
福岡市博多区
博多駅前2-9-28

福岡商工会議所 検索

福岡商工会議所では、地域を代表する総合経済団体として

地域の会員企業を対象に様々なサービスを提供しております。

会員の皆様のお知り合いで、当所の会員になっていない

事業所がありましたら、ぜひご紹介ください。

当所より職員が訪問し、ご説明いたします。

あなたのお知り合いの方を

ご紹介ください！！
共に発展しましょう！！

　　福岡商工会議所　　　  TEL 092-441-1114
会員サービス部　会員組織・共済グループ www.fukunet.or.jp

特典
あります

！

加入資格

年会費

福岡地区で事業を営んでいる方であれば、業種・規模は問いません。
※会費は全額、損金または必要経費に算入できます。
※福岡市内に事業所を有しない商工業社の方は「特別会員」としてご入会いただけます。
　「特別会員」は本所議員の選挙権・被選挙権はなく、部会への所属ができません。しかし、事業・サービスは
　一般の会員と同様にご利用できます。

9,000円

特典

●個人事業者の場合 以
上 15,000円●法人・団体の場合 以

上

会議所サービス
利用券
3,000円分 進呈

ご紹介いただいた会員事業所に ご紹介で
ご入会いただいた
事業所にQUOカード

1,000円分 進呈

ご担当者名

電話番号

ご担当者名

電話番号

ご紹介元
企 業 名

ご紹介先
企 業 名

FAX 092-411-1600

福商事業・会員サービス

こちらのサービスもおすすめ！

1位
7,718件

利

用ラ
ンキング

2位
7,010件

利

用ラ
ンキング

もっともっと使ってほしい！
福商事業・会員サービス 利用社数ランキング

当所は、会員の皆様に各種サービスを提供しています。今月は、数あるサービスの中でも特に人気のあるものをお届け！
これまで以上に、福岡商工会議所をもっともっと活用してみませんか？
また、皆様のまわりにまだ入会していない方がいらっしゃいましたら、ぜひお誘いください。当所の会員として、ともに発展しましょう！

会員企業が利用している事業・サービスの人気ランキング
（H29年度・延べ利用企業件数）

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

福商優待サービス

窓口・専門家への経営相談・
職員訪問等の経営相談

大切なご相談を承るのは、商工会議所の職
員と、数々のご相談に対応した経験豊富な
専門家集団！ まずは職員がお話を伺い、必
要に応じて専門家の協力を得ながら、一緒
に課題の解決にあたります。

専門相談窓口
「自社の現状や課題を見極めたい！」、「自社
の業績をアップさせたい！」。『経営革新計画』
（会社の中期的な経営計画書）は、これらの
思いを実現させるための武器になります。

経営者、従業員の健康は活発
な企業活動の源です！

社員で、家族で使えるお得
なチケット。詳細はp.14を
ご覧ください。

生命共済制度
全国商工会議所のスケールメ
リットで不慮の事故による入院
や弔慰金に備えられます。

各種セミナー・講演会を随時開催しています。

経営革新計画作成支援
これから創業をお考えの
方、様々なご不安や事業
計画の策定についてご相
談を承ります。

創業支援

各種
保険・共済制度

4位
1,200件

利

用ラ
ンキング セミナー・講演会

従業員の退職に備えられます。
詳細はp.15をご覧ください。

特定退職金
共済制度

3位
1,207件

利

用ラ
ンキング 各種福利厚生

サービス
健康診断
・通年受付健診
・生活習慣病検診

ビジネスパーソンの交流の場。
活動報告はp.9をご覧ください。

福商ビジネス倶楽部5位
1,023件

利

用ラ
ンキング 各種交流会

支店長同士のネットワーク。
活動報告はp.9をご覧ください。

支店長会

人材の育成・採用 展示会・商談会

社内教育では学べない専門知
識を習得！

福商実務研修講座
リーズナブルな価格で人材の
確保をお手伝い。

会社合同説明会

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・海外市場向け
商談会・展示会・見本市 年に一度、博多・福岡の食品

が一同に集います。

博多うまかもん市

一流の講
師から

専門知識
が

  学べま
す！

お任せ

ください
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