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優秀な人材を採用・育成したい4

　会員企業の人材確保支援のため、企業と学生並
びに再就職希望者が一堂に会する「会社合同説明
会」を、福岡市と共催で開催しています。また、今
年新たに、企業低学年の学生との接点づくりを目
的とした「インターンシップフェア」を開催します。
①会社合同説明会
参加費●会員…  60,000円
　　　　一般…300,000円
日　時●2019年４月23日㈫
　　　　2019年５月28日㈫
会　場●福岡国際会議場
②会社合同説明会＆インターンシップフェア
参加費●会員…  85,000円　一般…300,000円
日　時●2019年7月3日㈬
会　場●アクロス福岡
申込方法●ホームページ等でご案内します。

会社合同説明会
リーズナブルな価格で人材の確保をお手伝い

問商業・雇用支援グループ ☎092-441-2169

会員割引 参加企業数 312社／学生等来場者 1,093名

　新卒採用を検討されている地元企業の採用担当
者と、大学など学校の就職支援部署担当者が集ま
り、「採用・就職」に関する情報交換会・交流会を
開催いたします。
　採用に向けた新たな人脈構築の場としてご活用
ください。
参加費●１名当たり3,000円（非会員6,000円）
日　時●2020年2月21日㈮
会　場●福岡商工会議所（予定）
対　象●新卒採用を検討している中小企業の
　　　　代表者及び人事・採用担当者等
申込方法●当所ホームページよりお申し込み
　　　　　ください。

就職情報交流会（学校・地元企業）
学校の就職担当者とのパイプ作りに！

問商業・雇用支援グループ ☎092-441-2169

会員割引 参加企業 156社／学校数 116校 ①会議所キャラバン事業
　福岡県内外の大学と連携。
UIJターンを希望する学生を
対象とした合同説明会を現地
で開催するほか、学生の職業
観醸成を目的とした「業種・職種研究会」を現地
で開催しております。（会員企業限定）

②東京商工会議所「会員企業と学校法人との就職
情報交換会」への参加支援
　東京商工会議所と連携。東京近郊の大学等の
学校就職支援担当者が集まり、「採用・就職」に
関する情報交換会・交流会への参加を支援して
おります。（会員企業限定）

③学生と企業の交流会
　福岡市と共催で、企業の採用担当者等と地元
大学学生とが語り合うワールドカフェ形式の交
流会を開催しております。低学年の学生の声を
聞くことができる良い機会です。

その他の新卒人材確保支援事業
福岡県内外大学に出向いての新卒人材確保

人材の採用を支援します。

問商業・雇用支援グループ ☎092-441-2169

『eラーニング』とは…インターネットを利用した
学習形態のことです。
■福商『eラーニング』の特徴

〔学習者機能〕
●インターネット環境があれば、いつでも・どこ

でも学習可能です。
●パソコンやスマートフォン、タブレット等、

様々なデバイスで受講できます。
●学習単位を5～10分程度に細分化し、通勤など

のスキマ時間での学習が可能です。
〔管理者機能〕
●各コースの学習状況が％（パーセント）で進捗率

が表示されます。
●教育担当者用の管理ユーザーアカウントで受講

者の成績情報、学習進度を細かく確認できます。
■コース内容
●社会人基礎コース　
●タイムマネジメント
●よく分かるExcel　等
その他、様々なコースがあります。
詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/e_learning/
■受講価格（30日間利用・一律料金）
1IDコース提供料金　会員2,500円
　　　　　　　　　　  （通常3,000円）※消費税別
※一部コース、パック販売は料金が異なります。

福商『eラーニング』研修
いつでも、どこでも賢く学ぶ

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

　人生100年時代と言われる昨今、皆様はどの
ように将来を描かれていますか。
　企業にとっての「人材育成」。個人にとっての

「キャリア形成」。「個人」と「企業・組織・社会」
との関わりが、これまで以上に長くなる人生100
年時代に適応し、ライフステージの各段階で活躍
していける人材であるために、注目を集めている
のがリカレント教育（社会人の学び直し）です。
対　象●社会人として学び直しに関心のある方、

復職を考えている個人の方、スキルを
高めたいビジネスパーソンの方　等

第１回●5月14日㈫ 13:30～16:30
【考え抜く力】
テーマ：「2030年の世界と自分」を疑似体験し、

次の一歩を考えよう！
第２回●6月18日㈫ 13:30～16:30

【チームで働く力】
テーマ：チームで目標を達成するためのコミュニ

ケーションスキルを磨こう！
第３回●7月25日㈭ 13:00～17:00

【前に踏み出す力】
テーマ：「成果を上げるリーダー」に必要なコー

チング力を高めよう

リカレント講座
社会人の学び直し

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

　福岡商工会議所主催『実務研修講座』で実
績のある講師をご紹介。
　自社事務所・会場に講師が直接伺い、ご
希望の講座を開催します。

■研修講座を行うため、講師を探し
ている

■より細かい部分に特化した内容を
学びたい

■社員の意識統一・共通認識を図り
たい

などの人材育成に関する講座を、企業様の
ご依頼に合わせてご案内いたします。
　受講費用他詳しくは、下記までお尋ねく
ださい。

“新企画”出前講座
自社で研修講座を開催！　

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

　1講座から受講可能！ 階級や部署ごとに分かれた実践的な社外研修（Off-JT）。複数の講座を組み合わせて人「財」養成を考えませんか？
※飲酒運転撲滅研修（無料）なども、ご利用いただけます。
■受講料（1日コースの場合）　会員…15,430円 他　特商…19,760円　一般…22,630円 他

福商実務研修講座
社内教育では学べない専門知識を習得！

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

人材の育成を支援します。

2019年度福商実務研修講座　年間スケジュール

●講座名は、講師との調整で変更になる場合がございます。　●各講座のお申込受付は、準備ができ次第ご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。
●最新情報は、福商実務研修講座ホームページ（http://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/）をご確認ください。    
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【市共催】1. 新入社員基礎講座2019（2日間）

【市共催】1. 新入社員基礎講座2019（2日間）

新入社員・若手社員のためのビジネスマナー（2日間講座）

新入社員・若手社員のためのビジネスマナー（2日間講座）

新入社員・若手社員のためのビジネスマナー（2日間講座）

メール＆ビジネス文書・電話応対マナー講座

新任管理職スタートアップ講座

総務担当者の基礎実務講座

中堅社員パワーアップ講座

指示待ちから期待される人材へ
～自ら動く！自ら動かす！（自律型社員へ）～

部下のやる気を引き出す「フォロワーシップ型リーダー」入門講座

初めての経理実務基礎講座

社会保険実務基礎講座（2日間）

営業基礎力養成講座

ビジネス法律知識実務セミナー

部下・後輩の成長ステージに合わせた指導育成力養成講座
～より早くより適切に成長させるために～

上司を補佐し、部下を育てる主任・係長養成講座

（新）日本で働く外国人の為の接遇マナー講座

プレイングマネージャーとしての課長の役割と仕事術

若手社員パワーアップ講座
「仕事ができる人になる　報・連・相　徹底トレーニング」

仕事の段取りとタイムマネジメント

仕事の進め方（PDSA）研修

実践！接遇・ビジネスマナー飲食業編

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

企業を支える「人」。未来を託す人「財」を育むために、商工会議所の事業をご利用ください。
人材の採用から、定着・育成まで、各種サービスをご用意しています。

人を育て、強い企業をつくる

※利用社数など、2018年度実績

INDEX

▲

地場中小企業と地元の学生が集う人材確保の場
　 • 会社合同説明会　P.11▲

学校の就職支援部署担当者とのパイプ作りに！
　 • 就職情報交流会　P.11▲

従業員の頑張りをねぎらう表彰制度
　 • 優良従業員表彰の推薦　P.11

▲

福利厚生の充実で人材の定着を支援
　 • 生命共済制度　P.11、P.20▲

企業が必要とする人材育成や管理職のスキルアップに
　 • 福商実務研修講座　P.12
　 • 「eラーニング」研修　P.12
　 • リカレント講座　P.12
　 • 出前講座　P.12

▲
キャリアアップに繋がる資格を取得

　 • 商工会議所の各種検定試験　P.13▲

パソコン初心者はもちろん、
　専門ソフトの使い方まで学べる
　 • 福商パソコンスクール　P.13▲

資格取得でキャリアアップを目指せ！
　 • キャリアアップ支援プログラム　P.13

※詳しい受講料については、ホームページをご確認ください。
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社会人基礎力関連講座
スピーチ力を磨く～説得力のある表現方法～

リーダーのためのチーム「業績／意欲」向上研修

仕事がまわる！成果につながる！伝わる話し方講座

「問題解決型」決算書分析講座

女性管理職だからできる。部下指導とコミュニケーション強化

（新）外国人雇用における手続き実務～改正入管法と入管対応マニュアル

決算書の見方・読み方基本講座

クレームが起こる原因は何か～実践的クレーム対応術伝授します

営業担当者パワーアップセミナー

ムリ・ムラ・ムダを無くす業務効率化基礎講座

“考える力”をみにつける「ロジカルシンキング」

新任管理職のための実務～1日で学ぶ「リーダーシップ」と部下育成

中堅社員パワーアップ講座

～チームの活力が上がった！との反響多数！～
チームの力を最大化するマンダラチャートを活用した“チームビルディング”実践講座

給与計算実務と年末調整実務の基礎講座

Webを活用して実践につなげる販路開拓入門
～資金なし、人材無し、コネなしの小規模事業者が生き残っていくための戦術とは…～

すぐに実践！！自社のプロモーション（販売促進）に必要なデザイン基礎講座

風通しの良い職場づくりとビジネス・コミュニケーション

もうすぐ2年目！直前講座
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会員限定

　従業員の定着支援を目的に1963年より続くサービスで、当所会頭
名や企業の代表者との連名で表彰状と記念品をお贈りしています。
ホームページからのお申し込みで簡単にお手続きいただけます。

「永年勤続表彰」
・10年以上の同一事務所に勤務し、業務に精励し技能優秀であって

能率が優れ他の模範となる従業員
　※10年以上5年毎に区分して表彰
　※勤続30年以上の対象者は日本商工会議所会頭と連名で表彰

「企業の発展貢献者表彰」
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　等

「災害防止功労者表彰」
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　等
申込金●ひとり4,000円（表彰状、表彰状用丸筒、記念品：税込）

優良従業員表彰
従業員のモチベーションアップに

会員限定 利用者数 105社・554名

人材の定着を支援します。

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

　割安な掛金で役員および従業員の業務中・外を問わない不慮の事故での入院・高度障がい、死亡保障、病気による死亡・高度障がい保障、当所
独自の結婚・出産、成人、通院による自家給付制度など、幅広い保障内容。貴社の弔慰金制度としてご活用ください。

生命共済制度
福利厚生の充実で人材の定着を支援

会員限定 加入事業者数 1,619社／加入者数 10,194名

問会員組織・共済グループ ☎092-441-2845詳細はP.20
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優秀な人材を採用・育成したい4

　会員企業の人材確保支援のため、企業と学生並
びに再就職希望者が一堂に会する「会社合同説明
会」を、福岡市と共催で開催しています。また、今
年新たに、企業低学年の学生との接点づくりを目
的とした「インターンシップフェア」を開催します。
①会社合同説明会
参加費●会員…  60,000円
　　　　一般…300,000円
日　時●2019年４月23日㈫
　　　　2019年５月28日㈫
会　場●福岡国際会議場
②会社合同説明会＆インターンシップフェア
参加費●会員…  85,000円　一般…300,000円
日　時●2019年7月3日㈬
会　場●アクロス福岡
申込方法●ホームページ等でご案内します。

会社合同説明会
リーズナブルな価格で人材の確保をお手伝い

問商業・雇用支援グループ ☎092-441-2169

会員割引 参加企業数 312社／学生等来場者 1,093名

　新卒採用を検討されている地元企業の採用担当
者と、大学など学校の就職支援部署担当者が集ま
り、「採用・就職」に関する情報交換会・交流会を
開催いたします。
　採用に向けた新たな人脈構築の場としてご活用
ください。
参加費●１名当たり3,000円（非会員6,000円）
日　時●2020年2月21日㈮
会　場●福岡商工会議所（予定）
対　象●新卒採用を検討している中小企業の
　　　　代表者及び人事・採用担当者等
申込方法●当所ホームページよりお申し込み
　　　　　ください。

就職情報交流会（学校・地元企業）
学校の就職担当者とのパイプ作りに！

問商業・雇用支援グループ ☎092-441-2169

会員割引 参加企業 156社／学校数 116校 ①会議所キャラバン事業
　福岡県内外の大学と連携。
UIJターンを希望する学生を
対象とした合同説明会を現地
で開催するほか、学生の職業
観醸成を目的とした「業種・職種研究会」を現地
で開催しております。（会員企業限定）

②東京商工会議所「会員企業と学校法人との就職
情報交換会」への参加支援
　東京商工会議所と連携。東京近郊の大学等の
学校就職支援担当者が集まり、「採用・就職」に
関する情報交換会・交流会への参加を支援して
おります。（会員企業限定）

③学生と企業の交流会
　福岡市と共催で、企業の採用担当者等と地元
大学学生とが語り合うワールドカフェ形式の交
流会を開催しております。低学年の学生の声を
聞くことができる良い機会です。

その他の新卒人材確保支援事業
福岡県内外大学に出向いての新卒人材確保

人材の採用を支援します。

問商業・雇用支援グループ ☎092-441-2169

『eラーニング』とは…インターネットを利用した
学習形態のことです。
■福商『eラーニング』の特徴

〔学習者機能〕
●インターネット環境があれば、いつでも・どこ

でも学習可能です。
●パソコンやスマートフォン、タブレット等、

様々なデバイスで受講できます。
●学習単位を5～10分程度に細分化し、通勤など

のスキマ時間での学習が可能です。
〔管理者機能〕
●各コースの学習状況が％（パーセント）で進捗率

が表示されます。
●教育担当者用の管理ユーザーアカウントで受講

者の成績情報、学習進度を細かく確認できます。
■コース内容
●社会人基礎コース　
●タイムマネジメント
●よく分かるExcel　等
その他、様々なコースがあります。
詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/e_learning/
■受講価格（30日間利用・一律料金）
1IDコース提供料金　会員2,500円
　　　　　　　　　　  （通常3,000円）※消費税別
※一部コース、パック販売は料金が異なります。

福商『eラーニング』研修
いつでも、どこでも賢く学ぶ

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

　人生100年時代と言われる昨今、皆様はどの
ように将来を描かれていますか。
　企業にとっての「人材育成」。個人にとっての

「キャリア形成」。「個人」と「企業・組織・社会」
との関わりが、これまで以上に長くなる人生100
年時代に適応し、ライフステージの各段階で活躍
していける人材であるために、注目を集めている
のがリカレント教育（社会人の学び直し）です。
対　象●社会人として学び直しに関心のある方、

復職を考えている個人の方、スキルを
高めたいビジネスパーソンの方　等

第１回●5月14日㈫ 13:30～16:30
【考え抜く力】
テーマ：「2030年の世界と自分」を疑似体験し、

次の一歩を考えよう！
第２回●6月18日㈫ 13:30～16:30

【チームで働く力】
テーマ：チームで目標を達成するためのコミュニ

ケーションスキルを磨こう！
第３回●7月25日㈭ 13:00～17:00

【前に踏み出す力】
テーマ：「成果を上げるリーダー」に必要なコー

チング力を高めよう

リカレント講座
社会人の学び直し

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

　福岡商工会議所主催『実務研修講座』で実
績のある講師をご紹介。
　自社事務所・会場に講師が直接伺い、ご
希望の講座を開催します。

■研修講座を行うため、講師を探し
ている

■より細かい部分に特化した内容を
学びたい

■社員の意識統一・共通認識を図り
たい

などの人材育成に関する講座を、企業様の
ご依頼に合わせてご案内いたします。
　受講費用他詳しくは、下記までお尋ねく
ださい。

“新企画”出前講座
自社で研修講座を開催！　

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

　1講座から受講可能！ 階級や部署ごとに分かれた実践的な社外研修（Off-JT）。複数の講座を組み合わせて人「財」養成を考えませんか？
※飲酒運転撲滅研修（無料）なども、ご利用いただけます。
■受講料（1日コースの場合）　会員…15,430円 他　特商…19,760円　一般…22,630円 他

福商実務研修講座
社内教育では学べない専門知識を習得！

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

人材の育成を支援します。

2019年度福商実務研修講座　年間スケジュール

●講座名は、講師との調整で変更になる場合がございます。　●各講座のお申込受付は、準備ができ次第ご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。
●最新情報は、福商実務研修講座ホームページ（http://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/）をご確認ください。    

2日

3日

11～12日

18～19日

22～23日

15日

24日

25日

8日

9日

15日

16日

21～22日

28日

4日

5日

7日

11日

12日

19日

20日

26日

28日

【市共催】1. 新入社員基礎講座2019（2日間）

【市共催】1. 新入社員基礎講座2019（2日間）

新入社員・若手社員のためのビジネスマナー（2日間講座）

新入社員・若手社員のためのビジネスマナー（2日間講座）

新入社員・若手社員のためのビジネスマナー（2日間講座）

メール＆ビジネス文書・電話応対マナー講座

新任管理職スタートアップ講座

総務担当者の基礎実務講座

中堅社員パワーアップ講座

指示待ちから期待される人材へ
～自ら動く！自ら動かす！（自律型社員へ）～

部下のやる気を引き出す「フォロワーシップ型リーダー」入門講座

初めての経理実務基礎講座

社会保険実務基礎講座（2日間）

営業基礎力養成講座

ビジネス法律知識実務セミナー

部下・後輩の成長ステージに合わせた指導育成力養成講座
～より早くより適切に成長させるために～

上司を補佐し、部下を育てる主任・係長養成講座

（新）日本で働く外国人の為の接遇マナー講座

プレイングマネージャーとしての課長の役割と仕事術

若手社員パワーアップ講座
「仕事ができる人になる　報・連・相　徹底トレーニング」

仕事の段取りとタイムマネジメント

仕事の進め方（PDSA）研修

実践！接遇・ビジネスマナー飲食業編

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

企業を支える「人」。未来を託す人「財」を育むために、商工会議所の事業をご利用ください。
人材の採用から、定着・育成まで、各種サービスをご用意しています。

人を育て、強い企業をつくる

※利用社数など、2018年度実績

INDEX

▲

地場中小企業と地元の学生が集う人材確保の場
　 • 会社合同説明会　P.11▲

学校の就職支援部署担当者とのパイプ作りに！
　 • 就職情報交流会　P.11▲

従業員の頑張りをねぎらう表彰制度
　 • 優良従業員表彰の推薦　P.11

▲

福利厚生の充実で人材の定着を支援
　 • 生命共済制度　P.11、P.20▲

企業が必要とする人材育成や管理職のスキルアップに
　 • 福商実務研修講座　P.12
　 • 「eラーニング」研修　P.12
　 • リカレント講座　P.12
　 • 出前講座　P.12

▲

キャリアアップに繋がる資格を取得
　 • 商工会議所の各種検定試験　P.13▲

パソコン初心者はもちろん、
　専門ソフトの使い方まで学べる
　 • 福商パソコンスクール　P.13▲

資格取得でキャリアアップを目指せ！
　 • キャリアアップ支援プログラム　P.13

※詳しい受講料については、ホームページをご確認ください。

4月

5月

6月

2日

5日

10日

16日（半日）

17日

23日（半日）

3日

4日

11日

12日

17日

19日

20日

24日

2日

4日

10日（半日）

16日

19日

社会人基礎力関連講座
スピーチ力を磨く～説得力のある表現方法～

リーダーのためのチーム「業績／意欲」向上研修

仕事がまわる！成果につながる！伝わる話し方講座

「問題解決型」決算書分析講座

女性管理職だからできる。部下指導とコミュニケーション強化

（新）外国人雇用における手続き実務～改正入管法と入管対応マニュアル

決算書の見方・読み方基本講座

クレームが起こる原因は何か～実践的クレーム対応術伝授します

営業担当者パワーアップセミナー

ムリ・ムラ・ムダを無くす業務効率化基礎講座

“考える力”をみにつける「ロジカルシンキング」

新任管理職のための実務～1日で学ぶ「リーダーシップ」と部下育成

中堅社員パワーアップ講座

～チームの活力が上がった！との反響多数！～
チームの力を最大化するマンダラチャートを活用した“チームビルディング”実践講座

給与計算実務と年末調整実務の基礎講座

Webを活用して実践につなげる販路開拓入門
～資金なし、人材無し、コネなしの小規模事業者が生き残っていくための戦術とは…～

すぐに実践！！自社のプロモーション（販売促進）に必要なデザイン基礎講座

風通しの良い職場づくりとビジネス・コミュニケーション

もうすぐ2年目！直前講座

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

7月

9月

10月

2月

日　程 講座名講座No. 日　程 講座名講座No.

会員限定

　従業員の定着支援を目的に1963年より続くサービスで、当所会頭
名や企業の代表者との連名で表彰状と記念品をお贈りしています。
ホームページからのお申し込みで簡単にお手続きいただけます。

「永年勤続表彰」
・10年以上の同一事務所に勤務し、業務に精励し技能優秀であって

能率が優れ他の模範となる従業員
　※10年以上5年毎に区分して表彰
　※勤続30年以上の対象者は日本商工会議所会頭と連名で表彰

「企業の発展貢献者表彰」
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　等

「災害防止功労者表彰」
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　等
申込金●ひとり4,000円（表彰状、表彰状用丸筒、記念品：税込）

優良従業員表彰
従業員のモチベーションアップに

会員限定 利用者数 105社・554名

人材の定着を支援します。

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

　割安な掛金で役員および従業員の業務中・外を問わない不慮の事故での入院・高度障がい、死亡保障、病気による死亡・高度障がい保障、当所
独自の結婚・出産、成人、通院による自家給付制度など、幅広い保障内容。貴社の弔慰金制度としてご活用ください。

生命共済制度
福利厚生の充実で人材の定着を支援

会員限定 加入事業者数 1,619社／加入者数 10,194名

問会員組織・共済グループ ☎092-441-2845詳細はP.20
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経営相談したい5優秀な人材を採用・育成したい4
商工会議所の検定試験

「公的資格」の取得でキャリアアップを

受験者数 25,419名

　資格取得の過程で、実践的・専門的な知識を習得。企業での人材育成の他に、個人のスキルアップにも活用されています！

検定の概要、試験日時などについてはホームページなどでご確認ください。

受験料（税込）※4月～9月施行検定（8％） ※10月以降施行検定（10％）■2019年度各種検定（認定）試験日程
簿記検定

カラーコーディネーター検定

ＢＡＴＩＣ（国際会計検定）

メンタルヘルス・マネジメント検定試験 ビジネス会計検定

環境社会検定（eco検定） ビジネスマネジャー検定

日商PC検定

キータッチ2000テスト ビジネスキーボード

日商ビジネス英語検定 電子会計実務検定

福祉住環境コーディネーター検定 ビジネス実務法務検定

リテールマーケティング（販売士）検定 そろばん（珠算）能力検定
―企業の経営状態を数字から読む― ―流通業で唯一の公的資格― ―記憶力や集中力がアップ！学力向上の効果も―

第152回
（1～3級） 第84回

（2・3級）
第153回

（1～3級）
第85回

（1～3級）第154回
（2・3級）

6月9日 ㈰

11月17日 ㈰

2020年
2月23日 ㈰

1級：7,710円
2級：4,630円
3級：2,800円

1級：7,850円
2級：4,720円
3級：2,850円

7月13日 ㈯

2020年
2月19日 ㈬

2級：5,660円
3級：4,120円

1級：7,850円
2級：5,770円
3級：4,200円

第216回

第217回

第218回

6月23日 ㈰

10月27日 ㈰

2020年
2月9日 ㈰

1級：2,300円 2級：1,700円
3級：1,500円 4～6級：1,000円

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円

4～6級：1,020円

―色彩でビジネスを彩る―

―海外ビジネスやスキルアップに役立つ―

―働く人たちの心の健康と活力ある職場づくりのために― ―財務諸表を分析し企業状況を把握する―

―環境と経済をつくる― ―管理職の土台づくりをサポートする―

―医療×福祉×建築の知識がクライアントの心をつかむ― ―ビジネスに必要な法律知識を身につける―
第46回

（2・3級）

第37回

第27回
（Ⅰ～Ⅲ種）

第25回
（2・3級） 9月1日 ㈰

第26回
（1～3級）

2020年
3月8日 ㈰

第28回
（Ⅱ・Ⅲ種）

第26回 第9回

第10回第27回第38回

第42回
（2・3級）

第45回
（2・3級）

第46回
（1～3級）

第47回
（1～3級）

6月16日 ㈰

12月1日 ㈰

2級：7,340円
3級：5,250円
1級：9,620円
2級：7,480円
3級：5,350円

第43回
（1～3級）

7月7日 ㈰

11月24日 ㈰

6月30日 ㈰

12月8日 ㈰

7月21日 ㈰

12月15日 ㈰

Sub1・2：10,150円
Sub1のみ：5,400円
Sub2のみ：7,990円
Sub1・2：10,340円
Sub1のみ：5,500円
Sub2のみ：8,140円

7月21日 ㈰

12月15日 ㈰ 

5,400円

5,500円

6,480円

6,600円

2級：6,480円
3級：4,320円

1級：11,000円
2級：6,600円
3級：4,400円

7月14日 ㈰

11月10日 ㈰

11月3日 ㈰

2020年
3月15日 ㈰

※対策講座あり

1級：11,000円
2級：6,600円
3級：4,400円

※対策講座あり

※対策講座あり

2級：6,480円
3級：4,320円

1級：11,000円
2級：6,600円
3級：4,400円

DCプランナー

第24回
（2級） 9月8日 ㈰

第23回
（1級）

2020年
1月26日 ㈰

1級：11,000円
2級：6,480円

経営相談の利用方法

●原則として、福岡市内で事業を行っている方、創業を予定されている方であれば、法人・個人事業主を問わずご利用
いただけます。

●相談に関する資料などございましたら、可能な限りご用意ください。

ご 利 用 の 前 に

●「相談するのにも、お金が…」そんな心配は無用です。一般的に、専門家やコンサルタントに相談を行う場合
は相談料が必要となりますが、当所の相談窓口では、相談料は一切いただいておりません。

＊無料相談の範囲を超える場合には、専門家とご相談者との間で別途有料で契約が必要となる場合があります。
その場合の詳細は、担当までご相談ください。

A３：相談は、原則無料です。 Q3 相談費用はどれくらいかかるの？

●各地区に担当する経営指導者がいます。まずはお電話でお問い合わせください。また、相談窓口をご利用の際
は博多駅前2丁目の福岡商工会議所ビル2階にお越しください。平日９時から17時まで、相談業務を行って
おります。（専門家の相談は予約制です）

A１：福岡商工会議所まで
  　　ご連絡ください。

Q1 相談するにはどうすればよいの？

A４：職員・専門家ともに、
  　　ご相談者の秘密は厳守いたします。安心してご相談ください。

Q4 相談した秘密は守られるの？

●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。

A２：各地区を担当する、
  　　商工会議所の職員や、相談の状況に対応できる専門家が承ります。

Q2 一体、どんな人が相談にのってくれるの？

厳重な
守秘義務

問地域支援第一グループ（東・博多・南区担当） ☎092-441-2161
地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区担当） ☎092-441-2162

　テーマは、経営者の体験談や、中小企業に関する施策の説
明、経営に役立つ実践的ノウハウ・消費税転嫁対策・IoTな
ど様々。人材育成や自己啓発に、ぜひご参加ください。
※開催前に、会議所ニュースやホームページ、メールメッ

セージ（P.26参照）でご案内します。

講習会・セミナー
知識を身につけ、行動に活かす

一部会員割引 年間開催件数 140回以上

　パソコン初心者の方から、ホームページ作成やプレゼン
テーション、データベース管理をしたい方まで、各種コンテ
ンツを取り揃えております。
■主な講座メニュー
・教養講座（パソコン入門、ワード、エクセル、パワーポイント、

アクセスetc）
・趣味講座（筆ぐるめ入門、デジカメ入門、水彩画入門etc）
・資格対策講座（日商PC検定・日商簿記検定・リテールマーケ

ティング（販売士）検定etc）

福商パソコンスクール
社員教育や自己啓発に

会員割引 　LEC東京リーガルマインド福岡本校と提携し、各種資格
取得のための講座を会員価格にてご提供しております。「社
内でスキルアップを目指したい！」「もう一度、あの資格に
挑戦したい！」とお考えの皆様は是非ご活用ください。

※教育訓練給付金制度の利用の可能です。なお、各種割引制度との併用
は不可となっており、その他割引適用条件等はご確認ください。

※お申し込みの流れ・詳細は当所ホームページにてご確認ください。

キャリアアップ支援プログラム
資格取得でキャリアアップを目指せ！

問博多教室（福岡商工会議所 9階） ☎092-418-1255
　姪浜教室（西区姪浜） ☎092-834-4211

1回
わずか

入会金無し！

1,000円（　）50分
税込

■追加料金
・機器使用料１回200円（50分）
・教室維持費１か月1,200円

■料金

会員無料

月・木・土  9：00～18：00　火・水・金  9：00～20：30　〔定休日〕日・祝 

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189
https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/career_up_support/

宅地建物取引士、社会保険労務士、
FP（ファイナンシャル・プランナー）、中小企業診断士　などを

会員の皆様は、一般価格より20％off で
ご受講いただけます

問検定・企業研修グループ ☎092-441-2189　http://www.fukunet.or.jp/license/

2級：6,480円
3級：4,320円

Ⅰ種：11,000円
Ⅱ種：6,600円
Ⅲ種：4,400円

日商プログラミング検定
ENTRY
BASIC

STANDARD
EXPERT

申込に関するお問い合わせ：
検定情報ハローダイヤル（TEL:03-5777-8600）※平日8：00～22：00
★特設HPサイト　https://www.kentei.ne.jp/pg

相談窓口や各種サービスを通じて、創業から企業の成長、時には再生支援や事業承
継まで、皆様の隣で支援いたします。早めのご相談は、早期の対応につながります。
どうぞお気軽にお声かけください。

経営課題を伴走支援

▲

経営指導員や士業が対応。経営に関する相談
　 • 経営相談の利用方法　P.14
　 • 経営相談窓口の一覧　P.15
　 • IT・ICT活用による生産性向上の支援　P.16
　 • 消費税軽減税率・転嫁対策支援
　 • 企業・店舗診断
　 • 福商イノベーション支援事業　P.17
　 • 経営革新の法認定取得　P.18
　 • 創業支援　P.18

▲

税務サポート
　 • 記帳継続指導、福岡税務相談所　P.15▲

企業の先行きに不安を感じたら
　 • 福岡県中小企業再生支援協議会　P.16▲

事業の後継者問題やＭ＆Ａについて
　 • 福岡県事業引継ぎ支援センター　P.16
　 • 後継者人材バンク　P.16▲

経営改善計画書の作成支援
　 • 福岡県経営改善支援センター　P.16

▲

金融に関する相談
　 • マル経融資　P.17

※開催時期にホームページ等でご案内します
　 • 経営に関する各種セミナー
　 • 消費税セミナーなど

※相談件数等について、2018年度実績

まずは『地区担当者』が、ご相談を承ります。 福岡商工会議所では、市内各地区を担当する職員を配置しています。
お困りごとがありましたら、お気軽にお電話ください。

INDEX

※福岡商工会議所の受験者のみ


