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ビジネスチャンスを拡げたい（ 広報支援 ）

躍進する街、福岡で商機を掴む
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。
INDEX
▲

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
• ホットニュース（会員紹介ページ） P.10

▲

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

▲

※利用社数など、2019 年度実績

全国の商工会議所・商工会が運営する商取引支援サイト

ザ・ビジネスモール

会員限定

登録社数 11,628 社（全国で 266,772 社）

全国の約 26 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。
■利用方法 「ザ・ビジネスモール」のホームページよりご登録ください。
■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
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。
仕入先・外注先を探す！

新規顧客を獲得したい！

ザ・商談モール

②案件情報

①匿名で案件登録

買い手

④提案・見積り

③提案・見積り

メールでお届け

売り手

メールでお届け

⑥商談申込の連絡

⑤商談申込

メールでお届け

直接取引へ

商談へ
（メール・電話・訪問）

直接取引へ
案件数：約9,360件

成立報告数：約1,300件

（昨年度全国での実績）

問経営支援グループ ☎092-441-1146

誰もが簡単に活用できるホームページ作成支援ツール

ホームページ作成システム

会員限定

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？

1
2

MERIT 1

MERIT 2

所定のフォームに入力するだけなので
簡単です。

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。

VOICE

VOICE

利用社数 556 社

●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）
●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）

問経営支援グループ ☎092-441-1146
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交 流

毎月発行福岡の企業へピンポイントで PR

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）
会員限定

利用社数 228 社

1

MERIT 1

■料金

【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。

◆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。
誌面広告 会議所ニュース誌面広告

掲載場所

1/2ページ

表4 カラー

表2 カラー

297×210㎜

133×188㎜

表3 カラー

297×210㎜

133×188㎜

272×188㎜

133×188㎜

（裏表紙）

【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 84 円の配送を利用した場合
@84×16,500 通＝1,386,000 円＞102,666 円
※1,283,334 円もお得！

全ページ
297×202㎜

（表紙裏）

（裏表紙裏）

記事中 2色

1/3ページ

220,000円
176,000円

99,000円

154,000円

88,000円

110,000円

55,000円

広報支援

2

MERIT 2

商 談

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。

87×188㎜

33,000円

■枠が埋まり次第、終了となります

チラシオリコミ 福商ビジネス情報便

種類

チラシ

原型サイズ

料 金

B5・A4

102,666円

B4・A3

155,047円

B3・A2以上（30gまで）

259,809円

パンフレット （A4サイズ以下、30gまで）

■ご利用例

人材採用・育成

3

MERIT 3

【費用対効果の高い広告媒体】
福商ビジネス情報便は、チラシを封入している封
筒に「各社の PR ポイント」を大きく掲載。それを
踏まえてお客様がチラシをご覧になるため「大きな
効果」が期待できます。

259,809円

■毎月先着24社

商業物件や住居用マンションの広告に

イベント業

イベントやチケット販売のＰＲに

飲食、ホテル、宴会業

宴席シーズンに向けたプランの提案に

コンサルタント、士業

出版物やセミナーの案内に

新分野進出、新商品販売

事業や商品の告知、販促に

■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 > ビジネスサポート > 広報支援）

経営相談

不動産業

■送付先
約 16,500 社（4 月、1 月は約 22,000 社）

◆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。

問企画広報グループ ☎092-441-1112

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

会員限定

もしもの備え

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）
掲載社数 毎月 6 社

当所広報誌「福岡商工会議所ニュース（P.1）」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（毎月６社限定）

▲掲載例
（カラーページでの掲載）

問企画広報グループ ☎092-441-1112 E-mail fkkikaku@fukunet.or.jp
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その他のサービス

■申込方法：当所ホームページをご覧ください

