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2. 販路拡大したい2. 販路拡大したい 国内外のバイヤーとの商談会や、BtoCのPRができる各種催
事など、商工会議所を活用して、貴社自慢の商品の販路拡大に
挑戦しませんか。

IT活用支援
ITを活用した生産性向上やマッチング支援

　安価に導入可能なクラウドサービスを中心に、
業務効率化や生産性向上、売上アップの仕組みづ
くりを支援します。また、キャッシュレスへの対応や
SEO対策、WEB集客などについてもアドバイスい
たします。お気軽にご利用ください。

【専門相談窓口】
　支援実績豊富なIT専門家がご相談を承ります。
※スケジュールは前ページをご参照ください。

【専門家の派遣】
　クラウドサービス等IT・ICT導入に精通した専
門家と当所経営指導員が御社を訪問し、具体的な
ツールの導入まで支援いたします。

問 経営支援グループ ☎092-441-1146

IT･ICT活用による生産性向上の支援
■身の丈ITの推進

　『MFクラウド会計・確定申告』は、簿記初心者でもスムーズに会計処理ができる
クラウド会計ソフトです。金融機関やクレジットカードの明細を自動的に取得し、
自動仕訳、電子帳簿の自動作成、さらに個人事業の場合、確定申告まで自動で行
うことができ、会計業務を大幅に削減します。
　また、リアルタイムで資金繰りなどの財務状況を把握できるため、「経営の見え
る化」の実現と経営分析・経営戦略の策定等に役立ちます。

問 経営支援グループ ☎092-441-1146

Money Forwardクラウド
■会計業務にかかる時間を短縮するクラウドサービス

会員限定割引

ホームページ作成システム
■誰もが簡単に活用できるホームページ作成支援ツール

問 経営支援グループ ☎092-441-1146

ザ・ビジネスモール
■全国の商工会議所・商工会が運営する商取引支援サイト

問 経営支援グループ ☎092-441-1146

会員限定

会員限定

　ザ・ビジネスモールは、全国の商工会議所・商工会で共同運営している日本最大級の商取引
支援サイトです。
　全国の約27万件の企業が登録しており、地域や業種を絞りこんで取引先を探す、自社のPRや
技術力を提案、BtoB広告などが可能です。なお、当所会員の方は無料でご活用いただけます。

■ザ・ビジネスモールオンライン商談メニュー「ザ・商談モール」ご利用の流れ
ザ・ビジネスモールHP

商談へ（メール・電話・訪問） 直接取引へ

③提案・見積り

新規顧客を獲得したい！
②案件情報
メールでお届け

売
り
手

⑥商談申込の連絡
メールでお届け

@

@

仕入先・外注先を探す！
①匿名で案件登録

④提案・見積り

⑤商談申込

直接取引へ

メールでお届け

買
い
手 @

ザ・商談モール

　当所ホームページ作成システムは、所定のフォームに情報を入力するだけで簡単にホーム
ページが作成できます。また、福岡商工会議所のドメインを使っているため、Yahoo!や
Googleなどの検索エンジンで上位掲載が見込めます。すでにホームページをお持ちの場合
は、リンクさせてご利用もできますので、SEOも可能です。

❶当所HPから
　お申し込み

❷ID・パスワードを
お知らせ

　（メールにて案内）

❸ID・パスワードを
入力してログイン

❹ホームページを
　作成!

作成例※数日かかる場合がございます

お申し込み

　初年度ご利用の場合、年額利用料金
（12ヵ月）で14ヵ月ご利用いただけます。
2年目以降ご利用の方はプランにより優
待サービス期間が異なります。

対象プラン
個　人
事業主

法　人

対　象
①パーソナルミニ　　年額10,560円
②パーソナル　　　　年額12,936円
③スモールビジネス　年間39,336円
④ビジネス　　　　　年間65,736円

※すべて税込

【会員限定特典】

【申込方法】 当所ホームページよりお申し込みください。

　九州・山口の農林水産物、加工食品を国内外に発信し、地場食品関連企業の更なる売上向上、販路拡大及び地域経済の振興を
目的に開催します。展示商談会、対面での個別商談会に加え、マッチングシステムによるオンライン商談の機会を提供します。

Food EXPO Kyushu
販路拡大を強力にバックアップする「食」の大商談会

①展示商談会
②対面での個別商談会（参加条件：上記展示商談会出展者）
③商談マッチングシステムによるオンライン商談会

問 産業振興グループ ☎092-441-1119 ※その他、関連事業による商談機会・セミナーを多数準備しています。

　地場食品の「新鮮さ」や「味の良さ」をＰＲし、福岡を代表する商品を育て、福岡の「食の魅力」、「ブランド」の向上を図ることを目
的とした事業です。
　これまでは年に1度の百貨店催事という形でしたが、参加企業の売上拡大及び販路拡大をさらに支援するため、2020年度より
開始した販売機会（ギフトカタログ、オンラインストア、県外開催）の提供の取り組みを強化していきます。

博多うまかもん市
福岡の食の魅力を発信！売上拡大・販路拡大を目指します！

会員限定

【年間スケジュール】

選定募集
開始食品まつり博多うまかもん市 【岩田屋本店】

選定募集
開始大九州展 【伊勢丹浦和店】

選定募集
開始大九州展 【伊勢丹立川店】

選定募集
開始ギフトカタログ（お歳暮） 【岩田屋本店・福岡三越】

選定募集
開始三越伊勢丹オンラインストア

地下食品売場催事 【岩田屋本店・福岡三越】

321121110987654事　業　名

問 産業振興グループ ☎092-441-1119

下旬
開催

上旬
開催

受注期間

受注期間

22-27
開催

随時相談を受け付け、出店調整を行う
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国内・海外向け商談会
国内外のバイヤーと直接商談！販路拡大を目指します！

問 産業振興グループ ☎092-441-1119

　国内外の百貨店・スーパー、レストラン、卸業者等のバイヤーと商談で
きる個別商談会の開催、大規模展示会や海外での九州フェアへの出展支
援を行います。
　また、令和２年度に構築した「商談マッチングシステム」を活用して、通
年での販路拡大支援を行います。

①国内・海外向け個別商談
②海外での九州フェア出店
③大規模展示会出展
④商談マッチングシステム（別途登録料が必要）

会員割引

クリエイターマッチング事業
　クリエイティブ関連企業の売上アップ及び販路拡大を目的に、
百貨店や商業施設等とのマッチング機会（POP UPショップ、イ
ベント実施、作品展示等）を提供します。また、食、観光、工業、自
動車等の産業とのマッチングを行い、製品やサービスの開発をお
手伝いします。

【マッチング事例】
※ファッションマンス福岡アジアでの取組み（2019年2月開催分）

【事業イメージ】
支援対象

マッチングマッチング

マッチングマッチング

クリエイティブ産業
ファッション、デザイ
ン、映像、ゲーム、音
楽、伝統産品 等

展示・ワークショップ
開催場所

百貨店、商業施設、ホテル、
美術館、レストラン、ショッ
プ、書店、神社仏閣 等

関連産業
食、観光、工業、自動車 等

【POP UPショップ】
ALL MY LOVING×ラシック福岡

【ファッションショー】
香椎高等学校×博多大丸

【チャリティネイルイベント】
FUKUBI×天神コア

【壁画アート】
RAFFA×天神ビブレ

問 産業振興グループ ☎092-441-1119

観光商談会
国内外からの集客を！観光産業に特化した商談会

ファッション、デザイン、伝統産品などの製品やサービスをご提案ください！

問 地域振興グループ ☎092-441-1118

会員割引

　福岡・九州の観光関連事業者を対象に、新規取引先の開拓を支援する目的で旅行会社等とのBtoB商談会を開催しています。
旅行会社や観光メディアなど国内外のバイヤーに対し、自社の商品やサービスを売り込むことができます。
　初めて商談会に参加される方や観光業の動向について知りたい方を対象に、「観光商談会対策セミナー」も開催しています。

※令和２年度は新型コロナウイルス感
染拡大のため、オンラインを併用し
た形で実施。

貿易関係証明
海外輸出の際にご活用ください

　輸出の際に求められる貿易関係証明の発給を行っています。

　福岡商工会議所のホームページに記載の登録申請ページに
アクセス後、必要書類を窓口に提出してください。

※オンラインでの発給は原産地証明書（日本産）のみ利用可能です。
　（2021年５月現在）

※第一種特定原産地証明書に記載された輸出産品数と加算単価を掛け
合わせた金額が加算額です。加算単価は１品あたり500円です。第一種
特定原産地証明書記載産品に係る原産品判定番号の使用回数が20回
を超えた場合、それ以降（21回目から）は50円です。

問 産業振興グループ ☎092-441-1230

窓　　口 オンライン
原産地証明
インボイス証明
サイン証明

〇
〇
〇

〇（日本産）
×
×

【窓口受付時間】 平日 9：00～12：00　13：00～17：00
【窓口発給時間】 平日 9：00～11：30　13：00～16：00
【オンライン発給システム稼働時間】 平日 8：30～17：30

■発給申請方法

利 用 目 的：二国間または一地域との間で締結された協定に基づ
き輸入者が関税の減免を受けること

協定締結国：シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インド
ネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、
ペルー、オーストラリア、モンゴル、アセアン諸国

【窓口受付時間】 9：00～17：00

第一種特定原産地証明書（特恵）
利用目的：信用状（L/C）取引時の提出書類、通関時の提出書類

など

貿易関係証明書（非特恵）

■企業登録方法

会員料金 一般料金
企業登録手数料（2年間有効）
発給手数料（1件）

無料
1,100円

5,500円
2,200円

■手数料（税込）

　日本商工会議所の特定原産地証明書のホームページより必要
事項を入力し、提出書類を日本商工会議所へご郵送ください。

　すべてオンラインで行っていただきます。
①原産品判定依頼
輸出する産品が特定原産品であるかどうか、日本商工会議所
（各地事務所を選択できます）に判定審査を依頼してください。
②証明書発給申請
インボイス等の貿易書類に基づいて、日本商工会議所（各地事
務所を選択できます）に特定原産地証明書の発給申請を行って
ください。

■発給申請方法

■企業登録方法

基本料 加算額
企業登録手数料
（2年間有効）

2,000円

無料

発給手数料
（1件）

「第一種特定原産地証明書
記載産品数」×「加算単価（※）」

■手数料（税込）

ワンストップ海外展開相談窓口
海外展開のご相談のことなら何でもお任せ！

　海外展開を希望する企業が、複数の支援
機関に足を運ぶことなく「ワンストップ」で、企
業進出・販路開拓・貿易実務手続まで、海外
展開で直面するあらゆる課題について相談で
きる窓口です。

問 産業振興グループ ☎092-441-1119

一部会員割引

【対　　象】 九州に所在する事業所
【構成機関】 福岡商工会議所・公益社団法人

福岡貿易会・福岡アジアビジネス
センター（福岡県）・独立行政法
人日本貿易振興機構（ジェトロ）
福岡貿易情報センター・独立行
政法人中小企業基盤整備機構
九州本部

専用HPフォーム
にて相談希望日、
内容を記入し、お
申し込みください。
（事前予約制）

［お申し込み]
５支援機関で相
談内容を共有し、
各事業を活用し
た支援内容をご
提案します。

［支援内容の提案］
５支援機関が具
体的な相談に対
応。相談後も継続
的にサポートいた
します。

［お申し込み]
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務所を選択できます）に特定原産地証明書の発給申請を行って
ください。

■発給申請方法

■企業登録方法

基本料 加算額
企業登録手数料
（2年間有効）

2,000円

無料

発給手数料
（1件）

「第一種特定原産地証明書
記載産品数」×「加算単価（※）」

■手数料（税込）

ワンストップ海外展開相談窓口
海外展開のご相談のことなら何でもお任せ！

　海外展開を希望する企業が、複数の支援
機関に足を運ぶことなく「ワンストップ」で、企
業進出・販路開拓・貿易実務手続まで、海外
展開で直面するあらゆる課題について相談で
きる窓口です。

問 産業振興グループ ☎092-441-1119

一部会員割引

【対　　象】 九州に所在する事業所
【構成機関】 福岡商工会議所・公益社団法人

福岡貿易会・福岡アジアビジネス
センター（福岡県）・独立行政法
人日本貿易振興機構（ジェトロ）
福岡貿易情報センター・独立行
政法人中小企業基盤整備機構
九州本部

専用HPフォーム
にて相談希望日、
内容を記入し、お
申し込みください。
（事前予約制）

［お申し込み]
５支援機関で相
談内容を共有し、
各事業を活用し
た支援内容をご
提案します。

［支援内容の提案］
５支援機関が具
体的な相談に対
応。相談後も継続
的にサポートいた
します。

［お申し込み]


