福岡商⼯会議所サービス利⽤券（３，０００円）対象事業⼀覧
目的

ご利用いただける
事業/サービス名
⽉例個別商談会
（国内）

⽉例個別商談会
販

（海外）

路
拡
大

事業・サービスの説明

開催日程・時間・会場等

国内での販路拡大を目指して各種商談会を実施し
ています。全国から新商品を求める小売店、スー
パー、専門店などのバイヤーに対して直接商談でき
るチャンスです。
海外での販路拡大を目指して東南アジアを中心とし
た世界各国のバイヤーと各種商談会を実施してい
ます。日本の商品を求めているバイヤーに対して直
接商談できるチャンスです。

日程等詳細については、当所HPで
ご確認ください。

会員料金
（税込）

⇒実質負担額

（１商談につき）
５，０００円
⇒２，０００円

備考

担当部署連絡先

※各種商談会には参
加資格及び事前審査
がございますので、必 産業振興グループ
ずご確認ください。
ＴＥＬ（０９２）４４１-１１１９
FＡＸ（０９２）４４１-１１４９
※一般の場合
（参加費）１０，０００円

観光をテーマとした旅行社とのB to B商談会です。
※１商談目無料
国内は関東・関西、海外は東南アジアを中心とした 日時：２０２１年２月２（火）、３（水）
（追加１商談につき1,100円） ※詳細は当所ＨＰをご
旅行会社に対し、宿泊施設、レジャー施設など、観
９：３０～１８：００
1,100円～3,300円（2～4商談目） 覧ください
光産業の方々が自社の商品(人・サービス・施設)を
場所：西鉄イン福岡
２階
大ホール
〜観光de九州〜
⇒０円
地域振興グループ
売り込むスタイルの商談会です。
ＴＥＬ（０９２）４４１-１１１８
FＡＸ（０９２）４４１-１１４９
“withコロナ時代”の環境変化に対応し、感染対策と
グルメBOOK
※詳細は本プロジェク
福岡外食応援団
営業の両立を図りながらイートイン客を呼び戻して、 詳細については、当所HPでご確認く
掲載料１万円～２５万円
ト担当者にお問い合わ
GOOD UP FUKUOKA 一日でも早くコロナ以前の売り上げを取り戻すことを ださい。
⇒３，０００円割引
せください。
目的に実施する「飲食店向けプロジェクト」です。
観光商談会

観光マッチング

福商実務研修講座

企業経営の改善や人材育成の支援のための講座
日程等詳細については、当所HPで
です。「新入社員」・「営業」など、多彩な講座をご用
ご確認ください。
意しており、会員料金でご利用いただけます。

人
材

会社合同説明会

育

【本年度は終了しまし

成

た】

※規定人員に満たな
い場合は中止すること 検定・企業研修グループ
講座によって異なりますので、当
もございますので、あ ＴＥＬ（０９２）４４１-２１８９
所HPをご確認ください。
らかじめご了承くださ ＦＡＸ（０９２）４１４-６２０６
い。

会員企業の人材確保支援のため、企業と学生並び
本年度分は終了いたしました。
に再就職希望者が一堂に会します。

・参加費
６０，０００円
⇒５７，０００円
（本年度参考）

就職情報交流会

新卒採用を検討されている地元企業の採用担当者
日時：２０２１年２月１９日（金）
と、大学など学校の就職支援部署担当者が集まり。
１３：００～１７：００
「採用・就職」に関する情報交換会・交流会を開催い
会場：福岡商工会議所
たします。

・参加費（1名につき）
会員：３，０００円⇒0円
非会員：６，０００円
（昨年度参考）

優良従業員表彰

同一会員事業所に１０年以上勤務している従業員
の方々を対象に、５年ごとに当所会頭名で表彰状を
作成し、記念品などをあわせてお送りします。

福

※次年度分は決まり次
第、当所ＨＰにて掲載
いたします。
商業・雇用支援グループ
ＴＥＬ（０９２）４４１-２１６９
FＡＸ（０９２）４８２-１５２３
※詳細が決まり次第、
当所HPにてお知らせ
いたします。

表彰の種類：３種類
※1名につき4,100円を1名のみ
永年勤続表彰（５年ごとに表彰）
４，１００円⇒１，１００円
企業の発展貢献者表彰
※詳細は当所ＨＰをご
（表彰状、記念品代：税込み） 覧ください
災害防止功労者表彰
受付期間：毎月末締め、翌々月中旬
に納品

利
厚
生

HAWKS特割回数券
【本年度実施なし】

ヤフオクドームでのホークスの応援観戦をお気軽に
お楽しみいただけるよう、商工会議所会員限定のお 新型コロナウイルスの影響により
トクなチケットをご用意いたしました。
本年度の販売は中止となりまし
従業員さんの福利厚生、取引先への贈答・交際用 た。
にご利用ください。

※サービス利用券を１
名分ご利用の場合、お
釣りは出ません

会員企業をはじめ地元政官財界から約１，３００人
日時：２０２１年１月５日（火）
が参加する県下最大規模の賀詞交歓会です。各界
１３：００～１３：４０
の関係者達との交流を通して業界の動向や市場の
会場：ホテルオークラ福岡
ニーズ等、多様な意見交換が期待できます。

（１名につき）
６，０００円
⇒３，０００円
（昨年度参考）

※本年度は規模を縮
小し開催(先着順 参
加費無料）

当所の会員同士が気軽に交流・懇親できる場とし
本年度の開催については、新型コ
て、会員同士の販路拡大、人脈形成、情報交換を目 ロナウイルスの影響により、開催
的とした「夏の会員交流会」を実施します。
の可否や方法などを検討中です。

（１名につき）
５，０００円
⇒２，０００円
（昨年度参考）

-

異業種交流会

「名刺交換会」、「情報交換」による、共通事項に関
詳細については、当所HPでご確
心を持った会員同士の情報共有のための交流会で
認ください。
す。

１名：２，０００円
⇒０円（無料）
２名：４，０００円
⇒１，０００円

※リアル：対面式の場
合。オンラインは参加
費無料

福商ビジネス情報便

福岡商工会議所の会報誌にチラシを同封いたしま
※詳細は当所ＨＰをご
す。
企画広報グループ
詳細については、当所HPでご確認く チラシの種類によって異なります 覧ください(ご利用に当
※封入するチラシ、パンフレットは16,500部（4月・1
ＴＥＬ（０９２）４４１－１１１２
ので、当所HPをご確認ください。 たっては諸条件があり
ださい。
月は22,000部）をご用意頂き、当所が指定する場所
FＡＸ（０９２）４７４－３２００
ます。）
へ納品して頂きます。

貸会議室

当所では、資格試験、講演会、会社説明会、採用面
ビル管理グループ
詳細については、当所HPでご確認く 会議室によって異なりますので、 ※詳細は当所HPをご
接、展示会などに利用できる８～３００名まで収容可
ＴＥＬ（０９２）４４１-１１１６
当所HPをご確認ください。
ださい。
覧ください
能な２１室３４パターンの会議室をご用意。
FＡＸ（０９２）４１１-００６６

会員プレート

「福岡商工会議所会員のお店」プレートを販売して
詳細については、当所HPでご確認く
おります。店舗入口に掲示するなど、御社のＰＲにお
ださい。
役立てください。

平成２８年度以降の新入会員を対象とした参加者同
士の情報交換・交流を実施します。

新年祝賀会

夏の会員交流会

日時：２０２０年１１月２６日（木）
１４：００～１５：３０
会場：福岡ファッションビル

流

P
・
広
告

そ
の
他

※次年度分は決まり次 会員組織・共済グループ
第、会議所ニュース、 ＴＥＬ（０９２）４４１-１１１４
当所ＨＰにて掲載いた FＡＸ（０９２）４１１-１６００
します。

１名：２，０００円
⇒０円（無料）
２名：４，０００円
⇒１，０００円

新⼊会員交流会

交

R

・回数券
（１セット）
１０，０００円⇒７，０００円
（昨年度参考）

（１枚当たり）
１，１００円
⇒１～３枚まで０円
（無料）

総務・人事グループ
ＴＥＬ（０９２）４４１-１１１０
FＡＸ（０９２）４７４-３２００

会員組織・共済グループ
ＴＥＬ（０９２）４４１-１１１４
FＡＸ（０９２）４１１-１６００

※詳細については、当 会員組織・共済グループ
所HPでご確認くださ
ＴＥＬ（０９２）４４１-１１１４
い。
FＡＸ（０９２）４１１-１６００
※２０２０年７月１日～９月３０日版

【福岡商工会議所サービス利用券（３，０００円）の利用について】

◎ご利用いただけるサービス
ご利用いただけるサービスはホームページにて掲示いたします。
随時更新いたしますので、ホームページをご確認ください。
http://www.fukunet.or.jp/service/service_ticket/
◎ご利用いただけないサービス
・上記ホームページに掲示されていない有料サービス
・当所会費、特商負担金
・各種共済制度
・保険全般
・生活習慣病健診
・検定試験や検定対策セミナーなど

◎ご利用について
(1)本券をご利用になる際は、事前に対象サービスの担当部署へご確認ください。
（定員の場合はお断りすることもございます。又、予告なくサービス内容の変更を行うことがございます。）
(2)ご使用にあたっては、事業所名をご記入ください。
(3)本券は１枚につき対象サービス3,000円分までご利用いただけます。
(4)対象サービス利用額が本券の額面未満の場合、お釣りをお出しすることはできません。
(5)本券はいかなる理由であっても再発行はできません。
(6)本券に発行者印が無い場合は本券のご利用ができません。
(7)本券を他人に譲渡または現金化することはできません。
(8)対象サービスをご利用前に必ず本券をご提出ください。対象サービス のご利用後に本券を使用することはできません。
(9)対象サービスのご利用金額を全額お支払いされた後に本券をご提出された場合、いかなる理由があってもご返金できません。

＜ 本件に関するお問合せ ＞
福岡商工会議所 会員サービス部 会員組織・共済グループ
ＴＥＬ（092）441-1114

ＦＡＸ（092）411-1600

