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株式会社アンセストラルK

れています。農家の皆さんにはイベント
時に店舗に立っていただくこともある
し、コラボしてメニューを開発すること
もあります。福津・宗像には全国に誇
れる商品がたくさんあるので、もっと
紹介したいという思いでPRに力を入れ
ています」。

一連の取り組みの中で、農業や地域
振興に目を向けるようになった同社は
地域の産品だけでなく、福岡で活動中
のアーティストも支援。バールヴィータで
はアーティストにライブパフォーマンス
の場を提供し、ドネーションスタイル※3

のライブを行うなど、福岡・九州の魅
力をさまざまな形で伝えることに力を注
いでいます。
※3 ドネーションスタイル／事前に料金が定められたも

のではなく、聴衆が満足度や感動の度合いに応じ
て料金を支払う制度。いわゆる投げ銭スタイル。

コンセプトシートでブランドを守る

グループ各店のサービスの原点は、
その店舗の目指す姿を明らかにした「コ
ンセプトシート」。「お客様をこんな風に
喜ばせよう」と明文化してスタッフと共

有することで、提供するメニューや
サービスのブレをなくし、ブランドを守
る役割を果たしているそうです。
「店舗が挙げた成果を測る基準は、

売り上げもあると思いますが、私たち
はお客様のリアクションも成果だと思っ
ています」と語る樋田さん。むやみに
規模拡大を追求することなく、ポリ
シーをより良く伝えることを重視して、
じっくりとブランドを育てる。それがひ
いては「こだわりのある商品、求められ
るブランド」として認知されることにつ
ながり、飲食、物販部門の成長につな
がっているようです。

商品開発と物販に重点を置く

今後は実店舗展開よりも、九州・福
津・宗像産の野菜を活かしたオルトカ
フェブランドの新しい商品の開発と物販
に力を入れていくとのこと。「店舗展開
には限界がありますが、商品は日本全
国、世界中のお客様に楽しんでいただ
けると思うので。『家庭でオルトカフェを
楽しんでいただく』のがこれからのテー

マです。海外の方も、店舗や商談会で
当社の商品に興味を示してくださってい
ます。ただしフレッシュさが売りの商品
で、現状は賞味期限と輸送コストが課
題となっているため、これらをクリアし
て海外への販路拡大にもチャレンジし
たいと考えています」。
「菜園」という名のブランドにのって、

九州の美味しさが日本全国、そして海
外の食卓を彩る日もそう遠くはなさそう
です。

カフェのビジネス化に成功

店主のこだわりを競い合うカフェが
続々と現れ、「カフェ巡り」がブームと
なった時代。チェーン店を除けば、そ
の多くは個人経営の店でした。

そんな中、「企業ビジネスとしてのカ
フェ経営」に乗り出したのが株式会社
アンセストラルKです。その1号店が
2006 年に薬院六角にオープンさせた

『オルトカフェ』。「オルト」とはイタリア
語で「菜園」の意味で、当時としては
珍しい、「野菜」をコンセプトにしたフー
ドビジネスの始まりでした。
「さらに特徴として挙げられるのが、

カフェの中にガラス張りの厨房をつく
り、『ベーカリー カッセス』を併設した

こと。パンやスプレッド※1類を自社製
造して、テイクアウト販売も同時スター
ト。他社と差別化を図るため、この業
態を選んだのです」と、立ち上げに参
画し、現在同社の代表を務める樋田さ
んは振り返ります。

その後はカフェ事業にとどまらず、
グループ店として2010 年に幅広い時
間帯・利用シーンに対応できる『バー
ルヴィータ』を、2012年には物販に特
化したフード&グロッサリー※2のセレク
トショップ『メルカート』をオープン。
2016 年には九州の野菜の良さを国内
外に広めるために『ベジバルキュウシュ
ウ』を出店しています。

こうした新規事業を牽引しているの
が企画戦略室。創業当初よりトレンド

分析に基づく商品開発に組織的に取り
組んでいます。「飲食業界に詳しい社
外パートナーから情報を得るほか、
ショップの常連客やトレンドに敏感な
女性の声を聞くなどリサーチも行い、
消費者の視点を意識しています」。
※1 スプレッド／パンやクラッカーなどに塗る「塗り物」
※2 グロッサリー／中食主体の食料品・生活雑貨

福津・宗像にスポットを当てる

こだわりの野菜を仕入れるために理
想の産地を求め、同社がたどりついた
のが福津・宗像。実は関東の高級店か
らも引き合いがある優良産地なのです。

「当社は農家から素材を仕入れ、それ
らを使用した加工品の開発にも力を入

【プロフィール】
福岡県宗像市出身。ホテル、カ
フェでの勤務を経て飲食店コン
サルティング会社に入社。出向
社員として2006年の『オルトカ
フェ』の立ち上げに参画。以来、
創業社長と二人三脚で『オルト
カフェグループ』の成長を牽引。
2017年8月に代表取締役社長
に就任。趣味はリサーチを兼ね
た食べ歩きとサッカー観戦。

福津・宗像の野菜の美味しさを
世界中の食卓に届けたい
株式会社アンセストラルK　代表取締役社長　樋田 馨嗣郎氏

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.34

2カフェ、ディナー、バーと、時間帯によっていろいろな使い方ができる『バール
ヴィータ』を中洲・天神で展開。幅広い年齢層に支持されている

4福津・宗像の野菜の魅力を引き出したさまざまな加工品は全国の商談会でも注
目を集める存在に。今後は国内のみならず海外への販路拡大も視野に入れている

1道の駅ブームや世界遺産登録で脚光を浴びる以前から福津・宗像の農産地と
してのポテンシャルに注目。グループ店内で使う野菜は農家から仕入れている

3オルトカフェ自慢のジャムは、美味しさはもちろんのこと、洗練されたパッケージで
ギフト商品としても人気

21

43

02　MARCH ◦ FUKUOKA 会議所ニュース 2018



〒810-0023 福岡市中央区警固1-15-51-302
TEL 092-737-0712
FAX 092-737-0713

http://www.orto-cafe.com

株式会社アンセストラルK

れています。農家の皆さんにはイベント
時に店舗に立っていただくこともある
し、コラボしてメニューを開発すること
もあります。福津・宗像には全国に誇
れる商品がたくさんあるので、もっと
紹介したいという思いでPRに力を入れ
ています」。

一連の取り組みの中で、農業や地域
振興に目を向けるようになった同社は
地域の産品だけでなく、福岡で活動中
のアーティストも支援。バールヴィータで
はアーティストにライブパフォーマンス
の場を提供し、ドネーションスタイル※3

のライブを行うなど、福岡・九州の魅
力をさまざまな形で伝えることに力を注
いでいます。
※3 ドネーションスタイル／事前に料金が定められたも

のではなく、聴衆が満足度や感動の度合いに応じ
て料金を支払う制度。いわゆる投げ銭スタイル。

コンセプトシートでブランドを守る

グループ各店のサービスの原点は、
その店舗の目指す姿を明らかにした「コ
ンセプトシート」。「お客様をこんな風に
喜ばせよう」と明文化してスタッフと共

有することで、提供するメニューや
サービスのブレをなくし、ブランドを守
る役割を果たしているそうです。
「店舗が挙げた成果を測る基準は、

売り上げもあると思いますが、私たち
はお客様のリアクションも成果だと思っ
ています」と語る樋田さん。むやみに
規模拡大を追求することなく、ポリ
シーをより良く伝えることを重視して、
じっくりとブランドを育てる。それがひ
いては「こだわりのある商品、求められ
るブランド」として認知されることにつ
ながり、飲食、物販部門の成長につな
がっているようです。

商品開発と物販に重点を置く

今後は実店舗展開よりも、九州・福
津・宗像産の野菜を活かしたオルトカ
フェブランドの新しい商品の開発と物販
に力を入れていくとのこと。「店舗展開
には限界がありますが、商品は日本全
国、世界中のお客様に楽しんでいただ
けると思うので。『家庭でオルトカフェを
楽しんでいただく』のがこれからのテー

マです。海外の方も、店舗や商談会で
当社の商品に興味を示してくださってい
ます。ただしフレッシュさが売りの商品
で、現状は賞味期限と輸送コストが課
題となっているため、これらをクリアし
て海外への販路拡大にもチャレンジし
たいと考えています」。
「菜園」という名のブランドにのって、

九州の美味しさが日本全国、そして海
外の食卓を彩る日もそう遠くはなさそう
です。

カフェのビジネス化に成功

店主のこだわりを競い合うカフェが
続々と現れ、「カフェ巡り」がブームと
なった時代。チェーン店を除けば、そ
の多くは個人経営の店でした。

そんな中、「企業ビジネスとしてのカ
フェ経営」に乗り出したのが株式会社
アンセストラルKです。その1号店が
2006 年に薬院六角にオープンさせた

『オルトカフェ』。「オルト」とはイタリア
語で「菜園」の意味で、当時としては
珍しい、「野菜」をコンセプトにしたフー
ドビジネスの始まりでした。
「さらに特徴として挙げられるのが、

カフェの中にガラス張りの厨房をつく
り、『ベーカリー カッセス』を併設した

こと。パンやスプレッド※1類を自社製
造して、テイクアウト販売も同時スター
ト。他社と差別化を図るため、この業
態を選んだのです」と、立ち上げに参
画し、現在同社の代表を務める樋田さ
んは振り返ります。

その後はカフェ事業にとどまらず、
グループ店として2010 年に幅広い時
間帯・利用シーンに対応できる『バー
ルヴィータ』を、2012年には物販に特
化したフード&グロッサリー※2のセレク
トショップ『メルカート』をオープン。
2016 年には九州の野菜の良さを国内
外に広めるために『ベジバルキュウシュ
ウ』を出店しています。

こうした新規事業を牽引しているの
が企画戦略室。創業当初よりトレンド

分析に基づく商品開発に組織的に取り
組んでいます。「飲食業界に詳しい社
外パートナーから情報を得るほか、
ショップの常連客やトレンドに敏感な
女性の声を聞くなどリサーチも行い、
消費者の視点を意識しています」。
※1 スプレッド／パンやクラッカーなどに塗る「塗り物」
※2 グロッサリー／中食主体の食料品・生活雑貨

福津・宗像にスポットを当てる

こだわりの野菜を仕入れるために理
想の産地を求め、同社がたどりついた
のが福津・宗像。実は関東の高級店か
らも引き合いがある優良産地なのです。

「当社は農家から素材を仕入れ、それ
らを使用した加工品の開発にも力を入

【プロフィール】
福岡県宗像市出身。ホテル、カ
フェでの勤務を経て飲食店コン
サルティング会社に入社。出向
社員として2006年の『オルトカ
フェ』の立ち上げに参画。以来、
創業社長と二人三脚で『オルト
カフェグループ』の成長を牽引。
2017年8月に代表取締役社長
に就任。趣味はリサーチを兼ね
た食べ歩きとサッカー観戦。

福津・宗像の野菜の美味しさを
世界中の食卓に届けたい
株式会社アンセストラルK　代表取締役社長　樋田 馨嗣郎氏

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.34

2カフェ、ディナー、バーと、時間帯によっていろいろな使い方ができる『バール
ヴィータ』を中洲・天神で展開。幅広い年齢層に支持されている

4福津・宗像の野菜の魅力を引き出したさまざまな加工品は全国の商談会でも注
目を集める存在に。今後は国内のみならず海外への販路拡大も視野に入れている

1道の駅ブームや世界遺産登録で脚光を浴びる以前から福津・宗像の農産地と
してのポテンシャルに注目。グループ店内で使う野菜は農家から仕入れている

3オルトカフェ自慢のジャムは、美味しさはもちろんのこと、洗練されたパッケージで
ギフト商品としても人気

21

43

FUKUOKA 会議所ニュース 2018 ◦ MARCH　03



「ファッションの街、福岡」を発信して10年
ファッション産業のさらなる発展を目指して

10年を迎える福岡アジアファッション拠点推進会議11

九州最大級のファッションイベント「FACo（福岡アジアコレクション）」22
　「FACo」は、地元福岡のアパレルブランドが本年春夏の
新作を発表するファッションショーとして、平成21年から
始まり本年で10回目の開催となります。
　ファッション産業に関わる企業、地元経済界、教育機
関、行政が緊密に連携し、ファッション産業の振興及び集
客交流の拡大を図ることを目的に開催してきました。
〈FACo10年間のべ実績〉
▶来場者　のべ66,500人
▶出展福岡ブランド　のべ403ブランド

　記念すべき10回目のテーマは『REBORN』。
10 年の歳月を経て、いまもなお進化し続ける
FACoのエネルギーを、福岡へ、九州へ、全
国へと発信します。
　今回も、日本を代表するモデルをはじめ、テ
レビや映画で活躍する人気タレントやアーティ
ストたちが福岡国際センターへ集結します。

（昨年来場者数 約7,400 名）

2018.3.25SUN ※開場12:00

福岡国際センター
（福岡市博多区築港本町2-2）

1st stage 13:00～／2nd stage 15:30～／3rd stage 18:00～

■福岡アジアコレクション2018ssに出場する福岡ブランド一覧（順不同）

■福岡アジアコレクション2018実施概要

2008.3

2009.3

FACo初開催
2009 年 3月22日、福岡国際センターで第1回目の

「福岡アジアコレクション」を開催。

設立
•自社ブランドで首都圏や海外に展開するデザ

イナー、アパレルメーカーが多数
•全国有数のファッション関連教育機関と多

数の優秀な人材の存在
•デザイナーが連携できる企業（素材、製造、

流通等）が多く、連携が可能

設立の
背景

福岡のファッション産業に関わる
ポテンシャルに着目した、川上から川下までの

連携を図り拠点化を目指した

2018.3

10年を迎える
★10回目を迎えるFACo！！
★参加団体過去最高！！拡大を続けるF.W.F
★販路を海外にまでひろげる 「FFC・302 with 

GOLDRUSH」
★アジアとのつながりを目指し、積極的な海外プロ

モーションを展開

2011.9

アジアへの発信。初の海外FACo
2011年 9 月、初の海外 FACoである「FACo in 
Dalian（中国・大連市）」を開催。以降、様々な海外
プロモーションの起点となる。

2013.3

街全体を盛り上げようとF.W.Fが
スタート
2013年 3月、「ファッ
ションの街、福岡」を
街中で楽しむシティイ
ベントとして、F.W.F
を初開催。

　今回は、第10回目の開催を記念して、過去を
振り返る演出や、第1回目から携わっていただい
たゲストモデルやデザイナーなどをクローズアップ
して実施します。
　また、前年に引き続き中国、タイ、台湾、ベト
ナムより、「カワイイ大使」に選ばれたモデルが出
場するほか、韓国のデザイナーの作品がランウェ
イを彩る予定です。

　10回目を迎える節目の一大イベントとして、お
越しの皆さまにも楽しんでいただけるよう、盛大
に開催したいと思います。

　また、アジア各都市からデザイナー、モデル、メディア
を招き、各国の女性向けファッション誌に記事掲載を働き
かけるなど情報発信にも努めてきました。
　さらに、韓国、中国、台湾、タイ、ラオスで「FACo」を
開催し、主に現地の若者に向けて、福岡ブランドのファッ
ションを、アニメやゲームなどのコンテンツを交えて福岡の
魅力とともにPRを行ってきました。
〈海外FACoの実績〉
▶海外FACo来場者　のべ25,000人
▶海外からのデザイナー等の参加者　のべ22人16ヵ国

10回目の開催にあたって

海外FACo
FACo

カワイイ大使
（タイ、台湾

、中国、ベトナ
ム）

FACo in TAIPEI（台湾 2017年）

Faco in Dalian（大連 2011年）

FACo2017 ランウェイFACo2011 東日本大震災の募金活動

FACo2011 フィナーレ

FACO2013 タイのカワイイ大使

FACo2018開催記者発表（2017.12.18）

従来福岡市は、全国の政令指定都市の中でも、若者の割合が
高い（H27/22.05％）とともに、女性1万人あたりの婦人服店も多く

（H24/8.34店）、さらには数多くのファッション関連の学校が所在
し、日本中に多くの優秀な人材を輩出するなど、「ファッションの
街」としての多くのポテンシャルを持っていると言われています。
平成20年に当所、福岡県、福岡市を中心に、「人材の確
保・育成」、「ビジネス機会の拡大」等を通じて、ファッション

産業の集積を促進することを目的に『福岡アジアファッション
拠点推進会議』を設立し、以来「FACo（福岡アジアコレクション）」

（ファッションショー）、「F.W.F（ファッションウィーク福岡）」（シティプロモー

ション）などの事業を実施して参りました。
今回10年の節目を迎えるにあたり、これまでの10年間の

あゆみや実績を振り返るともに、本年3月に開催するファッ
ションイベントをご紹介します。

産学官連携の人材育成
★FACoを活用した人材育成
★地場企業への学生インターン

シップ派遣
★ファッション産業に関する最新

動向の情報発信

BtoBの取り組み
★合同展示商談会「FFC・302 with 

GOLDRUSH」の開催
★全国のバイヤーとの商談機会を創出

ドキドキ、ワクワクと歓喜の

リアルクローズファッションショー チケット好評
発売中

詳しくはWEBをご覧くだ
さい!

特 集
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ション）などの事業を実施して参りました。
今回10年の節目を迎えるにあたり、これまでの10年間の

あゆみや実績を振り返るともに、本年3月に開催するファッ
ションイベントをご紹介します。
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ビジネス機会の拡大と人材育成33

「ファッションの街、福岡」を街中で楽しむシティイベント44

〈今回のF.W.F COLLABORATION〉
1 マッチングミーティング によるオリジナルコンテンツの展開
2商店街と学生のコラボイベント

学生が制作したオリジナルドレスを披露するファッションショーを開催

3商業施設と大学によるコラボ展示
学生による博多織をテーマにしたオリジナル作品を商業施設の広場に
て展示

　ビジネス機 会の拡 大として、「F FC・3 02  w i t h  
GOLDRUSH」（商談会）を、平成23年より13回開催し、
アパレル、バッグ、アクセサリー等小物などファッション関
連企業と、関東など国内のバイヤーとの商談機会を設け、
地元企業の販路開拓を目指してきました。

〈F3Gの実績〉
▶来場者数　のべ1,405人
▶商談件数　のべ3,779件、3.3億円成約

　F.W.F（ファッションウィーク福岡）は、ファッションで街
全体を盛り上げることで、内外からの集客や消費喚起を図
り、地域経済の活性化につなげることを目的に、2013年か
ら毎年開催しています。

　また、人材育成の支援として、福岡から世界で活躍する
ファッション関連人材を育成しようと、福岡の美容師や学
生を「FACo」のスタッフとして起用するほか、福岡の選抜
モデルが地元デザイナーの洋服を来てランウェイを歩くなど
の活躍の場を設けています。
　さらに卒業予定の専門学生を、新卒採用を計画している
地元アパレルメーカーへ、インターンシップとして紹介を行
い、学生のスキルアップを図っています。

〈FACoで活躍する地元人材活用実績〉
▶FACoヘアメイク参加者数　のべ630名
▶FACo福岡モデル参加者数　のべ200名

〈地元企業へのインターンシップ数〉
▶派遣先数　のべ47社
▶派遣者数　のべ126名

〈ファッション産業に関する情報発信実績〉
▶講演会数　のべ28回

第5回（2017）FUKUOKA STREET PARTY

第3回（2015）FUKUOKA STREET PARTY

　期間中は、博多、天神を中心とした福岡市内全域の様々
な商業施設や飲食店、ショップ等でファッションショーやオ
リジナルキャンペーン、セールなどのイベントを開催してい
ます。

第4回（2016）

第1回（2013）

テーマ  FUKU-OKA BLOSSOM!

テーマ  オシャレボリ
ューション !テーマ  シゲ着テキ!

F.W.Fの熱気は
年々急上昇！

その他、F.W.Fをさらに盛り上げるイベント・企画が目白押し！

福岡人気ショップが、 F.W.F
期間限定の様々なコラボ
レーションを展開します。 

F.W.F限定
コラボレーション

福岡の高感度女子3,000名束ねるFラボ（福岡/女の行動心理研究所）
がプロデュースする F.W. F のオープニングパーティー。今回は
DAY&NIGHT で開催！●日程／2018 年 3 月17日（土）●会場／
UN ION SODA（ユニオンソーダ）● 住 所／福岡市中央区大名
1-1-3-201●時間／14:00～17:00（フリーマーケット）19:00～24:00

（ナイトパーティー）

FASHION WEEK FUKUOKA “& PARTY”

福岡編集者・インスタグラマーが“福岡おしゃれ”を期間中情報発信し
ます。 ＃ファッションウィーク福岡

公式インスタグラマー

第2回（2014）

「ファッション」を通じた産業振興の取り組みとして始まった福岡アジアファッション拠点推進会議。
「ファッション」が今、食産業やコンテンツ産業などの業種、業態の垣根を越えてさらなるひろがりを見せています。

当拠点推進会議はこれからも、福岡が持つ多くの優れたポテンシャルを生かし、さらなるファッション産業と
コンテンツ産業の融合を図り、「アジアの若者に刺激を与える新しいファッション都市ふくおか」を発信していきます。

“福岡オシャレ”を福岡から発信していく9日間。

2018.
3.17SAT―
  3.25SUN

 マッチングミーティング
「福岡でしか体験できないオンリーワ
ンのファッションコンテンツ」を様々
な商業施設・ショップ等で展開する
F.W.F。事前に、参加する「ファシリ
ティ（施設）」とショーの実施やアイテ
ムの企画・制作・販売などを行う「コ
ミュニティ」をマッチングする“マッチ
ングミーティング”を実施しました。

〈マッチング事例〉

F.W.F オリジナルコインケース
福岡発バッグブランドAMICAL×福岡人気イラストレー
ターがコラボレーション。F.W.Fオリジナルコインケース
を製作。これらのコラボレーションと福岡の企業 株式
会社ヒデトレーディングの制作協力により、本企画が実
現。期間中はマッチングしたF.W.F参画施設にて合同プ
レゼントキャンペーンを実施します。

スペース提供
企画提案・実施

福岡
コミュニティ福岡

ファシリティ
クリエイター／

デザイナー／学生 他県内商業施設

F.W.F 

COLLABO

RATION

▲ざしきわらし▲澤田の頭の中

▲諌山直也

PinZERO -Nail Art-

▲世戸ヒロアキ▲RAFFA

　参加する商業施設、デザイナー・ブランド、合わせて集客者数が年々増加する中、6回目を迎え
る今回は、さらなる集客を図るため、オリジナルコンテンツの展開や、地元有名インスタグラマー
によるSNSを活用した情報発信など様々な仕掛けを準備しています。

ⓒTOMY
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〈地元企業へのインターンシップ数〉
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〈ファッション産業に関する情報発信実績〉
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ューション !テーマ  シゲ着テキ!

F.W.Fの熱気は
年々急上昇！

その他、F.W.Fをさらに盛り上げるイベント・企画が目白押し！

福岡人気ショップが、 F.W.F
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2018.
3.17SAT―
  3.25SUN
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企画提案・実施

福岡
コミュニティ福岡

ファシリティ
クリエイター／

デザイナー／学生 他県内商業施設

F.W.F 

COLLABO

RATION

▲ざしきわらし▲澤田の頭の中

▲諌山直也

PinZERO -Nail Art-

▲世戸ヒロアキ▲RAFFA

　参加する商業施設、デザイナー・ブランド、合わせて集客者数が年々増加する中、6回目を迎え
る今回は、さらなる集客を図るため、オリジナルコンテンツの展開や、地元有名インスタグラマー
によるSNSを活用した情報発信など様々な仕掛けを準備しています。

ⓒTOMY
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CLOSE UP
福岡商工会議所の動き

■FAMトリップのルート

追い出し猫に絵付けする参加者

【PRコーナー】セラー同士、
活発な交流が行われた

自社商品を熱くプレゼンテーションする
セラーとその話に耳を傾けるバイヤー

会場では、ごぼ天うどんの元祖「乙ちゃんうどん」（左）など懐かしいメニューに
加え、「鈴懸とパンストックのコラボパン」（右）など新しい商品が多数出品

議員とコンクール参加者での集合写真

❶追い出し猫本舗
（宮若商工会議所 推薦）

❷TOTOミュージアム
（北九州商工会議所 推薦）

❸嘉穂劇場
（飯塚商工会議所 推薦）

❹手づくりふるさと村
（嘉麻商工会議所 推薦）

2月1日

❺如意輪寺（かえる寺）
（小郡市商工会 推薦）

❻福田ファーム ベリー畑
（小郡市商工会 推薦）

❼博多の食と文化の博物館ハクハク
（福岡商工会議所 推薦）

❾博多伝統芸能館
（福岡商工会議所 推薦）

❽キャナルツーリストラウンジ
（福岡商工会議所 推薦）

2月2日
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商工会議所ならではの視点で
バイヤーにアプローチ
観光商談会「観光マッチング2018～観光de 九州～」

【九州北部豪雨 復興特別ブース】地元生産者の真心こもった商品を販売6日間、福博の地場食品を買い求めに多くの方が訪れた

福博の選りすぐりの食品や食材をPR
昨年を大幅に上回る３万3,372人が来場!!
第36回  食品まつり「博多うまかもん市」

　当所博多うまかもん市実行委員会（委員長＝中岡生公・
㈱鈴懸 代表取締役社長）は1月17日から22日までの6日
間、「食品まつり 博多うまかもん市」を岩田屋本店本館7階
大催事場で開催。前回を上回る63店（新規17店を含む）が
出店した。
　開催期間中、各店舗では新商品や博多うまかもん市限定
の商品を多数販売し、福博の地場食品の「安心・安全」を
積極的にPRした。また、昨年7月の九州北部豪雨の被害
にあった朝倉市、筑前町、東峰村の日替わりお楽しみ袋や
果物、野菜、加工食品などを各ブースで販売した。
　6日間で、前年比約13％増となる３万3,372人が来場し、

大盛況であった。なかでも、
ごぼ天うどんや博多皿うどん
などの復刻メニューや、パン
屋と和菓子屋のコラボレー
ションメニューなどは連日長蛇
の列が出来た。

1.17～22

部会長賞として
新日本製薬株式会社が表彰
第2回  福商「おもてなし」コンクール

　当所情報・文化・サービス部会（部会長=永江靜加・㈱
インターナショナル エア アカデミー代表取締役会長）は2月
14日、グラナダスィート福岡で福商「おもてなし」コンクール
を開催。64名が参加した。
　今回が2回目の開催となる本事業は、人にしかできない

「おもてなし」を通じて、企業の発展、ひいては福岡市の魅
力度向上に寄与することを目的とし、基調講演・講座・コン
クールの3事業で構成される。当日は、昨年12月に開催し
た基調講演と全3回の講座を受講した企業のうち11社が参
加し、各社、制限時間5分という短い時間内で、自社独自
の「おもてなし」を的確にまとめて発表を行った。
　コンクール終了後には、同部会より全社に「おもてなし」認
定証を贈呈。また、今回より新たに設けられた部会長賞に

新日本製薬株式会社、副部会長賞には株式会社LIXILシニ
アライフカンパニーと株式会社データ・マックスの2社が選
ばれた。
　参加者からは「対お客様だけではなく、社内におけるイン
ナーコミュニケーションの充実によるおもてなし力向上の取り
組みが参考になった」と好評だった。

ご来場いた
だき

誠にありが
とうござい

ました！

1.30～31

　当所は2月1、2日の2日間、観光商談会に参加したバイ
ヤーの一部を招いて「FAMトリップ※」を開催。2日間で国
内2社、海外4社の計6社の旅行業者が参加した。
　本事業は、バイヤーに新たに観光資源を発掘してもらうこ
と、また、視察先の観光施設には、外国人旅行者等へのア
ピールポイントを発見してもらうことを目的に開催。福岡県
内の商工会議所・商工会からの地元企業の推薦で決定した
右記9か所を訪問した。
　参加者からは、「今回訪問した観光資源は、新鮮なものば
かりでぜひ旅行コースに取り入れたい」、「施設は素晴らしい
ので、多言語対応に取り組んでいただければ、外国人観光
客をもっと呼び込める」などの声が聞かれた。

※「FAMトリップ」とは
　「Familiarization Trip（下見招
待旅行）」の略で、観光地などの
誘客促進の為、旅行業者を対象
に現地視察をしてもらうツアーを
指します。

バイヤーに県内の
新たな観光資源を紹介
福岡県内「FAMトリップ」

2.1～2

福岡市内出
発 

バスで周遊
！

2.14

　当所は1月30、31日の２日間にわたり、福岡ビルで観光
商談会「観光マッチング2018～観光de九州～」を開催した。
　今回は、国内8社、海外8社の計16社の旅行業者をバイ
ヤーとして招聘。九州全域から46社の観光協会・飲食業な
ど幅広い業種のセラーが参加し、2日間で計358件商談が
行われた。
　前回に比べ今回の商談会では、増え続けるインバウンド
旅行者の求めるものが“モノ”消費から“コト”消費に変化し
てきていることをうけ、体験型の商品をＰＲするセラーが増

加した。
　また、会場に設置された「PRコーナー」では、招聘バイ
ヤーをはじめ、九州圏内の旅行業者や観光産業に携わる企
業が自由に来場し、フリー商談が行われた。さらに「バイ
ヤー・セラー交流会（懇親会）」も同時開催し、商談時とは
違った和やかな雰囲気の中、参加者同士盛んな交流が行わ
れた。
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FUKUOKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS商工会議所の動き  FCCI NEWS

支店長会
2月例会

地域振興グループ　TEL 092-441-1118

　支店長会“ブランチ・コミュニケ”（会長＝草田哲也・ア
サヒビール㈱理事・福岡統括支社長会長）は 2 月 19 日、
Sansan株式会社との共催で2月例会「支店長交流会」を開
催。講演会に200名、懇親会には130名が参加した。
　第1部では、Google日本法人元代表取締役社長の辻野
晃一郎氏を講師に迎え「日本企業の少し未来の働き方」を
テーマに講演会を開催。続く第2部 懇親会では、参加者
同士、活発な交流を行った。

【第2部 懇親会】交流を深める参加者たち

2.19

福商ビジネス倶楽部
2月例会

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　福商ビジネス倶楽部は2月13日、株式会社愛しとーと 
代表取締役兼CEOの岩本初恵氏を講師に迎え、「どんどん
前向き！笑顔になれる輝きの法則―ビジネスを成功に導く
生き方と岩本流働き方改革―」をテーマに2月例会を開催。
57名が参加した。
　岩本氏は、創立のきっかけとなるお父様の言葉や仕事に
対する思いについて講演。多くの参加者が岩本氏の前向き
な考え方に感銘を受けていた。

講演会最後に岩本氏と集合写真を撮る参加者たち

2.13 小売商業部会
講演会

商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

　当所小売商業部会（部会長＝小野浩司・㈱ベスト電器 代
表取締役社長）は2月21日、新日本製薬㈱代表取締役の後
藤孝洋氏を講師に迎え、「人を大切にする経営をめざして」
をテーマに講演会を開催。179名が参加した。
　後藤氏は「企業は人財なり」との信念から、顧客のみな
らず社員とその家族、取引先、地域に感謝することを重視
していると紹介。参加者からは「自社でも社員の幸せを高
める取り組みを推進したい」等の声が寄せられた。

人を大切にする価値観やそれに基づく社内の取り組みについて説明した

2.21中小企業のための
サイバー犯罪対策必須セミナー

総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

　当所は2月16日、福岡県警察と共催で「会社の財産と情
報を守り抜く！中小企業のためのサイバー犯罪対策必須セ
ミナー」を開催、32名が参加した。
　セミナーでは、福岡県警察本部サイバー犯罪対策課管理
官の兼高廣氏、㈱日立製作所主管技師の川嶋一宏氏、あい
おいニッセイ同和損害保険㈱の山口千尋氏から、中小企業
を狙ったサイバー犯罪の手口と対策、万が一の被害に備え
たリスク管理について解説が行われた。

サイバー犯罪の仕組みを説明する川嶋氏

2.16中小企業経営改善セミナー

経営支援グループ　TEL 092-441-1146

　当所経営安定特別相談室は2月9日、如水グループ統括
代表で公認会計士の児玉邦康氏を講師に迎え、『中小企業
のIT・クラウドサービス導入による「生産性向上」と「働
き方改革」』と題しセミナーを開催。32名が参加した。
　セミナーで児玉氏は、人手不足や売上減少等に直面する
中小企業の喫緊の課題である「生産性の向上」について、
クラウドツール、クラウドソーシング、AIといったキー
ワードをもとに、その解決策を紹介した。

児玉氏の話に聞き入る参加者

2.9

会員企業の提案にアドバイスを行うバイヤー

講師の話に熱心に耳を傾ける参加者

商談Week

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　当所は 1 月 30、31 日の 2 日間、福岡ビルで「商談
Week」を開催。九州各地の企業から50社183商談の申し
込みがあり、バイヤーによる事前審査を経た43社が2日
間で合計121商談を行った。
　9回目を迎える今回は、国内外からバイヤー7社を招聘
し、事前予約制の個別商談会を実施。参加企業は、大手優
良バイヤーに自社自慢のこだわり商品を直接PRした。参
加企業からは「具体的なアドバイスが頂け、今後の商品開
発や販路拡大への課題が見えた」と、一方、バイヤーから
は「幅広く九州内の企業と交渉でき、採用につながりそう
な商品を見つけることができた」といった声が聞かれた。
　また同日に、販路拡大に役立つ2つのセミナーを開催。
遠東SOGOは、「台湾市場の現状と今後の動向についての
セミナー」をテーマに、今年6～7月に台湾で開催される
日本商品展「九州の美食と工芸展」への出店説明と台湾の
消費者ニーズについて解説した。ワトソン株式会社は、

「時代遅れにならないための動画活用セミナー」と題し、

SNS活用による動画コンテンツの効果等について説明し
た。どちらの会場も多くの参加者で埋め尽くされ、大盛況
であった。

1.30～
31 福岡女性起業塾

経営支援グループ　TEL 092-441-1146

　当所は2月3、4、10、11日の4日間、女性活躍推進の
一環として、女性限定の起業塾を開催。起業を目指す女性
や起業間もない女性起業家ら27名が参加した。
　本起業塾では、女性の中小企業診断士等を講師に迎える
ことで、参加・相談しやすい雰囲気を作りつつ、事業の具
体化に向け、実践的な指導を実施。最終日には参加者によ
る事業計画のプレゼンテーションを行った。塾終了後も、
当所職員による継続的なサポートが行われる。

起業の心構えやノウハウについての解説を熱心に聞く受講生たち

2.3・4・
10・11
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支店長会
2月例会

地域振興グループ　TEL 092-441-1118
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2.19
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対する思いについて講演。多くの参加者が岩本氏の前向き
な考え方に感銘を受けていた。

講演会最後に岩本氏と集合写真を撮る参加者たち

2.13 小売商業部会
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　当所小売商業部会（部会長＝小野浩司・㈱ベスト電器 代
表取締役社長）は2月21日、新日本製薬㈱代表取締役の後
藤孝洋氏を講師に迎え、「人を大切にする経営をめざして」
をテーマに講演会を開催。179名が参加した。
　後藤氏は「企業は人財なり」との信念から、顧客のみな
らず社員とその家族、取引先、地域に感謝することを重視
していると紹介。参加者からは「自社でも社員の幸せを高
める取り組みを推進したい」等の声が寄せられた。
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を狙ったサイバー犯罪の手口と対策、万が一の被害に備え
たリスク管理について解説が行われた。
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き方改革」』と題しセミナーを開催。32名が参加した。
　セミナーで児玉氏は、人手不足や売上減少等に直面する
中小企業の喫緊の課題である「生産性の向上」について、
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ワードをもとに、その解決策を紹介した。

児玉氏の話に聞き入る参加者

2.9

会員企業の提案にアドバイスを行うバイヤー

講師の話に熱心に耳を傾ける参加者

商談Week

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　当所は 1 月 30、31 日の 2 日間、福岡ビルで「商談
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発や販路拡大への課題が見えた」と、一方、バイヤーから
は「幅広く九州内の企業と交渉でき、採用につながりそう
な商品を見つけることができた」といった声が聞かれた。
　また同日に、販路拡大に役立つ2つのセミナーを開催。
遠東SOGOは、「台湾市場の現状と今後の動向についての
セミナー」をテーマに、今年6～7月に台湾で開催される
日本商品展「九州の美食と工芸展」への出店説明と台湾の
消費者ニーズについて解説した。ワトソン株式会社は、

「時代遅れにならないための動画活用セミナー」と題し、

SNS活用による動画コンテンツの効果等について説明し
た。どちらの会場も多くの参加者で埋め尽くされ、大盛況
であった。

1.30～
31 福岡女性起業塾

経営支援グループ　TEL 092-441-1146

　当所は2月3、4、10、11日の4日間、女性活躍推進の
一環として、女性限定の起業塾を開催。起業を目指す女性
や起業間もない女性起業家ら27名が参加した。
　本起業塾では、女性の中小企業診断士等を講師に迎える
ことで、参加・相談しやすい雰囲気を作りつつ、事業の具
体化に向け、実践的な指導を実施。最終日には参加者によ
る事業計画のプレゼンテーションを行った。塾終了後も、
当所職員による継続的なサポートが行われる。

起業の心構えやノウハウについての解説を熱心に聞く受講生たち
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産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　昨年12月末に着任した駐福岡大韓民国総領事館の
孫鐘植総領事が２月20日、当所礒山会頭へ着任挨拶
のため表敬訪問された。
　孫総領事は、「若者が多く活気溢れる福岡は、韓国
の若者を惹きつけている。相互の往来がより活発にな
るよう努めたい」と挨拶した。それを受け、礒山会頭は

「今後も、密接な関係を築いている釜山商工会議所な
どと連携し、世界的なスポーツ大会などを契機に国境
を越えて経済交流する仕組みを作りたい」と述べた。

駐福岡大韓民国総領事館　孫鐘植総領事
2.20表敬訪問

孫総領事（左）と礒山会頭（右）

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　当所礒山会頭は2月20日、台北駐福岡経済文化弁
事処（所長＝戎義俊氏）を訪れ、2月7日未明（日本時
間）に台湾東部で発生した地震に関し、犠牲となった
方々へのお悔やみと被災された方々へお見舞いの言葉
を伝え、お見舞金を贈呈。
　戎所長からは「皆様の友情に心から感謝する。お互
いに助け合うことで更に絆を深めることができた」と
謝辞があった。

「台湾東部における地震」に伴う
お見舞い

2.20お見舞い

戎所長（右）にお見舞金を贈呈する礒山会頭（左）

福岡商工会議所女性会
2月例会

経営支援グループ　TEL 092-441-2170 （女性会担当）

　福岡商工会議所女性会（会長＝森 純子・㈱如水庵 取締
役副社長）は2月21日、株式会社デキャンタージュ代表取
締役の小林由紀氏を講師に迎え、『モノ売りからコト売り
へ』をテーマに2月例会を開催。25名が参加した。
　講演会で小林氏は、全国女性起業家大賞受賞※のきっか
けとなったバースデーストーンソープの誕生秘話や、今後
の新事業展開などについて等幅広くお話をされた。終了後
には、理事会報告、2名の会員PRが行われた。

小林氏の話を熱心に聴く参加者

2.21

第587回常議員会

総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

　当所は2月21日、第587回常議員会を開催した。
　常議員会では、1月度の会員入会について承認された。
　引き続き、次期中期方針について、各部会や会員企業か
らの意見・要望等を反映した方針案の策定状況を事務局よ
り報告。
　この他、1月の生命共済制度の加入状況、主たる活動報
告・行事予定、部会・委員会・女性会活動、主催事業、後
援事業等についての報告を行った。
　なお、議員懇話会、工業部会、エネルギー部会、理財部
会等より、各種事業の開催について報告および案内があっ
た。

2.21

※『第16回全国女性起業家大賞』において、スタートアップ部門の優秀賞を受賞

12　MARCH ◦ FUKUOKA 会議所ニュース 2018



FUKUOKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS商工会議所の動き  FCCI NEWS

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　昨年12月末に着任した駐福岡大韓民国総領事館の
孫鐘植総領事が２月20日、当所礒山会頭へ着任挨拶
のため表敬訪問された。
　孫総領事は、「若者が多く活気溢れる福岡は、韓国
の若者を惹きつけている。相互の往来がより活発にな
るよう努めたい」と挨拶した。それを受け、礒山会頭は

「今後も、密接な関係を築いている釜山商工会議所な
どと連携し、世界的なスポーツ大会などを契機に国境
を越えて経済交流する仕組みを作りたい」と述べた。

駐福岡大韓民国総領事館　孫鐘植総領事
2.20表敬訪問

孫総領事（左）と礒山会頭（右）

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　当所礒山会頭は2月20日、台北駐福岡経済文化弁
事処（所長＝戎義俊氏）を訪れ、2月7日未明（日本時
間）に台湾東部で発生した地震に関し、犠牲となった
方々へのお悔やみと被災された方々へお見舞いの言葉
を伝え、お見舞金を贈呈。
　戎所長からは「皆様の友情に心から感謝する。お互
いに助け合うことで更に絆を深めることができた」と
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年6回＝1割引、年12回＝2割引長期契約割引

毎月先着15枠

福岡商工会議所
広報サービスのご案内 福岡の企業に届けたい

 広告ありませんか？
福商・会員16,000社にダイレクトに届く!!

九州最大の商都「福岡」に密着した広報手段

●お申し込みはとっても簡単！
掲載希望月の前々月末までにFAXでお申し込み用紙をお送りください。お申し込み用紙は、当所ホームページに掲示しています。

■発送先の内訳
　（福岡商工会議所 会員企業）
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65.2％
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※平成28年3月末現在概算

「商工会議所の会員企業の皆様に、自社の商品を知って頂きたい」との声に応える福岡商工会議所
の広告サービス。対象を事業者に特化した「ニッチな広告媒体」として、ご利用を頂いています。 

誌面広告
●チラシと比べて、保管される期間が長い
●他の誌面と合わせて、じっくり見てもらえる
●チラシの印刷費用が発生しない分、チラシオリコミより低予算で可能

表4カラー
【裏表紙】

表2カラー
【表紙の裏】

表3カラー
【裏表紙の裏】

記事中

原稿サイズ 全ページ 1／2ページ 1／3ページ

¥216,000（¥259,200）

¥172,800（¥207,360）

¥151,200（¥181,440）

¥108,000（¥129,600）

¥97,200（¥116,640）

¥86,400（¥103,680）

¥54,000（¥64,800） ¥32,400（¥38,880）

※（　）の金額は1月・4月の金額です。　※価格は8％の消費税等を含んでいます。

チラシオリコミ
●A3・A2など大判チラシでも対応可能
●自由なデザインで、自社のカラーを出しやすい
●裏面を申込用紙とすれば、閲覧者にとってスムーズな申し込みを実現できる

チラシ

B3・A2以上
【30gまで】

B4・A3

B5・A4

パンフレット
【A4以下、30gまで】

原型サイズ 料　金

¥152,228

¥100,799

（¥182,674）

（¥120,960）

¥255,085（¥306,103）

¥255,085（¥306,103）

※（　）の金額は1月・4月の金額です。　※価格は8％の消費税等を含んでいます。

お申し込み

お申し込み

トップページ ビジネスチャンス 広報支援〈会報誌への誌面広告〉〈会報誌へのチラシ折込〉

会員企業限定

先着順

11 アジアの玄関口で、人口156万人を抱える全国5番目の都市「福岡」。
この街の商工会議所が行う、地域密着の広報媒体です。

配布対象を「福岡の事業者・経営者」に特化22 配布先は福岡市内を中心とする商工会議所の会員企業だけ！ 一般の
世帯にも配布される新聞折込やポスティングと比べて無駄がありません。

コストパフォーマンスが高く、お申込も簡単33 ダイレクトメールの発送や、多額の費用がかかるマス媒体向けの広告と
比べて、低コストで行う事ができます。さらにお申し込みはFAX1枚で
OK。その後のやり取りもFAXやメールなので手間がかかりません。

お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

＊チラシの印刷はお客様でご手配く
ださい。

＊A4以上の大きさのチラシは、A4
に折ってご納品ください。折り方・
綴じ方に指定があります。
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中
央
区

東
区

博
多
区

南
区

筑
紫
郡

（株）ハイヤーセルフ

芦森工業（株）  九州営業所

ナチュラルブレスト（株）

（株）天水工

中華そば  ふくちゃん

ベルリッツ・ジャパン（株）

薬膳ハウス金木犀

MANLY COFFEE

（同）八洲開発

（株）メディアクラフト

筑紫厨機

（株）アーバンリゾート

不動産業

防災関連商品の販売

人工乳房の製造販売

管工事業（主に給排水設備工事）

ラーメン店

語学事業

料理教室

コーヒーの自家焙煎

家屋解体、建設業

システム開発

業務用厨房機器の販売

ゴルフ場経営（筑紫ヶ丘ゴルフクラブ）

福岡市東区和白東1-1-1-706号

福岡市博多区博多駅東3-1-29

福岡市博多区住吉3-1-18  福岡芸術センター507

福岡市博多区竹丘町2-4-7

福岡市中央区清川2-1-34-1F

福岡市中央区天神2-8-34  住友生命福岡ビル2階

福岡市中央区警固1-6-56  サウスガーデン6階

福岡市中央区平尾2-14-21

福岡市南区若久団地5  アーベインルネス若久5-101

福岡市南区向野2-3-4

福岡市南区柳瀬1-33-12  柳瀬ビル5号

筑紫郡那珂川町後野571

土地、建物に係る有効活用のご提案をお手伝いします

防災・ライフライン・自動車関連等、人の命を守る製品を提供します

乳がんで乳房を失った患者様のためにリアルな人工乳房を作成します

水廻りのことなら、お任せください！安心の水道工事指定業者店です

知る人ぞ知る名店、中華そば信兵衛の復刻版店舗がオープン！

企業のグローバル化に、語学教育・人材育成等でお役に立ちたいと思います

薬膳料理の教室をしています。平成30年春から棗チップス販売開始

フレッシュでフルーティーなコーヒーをお届けします！

国の基準にあった、アットホームな会社です。解体工事をします

多種多様なお客様のニーズを確実に形にし、ご提案します

業務用厨房機器の販売やメンテナンス修理を承っています

福岡市内から一番近い27ホールのゴルフ場

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-405-2873

092-473-4650

092-292-3883

092-586-9273

092-775-9025

092-717-1665

080-3189-4063

092-522-6638

092-555-5501

092-552-5511

092-710-0557

092-952-6012

設備設計業

弁当製造販売

産業廃棄物の処分

建設工事（施工、設計、監理）

管工事業

厨房機器販売施工

ミュージックバー（飲食店）

ヤマヨシ産業（株）

（株）博多松栄軒

（株）アース

大祥建設（株）

（有）中村設備

カイセイ厨機（株）

タンブーロ

博
多
区

中
央
区

営業内容／事業所名

オリジナルバッグの企画・販売

塗装工事

軽貨物運送業

日中貿易輸出入

（株）サンドラアンドカンパニー

Section One

べんり商会

（株）AS

早
良
区

西
区

糸
島
市

糟
屋
郡

営業内容／事業所名

串揚げ専門店「串匠」３店舗経営

お菓子小売

システムインテグレーション

不動産登記、商業登記

制御機器・電子機器の販売

建築板金

弁当、惣菜販売

（株）串匠

おかし屋BETSUBARA

（株）ファインゲート

和薫司法書士事務所

大伸産業（株）  福岡営業所

（有）田中板金工業

舷喜屋  七隈店

営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

城
南
区

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？

新規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...
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芦森工業（株）  九州営業所

ナチュラルブレスト（株）

（株）天水工

中華そば  ふくちゃん

ベルリッツ・ジャパン（株）

薬膳ハウス金木犀

MANLY COFFEE

（同）八洲開発

（株）メディアクラフト

筑紫厨機

（株）アーバンリゾート

不動産業

防災関連商品の販売

人工乳房の製造販売

管工事業（主に給排水設備工事）

ラーメン店

語学事業

料理教室

コーヒーの自家焙煎

家屋解体、建設業

システム開発

業務用厨房機器の販売

ゴルフ場経営（筑紫ヶ丘ゴルフクラブ）

福岡市東区和白東1-1-1-706号
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福岡市中央区平尾2-14-21

福岡市南区若久団地5  アーベインルネス若久5-101

福岡市南区向野2-3-4

福岡市南区柳瀬1-33-12  柳瀬ビル5号

筑紫郡那珂川町後野571

土地、建物に係る有効活用のご提案をお手伝いします

防災・ライフライン・自動車関連等、人の命を守る製品を提供します

乳がんで乳房を失った患者様のためにリアルな人工乳房を作成します

水廻りのことなら、お任せください！安心の水道工事指定業者店です

知る人ぞ知る名店、中華そば信兵衛の復刻版店舗がオープン！

企業のグローバル化に、語学教育・人材育成等でお役に立ちたいと思います

薬膳料理の教室をしています。平成30年春から棗チップス販売開始

フレッシュでフルーティーなコーヒーをお届けします！

国の基準にあった、アットホームな会社です。解体工事をします

多種多様なお客様のニーズを確実に形にし、ご提案します

業務用厨房機器の販売やメンテナンス修理を承っています

福岡市内から一番近い27ホールのゴルフ場

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-405-2873

092-473-4650

092-292-3883

092-586-9273

092-775-9025

092-717-1665

080-3189-4063

092-522-6638

092-555-5501

092-552-5511

092-710-0557

092-952-6012

設備設計業

弁当製造販売

産業廃棄物の処分

建設工事（施工、設計、監理）

管工事業

厨房機器販売施工

ミュージックバー（飲食店）

ヤマヨシ産業（株）

（株）博多松栄軒

（株）アース

大祥建設（株）

（有）中村設備

カイセイ厨機（株）

タンブーロ
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多
区

中
央
区

営業内容／事業所名

オリジナルバッグの企画・販売

塗装工事

軽貨物運送業

日中貿易輸出入

（株）サンドラアンドカンパニー

Section One

べんり商会

（株）AS
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西
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糸
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糟
屋
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営業内容／事業所名

串揚げ専門店「串匠」３店舗経営

お菓子小売

システムインテグレーション

不動産登記、商業登記

制御機器・電子機器の販売

建築板金

弁当、惣菜販売

（株）串匠

おかし屋BETSUBARA

（株）ファインゲート

和薫司法書士事務所

大伸産業（株）  福岡営業所

（有）田中板金工業

舷喜屋  七隈店

営業内容／事業所名

中
央
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南
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福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？

新規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...

※会費は全額、損金または必要経費に算入できます。
※福岡市内に事業所を有しない商工業者の方は「特別会員」としてご入会いただけます。
　「特別会員」は当所議員の選挙権・被選挙権はなく、部会への所属ができません。
　しかし、事業・サービスは一般の会員と同様にご利用できます。

加入資格 福岡市内に事業所を有し事業を営んでいる方で
あれば、業種・規模は問いません。

特 典

年会費

ご入会 いただいた方全員に

会議所サービス利用券

3,000円分 進呈

ご紹介 いただいた方全員に

QUOカード

1,000円分 進呈

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
E-mail：shiryouseikyu_k＠fukunet.or.jp

職員が訪問し、ご説明させていただきます。
まずは、お電話ください。

福岡商工会議所では、域内の事業者の方々の声を広く集め、
地域経済の発展につなげるために日々活動しています。
趣旨にご賛同いただける方のご入会を随時受け付けています。

地域の声に耳を傾け、
地域の発展を考える福岡商工会議所に

お知り合いの方を

共に発展しましょう！！

ご紹介
ください！！

特典
あります！

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
資料請求、詳細につきましては当所ホームページをご覧ください。

福岡商工会議所の福利厚生充実プランのご案内

ベネフィット・ステーション ゴールドコース
スマートフォンで簡単利用！

200ページに及ぶサービスメニューの
ガイドブックを毎年お一人様一冊

無料配布します。

加入人数が
少なくても
安心な
料金設定

管理・事務
手続きの
手間を解消

低コストで
充実した

福利厚生が実現
※約120万件の
メニュー

福商とベネフィット・ワンとの提携メニュー！
全国約7,170団体が導入する「ベネフィット・ステーション」の
メニューを割安な福商会員特別料金でご利用いただけます。 
※事業所としてサービス利用申込手続が必要です。

1～10名／21,600円
11～100名／108,000円
101～1,000名／324,000円
1,001名以上／1,080,000円

1～100名／1,134円
101～1,000名／1,026円
1,001名以上／918円

1,080円
1名／216円　2名／432円　3名／648円
4名／864円　5名以上／1,080円

ベネフィット・ステーション ゴールドコース料金表
福商会員限定の格安特別料金にてご利用いただけます！

入会金

通常料金 福岡商工会議所会員特別料金

無  料

864円
基本料金／月

会費／月
※料金は1名ごとに
　加算されます。

ほかにも…飲食店、フィットネス、ショッピング、スクール・カルチャー、リラクゼーション、育児・健康

【スポーツクラブ】
スポーツクラブNAS

（博多・北天神・姪浜・六本松）
都度利用料金 970円

【エンタメ】
映画鑑賞券  割引購入

（例）TOHOシネマズ、ユナイテッドシネマ/シネプレックス
通常1,800円➡1,300円MOVIE

9,000円個人事業者の
場合

以
上 15,000円法人・団体の

場合
以
上

　　　　 【レジャー】ハーモニーランド
入園＋アトラクション利用（対象期間2018.3.17㈯～4/8㈰）

通常2,900円（税込)➡500円
※3歳以下は無料  ※webにてお申し込み（先着順）

特別企画
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九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会
南立 清治

ホームページ  http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/

税務 &A
専門家に聞く

個人が仮想通貨を売却又は
使用した場合の課税関係
個人が仮想通貨を売却又は
使用した場合の課税関係

　個人がビットコインをはじめとする
仮想通貨を売却又は使用することによ
り生じる損益等の課税関係について
概要を教えてください。

　平成29年9月に国税庁HP「タックスア
ンサー」において、ビットコイン（注1）の売却
又は使用に係る損益は、原則として雑所得

に該当するとの扱いが示されました（注2）。
　例えば、給与所得者の場合、その雑所得の金額が20
万円超であれば確定申告が必要となります（注3）。
　総合課税の雑所得に区分されるということは、その利
益に対しては、超過累進税率が適用されますし、仮想通
貨同士の損益や公的年金等といった同じ雑所得内での内
部通算のみ可能となり、雑所得の金額の計算上損失が
生じても、他の所得（給与所得など）と通算することはで
きず、その損失を翌年へ繰越すこともできません。ま
た、申告分離課税となるFX（外国為替証拠金取引）や
株式等との損益通算もできません。
　それと、平成29年7月から改正資金決済法の仮想通
貨に該当するものの譲渡等に係る消費税は、非課税とな
りました。

⑴仮想通貨の売却又は使用により課税関係が生じる場合
①仮想通貨の売却（日本円などに換金）
　その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所
得金額（注4）となる。
②買い物等で仮想通貨をその決済に使用

　その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額
との差額が所得金額となる。
③仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入（仮想通貨と
仮想通貨の交換）
　その使用時点での他の仮想通貨の時価（購入価額）
と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額
となる。

⑵仮想通貨で課税関係が生じない場合
①仮想通貨を保有しているだけの場合は、取得時点と比
べて含み益が出ていても、課税関係は生じません。
②仮想通貨の分裂（分岐）に伴い、新たに誕生した仮想
通貨を取得した場合は、分裂（分岐）時点において取
引相場が存在しておらず、同時点においては価値を有
していなかったと考えられることから、課税関係は生
じません。

　
⑶仮想通貨の取得価額
　⑴の計算における取得価額において、同一の仮想通
貨を2回以上取得した場合には、移動平均法を用いて取
得価額を算定する。ただし、継続して適用する場合は、
総平均法を用いることもできる。

　ビットコインなどの仮想通貨の現状は、「通貨」の役割
をほとんど果たしておらず、値上がり益を期待する単な
る投機対象となっているようです。そのため、今後の仮
想通貨の動向によっては課税関係等も変わる可能性があ
ると思われますので、仮想通貨の売却又は使用に係る損
益が発生した時は、早めに税理士にご相談ください。

A

Q

注1　タックスアンサーは「ビットコイン…の課税関係」というタイトルですが、
ビットコイン以外に多数ある仮想通貨についても、同様の課税関係になり
ます。国税庁が平成 29 年12月1日付けで新たに『仮想通貨に関する所得
の計算方法等についてという（FAQ）を公開しましたが、ここでは、「ビット
コインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益
…」と明記されています。

注 2　事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合は、事業所
得等となります。

注3　医療費控除等の適用や、ふるさと納税等で確定申告が必要な場合は、たと
えその雑所得が20万円以下でも、すべての所得を申告する必要があります。

注4　雑所得の金額の計算は、収入金額から取得価額を含む必要経費を差引い
た金額
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情報室危機管理
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害を防止するための「サイバー補導」という取り組みを行っ
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助交際等の不適切な書き込みを発見した場合、書き込みを
行った少年と直接会って指導・助言を行い、性犯罪等の被
害から少年を守る活動です。

〈平成29年中にサイバー補導した少年の特徴〉
　学職別で見ると、高校生が51％と最多で、最年少は12
歳の中学生となっており、小遣い稼ぎとして援助交際を
行っているケースが多く見られます。
　また、援助交際をしている者の中で非行歴や補導歴のな
い者が約7割を占めているのが特徴です。

　補導した少年（204人）のうち、フィルタリングをしていた
者は24％であり、依然として、フィルタリングが浸透してい
ない状況にあります。

【自画撮り被害について】

　コミュニティサイト等で知り合った面識のない者に、だま
されたり、脅されたりして裸や下着姿の写真を撮影させら
れ、送信させられる児童ポルノ事犯の「自画撮り被害」が増
加しています。

〈自画撮り被害を防止するために〉
　家庭のルールを作って日頃からスマートフォンの利用方法
について親子で話し合い、知らない人とSNSやメールのや
り取りをしない、どんな理由でも裸や下着姿の写真は撮ら
ない・送らないということを徹底しましょう。

〈子どもをネット被害から守るために〉
◆フィルタリングを設定しましょう。
　スマートフォンには、「携帯電話回線による接続」「無線
LAN回線による接続」「アプリによる接続」に関するフィル
タリングを併用して設定する必要があります。

◆携帯電話の利用ルールを決めましょう。
　「日頃使っているアプリは何？」「誰とどんなやりとりをし
ているの？」など何でも聞ける親子のコミュニケーションを
図り、携帯電話の利用ルールを決めておきましょう。

STOP!! 子どもの性被害
あなたのお子さんは大丈夫！？

お問い合わせ

福岡県警察本部少年課
TEL・FAX 092-641-4141

平成27年
12人

平成28年
163人

平成29年
204人

■サイバー補導による少年の補導人数

■学識別 ■非行歴・補導歴

非行歴・
補導歴なし
70％

補導歴のみ
21％

中学生
9％

高校生
51％大学生

8％

専門学校生
8％

有職3％

無職14％

アルバイト7％

非行歴のみ
1％

非行歴・
補導歴あり
8％
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「ふくおか経済統計ハンドブック
（2017年改訂版）」を発刊!!

　この本は、福岡県の姿を、人口、

産業、行財政、労働・家計、海外取

引、地域のポテンシャルといった幅

広い角度から、データで客観的に捉

えるとともに、統計を読み解くため

に必要な用語解説や分析の手法も掲

載しています。

　この機会に是非ご購入頂き、企業経

営や自己啓発にお役立てください！

▶価格　1,000円（税込）
※amazonでもご購入頂けます。

【お問い合わせ】
福岡県統計協会（担当：池田）

TEL 092-641-3560
E-mail : fukuokatokei@energ
y.ocn.ne.jp
http://www.fukuokatokei.jp/
handbook.html

職業安定法の改正について
(施行日：平成30年1月1日）

　企業が労働者の募集を行う際の労

働条件明示等のルールが次のように

改正されました。

●求職者に明示しなければならない労

働条件の事項に追加がありました。

●面接等の過程により、求人票で明

示した労働条件が変更される場合

には、企業は速やかに求職者に変

更した労働条件を明示することが

必要となりました。

　厚生労働省のホームページに、資

料を掲載しています。「職業安定法  平

成29年改正」で検索してください。

【お問い合わせ】
福岡労働局職業安定部需給調整事業課

TEL 092-434-9711

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

福岡県提携融資制度のご案内

　福岡県では九州労働金庫を取扱金

融機関として、中小企業で働いてい

る方を対象に、生活資金、出産育児

資金、介護資金などをご融資する制

度を設けています。

　詳細については、下記九州労働金

庫ホームページまたはお近くの店舗

へご確認ください。

【お問い合わせ】
九州労働金庫ローンセンター天神

TEL 092-724-4343

九州労働金庫ローンセンター北九州

TEL 093-662-6041

九州労働金庫ローンセンター久留米

TEL 0942-33-7117
http://kyusyu.rokin.or.jp/
loan/municipality/fukuoka/

お客様相談
フリーダイヤル http://www.fukuoka-cgc.or.jp/０１２０-１１２-２４９

福岡県信用保証協会 検索

【お問い合わせ先】
福岡地区担当部署
■本所営業部：☎092-415-2601
■大濠支所　：☎092-734-5923

中小企業のベストパートナー

PR

平成30年4月から
新しい信用保証制度がスタートします！

平成30年4月から
新しい信用保証制度がスタートします！
信用保証制度の見直しが行われ、平成30年4月から新たな制度がスタートします。
制度の主な見直し内容について、お知らせします。

中小企業の多様な資金需要にきめ細かく対応

（1）危機関連保証の創設
大規模な経済危機、災害等の事態に際し、予め適用期限を区
切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして、危機
関連保証が創設されます。
（通常の一般保証とは「別枠」）※保証割合100％

（2）小規模事業者への支援拡充
小規模事業者の皆さまが保証割合100％で受けられる融資
の限度額が拡充されます。（1，250万円→2，000万円）

（3）創業関連保証の拡充
創業者の皆さまが手元資金なしで保証割合100％で受けら
れる融資の限度額が拡充されます。
（1，000万円→2，000万円）

（4）特定経営承継関連保証の創設
事業承継を受けた経営者の方が、株式の取得等のために個
人でも活用できる特定経営承継関連保証が創設されます。

金融機関と連携した支援

（1）信用保証協会と金融機関の連携
プロパー融資（信用保証なしの融資）と信用保証付き融資を
適切に組み合わせるなど、金融機関との連携を進めていき
ます。

（2）信用保証協会における経営支援
中小企業に対する経営支援業務が信用保証協会の業務とし
て法律上に明記されますので、これまで以上に経営支援の取
組みを強化していきます。

（3）セーフティネット保証5号の保証割合の引下げ
不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の保証割合
が100％から80％に変更されます。（「別枠」は維持）
※平成30年3月31日以前に保証申込みの受付がされた融資について
は、4月1日以降も100％。
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福岡の統計
平成30年1月〈2018.1〉

＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は翌月1日現在、（※2）は前月末、
　（※3）は前々月末の数字。
＊「－」は誌面校了日時点での未発表分です。数値につきましては、お問い合わせください。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

794,919 

1,570,925 

101.5 

101.2 

322,157 

10,354 

18,737 

174,686 

441 

22,511 

1,435 

―  

―  

926 

10,702 

16 

110 

17 

1,921 

1.8

0.9

0.9

1.1

1.2

▲3.1

2.2

0.0

▲12.3

15.6

▲3.4

―

―

9.5

10.8

0.0

7.8

0.0

▲21.2

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会

（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店

（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店

（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会

（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」

（平成27年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

1.62 

124,101 

70,417 

174 

―  

1,214,928 

5,025,484 

4,648,542 

948,063 

―  

1,482,302 

562,726 

6,906 

6,106 

―  

―  

14,166 

2,501,500 

416,576 

1,238,920 

15.7

13.1

▲3.3

▲9.8

―

2.5

5.5

3.5

3.6

―

1.5

15.9

0.7

8.3

―

―

▲0.1

9.0

26.2

3.3

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

万人

台

人

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

JR西日本

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター

（福岡県内）

法務省「出入国管理
統計」より九州観光
推進機構にて集計
観光庁「宿泊旅行統
計調査」より九州観
光推進機構にて集計

福岡北九州
高速道路公社

（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）

有効求人数（福岡県）

有効求職者（福岡県）

完全失業数（全国）

福岡都市高速道路通行台数

博多駅乗降人員　新幹線

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

外国貿易　輸出（九州経済圏）

　 〃　 　輸入（九州経済圏）

博多港入港船舶（外航・内航合計）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

旅券発行総数

訪日外客数（全国）

九州 入国外国人数（14条上陸含む）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

※この行事予定は平成30年3月1日現在のものです。詳しい時間・場所はお問い合わせください。

行事予定福岡商工会議所の 2018.3/10 ---4/9calendar
月 日 曜 開始 場　所件　　名

3 11 日

12 月

14 水

16 金

17 土

18 日

20 火

第22回 ビジネス会計検定試験（1～3級）
【理財部会・春季講演会】
「最近の経済情勢等について」
サロンで明日から使える話題のITツールをご紹介！

【海外向け商談会】
バンコク伊勢丹「九州・四国フェア」個別商談会

【福商リスクマネジメントセミナー】
PL・製品安全を巡る、「最近のトピックスと最
前線の企業対策」セミナー

【福商ビジネス倶楽部】3月例会『特別講演会』
3,000人のトップに会って分かったこと
ファッションウィーク福岡（F.W.F）2018（～25日）
第24回 メンタルヘルス・マネジメント
検定試験（Ⅰ・Ⅲ種）

【第6回プロフェッショナル人材活用セミナー】
人事制度、採用戦略の見直しで労働不足に打ち勝つ

各試験会場

15:00 当所会議室

10:00 当所会議室

14:00 当所会議室

  9:00 当所会議室

15:00 当所会議室

当所会議室

福岡市内全域

各試験会場

講演会
18:30
懇親会
20:00

3 25 日

4 5 木

26 月

27 火

福岡国際
センター

13:30 エルガーラ
8 階大ホール

10:30 当所会議室

10:00 当所会議室

月 日 曜 開始 場　所件　　名

FACo（福岡アジアコレクション）2018 SS　
経営者・後継者のための事業承継セミナー
第588回常議員会・第220回議員総会記者会見

【福商実務研修講座】
新入社員基礎講座2018（～6日）
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お問い合わせ／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 092-441-2845　FAX 092-441-2810　福岡市博多区博多駅前2-9-28

東京海上日動火災保険株式会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三井住友海上火災保険株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

引受保険会社
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お問い合わせ／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 092-441-2845　FAX 092-441-2810　福岡市博多区博多駅前2-9-28

東京海上日動火災保険株式会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三井住友海上火災保険株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

引受保険会社

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
※すべて税込　※その他検診内容、オプションについては当所HPをご確認ください。

6
日間 夏期
生活習慣病健診

会員  4,630円
特定商工業者  7,710円

基本健診料金

場所：当所 3階 301会議室
定員：900名
申込期間：3/12（月）～6/1（金）

7/30（月）～ 8/1（水）
8/6（月）～ 8/8（水）

4
日間

女性検診

各 3,240円

検診料金

場所：当所会議室
定員：各日 50名
申込期間：3/12（月）～6/1（金）

8/2（木） 、8/3（金）
8/23（木）、8/24（金）

6
日間 秋期
生活習慣病健診

会員  4,630円
特定商工業者  7,710円

基本健診料金

場所：当所 3階 301会議室
定員：900名
申込期間：7/2（月）～8/31（金）

10/15（月）～ 10/20（土）

●子宮頸がん検診（細胞診）
●マンモグラフィー検査（2方向）
●乳腺エコー検査

平成30年度  当所健診についてのお知らせ平成30年度  当所健診についてのお知らせ

PR
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5月10日（木）10:00～17:00NO.6

管理職向け会計分析力強化セミナー
〈経理（管理職）向け〉
1.企業会計の基本について／2.損益分岐
点分析からわかること／3.キャッシュフ
ロー計算書について／4.決算書分析につ
いて
※当日は電卓をご持参ください。

◎定員：35名
◎受講料：会員15,430円／一般・特商22,630円

コンサルタントネットワーク㈱
安藤覺氏

4月26日（木）10:00～17:00NO.4

メール&ビジネス文書・電話応対マナー講座
〈新入社員・若手社員向け〉
1.ビジネスeメールの基本ルールとマナー
／2.ビジネス文書の敬語・表現・マナー
の基本／3.電話応対の基本／4.講座の振
り返り
◎定員：35名
◎受講料：会員15,430円／一般・特商22,630円

㈱インターナショナル
エア アカデミー

東久美子氏

①4月9・10日（月・火）
②4月17・18日（火・水）
③4月23・24日（月・火）

①・②・③いずれも
10:00～17:00

（2日間）

新入社員・若手社員のためのビジネスマナー
〈新入社員・若手社員向け〉
【1日目】 1.オリエンテーション／2.信頼さ
れる新入(若手)社員に求められること／3.
ビジネスマナー～印象編～　他

【２日目】 1.ビジネス電話応対／2.ビジネ
スマナー～応用編～／3.ビジネスケースス
タディ　他
◎定員：各回30名
◎受講料：会員22,630円
　　　　　一般33,940円
　　　　  （2日間分）

NO.2

㈱サイズラーニング
高見真智子氏

NO.1 4月5・6日（木・金）10:00～17:00（2日間）

新入社員基礎講座2018

オフィスSAITOH
西藤孝子氏

東洋大学
井上善海氏

㈱DAN
前山義行氏

〈新入社員向け〉
【1日目】 1.自分の夢を語れる社会人になろう　自分自身の再構
築を行い、将来のビジョンを作成／2.できると言われる「仕事の
すすめ方」　仕事の基本となる“タイムマネジメント”手法を学ぶ

【2日目】 1.社会が求める人財について／2.ビジネスマナー
◎定員：180名
◎受講料：一律9,260円（2日間分）

4月16日（月）10:00～17:00NO.3

新任管理職スタートアップ講座～1日で学ぶ
「はじめてのマネジメント」～
〈新任管理職向け〉
1.はじめに／2.はじめてのマネジメント：管
理職の基本①（管理職の期待役割と組織の機
能）／3.はじめてのマネジメント：管理職の
基本②（部下がのびのび育つマネジメントの実
践）／4.はじめてのマネジメント：管理職の
基本③（部下を伸ばす問題解決力の実践）　他
◎定員：35名
◎受講料：会員15,430円／一般・特商22,630円

㈱エム・イー・エル
佐藤康二氏

5月9日（水）10:00～17:00NO.5

部下の成長ステージに合わせた指導育成力向上研修
～より早くより適切に成長させるために～
〈管理職向け〉
1.指導育成担当者の役割・重要性を理解す
る／2.相手の視点・立場理解／3.状況対応
アプローチ／4.育成計画作成
◎定員：35名
◎受講料：会員15,430円／一般・特商22,630円

㈱きづくネットワーク
武田義昭氏

※講座の詳細や他の開講講座は福商HPに随時掲載していきます。

福岡市共催

●お申し込み・お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！

申込締切：開催日の1週間前まで
会場：当所会議室
※受講料すべて税込価格です。

福商実務研修講座 SEMINAR

各講座
共通
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5月10日（木）10:00～17:00NO.6

管理職向け会計分析力強化セミナー
〈経理（管理職）向け〉
1.企業会計の基本について／2.損益分岐
点分析からわかること／3.キャッシュフ
ロー計算書について／4.決算書分析につ
いて
※当日は電卓をご持参ください。

◎定員：35名
◎受講料：会員15,430円／一般・特商22,630円

コンサルタントネットワーク㈱
安藤覺氏

4月26日（木）10:00～17:00NO.4

メール&ビジネス文書・電話応対マナー講座
〈新入社員・若手社員向け〉
1.ビジネスeメールの基本ルールとマナー
／2.ビジネス文書の敬語・表現・マナー
の基本／3.電話応対の基本／4.講座の振
り返り
◎定員：35名
◎受講料：会員15,430円／一般・特商22,630円

㈱インターナショナル
エア アカデミー

東久美子氏

①4月9・10日（月・火）
②4月17・18日（火・水）
③4月23・24日（月・火）

①・②・③いずれも
10:00～17:00

（2日間）

新入社員・若手社員のためのビジネスマナー
〈新入社員・若手社員向け〉
【1日目】 1.オリエンテーション／2.信頼さ
れる新入(若手)社員に求められること／3.
ビジネスマナー～印象編～　他

【２日目】 1.ビジネス電話応対／2.ビジネ
スマナー～応用編～／3.ビジネスケースス
タディ　他
◎定員：各回30名
◎受講料：会員22,630円
　　　　　一般33,940円
　　　　  （2日間分）

NO.2

㈱サイズラーニング
高見真智子氏

NO.1 4月5・6日（木・金）10:00～17:00（2日間）

新入社員基礎講座2018

オフィスSAITOH
西藤孝子氏

東洋大学
井上善海氏

㈱DAN
前山義行氏

〈新入社員向け〉
【1日目】 1.自分の夢を語れる社会人になろう　自分自身の再構
築を行い、将来のビジョンを作成／2.できると言われる「仕事の
すすめ方」　仕事の基本となる“タイムマネジメント”手法を学ぶ

【2日目】 1.社会が求める人財について／2.ビジネスマナー
◎定員：180名
◎受講料：一律9,260円（2日間分）

4月16日（月）10:00～17:00NO.3

新任管理職スタートアップ講座～1日で学ぶ
「はじめてのマネジメント」～
〈新任管理職向け〉
1.はじめに／2.はじめてのマネジメント：管
理職の基本①（管理職の期待役割と組織の機
能）／3.はじめてのマネジメント：管理職の
基本②（部下がのびのび育つマネジメントの実
践）／4.はじめてのマネジメント：管理職の
基本③（部下を伸ばす問題解決力の実践）　他
◎定員：35名
◎受講料：会員15,430円／一般・特商22,630円

㈱エム・イー・エル
佐藤康二氏

5月9日（水）10:00～17:00NO.5

部下の成長ステージに合わせた指導育成力向上研修
～より早くより適切に成長させるために～
〈管理職向け〉
1.指導育成担当者の役割・重要性を理解す
る／2.相手の視点・立場理解／3.状況対応
アプローチ／4.育成計画作成
◎定員：35名
◎受講料：会員15,430円／一般・特商22,630円

㈱きづくネットワーク
武田義昭氏

※講座の詳細や他の開講講座は福商HPに随時掲載していきます。

福岡市共催

●お申し込み・お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！

申込締切：開催日の1週間前まで
会場：当所会議室
※受講料すべて税込価格です。

福商実務研修講座 SEMINAR

各講座
共通

●お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！申込方法などについては当所HPをご覧ください。

福岡商工会議所の検定試験
LICENSE

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。

日商簿記

試験日

第149回
1～3級 6月10日（日）

申込期間 受講料（税込）

4月16日（月）
～5月7日（月）

1級 7,710円
2級 4,630円
3級 2,800円

対策講座あり

試験日

第82回
2・3級 7月14日（土）

申込期間 受講料（税込）

5月21日（月）
～6月15日（金）

2級 5,660円
3級 4,120円

「販売のプロ」を認定する定番資格です。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）

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

試験日

第44回
2・3級 6月17日（日）

申込期間 受講料（税込）

4月3日（火）
～5月2日（水）

2級 7,340円
3級 5,250円

※福岡珠算振興会ホームページでは、そろばん教室（認定塾）をご紹介しています。
　http://www.fukuoka-soroban.com/

試験日

第213回
1～6級 6月24日（日）

申込期間 受講料（税込）

4月25日（水）
～4月27日（金）

1級 2,300円
2級 1,700円
3級 1,500円

4～6級 1,000円

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。

そろばん（珠算）

試験日

第43回
2・3級 7月1日（日）

申込期間 受講料（税込）

4月17日（火）
～5月18日（金）

2級 6,480円
3級 4,320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

※対策講座のお問い合わせは、福岡地区職業訓練協会まで（TEL 092-671-6831）

試験日

第40回
2・3級 7月8日（日）

申込期間 受講料（税込）

4月24日（火）
～5月25日（金）

2級 6,480円
3級 4,320円

対策講座あり

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

試験日

第7回 7月15日（日）

申込期間 受講料（税込）

5月1日（火）
～6月1日（金） 6,480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

試験日

第35回 7月22日（日）

申込期間 受講料（税込）

5月8日（火）
～6月8日（金）

10,150円
Subject1のみ5,400円
Subject2のみ7,990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）

試験日

第24回 7月22日（日）

申込期間 受講料（税込）

5月8日（火）
～6月8日（金） 5,400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（eco検定）
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教育訓練給付金制度の利用が可能です。
なお、各種割引制度との併用は不可となっており、
その他割引適用条件等はご確認ください。
お申し込みの流れ・詳細は当所ホームページにてご確認ください。

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

宅地建物取引士・社会保険労務士
FP（ファイナンシャル・プランナー）
中小企業診断士 等

当所では、LEC 東京リーガルマインド福岡本校と提携し、
各種資格取得のための講座を会員価格にてご提供しております。

とお考えの皆様はぜひご活用ください！

「社内でスキルアップを目指したい！」
「もう一度、あの資格に挑戦したい！」

福岡商工会議所

キャリアアップ
支援プログラム

LEC東京リーガルマインド福岡本校　提携

会員の皆様は
一般価格より

でご受講
いただけます20％off

当所では、会員事業所にお勤め
の方を対象に、その勤労意欲の
高揚ならびに定着性の向上を図
り、市内商工業の健全な発展に
寄与することを目的に「優良従業
員表彰」を行います。
従業員の方々の日頃の頑張りを
称え、さらなる発展のためにぜ
ひご活用ください。GOOD

JOB!!

優良従業員表彰
第54回

10年以上同一事業所に勤務し、かつ業務に精励し技能優秀で能率が優れ、他の模範となるもの

◆表彰状は、当所会頭名での表彰、または当所会頭名と貴社代表者との連名表彰で作
成いたします。 ※勤続30年以上の対象者は日本商工会議所会頭と連名で表彰

◆記念品は、「筆記具」もしくは「博多献上柄小物」等からお選びいただけます。
　※記念品は表彰の種類により異なります。
◆本表彰限定のホテルお食事券を付けることができます。

ひとり 4,000円（表彰状、表彰状用丸筒、記念品：税込）

表彰の種類・表彰要件

申込金

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

①創意工夫・改善などにより重大なる事故または災害を未然に防止したもの
②事故又は災害の発生時に、被害を最小限に止めるよう対応し、その功労顕著なもの　等

災害防止功労者表彰

①企業の業績向上に著しく貢献したもの
②技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの
③発明・発見により企業に著しく貢献したもの
④サービスの品質・生産性向上、販売促進等により企業に著しく貢献したもの　等

企業の発展貢献者表彰

お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

通年お申し込みが
可能になりました！

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　FAX 092-413-0066
台数には限りがございますので予めご了承ください。詳しくはお問い合わせください！　

JR博多駅より徒歩10分
市営地下鉄祇園駅5 番出口より徒歩5分

福岡商工会議所ビル 月極駐車場

契約者募集中

福岡商工会議所では立体駐車場の月極契約者を
募集致しております。

駐車
料金 月額27,000円

税込

入出庫可能時間／7:00～22:00（土・日・祝日も可）
所在地／福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号
備　考／立体駐車場のため、以下の車輌が対象となります。
　　　　全長5m、車幅1.85m、車高1.55m、車重1.9t以下

抜群の立地1.
2.
3.

立体駐車場なので安心！
警備員も24時間常駐！万全のセキュリティ

さらに敷金・礼金なし！おトクな料金設定

P台数
限定
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中小企業診断士 等

当所では、LEC 東京リーガルマインド福岡本校と提携し、
各種資格取得のための講座を会員価格にてご提供しております。

とお考えの皆様はぜひご活用ください！

「社内でスキルアップを目指したい！」
「もう一度、あの資格に挑戦したい！」

福岡商工会議所
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会員の皆様は
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いただけます20％off
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の方を対象に、その勤労意欲の
高揚ならびに定着性の向上を図
り、市内商工業の健全な発展に
寄与することを目的に「優良従業
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従業員の方々の日頃の頑張りを
称え、さらなる発展のためにぜ
ひご活用ください。GOOD

JOB!!

優良従業員表彰
第54回

10年以上同一事業所に勤務し、かつ業務に精励し技能優秀で能率が優れ、他の模範となるもの

◆表彰状は、当所会頭名での表彰、または当所会頭名と貴社代表者との連名表彰で作
成いたします。 ※勤続30年以上の対象者は日本商工会議所会頭と連名で表彰

◆記念品は、「筆記具」もしくは「博多献上柄小物」等からお選びいただけます。
　※記念品は表彰の種類により異なります。
◆本表彰限定のホテルお食事券を付けることができます。

ひとり 4,000円（表彰状、表彰状用丸筒、記念品：税込）

表彰の種類・表彰要件

申込金

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

①創意工夫・改善などにより重大なる事故または災害を未然に防止したもの
②事故又は災害の発生時に、被害を最小限に止めるよう対応し、その功労顕著なもの　等

災害防止功労者表彰

①企業の業績向上に著しく貢献したもの
②技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの
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④サービスの品質・生産性向上、販売促進等により企業に著しく貢献したもの　等
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お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

通年お申し込みが
可能になりました！

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　FAX 092-413-0066
台数には限りがございますので予めご了承ください。詳しくはお問い合わせください！　

JR博多駅より徒歩10分
市営地下鉄祇園駅5 番出口より徒歩5分

福岡商工会議所ビル 月極駐車場

契約者募集中

福岡商工会議所では立体駐車場の月極契約者を
募集致しております。

駐車
料金 月額27,000円

税込

入出庫可能時間／7:00～22:00（土・日・祝日も可）
所在地／福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号
備　考／立体駐車場のため、以下の車輌が対象となります。
　　　　全長5m、車幅1.85m、車高1.55m、車重1.9t以下

抜群の立地1.
2.
3.

立体駐車場なので安心！
警備員も24時間常駐！万全のセキュリティ

さらに敷金・礼金なし！おトクな料金設定

P台数
限定

当所が、有事の際にも慌てない強い会社をつくるために開催している「福商リスクマネジメントセミナー」。
平成29年度に開催したセミナーの中から耳寄りな情報をお伝えします。

福商リスクマネジメントセミナー

健康経営をはじめよう！
～健康経営で元気になる日本の中小企業～

開催日／平成29年10月27日（金）

Seminar

Close
UP

東京商工会議所　サービス・交流部　担当部長　藤田 善三氏

　今回のセミナーでは、健康経営とは何か、また、ど
のように取り組めばいいのかを事例を交えながらお話し
いただきました。

〈講演要旨〉
　健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視
点で考え、戦略的に実践する経営手法を言います。
　「健康」と「経営的」「戦略的」という言葉はなかなか
結びつかないイメージがありますが、例えば、少子高
齢化により生産年齢人口（15歳～64歳）が減少してい
る現在、新規の採用は厳しく、中小企業などでは人材
確保難のため、雇用の延長を行い従業員の高齢化も
進んでいます。このような状況の中では、経営資源の
ひとつである従業員がいつまでも元気で働き続けること
は非常に重要で、そのために事業主が様々な配慮を行
うことは当然のことだと言えるでしょう。また、従業員
が元気でいれば医療費などの負担も減少し、最終的に
は経費の削減にもつながります。
　「健康経営」という言葉は、徐々に知られるように
なってきましたが、実際に取り組むとなると「何をしたら
よいかわからない」「ノウハウが不足している」「『ヒト』

製造業（船舶用のヒューズの製造　従業員数：17名）
　従業員の平均年齢が60歳を超え、70歳以上も多く、
従業員の高齢化が進む。
　製品の原料である「鉛」の健康リスクを認識しており、ま
た、先代からの「健康が第一」「従
業員は財産」との教えを継承してい
く中で、従業員教育の一環として
「健康づくりの推進」を取り入れた。
具体的には、「健康づくり担当者」を
設置するとともに、月に数回、健康
情報を提供する場を設けるなど、従
業員の健康に対する意識向上を図っ
た。また、健康管理を経営方針に
盛り込み、健康企業宣言を社内外
に発信する等「健康経営」に取り組
んだ。

運輸倉庫業（一般貨物運送業　従業員：52名）
　社長が協会けんぽ東京支部の評議員となり、運送業とし
て『社員の健康づくり』の重要性を実感したことで健康経営
に取り組むこととした。
　健康企業宣言を行い、社長自らが従業員に向けて情報を
発信したり、毎朝全社員が体重・血圧測定をする等日々の
健康状態の把握や目標管理を徹底させるとともに、年に一
度、従業員とその家族が参加する
「健康スポーツ大会」を実施している。
　その結果、従業員の健康に対する
意識が高まり、食習慣・運動習慣の
改善や重病者の早期発見によるリス
ク回避、離職率が下がり、採用コス
トの軽減に繋がる、企業のイメージ
アップ等プラスの効果が現れてきて
いる。

【事例1】〈スタートアップ〉 【事例2】〈優良事例〉

　福岡県では、県と協会けんぽ福岡支部とが共同で「健康宣言ふくおか」制度を創設し、中小企業の健康経
営をサポートしています。
　アドバイザーの派遣や事業所カルテの作成、健康宣言書の贈呈で「健康経営」への取りかかりを支援する
ほか、一歩進んだ取り組みを行う事業所に対しては「健康づくり優良事業所」の認定を行っています。
　この機会にあなたの会社も「健康経営」に取り組んでみませんか。

『モノ』『カネ』が不足している」等の理由で先に進めて
いないのが現状です。これらの層にどのように「健康
経営」を実行してもらうか、これには今後、政策的支援
も必要であるように思われます。
　ここで参考までに、東京都の取り組みを紹介しま
しょう。東京都では、都知事を会長とする「健康企業
宣言東京推進協議会」を創設し、「健康企業宣言」に取
り組む企業のサポートを行っています。
　協議会メンバーである東京商工会議所は、「健康経営
アドバイザー制度」を策定、健康経営実践を希望する
中小企業等に認定アドバイザーを派遣し、健康経営診
断や事業計画立案、体制整備などを支援しています。
　「健康経営」の重要性・必要性はわかっていても、な
かなか始めるきっかけがないというのが現状ではないか
と思います。ですが、事例でも紹介したように大きな
お金や労力をかけることなく出来ることがたくさんあり
ます。社員が元気でいられれば、会社も元気でいられ
る。みなさん方も社員のため、会社のため、そしてご
自分のために、ぜひ「健康経営」に取り組んでいただき
たいと思います。
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優待サービスに関するお問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　　※価格はすべて税込です

会員事 業所の従 業員の方なら、どなたでもお申し込みいただけます。

福商優待サービス
ご利用の方は右記
のQRコードより
アクセス➡

割
引

割
引

割
引

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

6月22日（金）18:30開演（18:00開場） 宮澤佐江出演
6月23日（土）12:30開演（12:00開場） 花澤香菜出演
6月23日（土）17:30開演（17:00開場） 花澤香菜出演

良
席

ⓒIvan Malý
おかげさまで創立65周年  
九州交響楽団  名曲♪午後のオーケストラ
指揮：小泉 和裕　ピアノ：小山 実稚恵 
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲 第1番
ブラームス/交響曲 第1番
■優待内容

■チケット料金／【S席】1枚6,000円、2枚11,500円
■開催日／6月10日（日）14:00開演（13:00開場）
■場所／アクロス福岡シンフォニーホール
■申込締切／4月27日（金）
■申込方法／当所HPにて申し込み

S席良席（限定10席）

キョードー西日本

アートアクアリウム展2018～博多・金魚の祭～
■優待内容

※4 名様までのご入場となります。
※未就学児童無料（保護者同伴、大人1名につき2名まで）

■開催日／3月16日（金）～5月16日（水）
　【月～木・日・祝祭日】10:00～21:00（最終入場20:30）
　【金・土・祝祭前日】10:00～22:00（最終入場21:30）
　アートアクアリウム10:00～18:00
　【月～木・日】ナイトアクアリウム18:00～21:00
　【金・土・祝祭前日】ナイトアクアリウム18:00～22:00
■場所／JR九州ホール（博多駅9F）
■ご利用方法／会員証の窓口提示

大人 1,000円→900円 小中生 600円→500円

割
引

ⓒ撮影 篠山紀信
博多座
九代目松本幸四郎改め二代目松本白　鸚
七代目市川染五郎改め十代目松本幸四郎襲名披露
六月博多座大歌舞伎
■優待内容

■対象日程

■場所／博多座
■申込締切／4月11日（水）
■申込方法／当所HPにて申し込み

割
引

割
引

キョードー西日本

JUJU  HALL TOUR 2018 「Ⅰ」
■優待内容

※未就学児童入場不可（小学生以上チケット必要）
■公演日程／6月7日（木）18:30開演（17:30開場）
■場所／福岡サンパレス
■申込締切／4月13日（金）
■申込方法／当所HPよりパスワード【honch1】を入力の上、申

し込み

【全席指定】 8,000円→7,600円（限定20枚・1社4枚まで）

キョードー西日本

地球ゴージャスプロデュース公演Vol.15
「ZEROTOPIA」
■優待内容

※未就学児童入場不可
■公演日程

■場所／福岡サンパレス
■申込締切／4月2日（月）
■申込方法／当所HPよりパスワード【kwi2】を入力の上、申し

込み

【S席】 12,000円→11,400円（限定20枚・1社4枚まで）

詳細は折込チラシもしくは当所ホームページをご覧ください。（右記のQRコードよりアクセス）

商工会議所 ╳ 福岡ソフトバンクホークス　共同企画

HAWKS特割回数券2018 前半戦

割
引

【A席】 18,000円→16,000円

【昼の部 11:00開演】 6月12日（火）、21日（木）
【夜の部 16:20開演】 6月8日（金）、10日（日）、13日（水）

B.LEAGUE 2017-2018シーズン

ライジングゼファーフクオカ
■優待内容

■対象試合

■場所／福岡市民体育館【＊1 飯塚第一体育館、 ＊2 北九州市総合体育館】

■申込締切／4月26日（木）※ご希望試合の2営業日前までにお申し込みください。

■申込方法／当所HPにて申し込み

【1階自由席】1枚3,000円→2,000円
【2階自由席】1枚2,500円→1,500円
【1階自由席】7枚セット21,000円→9,600円

3月
4月

17（土）、18（日）、28（水）＊1、31（土）＊1

1（日）＊1、14（土）、15（日）、21（土）＊2、22（日）＊2、28（土）、29（日）

5月

6月

日 程 時　間 福岡商工会議所会員限定価格 場　所

19日（土） 

27日（日）
28日（月）
5日（火）

6日（水）

13:30公演（13:00開場）
18:00公演（17:30開場）
17:00公演（16:30開場）
13:00公演（12:30開場）
19:00公演（18:15開場）
13:00公演（12:15開場）
19:00公演（18:15開場）

【全席指定S席】7,000円→6,300円

【全席指定S席】6,700円→6,000円

石橋文化ホール（久留米）

北九州芸術劇場ホール

アクロス福岡シンフォニーホール

DRUM TAO

DRUM TAO 2018 新作舞台「RHYTHM of TRIBE ～時空旅行記～」
■優待内容

■申込締切／5月11日（金）
■申込方法／当所HPにて申し込み
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優待サービスに関するお問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　　※価格はすべて税込です

会員事 業所の従 業員の方なら、どなたでもお申し込みいただけます。

福商優待サービス
ご利用の方は右記
のQRコードより
アクセス➡

割
引

割
引

割
引

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

6月22日（金）18:30開演（18:00開場） 宮澤佐江出演
6月23日（土）12:30開演（12:00開場） 花澤香菜出演
6月23日（土）17:30開演（17:00開場） 花澤香菜出演

良
席

ⓒIvan Malý
おかげさまで創立65周年  
九州交響楽団  名曲♪午後のオーケストラ
指揮：小泉 和裕　ピアノ：小山 実稚恵 
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲 第1番
ブラームス/交響曲 第1番
■優待内容

■チケット料金／【S席】1枚6,000円、2枚11,500円
■開催日／6月10日（日）14:00開演（13:00開場）
■場所／アクロス福岡シンフォニーホール
■申込締切／4月27日（金）
■申込方法／当所HPにて申し込み

S席良席（限定10席）

キョードー西日本

アートアクアリウム展2018～博多・金魚の祭～
■優待内容

※4 名様までのご入場となります。
※未就学児童無料（保護者同伴、大人1名につき2名まで）

■開催日／3月16日（金）～5月16日（水）
　【月～木・日・祝祭日】10:00～21:00（最終入場20:30）
　【金・土・祝祭前日】10:00～22:00（最終入場21:30）
　アートアクアリウム10:00～18:00
　【月～木・日】ナイトアクアリウム18:00～21:00
　【金・土・祝祭前日】ナイトアクアリウム18:00～22:00
■場所／JR九州ホール（博多駅9F）
■ご利用方法／会員証の窓口提示

大人 1,000円→900円 小中生 600円→500円

割
引

ⓒ撮影 篠山紀信
博多座
九代目松本幸四郎改め二代目松本白　鸚
七代目市川染五郎改め十代目松本幸四郎襲名披露
六月博多座大歌舞伎
■優待内容

■対象日程

■場所／博多座
■申込締切／4月11日（水）
■申込方法／当所HPにて申し込み

割
引

割
引

キョードー西日本

JUJU  HALL TOUR 2018 「Ⅰ」
■優待内容

※未就学児童入場不可（小学生以上チケット必要）
■公演日程／6月7日（木）18:30開演（17:30開場）
■場所／福岡サンパレス
■申込締切／4月13日（金）
■申込方法／当所HPよりパスワード【honch1】を入力の上、申

し込み

【全席指定】 8,000円→7,600円（限定20枚・1社4枚まで）

キョードー西日本

地球ゴージャスプロデュース公演Vol.15
「ZEROTOPIA」
■優待内容

※未就学児童入場不可
■公演日程

■場所／福岡サンパレス
■申込締切／4月2日（月）
■申込方法／当所HPよりパスワード【kwi2】を入力の上、申し

込み

【S席】 12,000円→11,400円（限定20枚・1社4枚まで）

詳細は折込チラシもしくは当所ホームページをご覧ください。（右記のQRコードよりアクセス）

商工会議所 ╳ 福岡ソフトバンクホークス　共同企画

HAWKS特割回数券2018 前半戦

割
引

【A席】 18,000円→16,000円

【昼の部 11:00開演】 6月12日（火）、21日（木）
【夜の部 16:20開演】 6月8日（金）、10日（日）、13日（水）

B.LEAGUE 2017-2018シーズン

ライジングゼファーフクオカ
■優待内容

■対象試合

■場所／福岡市民体育館【＊1 飯塚第一体育館、 ＊2 北九州市総合体育館】

■申込締切／4月26日（木）※ご希望試合の2営業日前までにお申し込みください。

■申込方法／当所HPにて申し込み

【1階自由席】1枚3,000円→2,000円
【2階自由席】1枚2,500円→1,500円
【1階自由席】7枚セット21,000円→9,600円

3月
4月

17（土）、18（日）、28（水）＊1、31（土）＊1

1（日）＊1、14（土）、15（日）、21（土）＊2、22（日）＊2、28（土）、29（日）

5月

6月

日 程 時　間 福岡商工会議所会員限定価格 場　所

19日（土） 

27日（日）
28日（月）
5日（火）

6日（水）

13:30公演（13:00開場）
18:00公演（17:30開場）
17:00公演（16:30開場）
13:00公演（12:30開場）
19:00公演（18:15開場）
13:00公演（12:15開場）
19:00公演（18:15開場）

【全席指定S席】7,000円→6,300円

【全席指定S席】6,700円→6,000円

石橋文化ホール（久留米）

北九州芸術劇場ホール

アクロス福岡シンフォニーホール

DRUM TAO

DRUM TAO 2018 新作舞台「RHYTHM of TRIBE ～時空旅行記～」
■優待内容

■申込締切／5月11日（金）
■申込方法／当所HPにて申し込み
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わ が 街 T O P I C S

福岡市都市景観賞で
市民賞を受賞した「あいたか橋」。
橋の形はゆるやかなＳ字曲線で
美しい眺めと自然が楽しめます。

VOL.

06
福岡市で最も人口が多い東区。国定の景勝地・海の中道や多々良川
の清流、和白干潟などの豊かな自然と、日本三大八幡宮の筥崎宮や国
指定の重要文化財を有する香椎宮、「金印」で有名な志賀島など歴史的な
名所がいたるところに点在している。また近年ではアイランドシティの整
備事業、香椎や千早エリアの再開発など、新たな街の形成が進み、福
岡の物流・交通の要所としての存在感も増している地域だ。

日本三大八幡宮の一つ・筥崎宮で知られる箱崎エリ
アは、あちこちに旧跡や寺社が点在する歴史の香りを
残すまち。箱崎商店連合会（通称「箱商連」）は、旧唐
津街道である箱崎本通りを中心に広がる店舗で構成さ
れ、古き良き時代の賑わいを残す人情味ある商店街だ。
箱商連がある筥崎宮周辺エリアには、かつては所狭し
と商店が並び、毎日が放生会のようだった。しかし、時
代とともに人通りも店舗数も減少。会員店の閉店も相次
いだが、最近では飲食を中心とした新規の出店も増えて
きているところだ。
「街に住む人も店も変わっていくなかで、商店街も時
代にあった組織に変わらなければならない」と、箱商連
の佐々木会長。新たな住民、新たな店舗との新たなつ
ながりを作ろうと意気込んでいる。

わがまち聞きある記
発信　チーム商店街

提供：福岡市

商店街の取り組み

縁市ハコぽっぽマルシェ
きんしゃい通りをメイン会場に、箱

崎商店街で春・秋と年2回実施され
るマルシェ。100 円＝1ぽっぽの
「ぽっぽ券」を購入し、参加店でお得
な買い物ができる。生鮮品からスイー
ツ、雑貨まで多様な出店者が揃う。

お い で よ  箱 崎

　かつては大変賑わいを見せていた箱崎商店街でしたが、今は商店街といえるエリア
は無いというのが現状です。九州大学の移転も今年中に完了し、周辺の状況も大きく
変貌しようとしています。そんな中、魅力的な特徴あるお店もいろいろと誕生していま
す。これからの箱商連は、従来の商店街組織という概念から脱却して、商店を中心と
した箱崎地区の商工業者連合組織として地域に貢献していきたいと考えています。

箱崎商店連合会　会長　佐々木 和男さん

会 長 か ら ヒ ト コ ト

エ
リ
ア

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

あ・きてん福岡

商店街で新規出店を
お考えの方はこちらもチェック！

福岡市内の商店街や地域イベント、催事等
各地の旬でホットな情報をお届けしています。

検索ふくおか商店街 info

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

ふくおか
商店街 info

facebookページ

ぜひフォローを
 お願いします！

商店街イベント情報
【高宮商店街振興組合／南区高宮】【箱崎商店連合会／東区箱崎】

【箱崎商店連合会インフォメーション】
●所在地：福岡市東区箱崎1-43-17
　　　　　（筥崎宮前銘菓堂内）
●ホームページ：http://hakoshoren.org/
●主な取り組み：①縁市ハコぽっぽマルシェの開
催（毎年2回開催：春・秋）②中元にぎやか市
（毎年8月上旬開催）③歳末にぎやか市の開催
（毎年12月開催）④はしご酒イベント「はこざき
どんどん倶楽部」など多数

香椎商工連盟　会長　玉井 忠義さん

商 店 街 か ら ヒ ト コ ト

ハコザキアートウィーク「ハコフェス」
毎年「筥崎宮・放生会」の期間に箱崎周辺地域
も一緒に盛り上げようと、各地で様々なアート
イベント、ワークショップを企画。

キラキラ通り
商店街

みゆき通り
商店街振興組合

香椎大通り
商店街振興組合

香椎駅前
商店街組合 香椎東商店会

箱崎
商店連合会

若宮商店会

新しい街と共に新しい商店街組織へ
～箱崎商店連合会のチャレンジ～

【今宿商工業協同組合／西区今宿】

はこざきどんどん倶楽部
筥崎宮の周辺及び筥松・松島エリ

アでのはしご酒イベント。古くからの
街並みにある名店を3軒はしごできる
チケットを販売。お好みのドリンク1
杯と各店自慢の1品が提供される。
もちろん、昼に利用できるお店も。
※画像は2017年実施時のもの

　香椎の再開発が始まってはや19年。昨年春によ
うやく西鉄駅前広場が完成し、来年3月にはJR駅
前広場が完成予定に決まり、街の顔ができつつあり
ます。
　当連盟は、この香椎地区にある複数の商店街で
構成している団体で、これまで地域の賑わいと活性

化のために様々なイベント事業を行ってきました。今
後は、新しい街とともに商店街自身も変化していか
なければと思っています。特に、新生・香椎の特性
を活かした街づくりが急務だと考えており、早々に取
り組んでいきたいと思います。これからの香椎商工
連盟にぜひご期待ください。

第４回いやしの街高宮祭り
4月29日（日・祝）12:00～

〈西鉄高宮駅前広場〉

高宮駅前広場が大賑わい！商店街の
会員店舗による臨時出店のほか、ダ
ンスやバンドステージショーが会場を
盛り上げる。また大人、子どもによ
るドリンク早飲み大会も毎年人気の
企画。

【みのしま連合商店街振興組合／博多区美野島】

ミノフェススプリング
3月24日（土）11:00～17:00

〈みのしま連合商店街内〉

　毎年3月恒例のミノフェススプリング。
今回は商店街内にある保育園の卒園式に
加え、大人気イベント「ランチバイキン
グ」や野菜詰め放題を実施。暖かくなる
季節に、レトロな商店街で休日を過ごし
てみませんか？

第27回今宿商工まつり
3月11日（日）11:00～15:00

〈松原公民館・二宮神社〉

　今宿商協の春の恒例イベント。組合
の加盟店が会場にブースを連ね、来場者
は1,000人を超える盛況ぶり。出店者だ
けではなく、こども太鼓やチアダンスな
どの楽しいパフォーマンスもみどころ。

福岡市東区

東区には他にも商店街がたくさん！

香椎商工連盟 名島
商工連合会

和白
商工連合会

土井八田
商店会

香住ケ丘
商工連盟

第 7回はこらくご
ハコフェス2018 事前企画
3月24日（土）17:00～

〈勝楽寺（東区箱崎 3-9-48）〉
放生会に合わせて始まった「はこらくご」
が春と秋と年2回の開催に。昨年末に真
打昇進を果たした立川志の八による落語
会と、立川氏を囲んでの打上げも。木戸
銭は前売2,500円（当日3,000円）打上
げ参加費は別途。
問い合わせは092-611-6745まで

平成29年度特別企画「わがまち聞きある記」は皆さまのおかげをもちまして最終回となりました。
1年間、本ページを応援いただきありがとうございました。

福岡商工会議所は今後も商店街の元気をサポートしてまいります！
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わ が 街 T O P I C S

福岡市都市景観賞で
市民賞を受賞した「あいたか橋」。
橋の形はゆるやかなＳ字曲線で
美しい眺めと自然が楽しめます。

VOL.

06
福岡市で最も人口が多い東区。国定の景勝地・海の中道や多々良川
の清流、和白干潟などの豊かな自然と、日本三大八幡宮の筥崎宮や国
指定の重要文化財を有する香椎宮、「金印」で有名な志賀島など歴史的な
名所がいたるところに点在している。また近年ではアイランドシティの整
備事業、香椎や千早エリアの再開発など、新たな街の形成が進み、福
岡の物流・交通の要所としての存在感も増している地域だ。

日本三大八幡宮の一つ・筥崎宮で知られる箱崎エリ
アは、あちこちに旧跡や寺社が点在する歴史の香りを
残すまち。箱崎商店連合会（通称「箱商連」）は、旧唐
津街道である箱崎本通りを中心に広がる店舗で構成さ
れ、古き良き時代の賑わいを残す人情味ある商店街だ。
箱商連がある筥崎宮周辺エリアには、かつては所狭し
と商店が並び、毎日が放生会のようだった。しかし、時
代とともに人通りも店舗数も減少。会員店の閉店も相次
いだが、最近では飲食を中心とした新規の出店も増えて
きているところだ。
「街に住む人も店も変わっていくなかで、商店街も時
代にあった組織に変わらなければならない」と、箱商連
の佐々木会長。新たな住民、新たな店舗との新たなつ
ながりを作ろうと意気込んでいる。

わがまち聞きある記
発信　チーム商店街

提供：福岡市

商店街の取り組み

縁市ハコぽっぽマルシェ
きんしゃい通りをメイン会場に、箱

崎商店街で春・秋と年2回実施され
るマルシェ。100 円＝1ぽっぽの
「ぽっぽ券」を購入し、参加店でお得
な買い物ができる。生鮮品からスイー
ツ、雑貨まで多様な出店者が揃う。

お い で よ  箱 崎

　かつては大変賑わいを見せていた箱崎商店街でしたが、今は商店街といえるエリア
は無いというのが現状です。九州大学の移転も今年中に完了し、周辺の状況も大きく
変貌しようとしています。そんな中、魅力的な特徴あるお店もいろいろと誕生していま
す。これからの箱商連は、従来の商店街組織という概念から脱却して、商店を中心と
した箱崎地区の商工業者連合組織として地域に貢献していきたいと考えています。

箱崎商店連合会　会長　佐々木 和男さん

会 長 か ら ヒ ト コ ト
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あ・きてん福岡

商店街で新規出店を
お考えの方はこちらもチェック！

福岡市内の商店街や地域イベント、催事等
各地の旬でホットな情報をお届けしています。

検索ふくおか商店街 info

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

ふくおか
商店街 info

facebookページ

ぜひフォローを
 お願いします！

商店街イベント情報
【高宮商店街振興組合／南区高宮】【箱崎商店連合会／東区箱崎】

【箱崎商店連合会インフォメーション】
●所在地：福岡市東区箱崎1-43-17
　　　　　（筥崎宮前銘菓堂内）
●ホームページ：http://hakoshoren.org/
●主な取り組み：①縁市ハコぽっぽマルシェの開
催（毎年2回開催：春・秋）②中元にぎやか市
（毎年8月上旬開催）③歳末にぎやか市の開催
（毎年12月開催）④はしご酒イベント「はこざき
どんどん倶楽部」など多数

香椎商工連盟　会長　玉井 忠義さん

商 店 街 か ら ヒ ト コ ト

ハコザキアートウィーク「ハコフェス」
毎年「筥崎宮・放生会」の期間に箱崎周辺地域
も一緒に盛り上げようと、各地で様々なアート
イベント、ワークショップを企画。

キラキラ通り
商店街

みゆき通り
商店街振興組合

香椎大通り
商店街振興組合

香椎駅前
商店街組合 香椎東商店会

箱崎
商店連合会

若宮商店会

新しい街と共に新しい商店街組織へ
～箱崎商店連合会のチャレンジ～

【今宿商工業協同組合／西区今宿】

はこざきどんどん倶楽部
筥崎宮の周辺及び筥松・松島エリ

アでのはしご酒イベント。古くからの
街並みにある名店を3軒はしごできる
チケットを販売。お好みのドリンク1
杯と各店自慢の1品が提供される。
もちろん、昼に利用できるお店も。
※画像は2017年実施時のもの

　香椎の再開発が始まってはや19年。昨年春によ
うやく西鉄駅前広場が完成し、来年3月にはJR駅
前広場が完成予定に決まり、街の顔ができつつあり
ます。
　当連盟は、この香椎地区にある複数の商店街で
構成している団体で、これまで地域の賑わいと活性

化のために様々なイベント事業を行ってきました。今
後は、新しい街とともに商店街自身も変化していか
なければと思っています。特に、新生・香椎の特性
を活かした街づくりが急務だと考えており、早々に取
り組んでいきたいと思います。これからの香椎商工
連盟にぜひご期待ください。

第４回いやしの街高宮祭り
4月29日（日・祝）12:00～

〈西鉄高宮駅前広場〉

高宮駅前広場が大賑わい！商店街の
会員店舗による臨時出店のほか、ダ
ンスやバンドステージショーが会場を
盛り上げる。また大人、子どもによ
るドリンク早飲み大会も毎年人気の
企画。

【みのしま連合商店街振興組合／博多区美野島】

ミノフェススプリング
3月24日（土）11:00～17:00

〈みのしま連合商店街内〉

　毎年3月恒例のミノフェススプリング。
今回は商店街内にある保育園の卒園式に
加え、大人気イベント「ランチバイキン
グ」や野菜詰め放題を実施。暖かくなる
季節に、レトロな商店街で休日を過ごし
てみませんか？

第27回今宿商工まつり
3月11日（日）11:00～15:00

〈松原公民館・二宮神社〉

　今宿商協の春の恒例イベント。組合
の加盟店が会場にブースを連ね、来場者
は1,000人を超える盛況ぶり。出店者だ
けではなく、こども太鼓やチアダンスな
どの楽しいパフォーマンスもみどころ。

福岡市東区

東区には他にも商店街がたくさん！

香椎商工連盟 名島
商工連合会

和白
商工連合会

土井八田
商店会

香住ケ丘
商工連盟

第 7回はこらくご
ハコフェス2018 事前企画
3月24日（土）17:00～

〈勝楽寺（東区箱崎 3-9-48）〉
放生会に合わせて始まった「はこらくご」
が春と秋と年2回の開催に。昨年末に真
打昇進を果たした立川志の八による落語
会と、立川氏を囲んでの打上げも。木戸
銭は前売2,500円（当日3,000円）打上
げ参加費は別途。
問い合わせは092-611-6745まで

平成29年度特別企画「わがまち聞きある記」は皆さまのおかげをもちまして最終回となりました。
1年間、本ページを応援いただきありがとうございました。

福岡商工会議所は今後も商店街の元気をサポートしてまいります！
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

貴社の広報手段として、有料広告の“おためし”として、
まだご利用いただいていない会員のみなさま、是非ご利用ください!!
お申し込み方法等詳細につきましては、当所ホームページをご覧ください。
URL：http://www.fukunet.or.jp/businesschance/hot_news/

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます
掲載
無料

お申し込み・お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース

福岡市中央区天神3-4-9
TEL：092-737-6224
FAX：092-741-2336
http://www.kento-no-mori.com
E-mail：kentono-mori@grandgroup.co.jp
営業内容
・太陽光発電システム　・蓄電システム
・オール電化の販売および施工
・健康食品の販売

げんき玉丸：DHA＋しじみ＋発酵黒にんにく＋ウコン
を一粒にギュッと凝縮

㈱グランディ（けんとの杜）

㈱グランディ（けんとの杜）

安心で、続けやすく、飲んで実感サプ
リメント『げんき玉丸』を、ぜひお試しく
ださい。
フリーコール／0800-100-2229
受付時間／9:00～17:00（月～金の平日）

食の乱れからくる栄養不足。そんな人
のための一体型の健康食品です。

4大成分で社会の真ん中で頑張るあな
たをサポートします。

天然由来の有効成分で
あなたの健康をサポートします

▼

げんき玉丸
《1袋＝62粒（約1か月分）》
販売価格：1袋2,290円（税込）

福岡市中央区赤坂3-4-31-3F
TEL：090-2518-4196
　　　（092-761-2107）
FAX：092-761-2107
http://7eyese.com/
E-mail：info@7eyese.com
営業内容
Web集客、ホームページ制作/SEO・
SEMコンサルティング等、Web全般

Webサイトに命を吹き込む！＝HPは見てもらえてこそ
価値があるんです！

㈱セブンアイズ

㈱セブンアイズ

科書発刊（1.2.ともに技術評論社）
3.モバイルファーストSEO（翔泳社）
4.これからのSEO内部対策本格講座
5.これからのSEO　Webライティング

本格講座（4.5.ともに秀和システム）

300件以上のお悩み解決実績あり！
■執筆書籍
1.これからはじめるSEO内部対策の教

科書
2.これからはじめるSEO 顧客思考の教

HPをつくっただけでは
機能しませんよ！！！

▼

紀伊國屋、ジュンク堂などで
お求めできます

福岡市博多区博多駅前2-19-17-511
TEL：092-5846-6645
FAX：03-6740-6314
http://kensyuu.accoro.net/ 
E-mail： aki@accoro.co.jp
営業内容
私たちが企業研修で一番伝えたいのは
働くことの楽しさ。知識を活かし働きた
くてワクワクする！ そんな研修を目指し
ています。

のっけから楽しいと好評「売れる営業・販売員になる
ための「セールススキル＆マインド」講座

企業研修 ㈱accoro

㈱accoro

の心得」「事前に仕込む2つ心理手法」
「たった1つ準備する重要なもの」

④お客様の購買意欲を引き出すトーク技
術・仕掛けづくり

⑤断られる理由を事前に排除する術

①売れるセールスパーソンのマインド、
名刺交換スキルとは？

②性格別コミュニケーション術の習得
③契約率を高める4つの秘策とは？
「10 個の心理テクニック」「たった1個

営業研修をご検討中の企業様へ
「売上＆モチベーションUP」研修

▼

参加型の笑いが
絶えない講座風景

福岡市中央区天神2-14-38
伊藤ビル3階　㈱クロスアビリティズ
TEL：092-791-7656
FAX：092-791-7657
http://www.flexbs.com/hisyo.html
http://www.c-as.co.jp/79734.html
E-mail： cross@c-as.co.jp　
営業内容
行政、企業、大学等のキャリア支援。
社員研修、講義、キャリアコンサルティ
ング、人材採用支援。

少人数制で一人を大切に進みます
職場で「必要とされる人」になるための講座です

ビジネスマナー講師、キャリアコンサルタント 河野則子
協賛：フレックスビジネスサービス㈱＆㈱クロスアビリティズ

ビジネスマナー講師、
キャリアコンサルタント 河野則子
協賛：フレックスビジネスサービス㈱＆㈱クロスアビリティズ

　5月受講生募集。1社限定社員研修と
しての利用も可能です。
　詳しい資料も差し上げます。まずはお
問い合わせください。

　単なる座学ではありません。具体例や
ワークを通して「考え方」「とらえ方」が変
化し「行動」が変わります。
　日頃の業務のレベルアップに役立つ講
座です。

～受講した日から仕事への姿勢が
変わる～秘書検定準1級講座

▼

営業や事務他、多くの
職種に役立つ検定です

東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニ ガーデンコート8F
TEL：03-6272-6244
FAX：03-6272-6254
http://www.t-alliance.co.jp/
営業内容
3月20日、今話題のVRを業務を活かす
には？VRの最新ビジネス向けセミナー
を開催！
★今月号の折込チラシも併せてご確認く
ださい。

Windows10でVRを活用するには？
福岡での取り組みも紹介します

㈱テクノアライアンス

㈱テクノアライアンス

下記まで事前登録をお願いいたします。
https://voice.unitcom.co.jp/enquete
/Default.aspx?code=A1CYKU
問い合わせ先：Windows Navi+事務局
winnaviplus@windowsnaviplus.com

　日本エイサー、日本マイクロソフト、
サイバーコネクトツー、コミュニケーショ
ン・プランニングのセッションで最新の
業務向けVR事情をご説明します。
参加費：無料

VRの産業利用と
Windows10 最新情報セミナー

▼

VRソリューションへの
展開方法を公開！

熊本県熊本市東区小山5-1-53
TEL：092-519-2024
FAX：096-389-2716
E-mail： Takako.hr.2016@gmail.com
営業内容
職場のコミュニケーションや、ビジネス
マナー技術指導、新人研修から販売接
客や営業スキルまで、人材育成支援をし
ています。

年間100社、累計2,500社の支援実績から編み出した
ノウハウの集大成

ファイアースポット

ファイアースポット

込、送料別）。
•接遇、プロトコール、リーダーシップ、

コーチングや部下指導、接客販売技
術、など課題に合わせて人材育成を応
援します。

•ビジネスマナー全般（接遇とは、第一
印象、言葉使い、電話応対）、良いコ
ミュニケーションやクレーム応対まで、
各テーマが 1頁にまとまっています。
A4サイズ、全55頁。1冊540円（税

社内研修用
「日本式ビジネスマナーブック」

▼

接遇ビジネスコンサルタント
桑原たか子
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

貴社の広報手段として、有料広告の“おためし”として、
まだご利用いただいていない会員のみなさま、是非ご利用ください!!
お申し込み方法等詳細につきましては、当所ホームページをご覧ください。
URL：http://www.fukunet.or.jp/businesschance/hot_news/

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます
掲載
無料

お申し込み・お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース

福岡市中央区天神3-4-9
TEL：092-737-6224
FAX：092-741-2336
http://www.kento-no-mori.com
E-mail：kentono-mori@grandgroup.co.jp
営業内容
・太陽光発電システム　・蓄電システム
・オール電化の販売および施工
・健康食品の販売

げんき玉丸：DHA＋しじみ＋発酵黒にんにく＋ウコン
を一粒にギュッと凝縮

㈱グランディ（けんとの杜）

㈱グランディ（けんとの杜）

安心で、続けやすく、飲んで実感サプ
リメント『げんき玉丸』を、ぜひお試しく
ださい。
フリーコール／0800-100-2229
受付時間／9:00～17:00（月～金の平日）

食の乱れからくる栄養不足。そんな人
のための一体型の健康食品です。

4大成分で社会の真ん中で頑張るあな
たをサポートします。

天然由来の有効成分で
あなたの健康をサポートします

▼

げんき玉丸
《1袋＝62粒（約1か月分）》
販売価格：1袋2,290円（税込）

福岡市中央区赤坂3-4-31-3F
TEL：090-2518-4196
　　　（092-761-2107）
FAX：092-761-2107
http://7eyese.com/
E-mail：info@7eyese.com
営業内容
Web集客、ホームページ制作/SEO・
SEMコンサルティング等、Web全般

Webサイトに命を吹き込む！＝HPは見てもらえてこそ
価値があるんです！

㈱セブンアイズ

㈱セブンアイズ

科書発刊（1.2.ともに技術評論社）
3.モバイルファーストSEO（翔泳社）
4.これからのSEO内部対策本格講座
5.これからのSEO　Webライティング

本格講座（4.5.ともに秀和システム）

300件以上のお悩み解決実績あり！
■執筆書籍
1.これからはじめるSEO内部対策の教

科書
2.これからはじめるSEO 顧客思考の教

HPをつくっただけでは
機能しませんよ！！！

▼

紀伊國屋、ジュンク堂などで
お求めできます

福岡市博多区博多駅前2-19-17-511
TEL：092-5846-6645
FAX：03-6740-6314
http://kensyuu.accoro.net/ 
E-mail： aki@accoro.co.jp
営業内容
私たちが企業研修で一番伝えたいのは
働くことの楽しさ。知識を活かし働きた
くてワクワクする！ そんな研修を目指し
ています。

のっけから楽しいと好評「売れる営業・販売員になる
ための「セールススキル＆マインド」講座

企業研修 ㈱accoro

㈱accoro

の心得」「事前に仕込む2つ心理手法」
「たった1つ準備する重要なもの」

④お客様の購買意欲を引き出すトーク技
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⑤断られる理由を事前に排除する術

①売れるセールスパーソンのマインド、
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②性格別コミュニケーション術の習得
③契約率を高める4つの秘策とは？
「10 個の心理テクニック」「たった1個

営業研修をご検討中の企業様へ
「売上＆モチベーションUP」研修

▼

参加型の笑いが
絶えない講座風景

福岡市中央区天神2-14-38
伊藤ビル3階　㈱クロスアビリティズ
TEL：092-791-7656
FAX：092-791-7657
http://www.flexbs.com/hisyo.html
http://www.c-as.co.jp/79734.html
E-mail： cross@c-as.co.jp　
営業内容
行政、企業、大学等のキャリア支援。
社員研修、講義、キャリアコンサルティ
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少人数制で一人を大切に進みます
職場で「必要とされる人」になるための講座です
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協賛：フレックスビジネスサービス㈱＆㈱クロスアビリティズ
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しての利用も可能です。
　詳しい資料も差し上げます。まずはお
問い合わせください。

　単なる座学ではありません。具体例や
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化し「行動」が変わります。
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▼

営業や事務他、多くの
職種に役立つ検定です

東京都千代田区紀尾井町4-1
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TEL：03-6272-6244
FAX：03-6272-6254
http://www.t-alliance.co.jp/
営業内容
3月20日、今話題のVRを業務を活かす
には？VRの最新ビジネス向けセミナー
を開催！
★今月号の折込チラシも併せてご確認く
ださい。

Windows10でVRを活用するには？
福岡での取り組みも紹介します

㈱テクノアライアンス

㈱テクノアライアンス

下記まで事前登録をお願いいたします。
https://voice.unitcom.co.jp/enquete
/Default.aspx?code=A1CYKU
問い合わせ先：Windows Navi+事務局
winnaviplus@windowsnaviplus.com

　日本エイサー、日本マイクロソフト、
サイバーコネクトツー、コミュニケーショ
ン・プランニングのセッションで最新の
業務向けVR事情をご説明します。
参加費：無料

VRの産業利用と
Windows10 最新情報セミナー

▼

VRソリューションへの
展開方法を公開！

熊本県熊本市東区小山5-1-53
TEL：092-519-2024
FAX：096-389-2716
E-mail： Takako.hr.2016@gmail.com
営業内容
職場のコミュニケーションや、ビジネス
マナー技術指導、新人研修から販売接
客や営業スキルまで、人材育成支援をし
ています。

年間100社、累計2,500社の支援実績から編み出した
ノウハウの集大成

ファイアースポット

ファイアースポット

込、送料別）。
•接遇、プロトコール、リーダーシップ、

コーチングや部下指導、接客販売技
術、など課題に合わせて人材育成を応
援します。

•ビジネスマナー全般（接遇とは、第一
印象、言葉使い、電話応対）、良いコ
ミュニケーションやクレーム応対まで、
各テーマが 1頁にまとまっています。
A4サイズ、全55頁。1冊540円（税

社内研修用
「日本式ビジネスマナーブック」

▼

接遇ビジネスコンサルタント
桑原たか子
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 会議所NEWS編集部が

街で見つけた

“よかもん”をご紹介。

編集部ユクタケが行く！

こだわり抜かれた
究極・無添加ドレッシング

ブランドコンセプトは“子を想う母の一言…”

YOKAMON 19

手しぼりドレッシングちくし村（全 8 種） 各￥540～￥800（税別）
※化学調味料・保存料・着色料無添加

よかねー！！

田中油糧工業株式会社

筑前たなか油屋
☎092-926-2837
筑紫野市原田6-8-7
営10:00～17:00
　※土曜10:30～
㉁第1、3土曜・日曜・祝日
http://www.chikushimura.co.jp/

近年、食文化は大きな変化を遂げております。

１００年前と現在では食卓に並ぶ料理、調味料は大きく変わり、簡単に美
味しく食べられる便利な世の中になりました。

その一方で日本人が世界に誇る「味覚」は徐々に失われ
つつあります。日本人の良さは「本物へのこだわり」の強
さだと言われます。日本食は、「本物の食材」に「人の手
で作られた本物の器」、そこに「本物の調味料」でアクセ
ントを付けることで世界に驚かれる食文化を作り上げた
と思ってます。

我々筑前たなか油屋は時代の流れに身を任せ
るのではなく、創業以来、本物とは何か？ 
を問いかけ続け、皆様の食卓に１００年前
より進化した本物の油を提供することを
望み商品開発しております。

～たくさん売るより正直に作って行
きたい～  １００余年の教えです。

mor
e

info

通信販売

今回ご紹介するのは、今年の博多うまかもん市にもご

出店いただいた筑前たなか油屋さんの大人気商品「ち

くし村ドレッシング」

今から 30 年前、子どもたちに安全安心な食を…、

工場近郊のお母様たちのそんな想いにお応えすべく

作られたのがこのドレッシング　 すべてを手作りに

こだわり、自然のままのおいしさを楽しめるドレッ

シングが誕生したそうです

中でも人気の「スペシャル和風」味は、深みのある自

然の甘さとうま味を引き出す玉ねぎと大根をベースと

し、セロリ、ニンニク、りんごに加え、爽やかな醤油と

お酢、そして自慢の油が合わさり、濃厚なのに後味

はあっさり　 サラダだけでなく肉・魚等、アレンジ一

つで様々な料理にも最適な万能ドレッシングです

「スペシャル和風」味の他にも、「和風」「ゆず」「ごま」

「しそ胡麻」とバリエーション豊かで、そのすべてが保

存料・化学調味料無添加のお子様にも安心です

通販で購入いただけますので、こだわり抜かれたち

くし村ドレッシングを是非ご堪能あれ

五代目 田中彰さん 四代目店主 田中信行さん▲すべてが手作りで新鮮その
ものの「ちくし村ドレッシング」。
作り置きをせず、出来上がっ
た製品はその日のうちに出荷。

（写真＝ちくし村 創設者・四代目
店主 田中信行）

▶エキストラバージンオリーブオイルで
作られた「オリーブdeオニオン」
は、にんにくが入らない新感覚の
ディップソース。贈り物として人気
NO.1

おかげさまで30周年
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http://www.dspcorp.jp

〒812-0064 福岡市東区松田 3 丁目 9-32　Tel 092-621-8711　Fax 092-621-9459

PR

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

販路拡大支援関連企業 特集
次号特集

販路拡大支援
名刺、広告、印刷、デザイン、
Web・アプリ制作、メルマガ、

フリーペーパー、アンテナショップ、
のぼり・看板制作、ノベルティ、
通訳、翻訳、屋外広告・ビジョン、
封入サービス、収納代行

などをご紹介

申込受付中! 詳細・お申込につきましては右上記QRコードを読み込みHPをご確認ください。
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