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も　く　じ

経営に役に立つ情報を発信しています

　当所の事業やサービスの詳細、調査結果など経営
に役に立つ様々な情報を発信しています。

　毎月10日発行の会報誌。経営に役立つ読み物
や、福岡商工会議所からのお知らせなどを掲載し
ています。
※チラシ折込や広告掲載も承ります。詳細は16ページ
をご参照ください。

■福岡商工会議所ニュース■ホームページ

福岡商工会議所

毎月10日発行

●福岡商工会議所メールマガジン
　講演会、セミナー、イベントなどの開催予定情報
や、中小企業が活用できる補助金・助成金の情報な
ど、毎月２回お届けします。

●Fukunet通信国際版
　福岡を中心とした九州地域の国際関連の講演会・
セミナー・イベント情報、サービス、売買、引合、調査
情報などのビジネスに役立つ情報をお届けします。

　毎週木曜日、「Community Radio Tenjin＝コミてん」で当所
レギュラー番組「福招ラジオ」をオンエアーしています。
　これから創業しようとお考えの方、創業間もない方などに、経営
に関する様々な情報をお届けします。
※㈱コミュニティメディアパートナーズ福岡のご協力により放送しています。

■福招ラジオ■メールマガジン

■公式SNS

毎週木曜日

■放送日：毎週木曜日 10：30～10：55
■周波数：FM77.7MHz

ぜひフォローして、情報をキャッチしてください！

LINE

@049xvemr

Instagram

@fukuoka_cci

Twitter

@fukuoka_cci

YouTube

よかぞうチャンネル

Face book

@fukuoka.cci

3位

1位 窓口・専門家への経営相談・
職員訪問等の経営相談

大切なご相談を承るのは、商工会議所の職
員と、数々のご相談に対応してきた経験豊
富な専門家集団！ まずは職員がお話を伺
い、必要に応じて専門家の協力を得なが
ら、一緒に課題の解決にあたります。

経営相談窓口
「自社の現状や課題を見極めた
い！」、「自社の業績をアップさせた
い！」。『経営革新計画』（会社の中
期的な経営計画書）は、これらの
思いを実現させるための武器にな
ります。

生命共済制度
全国商工会議所のスケール
メリットで不慮の事故による
入院や弔慰金に備えられま
す。

従業員の退職に
備えられます。

経営革新計画作成支援
これから創業をお
考えの方、様々なご
不安や事業計画の
策定についてご相
談を承ります。

創業支援

各種
保険・共済制度

特定退職金
共済制度

チラシを同封して貴社のPR
をしませんか？

会議所ニュースへの
チラシ同封サービス
福商ビジネス情報便

若手ビジネスパーソンの交流の場。
詳細はP.11をご覧ください。

福商ビジネス倶楽部
2位 各種交流会

当所の各種事業・サービスを紹介するととも
に、当所役員も参加し、会員同士が気軽に交
流・懇親いただけます（毎年2回開催）。詳細
はP.11をご覧ください。

新入会員交流会

お任せ
ください

4位 5位

全国の商工会議所・商工
会が運営する商取引支援
サイト。取引先を探したり、
商品やサービスのPRなど
にご活用いただけます。

ザ・ビジネスモール

　当所では、経営に関する相談窓口
や販路拡大のための商談会開催など
幅広い事業・サービスを通じて皆様
の経営を応援しています。
　本誌は、福岡商工会議所をよりご
活用いただくために、当所の事業・
サービスを完全網羅したガイドブック
です。ぜひお気軽にご利用ください！

人脈を広げたい 売上アップしたい

リスクに備えたい

PRしたい

資金繰りを相談したい

専門家のアドバイスを聞きたい

展示会・商談会・
一般販売への参加

広報支援等の
サービス

人材を確保・育成したい

福岡商工会議所は、経営に役立つ事業・サービスを提供しています！
ぜひ積極的にご利用ください！

令和２年度に入会いただいた皆様に、特に人気が高く入会するきっかけとなった事業・サービスです。

※新型コロナウイルス感染症の影響により各事業の
開催時期や方法が変更となる場合がございます。
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