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 特設webサイト【https://goodup-fukuoka.jp】
・掲載店舗数 779店舗（2021/3/31現在）

・施設内飲食店参加（2021/3/31現在）

・PV数 201,752  （2020/6/24〜2021/3/31）

・UU数 44,368人（2020/6/24〜2021/3/31）

 公式SNS（Instagram【＠goodupfukuoka】）※6/24開設

・フォロワー数 763人（2021/3/31現在)

Instagram【@goodupfukuoka】

特設webサイトイメージ

事業概要説明動画（福岡親善大使出演）

■「福岡外食応援団 GOOD UP FUKUOKA」プロジェクト 公式広報ツール

※上記施設内の全店舗が参加しているわけではございません。

Go To Eatキャンペーンのアイコンを設置‼

参加店舗及び利用者からの要望もあり、Go To Eatキャン

ペーン〈福岡〉食事券事業の加盟店には、目印となるアイコ

ンを設置（6/16～）。また、食事券が利用できる店舗の絞

り込み検索機能を追加した。

https://goodup-fukuoka.jp
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・2020/06/24 NHK【ネット】
・2020/06/24 毎⽇新聞【ネット】
・2020/06/25 九州朝⽇放送【ネット】
・2020/06/25 データマックス NETIB NEWS【ネット】
・2020/06/25 読売新聞【朝刊・ネット】
・2020/06/25 ⽇本経済新聞【朝刊・ネット】
・2020/06/27 ⻄⽇本新聞【朝刊】
・2020/07/08 博多経済新聞【ネット】
・2020/07/10 ⻄⽇本新聞【朝刊】
・2020/07/21 ⽇本商工会議所 会議所ニュース
・2020/08/17 読売新聞 福岡ふかぼりメディア“ささっとー”【ネット】
・2020/08/21 FEEL FUKUOKA JAPAN【ネット】
・2020/08/24 シティ情報ふくおかナビ【ネット】
・2020/08/25 財界九州 ９⽉号〈No.1151〉
・2020/09/10 ソワニエ+ ９・10⽉号
・2020/09/10 ⽉刊石垣 ９⽉号
・2020/11/01 たのやく（東横イン客室設置の雑誌）11⽉号
・2020/11/18 農業協同組合新聞
・2020/11/26 美味本 2021
・2020/12/20 シティ福岡 12⽉号

■新聞・ネットニュース・冊子掲載

［広告］

注意喚起用ピクトグラム

 福岡商工会議所（福岡市博多区博多駅前2）が6月24日、福岡市内の飲食店向け「ウィズコロナ」支援
プロジェクト「福岡外食応援団  GOOD UP FUKUOKA」の取り組みを始めた。

 福岡商工会議所が福岡の食文化を元気にするため、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている
福岡市内の飲食店向け「ウィズコロナ」支援事業として始動した。市内飲食店が感染対策と営業の両⽴
を図り、売り上げを回復することを⽬的とする。

 プロジェクトでは、福岡商工会議所が採用したガイドライン「飲食店イートイン安全ガイド
ライン福岡」を、飲食店と利用客双⽅のルールとして推奨する。

 飲食店側のガイドライン項⽬は、「検温器の設置」「スタッフの検温」「マスクの着用」「席数の減
席」「退店後の店内消毒」など。必須項⽬の7項⽬以上を満たしてプロジェクトに参加する。参加店は
来店特典を設定し、来店客は特典の利用条件として、「検温のご協⼒」「マスクの着用」「アルコール
消毒」「入店時記帳」「回し飲食の回避」などのうち5項⽬以上に対応してもらう。

暮らす・働く

福岡商工会議所が地元飲食店支援プロジェクト 感染
防⽌対策を「⾒える化」

2020.07.07

参加店に配布するタペストリー

06/24 毎⽇新聞【ネット】

06/24 毎⽇新聞【ネット】 財界九州 9⽉号

①6/24̲プロジェクト始動︕
ページビュー 25,612
訪問者数 25,506人
転載サイト 34サイト

③11/16̲グルメBOOK発⾏︕
ページビュー 1,390
訪問者数 1,386人
転載サイト 29サイト

■PR TIMES（2021/3/31現在）

PR TIMES 6/24記事イメージ

ソワニエ+ ９・10⽉号

②9/26̲500店舗突破︕
ページビュー 2,869
訪問者数 2,858人
転載サイト 27サイト
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■テレビ・ラジオ紹介
・2020/06/24 NHK ニュース <プロジェクト概要説明>
・2020/06/25 KBC「アサデス。」 <プロジェクト概要説明>
・2020/06/25 KBC「サワダデス。」 <プロジェクト概要説明>
・2020/06/25 TNC「ももち浜S特報ライブ」 <プロジェクト概要説明>
・2020/06/25 RKB ニュース <プロジェクト概要説明>
・2020/07/03 FBS「めんたいワイド」 <プロジェクト概要説明>
・2020/07/14 TNC「ももち浜ストア」 <参加店舗取材（“GOOD UP 特典”利⽤）>
・2020/07/16 NHK ニュース <感染対策と営業活動の両⽴を応援する先進事例 >
・2020/07/17 FBS「バリはやっ︕」 <参加店舗取材（“GOOD UP 特典”利⽤）>
・2020/08/04 RKBラジオ「笑売繁盛︕ウメ⼦食堂」 <プロジェクト概要説明>
・2020/08/07 KBC「アサデス。」 <プロジェクト概要説明+参加店舗取材＞
・2020/08/29 TNC「⽣放送 てんじんnow︕」 <プロジェクト概要説明+参加店舗取材＞
・2020/08/29 RKB「タダイマ︕」 <Go To Eatプロジェクトと絡めたプロジェクト概要説明＞

6/24 NHKニュース 6/25 KBC「アサデス。」 6/25 KBC「サワダデス。」

6/25 TNC「ももち浜S特報ライブ」 7/3 FBS「めんたいワイド」 7/14 TNC「ももち浜ストア」

8/29 TNC「⽣放送 てんじんnow︕」



◆ソラリアビジョン
〇放 映 ⽇︓９⽉30⽇（⽔）〜10⽉４⽇（⽇）【計５⽇間】
〇放映時間︓8︓00〜21︓00（１⽇13時間）

※総放映回数＝480回（４基・５⽇間）
〇放映場所︓①外壁ビジョン、②ステージ広場ビジョン 、

③きらめき通り地下ビジョン、 ④きらめきビジョン
〇放映動画︓こちらのQRコードより読み込みください↘

◆福岡市地下鉄）中吊り広告
〇掲 出 ⽇︓10⽉10⽇（⼟）〜18⽇（⽇）【計９⽇間】
〇掲出場所︓全138⾞両に１枚ずつ掲出

※３号線（七隈線）は除く

◆福岡市地下鉄）駅構内連貼広告
〇掲 出 ⽇︓10⽉13⽇（⽕）〜19⽇（⽉）【計７⽇間】
〇掲出場所︓地下鉄駅構内計５か所（博多駅２か所、天神駅３か所）

+⻄鉄福岡駅に１枚のみ掲載
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■市内プロモーション

▲放映場所

▲実際の放映の様⼦

▲実際の掲出の様⼦

▲実際の掲出の様⼦(①博多駅̲博多⼝） ▲②博多駅̲中央⼝ ▲③天神駅̲東側通路

▲④天神駅̲中央⼝ ▲⑤天神南駅 ▲⑥⻄鉄福岡駅



“GUF飲食店エールキャンペーン”とは
GOOD UP FUKUOKAプロジェクトの参加店舗の利⽤促進を⽬的に、SNS（インスタグラム）を

活⽤した情報発信促進キャンペーン。地元インフルエンサー等に協⼒いただき、インスタグラム利⽤世
代（10〜30代）におけるプロジェクトの認知度を上げ、参加店舗の利⽤につなげる。
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■＃GUF飲食店エールキャンペーン

▲長谷川法世先生

▲横山 紗弓さん（エントリーサービスプロモーション㈱所属） ▲新地 りささん（エントリーサービス
プロモーション㈱所属）

▲福岡親善大使の３名（左から平嶋 沙穂さん、佐⼟原 理夏さん、関 美織さん）

▲新郷 桃⼦さん（エントリーサービス
プロモーション㈱所属）
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 グルメBOOK概要

〇発行日：2020年11⽉1６⽇（⽉）

〇発行部数：３万部

〇配布先：市内観光案内所（６か所）・ホテルに配布（54か所）、

福岡商工会議所会報誌（会員事業所約１万6千社）・情報誌ナッセに同梱

〇掲載店舗数：福岡市内の飲食店１０５店

〇冊子仕様：A４中綴じ/１０ページ/全頁カラー

■オリジナル”グルメBOOK”発⾏
Go To Eatキャンペーン〈福岡〉食事券事業の実施に伴い、キャ

ンペーンとの連携による掲載飲食店の集客アップを⽬的に、GUFプロ
ジェクトオリジナルのグルメBOOK発⾏。
このグルメBOOKが市内各所に配布されることや、食事券を利⽤で

きる市内の店舗が一⽬で分かるため、幅広い層の方にご活⽤いただ
くことを期待。

安全・安心の
お店選び︕

お得な
特典が満載︕

GoToEat参加店
が⼀⽬でわかる︕

掲載店は、
新型コロナ
ウイルスの
感染対策に取り
組んでいます。
安心・安全の
お店選びに
ご活⽤いた
だけます。

ドリンク無料や一品サービス
など、ここでしか味わえないよ
うな魅⼒的な特典が満載。

Go To Eatキャン
ペーン〈福岡〉の
お食事券が利⽤
できる店舗には、
⽬印となるアイコンを表示しています。

※特典との併⽤については、店舗によって異なります。
※有効期限が、2021年3⽉31⽇迄。

掲載内容が変わる場合があります。

以 上




