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ビジネスチャンスを拡げたい（交流）1

　会員企業や当所役員等が一堂に集い、交流・懇談を深めて
いただく場です。情報交換・人脈の拡大の場としてぜひご活
用ください。

〈2018年度日程〉
日　時●2018年8月上旬（予定） 
　　　　17:00～トークショー
　　　　18:30～交流会
場　所●福岡市内ホテル
定　員●400名
参加費●10,000円（予定）　

●普段会えない業種、企業の方と会うことができた。 
●ビジネスに繋がる話ができた。 
●アポイントが取りにくい方とお話ができた。

夏の会員交流会
様々な業種・規模の事業者が集う大交流会

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

問総務・人事グループ ☎092-441-1110

参加者数 236社・357名

　当所の各種事業・サービスを紹介するとともに、当所役員
も参加（予定）し、会員同士が気軽に交流・懇親いただけます。
第1部●当所事業ガイダンス
第2部●新入会員交流会
会場内に商品・パンフレット等
を陳列した展示スペースを設置
しますので企業PRが可能です。

〈2018年度日程〉
日付●2018年10月～11月
　　　2019年2月～3月

●今後のビジネスにつながりそうな出逢いがあった。 
●希望職種の方と交流できた。

新入会員交流会
新入会員同士のネットワークづくり

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

会員限定 参加者数 159社・194名

VOICE

　年頭にあたり、日本経済と地域企業のますますの繁栄を願
い、新年祝賀会を毎年開催しています。会員の皆様をはじ
め、各界よりご参加くださる多くの皆様と、年の初めのひと
ときをお楽しみください。

〈2018年度開催予定〉
日　時●2019年1月7日㈪
　　　　12:00～13:30
場　所●ホテルニューオータニ博多
参加費●6,000円（税込／お一人様） 
　　　　－立食パーティ形式－

新年祝賀会　
一年のはじまりは会議所から

会員限定 参加者数 1,300名

　支店長の皆様に福岡でのネットワークを広げていただくた
めの交流会です。
入会資格●福岡市内に本社機能を有しない企業（出先機関）

の代表者の方
年会費●60,000円
活　動●年間10回程度例会が

あります。

●福岡の歴史・文化・食に触れる貴重な体験ができる上、
様々な業種の支店長と親しくなってビジネスにも繋がっ
ています。

支店長会
支店長同士のネットワーク

会員限定 加盟社数 70社

VOICE

　若手ビジネスパーソンのメンバーシップ制クラブです。
　異業種交流をメインとした月に一度の例会（講演会・勉強会
等）を通して自己研鑽を図るとともに、情報交換や人脈拡大など
ネットワークづくりを促します。
　「ゲスト参加」でお試し参加もできます。
年会費●10,000円（必要に応じ、実費負担をお願いする場合が

あります）

●おかげさまで毎月の例会や、例会以外でも多くの若手ビジネスパーソンと楽しい時間を持つことができ、十分な営業活動もできてい
ないのに、ビジネスにも毎年しっかりつながっています。とても有難いことです。『毎回の例会は内容や日程に関係なく、他の何よりも
優先して参加しよう！』『一生付き合えるビジネス仲間を１人でも多く見つけよう！』これが私のモットーであり目標です。実際私だけ
じゃなく、こんな気持ちで活動しているメンバーが多いからこそ、とても和気藹々とした雰囲気の、人見知りの方でも参加しやすい会
だと思います。（㈱ ACR　常務取締役　渋谷浩幸）

福商ビジネス倶楽部
ビジネスパーソンの交流の場

問福商ビジネス倶楽部事務局（産業振興部内） ☎092-441-1119

会員限定 メンバー 153名

VOICE

　福岡商工会議所の会員の皆様は、業種ごとに部会に所属さ
れますが、一部の部会では交流会懇談会に加えて講演会を開
催しています。
　部会よりご案内いたしますので、ふるってご参加ください。

〈2017年度開催例〉
工業部会●講演会　

「常にチャレンジ！『下町・町工場の挑戦』～中小製造業のあ
るべき姿とは～」
講師：浜野慶一氏・㈱浜野製作所 代表取締役
卸売商業部会●講演会

「卸売業におけるICT活用事例について」
講師：佐々木一敏氏・（公財）日本電信電話ユーザ協会 西日

本ICT推進部長
理財部会●講演会

「金融情勢の変化がもたらす不動産市場への影響」
講師：幸田昌則氏・ネットワーク88代表 不動産市況アナリスト

「最近の経済情勢等について」
講師：森山茂樹氏・財務省福岡財務支局 支局長
小売商業部会●講演会・交流会

「なるほどマーケティング」
講師：大山健太郎氏・アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長
観光・飲食部会●講演会

「福岡とMICE～選ばれる都市～」
講師：舩山龍二氏・福岡市MICEアンバサダー

各種部会交流会・講演会
業種ごとの交流の場

一部会員限定

VOICE

　地域経済社会における女性リーダー同士の有益なネット
ワーク作りのための交流会です。
入会資格●女性経営者及び女性役員の方
年会費●25,000円
活　動●月１回程度
例会があります。

（講演会・視察等）

●自己研鑽の場としてはもちろん、異業種間での交流を
深め、相互に高めあう場としてご活用ください。

女性会
女性経営者同士のネットワーク

問経営支援グループ ☎092-441-2170 問地域振興グループ ☎092-441-1118

会員限定 会員数 94名

MESSAGE

講演会・交流会

定時総会

講演会・交流会

名刺交換会・交流会

交流会

講演会・交流会

講演会・交流会

交流会

交流会

交流会

講演会・交流会

講演会・交流会

福商ビジネス倶楽部Presents 大商談会＋大交流会（共催：福岡県商工会連合会青年部）

定時総会

伝わる声と稼げる自己紹介　1分間自己紹介を磨いてビジクラメンバーの仕事や人柄を知ろう！

ビジクラ＆メンバーを知ろう！　名刺交換＆自社PR大会

ビジクラ納涼会2017

マインドフルネスで心と身体を整える　ビジネスにもプライベートにも活用できる「知識」とテクニック

「固定概念をぶち壊せ！」外国人からみた福岡～違いを知り、素晴らしさに気付く～

自己他己紹介＋ボウリング交流会　ボウリングを通じてビジクラメンバーと交流を深めよう

ビジネスフェスティバル2017　Part２

ビジクラ新年会2018

「なんちゃない！」どんどん前向き笑顔になれる輝きの法則　ビジネスを成功に導く生き方と岩本流働き方改革

3,000人のトップに会って分かったこと　ビジネスで成功するリーダーの共通点と心をつかむ会話術
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1月

2月

3月

■参加資格
　福岡商工会議所会員で 20 歳以上 45 歳以下のビジネス
パーソン。
　※46歳以上の方も賛助会員としてご入会できます。
■賛助会員とは
　総会における議決権および幹事就任など、倶楽部全体の
運営への参加資格はございませんが、その他倶楽部例会や
企画会議等には45歳以下の会員の方と同様にご参加いた
だけます。

■2017年度実績（例会）

■活動報告（2017.4～2018.2）

例会　スーパーボックスでの野球観戦による交流会
例会　熊本（天草）視察旅行
例会　博多祇園山笠追い山ならし見学会
夏の会員交流会（会議所主催）への参加
定時総会　事業計画・役員改選など
例会　さんゆう会との合同ゴルフコンペ
例会　中洲今昔物語（講演会）
博多をどり観劇会
例会　忘年会
例会　宗像大社参拝・交流会
例会　支店長交流会

  41名
  11名
  72名
  22名
  37名
    8名
  38名
134名
  44名
  32名
  67名

参加者数
5月
6月
7月
7月
10月
10月
11月
12月
12月
1月
2月

福岡市を中心とした約16,000社の会員ネットワークを活かし、様々な交流会を
開催しています。人の輪の中に、沢山のビジネスチャンスが眠っています。ふ
るってご参加ください。

人的ネットワークの拡大

※開催時期については、ホームページ等でご案内いたします。
※会員数・参加者数などは2017年４月現在、あるいは2016年度実績。

INDEX

▲

様々な業種の企業が集う交流会
　 • 夏の会員交流会　P.05▲

福岡商工会議所に入会して3年以内の
　企業を対象
　 • 新入会員交流会　Ｐ.05▲

県下最大規模の賀詞交換会
　 • 新年祝賀会　Ｐ.05▲

女性経営者が対象
　 • 福岡商工会議所女性会　Ｐ.05

▲

経営者だけでなく、地場企業の社員も
　参加する活発な交流会
　 • 福商ビジネス倶楽部　Ｐ.06▲

支店企業の支店長を対象とした
　メンバーシップ制交流会
　 • 支店長会　P.06▲

その他
　 • 部会講演会、懇談会　Ｐ.06　
　 • 各種交流懇談会

※2018年4月1日時点
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ビジネスチャンスを拡げたい（交流）1

　会員企業や当所役員等が一堂に集い、交流・懇談を深めて
いただく場です。情報交換・人脈の拡大の場としてぜひご活
用ください。

〈2018年度日程〉
日　時●2018年8月上旬（予定） 
　　　　17:00～トークショー
　　　　18:30～交流会
場　所●福岡市内ホテル
定　員●400名
参加費●10,000円（予定）　

●普段会えない業種、企業の方と会うことができた。 
●ビジネスに繋がる話ができた。 
●アポイントが取りにくい方とお話ができた。

夏の会員交流会
様々な業種・規模の事業者が集う大交流会

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

問総務・人事グループ ☎092-441-1110

参加者数 236社・357名

　当所の各種事業・サービスを紹介するとともに、当所役員
も参加（予定）し、会員同士が気軽に交流・懇親いただけます。
第1部●当所事業ガイダンス
第2部●新入会員交流会
会場内に商品・パンフレット等
を陳列した展示スペースを設置
しますので企業PRが可能です。

〈2018年度日程〉
日付●2018年10月～11月
　　　2019年2月～3月

●今後のビジネスにつながりそうな出逢いがあった。 
●希望職種の方と交流できた。

新入会員交流会
新入会員同士のネットワークづくり

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

会員限定 参加者数 159社・194名

VOICE

　年頭にあたり、日本経済と地域企業のますますの繁栄を願
い、新年祝賀会を毎年開催しています。会員の皆様をはじ
め、各界よりご参加くださる多くの皆様と、年の初めのひと
ときをお楽しみください。

〈2018年度開催予定〉
日　時●2019年1月7日㈪
　　　　12:00～13:30
場　所●ホテルニューオータニ博多
参加費●6,000円（税込／お一人様） 
　　　　－立食パーティ形式－

新年祝賀会　
一年のはじまりは会議所から

会員限定 参加者数 1,300名

　支店長の皆様に福岡でのネットワークを広げていただくた
めの交流会です。
入会資格●福岡市内に本社機能を有しない企業（出先機関）

の代表者の方
年会費●60,000円
活　動●年間10回程度例会が

あります。

●福岡の歴史・文化・食に触れる貴重な体験ができる上、
様々な業種の支店長と親しくなってビジネスにも繋がっ
ています。

支店長会
支店長同士のネットワーク

会員限定 加盟社数 70社

VOICE

　若手ビジネスパーソンのメンバーシップ制クラブです。
　異業種交流をメインとした月に一度の例会（講演会・勉強会
等）を通して自己研鑽を図るとともに、情報交換や人脈拡大など
ネットワークづくりを促します。
　「ゲスト参加」でお試し参加もできます。
年会費●10,000円（必要に応じ、実費負担をお願いする場合が

あります）

●おかげさまで毎月の例会や、例会以外でも多くの若手ビジネスパーソンと楽しい時間を持つことができ、十分な営業活動もできてい
ないのに、ビジネスにも毎年しっかりつながっています。とても有難いことです。『毎回の例会は内容や日程に関係なく、他の何よりも
優先して参加しよう！』『一生付き合えるビジネス仲間を１人でも多く見つけよう！』これが私のモットーであり目標です。実際私だけ
じゃなく、こんな気持ちで活動しているメンバーが多いからこそ、とても和気藹々とした雰囲気の、人見知りの方でも参加しやすい会
だと思います。（㈱ ACR　常務取締役　渋谷浩幸）

福商ビジネス倶楽部
ビジネスパーソンの交流の場

問福商ビジネス倶楽部事務局（産業振興部内） ☎092-441-1119

会員限定 メンバー 153名

VOICE

　福岡商工会議所の会員の皆様は、業種ごとに部会に所属さ
れますが、一部の部会では交流会懇談会に加えて講演会を開
催しています。
　部会よりご案内いたしますので、ふるってご参加ください。

〈2017年度開催例〉
工業部会●講演会　

「常にチャレンジ！『下町・町工場の挑戦』～中小製造業のあ
るべき姿とは～」
講師：浜野慶一氏・㈱浜野製作所 代表取締役
卸売商業部会●講演会

「卸売業におけるICT活用事例について」
講師：佐々木一敏氏・（公財）日本電信電話ユーザ協会 西日

本ICT推進部長
理財部会●講演会

「金融情勢の変化がもたらす不動産市場への影響」
講師：幸田昌則氏・ネットワーク88代表 不動産市況アナリスト

「最近の経済情勢等について」
講師：森山茂樹氏・財務省福岡財務支局 支局長
小売商業部会●講演会・交流会

「なるほどマーケティング」
講師：大山健太郎氏・アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長
観光・飲食部会●講演会

「福岡とMICE～選ばれる都市～」
講師：舩山龍二氏・福岡市MICEアンバサダー

各種部会交流会・講演会
業種ごとの交流の場

一部会員限定

VOICE

　地域経済社会における女性リーダー同士の有益なネット
ワーク作りのための交流会です。
入会資格●女性経営者及び女性役員の方
年会費●25,000円
活　動●月１回程度
例会があります。

（講演会・視察等）

●自己研鑽の場としてはもちろん、異業種間での交流を
深め、相互に高めあう場としてご活用ください。

女性会
女性経営者同士のネットワーク

問経営支援グループ ☎092-441-2170 問地域振興グループ ☎092-441-1118

会員限定 会員数 94名
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伝わる声と稼げる自己紹介　1分間自己紹介を磨いてビジクラメンバーの仕事や人柄を知ろう！

ビジクラ＆メンバーを知ろう！　名刺交換＆自社PR大会

ビジクラ納涼会2017

マインドフルネスで心と身体を整える　ビジネスにもプライベートにも活用できる「知識」とテクニック

「固定概念をぶち壊せ！」外国人からみた福岡～違いを知り、素晴らしさに気付く～

自己他己紹介＋ボウリング交流会　ボウリングを通じてビジクラメンバーと交流を深めよう

ビジネスフェスティバル2017　Part２

ビジクラ新年会2018

「なんちゃない！」どんどん前向き笑顔になれる輝きの法則　ビジネスを成功に導く生き方と岩本流働き方改革

3,000人のトップに会って分かったこと　ビジネスで成功するリーダーの共通点と心をつかむ会話術
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■参加資格
　福岡商工会議所会員で 20 歳以上 45 歳以下のビジネス
パーソン。
　※46歳以上の方も賛助会員としてご入会できます。
■賛助会員とは
　総会における議決権および幹事就任など、倶楽部全体の
運営への参加資格はございませんが、その他倶楽部例会や
企画会議等には45歳以下の会員の方と同様にご参加いた
だけます。

■2017年度実績（例会）

■活動報告（2017.4～2018.2）

例会　スーパーボックスでの野球観戦による交流会
例会　熊本（天草）視察旅行
例会　博多祇園山笠追い山ならし見学会
夏の会員交流会（会議所主催）への参加
定時総会　事業計画・役員改選など
例会　さんゆう会との合同ゴルフコンペ
例会　中洲今昔物語（講演会）
博多をどり観劇会
例会　忘年会
例会　宗像大社参拝・交流会
例会　支店長交流会

  41名
  11名
  72名
  22名
  37名
    8名
  38名
134名
  44名
  32名
  67名
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7月
10月
10月
11月
12月
12月
1月
2月

福岡市を中心とした約16,000社の会員ネットワークを活かし、様々な交流会を
開催しています。人の輪の中に、沢山のビジネスチャンスが眠っています。ふ
るってご参加ください。

人的ネットワークの拡大

※開催時期については、ホームページ等でご案内いたします。
※会員数・参加者数などは2017年４月現在、あるいは2016年度実績。

INDEX

▲

様々な業種の企業が集う交流会
　 • 夏の会員交流会　P.05▲

福岡商工会議所に入会して3年以内の
　企業を対象
　 • 新入会員交流会　Ｐ.05▲

県下最大規模の賀詞交換会
　 • 新年祝賀会　Ｐ.05▲

女性経営者が対象
　 • 福岡商工会議所女性会　Ｐ.05

▲

経営者だけでなく、地場企業の社員も
　参加する活発な交流会
　 • 福商ビジネス倶楽部　Ｐ.06▲

支店企業の支店長を対象とした
　メンバーシップ制交流会
　 • 支店長会　P.06▲

その他
　 • 部会講演会、懇談会　Ｐ.06　
　 • 各種交流懇談会

※2018年4月1日時点
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ビジネスチャンスを拡げたい（商談）2

　事業を永続的に発展させるためには、既存顧客の維持強化とと
もに、新規顧客獲得に向けた取り組みが必要です。販路開拓は、
中小企業においては最大の経営課題の一つですが、商品力だけで
は販路は容易に広がりません。商品の魅力・強みをしっかりと把
握し、良質な販路を持つバイヤーに明瞭に伝える事が重要です。
　当所が国内・海外から選りすぐりの優良バイヤーを招聘した商
談会を開催しますので、一件でも多くの商機を掴んでください。
　また、首都圏で行われる大規模展示会では、企業への出展サ
ポートも行います。

国内・海外市場向け　商談会・展示会・見本市
国内外のバイヤーと直接商談。九州・福岡の逸品を市場へ

国内向け 海外向け会員割引 商談数 1,338商談

■商談結果（2017年度）
申込数●1,480件
商談件数●1,338件
商談結果●当日採用374件（国内向け137、海外向け237）
　　　　　商談継続584件（国内向け251、海外向け333）

問産業振興グループ ☎092-441-1119

割安な料金で、時間や手間をかけずに、安心して
参加できます。

　バイヤーを、商工会議所が福岡に招聘します。現地に出向
かずとも、バイヤーと商談できるチャンスです。海外バイ
ヤーとの商談でも、日本語で対応できます。当所職員が同席
してフォローします。

POINT1

商品の評価・市場ニーズに関するアドバイスを受
けて、新商品開発のきっかけとなります。

POINT3

大手企業のバイヤーとアポイント無しで直接面談
ができます。

　普段の仕事ではおそらく取引が無かっただろう相手や、ア
ポイントを取ることが難しいバイヤーと商談できます。

　商談の中から、バイヤー目線での商品に対する評価や改善
点、輸出入の情勢や各国の新しい情報を聞くことができます。
商品開発や改良のきっかけを得ることができます。

　展示会を交流会を通じて、商談会に参加された他社の方と
のつながりができ、コラボ商品の開発に至ることもあります。

POINT2

参加企業間の連携による、ものづくり（コラボ商
品）ができます。

POINT4

　地場食品の「新鮮さ」「味の良さ」「安全性」をPRし“ふるさ
と、博多味”の発見や消費拡大を目指し、食品まつりを開催
します。貴社のブースを出店してみませんか。

〈2017年度開催実績〉
日時●2018年1月17日㈬～22日㈪
場所●岩田屋本店　本館７階大催事場
※2018年度の開催につきましては、詳細が決まり次第、会議所ニュース

やホームページでお知らせいたします。

博多うまかもん市
博多・福岡の食品が一同に集う

問産業振興グループ ☎092-441-1119

会員限定 出店者63店・来場者3.3万人

　観光をテーマとした旅行社とのＢtoＢ商談会を開催していま
す。国内では関東・関西の、海外ではアジアを中心とした旅行
会社のバイヤーに対し、自社の商品やサービスを売り込んでい
ただきます。会場内にはPRスペースも設けていますので、顧客
発掘・商品開発にご活用ください。また、初めて商談会に参加
される方や、観光業の動向について知りたい方を対象に、「観光
商談会対策セミナー」も開催しています。

■バイヤー企業〈2017年度実績〉
国内●㈱JTB九州、西鉄旅行㈱、東武トップツアーズ㈱、クラブ

ツーリズム㈱、㈱HIS、第一観光㈱、㈱瀬戸内トラベル
サービス、名鉄観光サービス㈱

海外●NTABI（韓国）、㈱HANATOUR（韓国）、ウェンディー・
ジャパン㈱（タイ）、㈱JRT瀛遊国際（中国）、TAGGER 
TRAVEL（ベトナム）、㈱HISインドネシア（インドネシ
ア）、㈱DREAM INTERFACE（アジア）、㈱アジアネット
ツアー（アジア）

対象●観光関連（宿泊施設、レジャー施設、観光関連施設・サー
ビスなど）

　観光商談会翌日から観光商談会参加バイヤーの一部を招いて、
「FAMトリップ（※）」を開催。
※FAMトリップとは…「Familiarization Trip（下見旅行）」の略で観光地などの

観光促進の為、旅行業者を対象に現地視察をしてもらうツアーを指します。

●近年、旅行スタイルは、従来の通過型･団体型の観光から、訪れる地域の自然･生活文化･人とのふれあいを求める交流型･個人型（FIT）
への転換をしています。旅行業界では、オンリーワン資源を発掘し観光商品に組み込む必要がこれまで以上に求められております。商
談会ではオンリーワンの観光資源をお持ちの企業や、ホテル、レストラン、アミューズメント施設等と新しく出会うことができました。

観光商談会
国内外からの集客を！観光産業に特化した商談会

問地域振興グループ ☎092-441-1118

会員割引 2017年実績  出展社46社 ・358商談

VOICE

STEP １．開催案内
　ホームページや、商工会議所ニュースで開催日の約1か月前にご
案内します。

STEP ２．参加申込
　ホームページの入力フォームからお申し込みください。「FCP
シート」を提出していただきます。
※FCPシート…出展者（食品事業者）の「効率的な売り込み」と、購入者の「効率の

良い発掘」を可能にするために作られた統一フォーマットです。

STEP ３．事前審査（参加可否のお知らせ）
　提出書類を元にバイヤーが事前選考を行います。審査後、参加可
否のお知らせをします。

STEP ４．商談会当日（個別面談）
　必要書類と商品をお持ち込みいただき、バイヤーと商談をしてい
ただきます。商談時間は20～30分！事前準備をして当日はしっか
りとプレゼンテーションをしましょう。

STEP ５．成約／前向き商談継続
　成約した場合は、バイヤーとの契約等の手続きを進めていただき
ます。残念ながら成約・商談継続に至らなかった場合は、当所職員
より次回に向けてアドバイスをいたします。

■ 参加するまでの流れ■ 福岡商工会議所の商談会に参加する４つのメリット

　多くのバイヤーが集う「国内外食品商談会」の他、「一般消
費者向け展示即売会」を開催します。

〈2017年度開催実績〉
（BtoB）日時●10月4日㈬～5日㈭10:00～17:00

　　　（最終日は16:00まで）

場所●福岡国際センター
（BtoC）日時●10月6日㈮～9日㈪・㈷10:00～21:00

　　　（初日は11:00～最終日は17:00まで）

場所●天神中央公園
※2018年度の開催につきましては、詳細が決まり次第、会議所ニュース

やホームページでお知らせいたします。

Food EXPO Kyushu
販路拡大を強力にバックアップする「食」のイベント

問産業振興グループ ☎092-441-1119

来場者数 B to C 14.5万人／商談数 B to B 4,304商談

■ 昨年度開催実績（食品・雑貨・日用品・生活関連商材など）
●国内向け商談会、展示会・見本市 ●海外向け商談会 ●展示会・見本市
■国内向け商談会
・JALUX
・世界文化社
・髙島屋
・日本百貨店しょくひんかん
・G7 ジャパンフードサービス
・阪急うめだ本店
・RE＆S Japan
・博多大丸
・Food EXPO Kyushu 2017 （国内）
■展示会、見本市
・FOODEX JAPAN 2017（国際食品・飲料展）（幕張）
・Food EXPO Kyushu 2017 （福岡）

■タイ
・バンコク伊勢丹
・KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO
・ZEN レストラン
・Makotoya Thailand
■シンガポール
・伊勢丹シンガポール
・MEIDI-YA SINGAPORE
・Suntory F＆B International
■米国
・MARUKAI CORPORATION（カリフォルニア州、ハワイ州）
■台湾
・漢神百貨店　　
・新光三越 （台中、台南、台北、高雄）　
・遠東 SOGO
■韓国・中国
・EVERYBITE
■そのほか
・アイ・オーダー （テレ東）
・Food EXPO Kyushu 2017 （海外）

■タイ
・バンコク伊勢丹「九州・四国フェア」
・KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO 「バンコクメニュー提案会 2018」
・ZEN グループレストラン・業務用スーパー「九州プロモーション」
■シンガポール
・伊勢丹シンガポール「秋の九州フェア」
・Suntory F＆B International 「九州プロモーション」
・MEIDI-YA SINGAPORE「九州フェア」
■米国
・MARUKAI CORPORATION 「うまかもん九州フェア」
  （カリフォルニア州 5 店舗、ハワイ州 2 店舗）
・Suntory F＆B International 「九州プロモーション」（ホノルル店）
■台湾
・新光三越「秋季日本商品展」（台北・南西店、台中・中港店、

台北・信義店、台南・西門店、高雄・左營店）
■上海
・Suntory F＆B International 「九州プロモーション」
■北京
・日本業務食材展示会
・日本四大都市名産品フェア （山形、福岡、鹿児島、四日市）

国内外のバイヤーとの商談会や、BtoCのPRができる各種催事など、
商工会議所を活用して、貴社自慢の商品の販路拡大に挑戦しませんか。

日本へ、世界へ、羽ばたく商談を

※その他開催時期にホームページ等でご案内いたします。

INDEX

▲

国内外のバイヤーと直接商談
　 • 国内 • 海外市場向け商談会 • 展示会
　 • 見本市　P.07▲

「食」をテーマにしたイベント
　 • 博多うまかもん市、Food EXPO Kyushu
　　（食産業、飲食店向け）　P.08

▲

観光産業に特化した商談・PRの場
　 • 観光商談会　P.08▲

BtoCのPR
　 • ファッションウィーク福岡
　　（ファッション産業・アパレルショップ向け）▲

商談の前準備
　 • プレゼンチェックセミナー
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ビジネスチャンスを拡げたい（商談）2

　事業を永続的に発展させるためには、既存顧客の維持強化とと
もに、新規顧客獲得に向けた取り組みが必要です。販路開拓は、
中小企業においては最大の経営課題の一つですが、商品力だけで
は販路は容易に広がりません。商品の魅力・強みをしっかりと把
握し、良質な販路を持つバイヤーに明瞭に伝える事が重要です。
　当所が国内・海外から選りすぐりの優良バイヤーを招聘した商
談会を開催しますので、一件でも多くの商機を掴んでください。
　また、首都圏で行われる大規模展示会では、企業への出展サ
ポートも行います。

国内・海外市場向け　商談会・展示会・見本市
国内外のバイヤーと直接商談。九州・福岡の逸品を市場へ

国内向け 海外向け会員割引 商談数 1,338商談

■商談結果（2017年度）
申込数●1,480件
商談件数●1,338件
商談結果●当日採用374件（国内向け137、海外向け237）
　　　　　商談継続584件（国内向け251、海外向け333）

問産業振興グループ ☎092-441-1119

割安な料金で、時間や手間をかけずに、安心して
参加できます。

　バイヤーを、商工会議所が福岡に招聘します。現地に出向
かずとも、バイヤーと商談できるチャンスです。海外バイ
ヤーとの商談でも、日本語で対応できます。当所職員が同席
してフォローします。

POINT1

商品の評価・市場ニーズに関するアドバイスを受
けて、新商品開発のきっかけとなります。

POINT3

大手企業のバイヤーとアポイント無しで直接面談
ができます。

　普段の仕事ではおそらく取引が無かっただろう相手や、ア
ポイントを取ることが難しいバイヤーと商談できます。

　商談の中から、バイヤー目線での商品に対する評価や改善
点、輸出入の情勢や各国の新しい情報を聞くことができます。
商品開発や改良のきっかけを得ることができます。

　展示会を交流会を通じて、商談会に参加された他社の方と
のつながりができ、コラボ商品の開発に至ることもあります。

POINT2

参加企業間の連携による、ものづくり（コラボ商
品）ができます。

POINT4

　地場食品の「新鮮さ」「味の良さ」「安全性」をPRし“ふるさ
と、博多味”の発見や消費拡大を目指し、食品まつりを開催
します。貴社のブースを出店してみませんか。

〈2017年度開催実績〉
日時●2018年1月17日㈬～22日㈪
場所●岩田屋本店　本館７階大催事場
※2018年度の開催につきましては、詳細が決まり次第、会議所ニュース

やホームページでお知らせいたします。

博多うまかもん市
博多・福岡の食品が一同に集う

問産業振興グループ ☎092-441-1119

会員限定 出店者63店・来場者3.3万人

　観光をテーマとした旅行社とのＢtoＢ商談会を開催していま
す。国内では関東・関西の、海外ではアジアを中心とした旅行
会社のバイヤーに対し、自社の商品やサービスを売り込んでい
ただきます。会場内にはPRスペースも設けていますので、顧客
発掘・商品開発にご活用ください。また、初めて商談会に参加
される方や、観光業の動向について知りたい方を対象に、「観光
商談会対策セミナー」も開催しています。

■バイヤー企業〈2017年度実績〉
国内●㈱JTB九州、西鉄旅行㈱、東武トップツアーズ㈱、クラブ

ツーリズム㈱、㈱HIS、第一観光㈱、㈱瀬戸内トラベル
サービス、名鉄観光サービス㈱

海外●NTABI（韓国）、㈱HANATOUR（韓国）、ウェンディー・
ジャパン㈱（タイ）、㈱JRT瀛遊国際（中国）、TAGGER 
TRAVEL（ベトナム）、㈱HISインドネシア（インドネシ
ア）、㈱DREAM INTERFACE（アジア）、㈱アジアネット
ツアー（アジア）

対象●観光関連（宿泊施設、レジャー施設、観光関連施設・サー
ビスなど）

　観光商談会翌日から観光商談会参加バイヤーの一部を招いて、
「FAMトリップ（※）」を開催。
※FAMトリップとは…「Familiarization Trip（下見旅行）」の略で観光地などの

観光促進の為、旅行業者を対象に現地視察をしてもらうツアーを指します。

●近年、旅行スタイルは、従来の通過型･団体型の観光から、訪れる地域の自然･生活文化･人とのふれあいを求める交流型･個人型（FIT）
への転換をしています。旅行業界では、オンリーワン資源を発掘し観光商品に組み込む必要がこれまで以上に求められております。商
談会ではオンリーワンの観光資源をお持ちの企業や、ホテル、レストラン、アミューズメント施設等と新しく出会うことができました。

観光商談会
国内外からの集客を！観光産業に特化した商談会

問地域振興グループ ☎092-441-1118

会員割引 2017年実績  出展社46社 ・358商談

VOICE

STEP １．開催案内
　ホームページや、商工会議所ニュースで開催日の約1か月前にご
案内します。

STEP ２．参加申込
　ホームページの入力フォームからお申し込みください。「FCP
シート」を提出していただきます。
※FCPシート…出展者（食品事業者）の「効率的な売り込み」と、購入者の「効率の

良い発掘」を可能にするために作られた統一フォーマットです。

STEP ３．事前審査（参加可否のお知らせ）
　提出書類を元にバイヤーが事前選考を行います。審査後、参加可
否のお知らせをします。

STEP ４．商談会当日（個別面談）
　必要書類と商品をお持ち込みいただき、バイヤーと商談をしてい
ただきます。商談時間は20～30分！事前準備をして当日はしっか
りとプレゼンテーションをしましょう。

STEP ５．成約／前向き商談継続
　成約した場合は、バイヤーとの契約等の手続きを進めていただき
ます。残念ながら成約・商談継続に至らなかった場合は、当所職員
より次回に向けてアドバイスをいたします。

■ 参加するまでの流れ■ 福岡商工会議所の商談会に参加する４つのメリット

　多くのバイヤーが集う「国内外食品商談会」の他、「一般消
費者向け展示即売会」を開催します。

〈2017年度開催実績〉
（BtoB）日時●10月4日㈬～5日㈭10:00～17:00

　　　（最終日は16:00まで）

場所●福岡国際センター
（BtoC）日時●10月6日㈮～9日㈪・㈷10:00～21:00

　　　（初日は11:00～最終日は17:00まで）

場所●天神中央公園
※2018年度の開催につきましては、詳細が決まり次第、会議所ニュース

やホームページでお知らせいたします。

Food EXPO Kyushu
販路拡大を強力にバックアップする「食」のイベント

問産業振興グループ ☎092-441-1119

来場者数 B to C 14.5万人／商談数 B to B 4,304商談

■ 昨年度開催実績（食品・雑貨・日用品・生活関連商材など）
●国内向け商談会、展示会・見本市 ●海外向け商談会 ●展示会・見本市
■国内向け商談会
・JALUX
・世界文化社
・髙島屋
・日本百貨店しょくひんかん
・G7 ジャパンフードサービス
・阪急うめだ本店
・RE＆S Japan
・博多大丸
・Food EXPO Kyushu 2017 （国内）
■展示会、見本市
・FOODEX JAPAN 2017（国際食品・飲料展）（幕張）
・Food EXPO Kyushu 2017 （福岡）

■タイ
・バンコク伊勢丹
・KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO
・ZEN レストラン
・Makotoya Thailand
■シンガポール
・伊勢丹シンガポール
・MEIDI-YA SINGAPORE
・Suntory F＆B International
■米国
・MARUKAI CORPORATION（カリフォルニア州、ハワイ州）
■台湾
・漢神百貨店　　
・新光三越 （台中、台南、台北、高雄）　
・遠東 SOGO
■韓国・中国
・EVERYBITE
■そのほか
・アイ・オーダー （テレ東）
・Food EXPO Kyushu 2017 （海外）

■タイ
・バンコク伊勢丹「九州・四国フェア」
・KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO 「バンコクメニュー提案会 2018」
・ZEN グループレストラン・業務用スーパー「九州プロモーション」
■シンガポール
・伊勢丹シンガポール「秋の九州フェア」
・Suntory F＆B International 「九州プロモーション」
・MEIDI-YA SINGAPORE「九州フェア」
■米国
・MARUKAI CORPORATION 「うまかもん九州フェア」
  （カリフォルニア州 5 店舗、ハワイ州 2 店舗）
・Suntory F＆B International 「九州プロモーション」（ホノルル店）
■台湾
・新光三越「秋季日本商品展」（台北・南西店、台中・中港店、

台北・信義店、台南・西門店、高雄・左營店）
■上海
・Suntory F＆B International 「九州プロモーション」
■北京
・日本業務食材展示会
・日本四大都市名産品フェア （山形、福岡、鹿児島、四日市）

国内外のバイヤーとの商談会や、BtoCのPRができる各種催事など、
商工会議所を活用して、貴社自慢の商品の販路拡大に挑戦しませんか。

日本へ、世界へ、羽ばたく商談を

※その他開催時期にホームページ等でご案内いたします。

INDEX

▲

国内外のバイヤーと直接商談
　 • 国内 • 海外市場向け商談会 • 展示会
　 • 見本市　P.07▲

「食」をテーマにしたイベント
　 • 博多うまかもん市、Food EXPO Kyushu
　　（食産業、飲食店向け）　P.08

▲

観光産業に特化した商談・PRの場
　 • 観光商談会　P.08▲

BtoCのPR
　 • ファッションウィーク福岡
　　（ファッション産業・アパレルショップ向け）▲

商談の前準備
　 • プレゼンチェックセミナー
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既にお持ちのホームページとリンクさ
せてご利用いただけます。

所定のフォームに入力するだけなので
簡単です。

ビジネスチャンスを拡げたい（広報支援）3

●今まで、新聞の広告、チラシ配布また、口コミだけで園児募集を行ってい
ました。HP 作成後は、保護者の大半がホームページを見て事前にイメージを
つかんでご来園されており、園について保護者の理解が進んでいます。はじ
めは、作成が難しいと感じましたが、更新作業を日々行うことで、文字入れ
はできるようになりました。写真の挿入は、まだ難しいです。行事ごとに写
真を掲載しているので、保護者の方に非常に分かりやすいとのお言葉をいた
だいています。（保育所ちびっこランド ななくま駅前園　園長　小川明子氏）

VOICE

　全国の約25万件の企業情報データベースを検索し、取引先を探せる他、会員企業であれば商品やサービスのPR、商談案件によ
る商談相手先探しができます。

■利用料金　無料
■利用内容　（一般）全国の商工会議所会員企業データベースより、取引先を検索

（会員）自社の情報をデータベースに登録可能
　　　サイト内で、見積依頼（買いたい）や、見積依頼への返答（売りたい）を登録可能

商談モール《無料》　全国の「買い手」と「売り手」を引き合わせ
●効率アップ！　「こんな商品を探している」等の情報（買いたい案件）を登録するだけで、全国の売り手企業から提案や見積もりが

メールで届き、取引先探しに費やしていた時間と手間を省きます。
●販 路 拡 大！　売り手カテゴリを登録しておくと、新着案件が自動配信。外出先からでもスマートフォン版で案件内容を確認で

きます。
●安　　　心！　全国の商工会議所・商工会で共同運営しており、商談相手も全て商工会議所・商工会会員企業。また、案件の募

集・提案・商談・成約にいたるまで、一切無料です。

ザ・ビジネスモール
全国の商工会議所・商工会が運営する商取引支援サイト

問経営支援グループ ☎092-441-1146

会員限定 登録社数 13,071 社（全国で 258,504 社）

商談モール

商談へ（メール・電話・訪問）

ザ・商談モール仕入先・外注先を探す！
①匿名で案件登録

④提案・見積り

⑤商談申込

直接取引へ 直接取引へ

メールでお届け

買
い
手

新規顧客を獲得したい！
②案件情報

③提案・見積り
メールでお届け

売
り
手

⑥商談申込の連絡

メールでお届け

案件数：約1,050件　商談実施数：約1,600件
（昨年度全国での実績）

　当所会員企業、業界団体、官庁など、毎月10日に約16,500社へお送りしている会報誌。チラシの同封や広告掲載で、貴社のPR
をしませんか。

■申込方法
　ホームページに申込書を掲載しています。掲載希望月の、前々月
末までにお申し込みください。（例：3月10日発行←1月末日締切）
　（当所ホームページ > ビジネスチャンス > 広報支援）
■送付先
　約16,500社（4月、1月は約22,000社）

福岡商工会議所ニュース 誌面広告・福商ビジネス情報便（チラシオリコミ）
毎月発行福岡の企業へピンポイントで PR

問企画広報グループ ☎092-441-1112

　文字入力ができれば初心者でも安心してお使いいた
だける仕組みです。まずはあなたの会社・お店もホー
ムページを開設してみませんか？

ホームページ作成システム
誰もが簡単に活用できるホームページ作成支援ツール

問経営支援グループ ☎092-441-1146

1MERIT 1

【配布対象を、福岡の事業者・経営者に特化】
配布先は福岡市内を中心とする会員事業者！一般
の世帯にも配布される新聞折込やポスティングと
比べて効率良くPRできます。1MERIT 1

【手間要らずの広告。お申し込みはFAX1枚！】
面倒な書類作成や仕様書作成、商工会議所への来
訪は不要です。時間に追われる御担当者の手を煩
わせません。お申し込みは、FAX1枚で承ります。3MERIT 3

【開封率・コストパフォーマンスが高い】
単独でのダイレクトメールの発送や、多額の費用
がかかる広告と比べて、低コストで行うことがで
きます。

【チラシオリコミ（A4）を利用】
1通あたり82円の配送を利用した場合
@82×16,500通＝1,353,000円＞100,799円
※1,252,201円もお得！

2MERIT 2

2MERIT 2

●安心して HP を開設できました。導入広告の邪魔もなく、自社専用の HP を
持つことができました。今では Google のアナリティックスも導入もでき、自
社 HP の分析やキーワード検索もできます。もう１つの大きなメリットは、
Yahoo や Google では公的機関の HP は高い評価が得られるそうです。嬉しい
ことに、当店の HP も産声を上げたばかりなのに、福岡商工会議所のドメイン
を使っているためか、現在 Yahoo や Google の検索（「フェイスカバー」）では、
ともに 1 ページ目に掲載されています。（あったらいーな本舗　一田研二氏）

VOICE

会員限定 利用社数 619 社

福岡市内の事業所を中心に配布
　発行部数　35,000部
　・「福岡商工会議所NEWS」に同封して会員事業所へ送付
　・当所職員が事業所へ巡回・訪問時に配布
　・当所事業・セミナー実施時に参加者へ配布

広告料金（オールカラーA4）会員料金（税込）
　会員クローズアップ2枠
　　6,480円
※その他サイズ広告については、当所ホームページにてご確認

ください。

FlinkS（エフリンクス）
年４回発行　商工会議所の BtoB 情報誌

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

会員割引

全ページ

297×202㎜
216,000円

297×210㎜
172,800円

297×210㎜
151,200円

251×170㎜
108,000円

127×176㎜
97,200円

127×176㎜
86,400円

121×170㎜
54,000円

78×170㎜
32,400円

1/2ページ 1/3ページ

表4 カラー
（裏表紙）

表2 カラー
（表紙裏）

表3 カラー
（裏表紙裏）

記事中 2色

掲載場所
誌面広告 会議所ニュース誌面広告

■料金
◆4月・1月は発行部数が増えますので、下記料金の2割増になります。

■枠が埋まり次第、終了となります

料 金原型サイズ

B5・A4

B4・A3

100,799円

152,228円

255,085円

255,085円

チラシ

パンフレット　（A4サイズ以下、30gまで）

B3・A2以上 （30gまで）

種 類
チラシオリコミ 福商ビジネス情報便 

■毎月先着15社
不動産業

イベント業

飲食、ホテル、宴会業

コンサルタント、士業

新分野進出、新商品販売

商業物件や住居用マンションの広告に

イベントやチケット販売のＰＲに

宴席シーズンに向けたプランの提案に

出版物やセミナーの案内に

事業や商品の告知、販促に

◆広告内容によっては掲載をお断りすることがありますのでご了承ください。

■ご利用例

　当所広報誌「福岡商工会議所ニュース（P26）」誌面上で、貴社の事業やイチオシ商品、
ユニークなサービスを無料で掲載いたします。当所広報誌の誌面上を有効活用し、ポイ
ントを絞ったPRで、是非取引につなげてください!!
■申込方法：当所会員事業所（1会員事業者様につき1回限り）
■掲 載 枠： Ａ４／３分の１弱（１号につき６社限定）
■申込方法：当所ホームページをご覧ください
　　　　　

福岡商工会議所ニュース ホットニュース（会員紹介ページ）
会員事業者・各社１回限定、会議所ニュースに自社ＰＲを無料掲載

問企画広報グループ ☎092-441-1112 E-mail fkkikaku@fukunet.or.jp

会員限定 掲載社数 毎月 6 社

会員限定 利用社数 123 社

▲掲載例（カラーページでの掲載）

■広告料金（オールカラー A4）（税込）

540,000円
259,200円
259,200円
129,600円
64,800円

172,800円
86,400円
43,200円

129,600円
64,800円
21,600円

－　　
－　　

270,000円
129,600円
129,600円
64,800円
32,400円
86,400円
43,200円
21,600円
64,800円
32,400円
10,800円
32,400円
6,480円

1ページ
1ページ
1ページ

1/2ページ
1/4ページ
1/2ページ
1/4ページ
1/8ページ
1/2ページ
1/4ページ
1/8ページ
1/4ページ
1/6ページ

会員価格サイズ 一般価格
表4
社長インタビュー

ディスプレイ広告

※毎号テーマが変わります 特集

おもてなしグルメ店 特集

身近にいるプロフェッショナル達 特集
会員クローズアップ

福岡商工会議所が管轄とするのは、主に福岡市内。会員事業所の約9割が市内に立地しています。
アジアに近い九州最大の商都「福岡」の企業への宣伝・広報について、商工会議所ではコストパ
フォーマンスに優れた手段をご用意しています。

躍進する街、福岡で商機を掴む

※利用社数など、2017年度実績

INDEX

▲

Webを通じて、全国の商工会議所企業と商談を
　 • ザ・ビジネスモール　P.09▲

ホームページを低コストで持ちたい
　 • ホームページ作成システム　P.09

▲

福岡商工会議所広報誌を用いた、事業者向け広告
　 • 福岡商工会議所ニュース誌面広告　P.10
　 • 福商ビジネス情報便（チラシオリコミ）　P.10
　 • FlinkS（エフリンクス・情報誌誌面広告）　P.10
　 • ホットニュース（会員紹介ページ）　P.10
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既にお持ちのホームページとリンクさ
せてご利用いただけます。

所定のフォームに入力するだけなので
簡単です。

ビジネスチャンスを拡げたい（広報支援）3

●今まで、新聞の広告、チラシ配布また、口コミだけで園児募集を行ってい
ました。HP 作成後は、保護者の大半がホームページを見て事前にイメージを
つかんでご来園されており、園について保護者の理解が進んでいます。はじ
めは、作成が難しいと感じましたが、更新作業を日々行うことで、文字入れ
はできるようになりました。写真の挿入は、まだ難しいです。行事ごとに写
真を掲載しているので、保護者の方に非常に分かりやすいとのお言葉をいた
だいています。（保育所ちびっこランド ななくま駅前園　園長　小川明子氏）

VOICE

　全国の約25万件の企業情報データベースを検索し、取引先を探せる他、会員企業であれば商品やサービスのPR、商談案件によ
る商談相手先探しができます。

■利用料金　無料
■利用内容　（一般）全国の商工会議所会員企業データベースより、取引先を検索

（会員）自社の情報をデータベースに登録可能
　　　サイト内で、見積依頼（買いたい）や、見積依頼への返答（売りたい）を登録可能

商談モール《無料》　全国の「買い手」と「売り手」を引き合わせ
●効率アップ！　「こんな商品を探している」等の情報（買いたい案件）を登録するだけで、全国の売り手企業から提案や見積もりが

メールで届き、取引先探しに費やしていた時間と手間を省きます。
●販 路 拡 大！　売り手カテゴリを登録しておくと、新着案件が自動配信。外出先からでもスマートフォン版で案件内容を確認で

きます。
●安　　　心！　全国の商工会議所・商工会で共同運営しており、商談相手も全て商工会議所・商工会会員企業。また、案件の募

集・提案・商談・成約にいたるまで、一切無料です。

ザ・ビジネスモール
全国の商工会議所・商工会が運営する商取引支援サイト

問経営支援グループ ☎092-441-1146

会員限定 登録社数 13,071 社（全国で 258,504 社）

商談モール

商談へ（メール・電話・訪問）

ザ・商談モール仕入先・外注先を探す！
①匿名で案件登録

④提案・見積り

⑤商談申込

直接取引へ 直接取引へ

メールでお届け

買
い
手

新規顧客を獲得したい！
②案件情報

③提案・見積り
メールでお届け

売
り
手

⑥商談申込の連絡

メールでお届け

案件数：約1,050件　商談実施数：約1,600件
（昨年度全国での実績）

　当所会員企業、業界団体、官庁など、毎月10日に約16,500社へお送りしている会報誌。チラシの同封や広告掲載で、貴社のPR
をしませんか。

■申込方法
　ホームページに申込書を掲載しています。掲載希望月の、前々月
末までにお申し込みください。（例：3月10日発行←1月末日締切）
　（当所ホームページ > ビジネスチャンス > 広報支援）
■送付先
　約16,500社（4月、1月は約22,000社）

福岡商工会議所ニュース 誌面広告・福商ビジネス情報便（チラシオリコミ）
毎月発行福岡の企業へピンポイントで PR

問企画広報グループ ☎092-441-1112

　文字入力ができれば初心者でも安心してお使いいた
だける仕組みです。まずはあなたの会社・お店もホー
ムページを開設してみませんか？

ホームページ作成システム
誰もが簡単に活用できるホームページ作成支援ツール

問経営支援グループ ☎092-441-1146

1MERIT 1

【配布対象を、福岡の事業者・経営者に特化】
配布先は福岡市内を中心とする会員事業者！一般
の世帯にも配布される新聞折込やポスティングと
比べて効率良くPRできます。1MERIT 1

【手間要らずの広告。お申し込みはFAX1枚！】
面倒な書類作成や仕様書作成、商工会議所への来
訪は不要です。時間に追われる御担当者の手を煩
わせません。お申し込みは、FAX1枚で承ります。3MERIT 3

【開封率・コストパフォーマンスが高い】
単独でのダイレクトメールの発送や、多額の費用
がかかる広告と比べて、低コストで行うことがで
きます。

【チラシオリコミ（A4）を利用】
1通あたり82円の配送を利用した場合
@82×16,500通＝1,353,000円＞100,799円
※1,252,201円もお得！

2MERIT 2

2MERIT 2

●安心して HP を開設できました。導入広告の邪魔もなく、自社専用の HP を
持つことができました。今では Google のアナリティックスも導入もでき、自
社 HP の分析やキーワード検索もできます。もう１つの大きなメリットは、
Yahoo や Google では公的機関の HP は高い評価が得られるそうです。嬉しい
ことに、当店の HP も産声を上げたばかりなのに、福岡商工会議所のドメイン
を使っているためか、現在 Yahoo や Google の検索（「フェイスカバー」）では、
ともに 1 ページ目に掲載されています。（あったらいーな本舗　一田研二氏）

VOICE

会員限定 利用社数 619 社

福岡市内の事業所を中心に配布
　発行部数　35,000部
　・「福岡商工会議所NEWS」に同封して会員事業所へ送付
　・当所職員が事業所へ巡回・訪問時に配布
　・当所事業・セミナー実施時に参加者へ配布

広告料金（オールカラーA4）会員料金（税込）
　会員クローズアップ2枠
　　6,480円
※その他サイズ広告については、当所ホームページにてご確認

ください。

FlinkS（エフリンクス）
年４回発行　商工会議所の BtoB 情報誌

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

会員割引

全ページ

297×202㎜
216,000円

297×210㎜
172,800円

297×210㎜
151,200円

251×170㎜
108,000円

127×176㎜
97,200円

127×176㎜
86,400円

121×170㎜
54,000円

78×170㎜
32,400円

1/2ページ 1/3ページ

表4 カラー
（裏表紙）

表2 カラー
（表紙裏）

表3 カラー
（裏表紙裏）

記事中 2色

掲載場所
誌面広告 会議所ニュース誌面広告

■料金
◆4月・1月は発行部数が増えますので、下記料金の2割増になります。

■枠が埋まり次第、終了となります

料 金原型サイズ

B5・A4

B4・A3

100,799円

152,228円

255,085円

255,085円

チラシ

パンフレット　（A4サイズ以下、30gまで）

B3・A2以上 （30gまで）

種 類
チラシオリコミ 福商ビジネス情報便 

■毎月先着15社
不動産業

イベント業

飲食、ホテル、宴会業

コンサルタント、士業

新分野進出、新商品販売

商業物件や住居用マンションの広告に

イベントやチケット販売のＰＲに

宴席シーズンに向けたプランの提案に

出版物やセミナーの案内に

事業や商品の告知、販促に

◆広告内容によっては掲載をお断りすることがありますのでご了承ください。

■ご利用例

　当所広報誌「福岡商工会議所ニュース（P26）」誌面上で、貴社の事業やイチオシ商品、
ユニークなサービスを無料で掲載いたします。当所広報誌の誌面上を有効活用し、ポイ
ントを絞ったPRで、是非取引につなげてください!!
■申込方法：当所会員事業所（1会員事業者様につき1回限り）
■掲 載 枠： Ａ４／３分の１弱（１号につき６社限定）
■申込方法：当所ホームページをご覧ください
　　　　　

福岡商工会議所ニュース ホットニュース（会員紹介ページ）
会員事業者・各社１回限定、会議所ニュースに自社ＰＲを無料掲載

問企画広報グループ ☎092-441-1112 E-mail fkkikaku@fukunet.or.jp

会員限定 掲載社数 毎月 6 社

会員限定 利用社数 123 社

▲掲載例（カラーページでの掲載）

■広告料金（オールカラー A4）（税込）

540,000円
259,200円
259,200円
129,600円
64,800円

172,800円
86,400円
43,200円

129,600円
64,800円
21,600円

－　　
－　　

270,000円
129,600円
129,600円
64,800円
32,400円
86,400円
43,200円
21,600円
64,800円
32,400円
10,800円
32,400円
6,480円

1ページ
1ページ
1ページ

1/2ページ
1/4ページ
1/2ページ
1/4ページ
1/8ページ
1/2ページ
1/4ページ
1/8ページ
1/4ページ
1/6ページ

会員価格サイズ 一般価格
表4
社長インタビュー

ディスプレイ広告

※毎号テーマが変わります 特集

おもてなしグルメ店 特集

身近にいるプロフェッショナル達 特集
会員クローズアップ

福岡商工会議所が管轄とするのは、主に福岡市内。会員事業所の約9割が市内に立地しています。
アジアに近い九州最大の商都「福岡」の企業への宣伝・広報について、商工会議所ではコストパ
フォーマンスに優れた手段をご用意しています。

躍進する街、福岡で商機を掴む

※利用社数など、2017年度実績

INDEX

▲

Webを通じて、全国の商工会議所企業と商談を
　 • ザ・ビジネスモール　P.09▲

ホームページを低コストで持ちたい
　 • ホームページ作成システム　P.09

▲

福岡商工会議所広報誌を用いた、事業者向け広告
　 • 福岡商工会議所ニュース誌面広告　P.10
　 • 福商ビジネス情報便（チラシオリコミ）　P.10
　 • FlinkS（エフリンクス・情報誌誌面広告）　P.10
　 • ホットニュース（会員紹介ページ）　P.10


