーマス社は博多駅・天神地区に約3500台の駐輪機を保

有していますので放置自転車対策も可能です（商業施設が多く 1時間・2時間無料の

ため駐輪にお金がかかりませんので安心）

福岡市

博多区

自転車、バイク、車

の総合駐車場システ

ムメーカー

6 阿蘇市観光協会
熊本地震からの復旧・復興を進めている現在の阿蘇をご覧ください。阿蘇中岳火口

の見学再開に向けて準備中です。詳しくは会場にて

熊本県

阿蘇市
サービス業

7 株式会社ベイサイドプレイス博
多

ベイサイドプレイス博多は、港・空港に近く、福岡都市高速「築港」を降りてすぐ

の“博多ふ頭”にある複合商業施設です。

アクセスの良さに加え、海鮮丼やビュッフェレストランなど様々な飲食店やお土産

が揃う市場、天然温泉のほか、博多の街が一望できる「博多ポートタワー」があ

り、個人・団体のみなさまにお立ち寄りいただいております。

福岡市

博多区
複合商業施設

8 一般社団法人 唐津観光協会 唐津市内への観光客誘致に関わる業務全般
佐賀県

唐津市
観光協会

http://117hakuhaku.com/
http://117hakuhaku.com/
http://www.ikkousha.com/
http://www.atelier-kou.net/
http://tomas-jp.com/
http://www.asocity-kanko.jp/ja/top/
http://www.baysideplace.jo/
http://www.baysideplace.jo/
http://www.karatsu-kankou.jp/


＃ 会社名 商品・サービス 県 住所1 URL 業種 PR

2 株式会社ポイントイェス

インバンド集客アプリ「喵日本」を運営しております。日本

国内の観光情報、店情報案内及び割引情報を在日中国人及び

観光客へ配信サービス。中国人気スマホ決済サービスとイン

バンド集客サービス。越境ECSHOP開発、運営サービス。

福岡県
福岡市東区唐原2-

8-17

www.point
yes.jp

IT業 30日

6 博多の食と文化の博物館　ハクハク

福岡・博多の観光の楽しみを一同に体験できる施設です。

「見る」「学ぶ」「触れる」「体験する」「食べる」「買

う」を通じて、福岡・博多の食文化を体験できます。

・ふくやの明太子工場見学

・世界で1つだけのオリジナル明太子づくり

・博多祇園山笠3D映像鑑賞

・お買物・カフェコーナー

・福岡空港、博多駅、博多港かｒなおアクセスが便利

※中国語、英語で対応できるスタッフが在籍しております。

福岡県
福岡市東区社領2-

14-28

http://11
7hakuhak
u.com/

明太子工

場製造工

場・博物

館

31日

7 株式会社ウインズジャパン

2004年創業の博多豚骨ラーメン専門店『博多一幸舎』。2つ

の羽釜を駆使した熟成追い炊き製法で作られるスープは、ク

リーミーで骨の味が凝縮されています。麺は自社製麺所『製

麺屋慶史』謹製の特注麺。小麦本来の香りとスープとのバラ

ンスを考えた、昔ながらの細平打ち麺です。

2011年にインドネシアに初出店後、海外進出が加速。

2017年11月現在では国内16店舗、海外８ヶ国36店舗。

福岡県
福岡市博多区博多

駅東2-13-25

http://ww
w.ikkoush
a.com/

飲食店

業・サー

ビス業

博多豚骨

ラーメン

専門店

「博多一

幸舎」経

営

両日

9 有限会社style fit

【体験プログラム】①書道、篆刻(印創り体験)書道レッス

ン、和紙を巻いた筆ペンでのお名前練習講座(漢字名に変

換)・石に文字を書いて彫る→世界に一つだけの雅印創り→お

土産に②日本のビジネスマナー→ソーシャルマナー３級講座

認定資格取得(英語版テキストあり)→一般社団法人日本マ

ナーOJTインストラクター協会の認定講座、３時間で認定書

発行履歴書に記入可、日本で日本語学校で学ばれる学生さん

にすでに導入している、③料理教室。弊社代表は、管理栄養

士の資格を持つため和食ヘルシーメニューの料理教室開催可

本社(中央区大濠！Fのcafeスペースにて開催可　上記全てお

一人様￥5,000以内でご受講可能。書道、ビジネスマナー研

修においては香港に置いてすでに開講中。弊社グループ企業

ATELIER KOU  Hong Kongにて開催。㈲style fitの東京事務

所は、新宿INBOUND LESGUE内にあり(㈱USD運営)福岡、

東京にてすでにインバウンドビジネスに着手。【人材育成】

インバウンド接遇セミナー、外国人観光客接遇セミナー開講

中、熊本県外国人観光客等おもてなし向上プロジェクトセミ

ナーにおいて、事業者オーナー向き、飲食、宿泊、金融、物

販担当スタッフ向き講座に登壇。追加事項、書道ライブ揮毫

パフォーマンス、在香港日本総領事館秋祭りイベント、香港

日立50周年記念パーティー、バンコク JAPAN EXPO2017、

グローバル経営者会議in九州にてライブ揮毫経験あり

福岡県
福岡市中央区大濠

2-11-29

http://ww
w.atelier-
kou.net

人材教育

書道

書道教室

飲食店経

営

両日

10
リゾートトラスト株式会社　リゾーピ

ア別府

会員制リゾート業界のリーディングカンパニー『リゾートト

ラスト』が運営する九州唯一のリゾートホテル。別府イン

ターから1分。高台の閑静な場所に位置し、客室から望む別

府湾や湯けむ情報溢れる別府市街の景色は抜群。自慢の料理

は新鮮で安全な地元の食材にこだわり、目にも鮮やかで美味

しいと人気。和洋室タイプのお部屋は、ゆったりとおくつろ

ぎいただけます。

大分県 別府市堀田7-1

https://rt
-
clubnet.jp
/hotels/s
mc/bep/

30日

11 サユアロマ

香りがダイレクトに直感的に人の心に訴えかけ体験と結びつ

けて記憶する力を利用したマーケティング・ブランディング

等にアロマが活用されています。最近ではホテルや航空会

社、車ディーラーなど多種多様の企業が空間にアロマを取り

入れ始めています。弊社は御社のイメージの香りを作り、窓

口にアロマ空間を作ることによってお客様の心に癒しを与

え、御社を記憶してもらうお手伝いができます。

福岡県
福岡市中央区大名

2-10-1
http://www.sayuaroma.com

アロマ

（エッセ

ンシャル

オイル）

製造・

卸・小

売、アロ

マ空間デ

ザイン

30日

12 辛子めんたいこ　海千

2017年夏に神宿る島「沖ノ島」と関連遺産群が世界遺産に

登録になった宗像市、ここに工場兼直売所を構え、地元に密

着した商品づくりに取り組んでいます。

辛子明太子の他に、明太子屋がつくった「明太フランス」、

明太子を乾燥熟成して作り上げた「乾熟明太」、ふるさと納

税のお礼品で鍋部門ランキングNO.1の「明太もつ鍋」、宗像

産のあかもくを使用した「あかもく明太」や「あかもくせん

べい」、平日の10時から16時までは見学ブースより工場内

を見学でき、また「明太子づくり体験」も有料にて実施して

います。（予約制）

福岡県 宗像市王丸770-4
http://tar
akomentai
ko.com/

辛子明太

子の製

造・販売

30日

13 ゆふ旅行株式会社

由布市は、グリーンツーリズム先進地の“おんせん県おおい

た”にあり、由布院温泉、湯平温泉を有します。自然豊かで、

男池や由布川峡谷など景勝地も多く、また神楽など農村文化

を色濃く残しているのも魅力のひとつです。由布市グリーン

ツーリズム研究会は、農村民泊を行う農家の組織で、会員は

３２軒、最多で１３０名、また周辺の市町村との連携で、２

００～３００名の受入れも可能です。修学旅行はもとより、

国内外の団体旅行や企業研修等にご活用ください。

大分県
由布市挾間町挾間

620-1
未記入

旅行業

（農村民

泊）

31日

16 トーマス株式会社

九州新幹線の開業・クルーズ船の博多港へ寄航など観光に力

をいれている福岡市であるが　東京・大阪と比べ交通アクセ

スが不便である。 特に観光名所（お寺・伝統工芸施設等）中

規模の範囲で点在している為　徒歩には遠く、車を使うには

近すぎる　効率よく移動手段としてレンタサイクルを提案い

たします。 お客様はトーマスへ予約して当日自転車をホテル

まで直接運び返却も取りにいきます。 自転車は10種類から

選んで頂ける内容になります。 その中にGPS付の自転車もふ

くまれ お客様の移動のスモールデータとして蓄積も可能で

す。 又docomo社やブリヂストンサイクル社と協力して行い

ます。 トーマス社は博多駅・天神地区に約3500台の駐輪機

を保有していますので放置自転車対策も可能です（商業施設

が多く 1時間・2時間無料のため駐輪にお金がかかりません

福岡県
福岡市博多区博多

駅南5-6-14

http://to
mas-
jp.com

自転車、

バイク、

車の総合

駐車場シ

ステム

メーカー

両日

18 大牟田た～んとよかとこ協議会

■大牟田の新しい旅のカタチの提案■

「刀と椿が奏でるおおむた物語～日本の美しさを大牟田で体

感」

大牟田は天下五剣である刀匠三池典太のふるさと、それと大

牟田市の花であるやぶ椿は武士に親しまれた花。本提案はお

おむた女子旅プロジェクトの発案であり、感動するプランを

ご提案します。

福岡県
大牟田市不知火町1

丁目144-4

http://ta
nto-
yokatoko.j
p

大牟田市

の観光事

業推進団

体

30日

19 阿蘇市観光協会

熊本地震からの復旧・復興を進めている現在の阿蘇をご覧く

ださい。阿蘇中岳火口の見学再開に向けて準備中です。詳し

くは会場にて

熊本県 阿蘇市小里781

http://ww
w.asocity
-
kanko.jp/j
a/top/

サービス

業
両日

http://www.pointyes.jp/
http://www.pointyes.jp/
http://117hakuhaku.com/
http://117hakuhaku.com/
http://117hakuhaku.com/
http://www.ikkousha.com/
http://www.ikkousha.com/
http://www.ikkousha.com/
http://www.atelier-kou.net/
http://www.atelier-kou.net/
http://www.atelier-kou.net/
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/bep/
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/bep/
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/bep/
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/bep/
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/bep/
http://tarakomentaiko.com/
http://tarakomentaiko.com/
http://tarakomentaiko.com/
http://tomas-jp.com/
http://tomas-jp.com/
http://tomas-jp.com/
http://tanto-yokatoko.jp/
http://tanto-yokatoko.jp/
http://tanto-yokatoko.jp/
http://tanto-yokatoko.jp/
http://www.asocity-kanko.jp/ja/top/
http://www.asocity-kanko.jp/ja/top/
http://www.asocity-kanko.jp/ja/top/
http://www.asocity-kanko.jp/ja/top/
http://www.asocity-kanko.jp/ja/top/

