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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。

福岡商工会議所ビルでは、セミナーや講習会
などでご利用いただける会議室をご用意して
います。用途に応じた大小様々な会議室がご
ざいますので、ぜひご利用ください。

貸会議室
博多駅前の会議室を、会員割引でご活用ください

問 ビル管理グループ ☎092-441-1116（予約受付平日9-17時）　E-mail fkkanri@fukunet.or.jp

お申し込み方法
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大会議室・中会議室・小会議室
305・306はWi-Fi（無料）有

アクセス良好 全室インターネット有線完備（有料） 設営・原状回復不要 会員割引＆先行予約

大会議室 中会議室 小会議室 特別会議室
80～300名収容 28～80名収容 8～16名収容 60名収容
168～363㎡ 53～139㎡ 27～35㎡ 219㎡

・ＪＲ博多駅　徒歩10分
・地下鉄祇園駅　徒歩５分

・オンライン会議にも安心してご利用
いただけます

・１週間前のレイアウト提出で、
 事前設営を実施（展示会を除く）

・当所会員は、約45%割引適用
・１年前から優先的に予約受付

大会議室・中会議室
401-405、406-408は連結利用

特別会議室 中会議室・小会議室

B1-c

B1-d

利用前日までに
お支払

当日の設営は
不要です

ホームページで
空室状況を確認

レイアウトや
備品を指示

電話で予約
TEL:092-441-1116

会員割引 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

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！

　新卒採用を検討されている地元企業の採用担当者と、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。

【対　象】 高等学校卒の新卒採用を検討している企業の
人事・採用ご担当者

【参加費】 会員・非会員問わず3,000円／1社

問 商業・雇用支援グループ ☎092-441-2169

①会議所キャラバン事業
　　福岡県内外の大学と連携。UIJターンを希望する求職
者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」を現地ま
たはオンラインで開催しております。（会員企業限定）

②オンラインモグジョブ
　（株）タスキと共催で福岡都市圏15大学の学生と企業を
キーワードで繋げるマッチング事業を実施しております。
コロナ禍に対応した、「Zoom」を使ったオンラインイベン
トです。社名で選ばないため、自社のことを知らない学生
にも、自社の魅力をPRすることができ、インターンシップ
等次のステップへの
準備に繋げることが
できる良い機会です。

問 商業・雇用支援グループ ☎092-441-2169

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

　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。

※感染防止対策を徹底の上、リアル（対面式）で開催しています。

問 商業・雇用支援グループ ☎092-441-2169

会員割引

会員割引

①「高等学校と企業との就職情報交換会」
【対　象】 大学及びその他の学校（短期大学・専門学校・高等

専門学校など）の新卒採用を検討している企業の
人事・採用ご担当者

【参加費】 3,000円／1名（非会員6,000円／1名）

②「学校と企業との就職情報交流会」

【申込方法】 当所ホームページよりお申し込みください。

■事業イメージ

・名刺交換などの人脈構築

・学生の就職状況や企業の求人
 情報などについて情報交換

固定席
（ブースに学校が着席）

学校の進路・就職担当者 企業の人事・採用担当者

※感染防止対策を徹底の上、リアル（対面式）で開催しています。
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福商実務研修講座
他社の社員と学び、新たな刺激を受ける

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

　企業理念の具現化に向け、多角的
な視点から自社の課題を解決に導く
人材を育成する研修講座。会議所なら
ではの割安な料金で実践的な社外研
修（Off-JT）が可能です。

問 検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

福商リカレントプログラム
社会人の学び直し

問 検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

　商工会議所の検定試験は、「社会人で活躍できる知識・技能を持った人材の育成」を目的としています。

　企業でさらなる活躍を目指す社会人や、就業・復職したい個
人の方が学び直すために利用しやすいセミナーや講座を実施
します。

●リカレントセミナー
　ウィズコロナ時代の多様な働き方や求められる能力、スキルに
ついて学べます。
●リカレント講座
　社会人基礎力を高め、人材力の付加価値を高めます。
●就業情報サポート（希望者のみ）
　就業のチャンスを得たい方に役立つ情報をお届けします。

■受講者のメリット
・昨今の就職における最新動向や多様な働き方についてなど、必
要な知識を学び直すことができます。
・ウィズコロナ時代に役立つ実践的な講座で能力をアップデート
できます。

■企業にとってのメリット
・就職や復職を志し、学び直している地域人材と出会う機会を得
ることができます。

※詳細は決定次第、当所ホームページにてお知らせいたします。

福商パソコンスクール
社員教育や自己啓発に

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

　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
・ネット・モバイル
　インターネット入門・活用、ＳＮＳ、iPhone＆iPad入門・活用
・資格対策
　日商ＰＣ検定、日商簿記検定、販売士検定、ＭＯＳ
・キャリアアップ
　弥生会計、ＣＡＤ入門、日商ビジネス英語検定

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1,400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

この他、試験時間、PCネット検定など当所ホームページにてご確認ください。

会員割引 福商出前講座
企業ニーズに合わせた研修講座を自社で開催

問 検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

会員限定 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

会員限定

　企業の研修ニーズに合わせ、福商実
務研修講座で実績のある講師を派遣
します。課題解決のために社内研修を
活用しませんか。「こんな課題を解決し
たい」というご相談から承ります。

　社内教育や自己啓発に最適なプラ
ンが会員価格で学べるeラーニング研
修。管理者による受講者の学習進度の
把握も可能です。

■階層別に必要なスキルの基本から応用
までをカバーした講座をラインナップ
■自ら考え、他社の受講者と意見を交わ
し、新たな気づきを与えるプログラム
■明日から使える実務に役立つスキルが
身につく

■企業ニーズに合わせ、課題解決に直
結するプログラムを提供

■社員レベルの底上げにより、組織力が
向上

■社内の予定に合わせて研修日程の調
整が可能

■1名から割安な料金での受講が可能
■管理ユーザーアカウントから受講者
の成績情報、学習進度が細かく確認
できる
■組織に求められる知識・スキルの習得
ができる講座を随時追加配信

※集合型研修は感染症対策を講じた上で実施
いたします。

※詳細・受講料他詳しくは下記までお問い合わ
せください

※詳細・受講料他詳しくは下記までお問い合わ
せください

会員割引

簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財務状態を
明らかにする技能です。

簿記検定試験
＜会場集合型＞

試験日

第158回（1～3級） 6月13日（日）

受験料（税込）

第159回（1～3級） 11月21日（日）
1級：7,850円
2級：4,720円
3級：2,850円

第160回（2・3級） 令和４年
2月27日（日）

医療・福祉・建築の知識が体系的に幅広く身につき、住宅の購入やリフォーム、
介護の現場において、的確なアドバイスができるようになります。

福祉住環境コーディネーター検定
＜1級：会場/2・3級：IBT（ネット方式）＞

試験日

第46回（2･3級） 自：7月14日（水）
至：8月  6日（金）

受験料（税込）

第47回（2･3級） 自：11月15日（月）
至：12月13日（月）

1級：12,100円
2級：  7,700円
3級：  5,500円

第47回（1級） 12月5日（日）

働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での
役割に応じて必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得できます。

メンタルヘルスマネジメント検定
＜会場集合型＞

試験日

第31回（Ⅰ～Ⅲ種） 11月7日（日）

受験料（税込）

第32回（Ⅱ･Ⅲ種） 令和４年
3月20日（日）

Ⅰ級：11,550円
Ⅱ級：  7,480円
Ⅲ級：  5,280円

率先して環境問題に取り組む「人づくり」と環境と経済を両立させた「持続可能な
社会づくり」を目指します。

環境社会検定（eco検定）
＜IBT（ネット）試験＞

試験日

第30回 自：7月14日（水）
至：8月  6日（金）

受験料（税込）

第31回 自：11月15日（月）
至：12月13日（月）

5,500円

「人と組織のマネジメント」「業務のマネジメント」「リスクのマネジメント」の3つの柱を
学ぶことで、管理職に求められる総合的なマネジメント知識を体系的に習得できます。

ビジネスマネジャー検定
＜IBT（ネット）試験＞

試験日

第13回 自：6月17日（木）
至：7月  9日（金）

受験料（税込）

第14回 自：10月14日（木）
至：11月  8日（月）

7,700円

職種を問わずビジネスに必要な会計知識が身につき仕事に役立つ力を得ることが
できます。

ビジネス会計検定
＜会場集合型＞

試験日

第29回（2・3級） 10月17日（日）

受験料（税込）

第30回（1～3級） 令和４年
3月13日（日）

1級：11,550円
2級：  7,480円
3級：  4,950円

IFRS（国際財務報告基準）というグローバルな会計ルール導入に向けた人材の
確保・育成に活用できます。

BATIC（国際会計検定）
＜IBT（ネット）試験＞

試験日

第41回 自：7月14日（水）
至：8月  6日（金）

受験料（税込）

第42回 自：11月15日（月）
至：12月13日（月）

5,500円

「販売のプロ」を認定する定番資格です。多商品の開発や仕入、販売、物流
などを効率的かつ効果的に行う能力が身につきます。

リテールマーケティング（販売士）検定
＜ネット試験＞

試験日

試験日 各テストセンター
にて決定

受験料（税込）

1級：7,850円
2級：5,770円
3級：4,200円

※この他、ネット試験方式、団体試験方式があります。

そろばんを学習することで計算力や暗算力はもとより、集中力や持久力・記憶力
なども養われ学力全体の向上が期待できます。

珠算検定試験
＜会場集合型＞

試験日

第222回 6月27日（日）

受験料（税込）

第223回 10月24日（日）

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円

4～6級：1,020円
第224回 令和４年

2月13日（日）

実践的・理論的な色彩の知識が身につき、説得力をもった色彩計画やイメージ
戦略が可能になります。

カラーコーディネーター検定
＜IBT（ネット）試験＞

試験日

第50回 自：6月17日（木）
至：7月  9日（金）

受験料（税込）

第51回 自：10月14日（木）
至：11月  8日（月）

アドバンスクラス
：7,700円

スタンダードクラス
：5,500円

コンプライアンス管理、リスク回避の取り組みに最適。法務部門に限らず、営業・
販売・総務・人事、あらゆる職種の方が受験しています。

ビジネス実務法務検定
＜1級：会場/2・3級：IBT（ネット方式）＞

試験日

第49回（2･3級） 自：6月17日（木）
至：7月  9日（金）

受験料（税込）

第50回（2･3級） 自：10月14日（木）
至：11月  8日（月）

1級：12,100円
2級：  7,700円
3級：  5,500円

第50回（1級） 12月5日（日）

問 検定・企業研修グループ ☎092-441-2189
　 https://www.fukunet.or.jp/license/
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福商実務研修講座
他社の社員と学び、新たな刺激を受ける

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

　企業理念の具現化に向け、多角的
な視点から自社の課題を解決に導く
人材を育成する研修講座。会議所なら
ではの割安な料金で実践的な社外研
修（Off-JT）が可能です。

問 検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

福商リカレントプログラム
社会人の学び直し

問 検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

　商工会議所の検定試験は、「社会人で活躍できる知識・技能を持った人材の育成」を目的としています。

　企業でさらなる活躍を目指す社会人や、就業・復職したい個
人の方が学び直すために利用しやすいセミナーや講座を実施
します。

●リカレントセミナー
　ウィズコロナ時代の多様な働き方や求められる能力、スキルに
ついて学べます。
●リカレント講座
　社会人基礎力を高め、人材力の付加価値を高めます。
●就業情報サポート（希望者のみ）
　就業のチャンスを得たい方に役立つ情報をお届けします。

■受講者のメリット
・昨今の就職における最新動向や多様な働き方についてなど、必
要な知識を学び直すことができます。
・ウィズコロナ時代に役立つ実践的な講座で能力をアップデート
できます。

■企業にとってのメリット
・就職や復職を志し、学び直している地域人材と出会う機会を得
ることができます。

※詳細は決定次第、当所ホームページにてお知らせいたします。

福商パソコンスクール
社員教育や自己啓発に

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

　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
・ネット・モバイル
　インターネット入門・活用、ＳＮＳ、iPhone＆iPad入門・活用
・資格対策
　日商ＰＣ検定、日商簿記検定、販売士検定、ＭＯＳ
・キャリアアップ
　弥生会計、ＣＡＤ入門、日商ビジネス英語検定

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1,400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

この他、試験時間、PCネット検定など当所ホームページにてご確認ください。

会員割引 福商出前講座
企業ニーズに合わせた研修講座を自社で開催

問 検定・企業研修グループ ☎092-441-2189

会員限定 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

会員限定

　企業の研修ニーズに合わせ、福商実
務研修講座で実績のある講師を派遣
します。課題解決のために社内研修を
活用しませんか。「こんな課題を解決し
たい」というご相談から承ります。

　社内教育や自己啓発に最適なプラ
ンが会員価格で学べるeラーニング研
修。管理者による受講者の学習進度の
把握も可能です。

■階層別に必要なスキルの基本から応用
までをカバーした講座をラインナップ
■自ら考え、他社の受講者と意見を交わ
し、新たな気づきを与えるプログラム
■明日から使える実務に役立つスキルが
身につく

■企業ニーズに合わせ、課題解決に直
結するプログラムを提供

■社員レベルの底上げにより、組織力が
向上

■社内の予定に合わせて研修日程の調
整が可能

■1名から割安な料金での受講が可能
■管理ユーザーアカウントから受講者
の成績情報、学習進度が細かく確認
できる
■組織に求められる知識・スキルの習得
ができる講座を随時追加配信

※集合型研修は感染症対策を講じた上で実施
いたします。

※詳細・受講料他詳しくは下記までお問い合わ
せください

※詳細・受講料他詳しくは下記までお問い合わ
せください

会員割引

簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財務状態を
明らかにする技能です。

簿記検定試験
＜会場集合型＞

試験日

第158回（1～3級） 6月13日（日）

受験料（税込）

第159回（1～3級） 11月21日（日）
1級：7,850円
2級：4,720円
3級：2,850円

第160回（2・3級） 令和４年
2月27日（日）

医療・福祉・建築の知識が体系的に幅広く身につき、住宅の購入やリフォーム、
介護の現場において、的確なアドバイスができるようになります。

福祉住環境コーディネーター検定
＜1級：会場/2・3級：IBT（ネット方式）＞

試験日

第46回（2･3級） 自：7月14日（水）
至：8月  6日（金）

受験料（税込）

第47回（2･3級） 自：11月15日（月）
至：12月13日（月）

1級：12,100円
2級：  7,700円
3級：  5,500円

第47回（1級） 12月5日（日）

働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での
役割に応じて必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得できます。

メンタルヘルスマネジメント検定
＜会場集合型＞

試験日

第31回（Ⅰ～Ⅲ種） 11月7日（日）

受験料（税込）

第32回（Ⅱ･Ⅲ種） 令和４年
3月20日（日）

Ⅰ級：11,550円
Ⅱ級：  7,480円
Ⅲ級：  5,280円

率先して環境問題に取り組む「人づくり」と環境と経済を両立させた「持続可能な
社会づくり」を目指します。

環境社会検定（eco検定）
＜IBT（ネット）試験＞

試験日

第30回 自：7月14日（水）
至：8月  6日（金）

受験料（税込）

第31回 自：11月15日（月）
至：12月13日（月）

5,500円

「人と組織のマネジメント」「業務のマネジメント」「リスクのマネジメント」の3つの柱を
学ぶことで、管理職に求められる総合的なマネジメント知識を体系的に習得できます。

ビジネスマネジャー検定
＜IBT（ネット）試験＞

試験日

第13回 自：6月17日（木）
至：7月  9日（金）

受験料（税込）

第14回 自：10月14日（木）
至：11月  8日（月）

7,700円

職種を問わずビジネスに必要な会計知識が身につき仕事に役立つ力を得ることが
できます。

ビジネス会計検定
＜会場集合型＞

試験日

第29回（2・3級） 10月17日（日）

受験料（税込）

第30回（1～3級） 令和４年
3月13日（日）

1級：11,550円
2級：  7,480円
3級：  4,950円

IFRS（国際財務報告基準）というグローバルな会計ルール導入に向けた人材の
確保・育成に活用できます。

BATIC（国際会計検定）
＜IBT（ネット）試験＞

試験日

第41回 自：7月14日（水）
至：8月  6日（金）

受験料（税込）

第42回 自：11月15日（月）
至：12月13日（月）

5,500円

「販売のプロ」を認定する定番資格です。多商品の開発や仕入、販売、物流
などを効率的かつ効果的に行う能力が身につきます。

リテールマーケティング（販売士）検定
＜ネット試験＞

試験日

試験日 各テストセンター
にて決定

受験料（税込）

1級：7,850円
2級：5,770円
3級：4,200円

※この他、ネット試験方式、団体試験方式があります。

そろばんを学習することで計算力や暗算力はもとより、集中力や持久力・記憶力
なども養われ学力全体の向上が期待できます。

珠算検定試験
＜会場集合型＞

試験日

第222回 6月27日（日）

受験料（税込）

第223回 10月24日（日）

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円

4～6級：1,020円
第224回 令和４年

2月13日（日）

実践的・理論的な色彩の知識が身につき、説得力をもった色彩計画やイメージ
戦略が可能になります。

カラーコーディネーター検定
＜IBT（ネット）試験＞

試験日

第50回 自：6月17日（木）
至：7月  9日（金）

受験料（税込）

第51回 自：10月14日（木）
至：11月  8日（月）

アドバンスクラス
：7,700円

スタンダードクラス
：5,500円

コンプライアンス管理、リスク回避の取り組みに最適。法務部門に限らず、営業・
販売・総務・人事、あらゆる職種の方が受験しています。

ビジネス実務法務検定
＜1級：会場/2・3級：IBT（ネット方式）＞

試験日

第49回（2･3級） 自：6月17日（木）
至：7月  9日（金）

受験料（税込）

第50回（2･3級） 自：10月14日（木）
至：11月  8日（月）

1級：12,100円
2級：  7,700円
3級：  5,500円

第50回（1級） 12月5日（日）

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


