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会員とともに、市民とともに

Fukuoka Chamber
of Commerce & Industry

今月のTOPIC
新たな観光スポット体験型文化施設
博多伝統芸能館



http://www.food-expo-kyushu.jp/

　世界的にも優れた高付加価値
の九州産農林水産物、加工食
品を国内外に発信し、地場食
品関連産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5回目となる「Food EXPO Kyushu」〈国内外食品商談会〉を
10月に開催いたします。国内はもとより海外からも数多くの有力バイ
ヤーが一堂に集まり、国内外へ売り込む絶好の機会となります。

Food EXPO Kyushu とは

九州・福岡で国内外の多様な
バイヤーと商談できる2日間

「九州各地の優れた出展者が
集まる展示商談会」として多
くの成約実績

主催者が事前➡当日➡事後
フォローまでサポート。貴社
の販路開拓を通年で支援

出展するメリット

〈昨年度実績〉
●会期：平成29年10月4日～5日
●出展者数：178 社
●商談数：4,304件

●招聘バイヤー
　（国内60 社、海外87社より188名）
●バイヤー来訪地域：18ヵ国・地域

募集要項・申込方法

10月3日●　4日●平成30年
in 福岡国際センター

水 木

■日時：平成30年10月3日（水）～4日（木）
■場所：福岡国際センター（福岡市博多区築港本町2-2）
■内容： ①展示商談会（バイヤーが出展者ブースを訪問する商談）
　　　　②個別商談会（バイヤーとの事前予約型商談会）
　　　　③訪問商談会（バイヤーが生産現場等を訪問し、現地で商談）
■出展費用：100,000円（税込、振込手数料別途）
■申込方法：ウェブサイトからお申し込みください。

※詳細につきましては、ホームページをご確認ください。

お申し込み後、申込書の内容をもとに実行委員会にて審査をします。
参加可否の連絡（メールまたはFAX）及び請求書の発行をもって正式受付
とさせていただきます。その後のキャンセルはご遠慮ください。

出展者
募集中

お問い合わせ／Food EXPO Kyushu実行委員会（事務局：福岡商工会議所 産業振興部）　TEL 092-441-1119
 URL：http://www.food-expo-kyushu.jp/
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漫画家

福博新景

なにごとの不思議
なけれど

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

薔薇が咲いた
というヒット曲があった
おもしろか歌やなあ
というのがみんなの感想だった
バラが咲いたけんなんかいな
と博多弁でおかしがった

植物園にいったのは10年ぶり
二度めか三度めだった
なんだかうれしかった
花も楽しかったけれど樹木が
よかった
そう　単に木ではなく樹木
というとなにかしら
そう　存在感が増すようだ

植物園にいって
オオゴマダラといっしょに
花のなかをふわふわ
浮遊しているとなんだか
そう　心が明るくなった
なにごとの不思議も
ないのに
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〈掲載広告〉
●イオンクレジットサービス株式会社…P33
●福岡県信用保証協会…P22
●福岡県ジョブ・カードセンター…P19

〈【同封】 福商 折込みチラシ〉
●2018 年度福岡商工会議所検診サービスのご案内

〈【同封】 福商ビジネス情報便〉
●株式会社エム・アール・エフ
●株式会社サポート
●ほけんの窓口グループ株式会社
●株式会社いーふらん
●日本経済新聞社
●TOMAコンサルタンツグループ株式会社
●読売新聞西部本社
●K'sパートナー株式会社
●公益社団法人 福岡県雇用対策協会

〈もしもに備える〉
商工会議所会員のための「中小企業PL保険制度」

福商リスクマネジメントセミナー

福商確定拠出年金（DC）プラン

従業員定着と豊かな老後資金確保をめざして

危機管理情報室

〈優秀な人材を採用・育成したい〉
検定試験・セミナー・教育

〈海外展開〉
フランス・福岡（九州）経済フォーラム

EPA（経済連携協定）活用セミナー～初級編～

非特恵原産地証明申請の基礎実務講座

〈お知らせ〉
　　　　  ホークス特割回数券【前半戦】

福商優待サービス

博多伝統芸能館イベント

福商実務研修講座

福岡商工会議所パソコン教室受講生募集

「はたらくふくおか」掲載企業募集

博多どんたく港まつり写真コンクール応募作品募集

〈経営支援〉
福岡商工会議所の経営相談窓口のご利用方法
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〈福岡商工会議所の活動〉
FCCI NEWS 会議所の動き

〈ビジネスネットワーク〉
新規会員のご紹介

会員企業の商品・サービス紹介
“ホットニュース”

〈専門家に聞く〉
税務Ｑ＆Ａ

〈役に立つ情報〉
　　時代を読み解くツボ

迷走を続けるトランプ政権

　　消費者の“みかた”

消費者と事業者の信頼関係を
築く広告とは？

福岡の統計

パブリックインフォメーション

　　トレンド通信

外国人観光客の
興味がある分野を知るヒント

〈ホッとひと息〉
今月のよかもん
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vol.525

ミライロしごと図鑑 02カンパニーズチャレンジ

会員限定

中期方針「IT・ICTの活用による生産性向上支援」

身の丈ITの推進による
売上げアップの仕組みづくり

保存版

COMPANY’S
CHALLENGE

NEW

NEW

NEW

福岡商工会議所 Facebook
是非フォローをお願いいたします！
https://www.facebook.com/fukuoka.cci検索福岡商工会議所

福岡商工会議所WEB
http://www.fukunet.or.jp/ イベント

セミナー
催事情報など
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〒815-0083 福岡市南区高宮1-13-22
TEL＆FAX 092-406-8944

https://wanoshiori.com/

株式会社わの栞

るようになりました」。
全国の百貨店催事への出店を続け
る松村さんは、『幅広い世代の方に久
留米絣の魅力が伝わってきている』と
手応えを実感しています。
※1  最新の流行を採り入れながら低価格に抑えた衣料
品を、短いサイクルで世界的に大量生産・販売する
ファッションブランドやその業態。
※2  『型、原型、模様、見本』の意味。ファッション
では、生地に用いられる柄（模様、図案）を指したり、
衣服のための型紙のことを指す。

京都の女性職人をプロデュース

松村さんのもう一つの仕事として、
京都在住の女性の伝統工芸作家・職
人のプロデュースと販売のサポートをし
ています。『華のたくみびと』と称し、
日本の伝統的な技術と文化を現代的な
ライフスタイルに取り入れ、未来へつ
なぐ活動に取り組んでいます。メン
バーで集まって、女性ならではの目線
から『つくる人』『つかう人』の意見を出
し合ったうえで作品の改善に反映。研
究熱心な仲間と切磋琢磨しあえる場を
持つことで、松村さん自身の刺激にも
なっているそうです。

日々、『わの栞』と『華のたくみびと』
の商品や資料を携え、全国各地で開
催される百貨店での催事・イベントに
出店するなど営業活動に奔走し、月に
1回は織元を訪問して反物を選ぶ。そ
れらすべてを一人で担い、多忙を極め
ても、全国各地を回って直接お客様と
出会うことを優先している松村さん。
「今は『華のたくみびと』をはじめと
する、つくり手の思いを直接伝え、お
客様のニーズを聞く地固めの時期。お
客様とお話ししているとアイデアが浮
かぶことも多く、次の商品に反映する
ようにしています」。

技術と文化の「伝道師」として

大手百貨店に出店すると海外観光
客との接点も生まれ、久留米絣のアイ
テムがどの国の人に受け入れてもらえる
かをリサーチする機会にもなっている
とのこと。情報発信のターゲットエリ
アや手法については検討段階ですが、
『日本の縫製技術を海外に伝えたい』
と、将来的には海外展開も視野に入

れているそうです。
「『伝統工芸』と言うと、すごく堅苦
しいものに思われ、日常生活とかけ離
れた手の届かないものになってしまい
ます。ですから、大切に箪笥にしまっ
ておくようなものでなく、日々の暮ら
しの中でファッションとして楽しめるも
のをつくりたいと思っています」。松村
さんたちの思いと技が織りなす数々の
アイテムは、使い手が日々愛着を深め
ることによって次世代へと受け継がれ
ることでしょう。

母娘で久留米絣衣料を製造・販売

明治以降広く愛好されて木綿絣の代
表的存在となった久留米絣は、藍色の
美しさと織りの巧みさから国の重要無
形文化財に指定されており、素朴な風
合いと丈夫さが魅力です。しかしなが
ら、久留米絣に対して『年配の人のも
の』『もんぺ、作業着』というイメージ
を持つ方もいらっしゃるかもしれませ
ん。
そんな既成概念を払拭すべく、『久
留米絣を民芸品ではなく、ファッショ
ンアイテムとして提案しよう』という発
想から『わの栞』は生まれました。久
留米絣のアパレルメーカーで働いてい
た母娘が立ち上げたブランドです。代
表の松村かおりさんは、日本の風土に

合った絣の良さを伝えるために、『デザ
インにこだわった服をつくろう。より
幅広い世代の方に着ていただけるもの
をつくろう』と考えたのです。

デザインを支える確かな縫製技術・
繊細な心配り

「久留米絣は丈夫な織物。着るほど
に肌に馴染んでいきます。服として考
えると、デザインと反物選びが一番大
切なことですが、それだけでは直ぐに
飽きられてしまいます。流行りのファス
トファッション※1と違い、長く着られる
ものだから、見えない部分にこだわ
り、丁寧に仕立てています。綺麗に
縫製された物は、洗濯による型崩れも
防いでくれるのです」。

娘の松村さんが描いたデザイン画を
基に、母がパターン※2を起こして縫製
を行います。ワンピースやジャケット、
ブラウスといったファッションアイテム
に、色柄や襟・袖周りの誂えでアクセ
ントをプラス。着心地の良さと手入れ
のしやすさを重視し、日常でも気軽に
使えるアイテムに仕立てています。ま
た、縫製の美しさも松村さんがこだ
わっている点です。素材の久留米絣は
反物。標準的な反物の幅は38cmで
す。小幅な布を柄合わせしてつなぎ、
やわらかで曲線的なデザインに仕立て
るには非常に高度な技術が必要です。
「『久留米絣でこんなお洒落な服は
初めて見た。こんなのを着てみたかっ
た』と言われる機会が増え、これまで
より若い世代の方が手にとってくださ

伝統技術や文化は、もっと日常の中にあるべき
ファッションアイテムとしての可能性を広げたい
株式会社わの栞　代表取締役　松村 かおり氏

【プロフィール】
福岡県久留米市出身。大手百貨店に16
年間勤務後、母がパタンナー※兼縫製
職として勤める久留米絣のアパレル
メーカーに転職。約6年勤めた後、母と
オリジナルブランドを立ち上げることを
決意し、2016年9月に会社設立。久留
米絣の婦人服や小物の製作・販売、日
本の伝統工芸の情報発信に取り組む。
※パタンナー／ファッションデザイナー
が描いたデザインをもとにパターン（型
紙）におこす専門職

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.36

2松村さん自ら織元に出向き、反物の色柄にもアイデアを伝える。伝統的な色柄にこ
だわらないデザインは幅広い年齢層に支持され、久留米絣のファンの裾野を広げている

4幅38cmの反物を洋服に仕立てるには高度なパターン技術と縫製技術が必要。パ
タンナー兼縫製士の松村さんのお母様の技術は、若い縫製士へと受け継がれる

1百貨店勤務時代の人脈を活かして全国の百貨店の催事に出店。絣の概念を覆す
デザインがバイヤーの目に留まり、すでに今年秋まで出店依頼でスケジュールがいっぱ
いになっている

3京都在住の伝統工芸女性作家5組が集まった『華のたくみびと』の作品。日常生活
に取り入れやすい魅力的なデザインとなっている
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アイテムは、使い手が日々愛着を深め
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ることでしょう。

母娘で久留米絣衣料を製造・販売

明治以降広く愛好されて木綿絣の代
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美しさと織りの巧みさから国の重要無
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をつくろう』と考えたのです。

デザインを支える確かな縫製技術・
繊細な心配り
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伝統技術や文化は、もっと日常の中にあるべき
ファッションアイテムとしての可能性を広げたい
株式会社わの栞　代表取締役　松村 かおり氏

【プロフィール】
福岡県久留米市出身。大手百貨店に16
年間勤務後、母がパタンナー※兼縫製
職として勤める久留米絣のアパレル
メーカーに転職。約6年勤めた後、母と
オリジナルブランドを立ち上げることを
決意し、2016年9月に会社設立。久留
米絣の婦人服や小物の製作・販売、日
本の伝統工芸の情報発信に取り組む。
※パタンナー／ファッションデザイナー
が描いたデザインをもとにパターン（型
紙）におこす専門職

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.36

2松村さん自ら織元に出向き、反物の色柄にもアイデアを伝える。伝統的な色柄にこ
だわらないデザインは幅広い年齢層に支持され、久留米絣のファンの裾野を広げている

4幅38cmの反物を洋服に仕立てるには高度なパターン技術と縫製技術が必要。パ
タンナー兼縫製士の松村さんのお母様の技術は、若い縫製士へと受け継がれる

1百貨店勤務時代の人脈を活かして全国の百貨店の催事に出店。絣の概念を覆す
デザインがバイヤーの目に留まり、すでに今年秋まで出店依頼でスケジュールがいっぱ
いになっている

3京都在住の伝統工芸女性作家5組が集まった『華のたくみびと』の作品。日常生活
に取り入れやすい魅力的なデザインとなっている

21

43

3福岡商工会議所 NEWS ︱ 2018  MAY

https://wanoshiori.com/


※1  販売管理（flam）：株式会社フリッ
プロジックが展開するクラウド上で行う
販売在庫管理システム
https://www.flamsv.com/
※2  クラウド会計（MFクラウド）：株式
会社マネーフォワードが展開するクラウ
ド会計ソフト
https://biz.moneyforward.com/

　取引先企業の増加に伴い受注量が増加してきたことで、1日に割く時間のうちバックオフィ

ス業務の割合が8割と大きくなっている。またそのすべての業務を代表1人で担っている。

　FacebookなどのSNSに登録はしているものの、なかなか時間を捻出できず、イベント等

に参加しても更新することができていない。

今回の事例企業のサポートを行った株式会社ワクフリです。クラウドサービスを活用しバックオフィス業務の改善を行う専門企業
です。福岡商工会議所専門家の派遣事業をご活用頂ければ、我々のような専門企業による無料相談が可能となります。

　『販売管理（flam）※1』と『クラウド会計（MFクラウド）※2』を導入し、売掛管理・在庫管

理のIT化及び、会計処理のIT化を図った。

バックオフィス業務のIT化を進めフロント業務に注力を
行った結果、新商品の開発に至った事例（製造・卸・小売業）

・1日のうちバックオフィス業務の割合が8割を占めている
・時間捻出ができずにSNS等の更新ができていない

導入事例 1

抱えている課題

課題解決の為にクラウドサービスを導入

クラウドサービス導入後の効果・課題解決の状況

　バックオフィス業務はもち
ろん必要な業務ではあるが、
自分自身が担わなくてはなら
ない仕事かどうかを改めて考
えることができた。自分自身
の強みが生かせるフロント業
務に力を入れ、新しい商品の
開発や提案を通じて、お客
様を増やしていきたい。これ
までECサイトやSNSなど、
登録してはいる状態だった
が、生まれた時間をうまく生
かして情報発信を積極的に
行っていきたい。

従業員：１名
本社：福岡市中央区草香江
http://takumi-collection.net/
●久留米絣を利用した小物商品の企画～販売
●事業を始めて３年目の女性起業家
●地元福岡のセレクトショップや百貨店に商品

を卸しつつ、エリアを拡大中
●欲しくなるデザインでありつつ、手軽な価格で

提供

〈企業概要〉

TAKUMI Collection
代表者　榎本敬子

フロント
業務
30％バック

オフィス
業務
70％

フロント業務
●新規取引先開拓
　（直接営業）
●取引先のフォロー
　のみ

バックオフィス業務
●受発注管理　●在庫管理（商品、材料）
●商品への値札付け
●商品の発送作業
●会計業務　●請求業務　等

フロント業務
●新規開拓営業
●SNSの活用
●イベントへの出店
●企画商品の開発

バックオフィス業務
●作業マニュアルの準備
●会計業務のスピード化
●正確な管理業務

バック
オフィス

業務
40％

フロント
業務

60％

できるように
なった業務

導入企業の声
事業者

クラウドサービスの活用により
バックオフィス業務が効率化

 　 販売管理（flam）

●売掛管理
●在庫管理
●受発注管理

●クレジットでの買い物
●インターネットバンキ
　ングでの支払い

PLや
BS等の

経営分析
資料

クラウド会計
（MFクラウド）

領収書自動記帳
（MFクラウド）

自動
連携 自動

作成

自動
連携

半自動

現金領収書

導入 導入

導入

　福岡商工会議所では今年度の重点項目に、『IT・ICTの

活用による生産性向上支援 ～身の丈 ITの徹底普及による

労働生産性の向上～ 』を掲げ、中小企業に対してIT導入

補助金等を活用し、業種や規模などを踏まえた身の丈 IT

身の丈ITの推進による
売上げアップの仕組みづくり

中期方針
「IT・ICTの活用による

生産性向上支援」

の徹底的な普及を促進し（複数のビジネスアプリの導入提

案）、生産性向上を図るとともに、売上アップの仕組みづく

りを支援することにより、中小企業の持続的発展の実現

に取り組みます。

●日々の売上、客数、客単価がわからな
い（勘に頼っている）

●レジ締めに時間がかかる
●商品の売れ筋順位が不明
●お店に行かないと状況がわからない

●タイムカードや紙での勤怠管理のため
集計に時間がかかる

●人の手で計算するため集計を間違えて
しまう

●給与計算に数時間から数日かかる

●現金の領収書を一つずつ見ながら帳簿
付けしている

●記帳した通帳を見ながら一つずつ帳簿
付けする

●会社の経営状況（試算表の作成）がリ
アルタイムにわからない

AfterBefore
●日々の売上、客数、客単価などが自動で

集計され、いつでも確認可能なので、売上
日報の作成がいらない

●リアルタイムにいつでもどこでもお店の売上
状況が確認可能

●売れ筋商品がデータで把握できるようにな
り、効果的な販売戦略が立案可能

●各スタッフの勤怠時間の集計が自動でされ
るので集計作業がいらなくなる

●人の手ではなく自動集計するので間違いが
ない

●打刻忘れ・打刻漏れ修正がすぐに可能

●手入力や手書きの記帳作業が大幅に減る
●カード情報・銀行情報・レシートを連携させ

ることで、自動的に会計に反映
●ほぼ自動で会計業務が終了
●確定申告までほとんど自動
●いつでもどこでも経営状況の把握が可能に

リアルタイムに売上、人件
費、経費が全て会計ソフト
に集約され、会社の経営状
況がいつでもどこでもすぐに
わかるようになり、迅速に新
たな経営戦略を立てることが
できる！

レジ系
導入

人事労務系
導入

会計系
導入

●レジ系
●人事労務系
●会計系

コストの
削減を

図りたい

事務所に
戻らないと

仕事が
できない

人手不足
の解消を
図りたい

売上げ
アップを
図りたい

営業力・
販売力の強化

を図りたい

情報共有や
報連相ができ

ていない

企業が抱える悩み

アプリ同士が
連携することで
更に効率的に！

私がサポートさせて頂きました 株式会社ワクフリ　代表取締役　髙島卓也氏
福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル1F　TEL 092-600-4200　https://wakufuri.com/

クラウドサービスとは…ネットワーク上に“データを
保存し活用できる”サービスの総称です。

クラウドサービス
●クラウドソーシング系
●ストレージ系
●コミュニケーション系

●レジ系
●人事労務系
●会計系
●業務系

クラウドサービス
導入で解決！

クラウドサービス導入事例紹介

特 集

4 2018  MAY ︱ 福岡商工会議所 NEWS



※1  販売管理（flam）：株式会社フリッ
プロジックが展開するクラウド上で行う
販売在庫管理システム
https://www.flamsv.com/
※2  クラウド会計（MFクラウド）：株式
会社マネーフォワードが展開するクラウ
ド会計ソフト
https://biz.moneyforward.com/

　取引先企業の増加に伴い受注量が増加してきたことで、1日に割く時間のうちバックオフィ

ス業務の割合が8割と大きくなっている。またそのすべての業務を代表1人で担っている。

　FacebookなどのSNSに登録はしているものの、なかなか時間を捻出できず、イベント等

に参加しても更新することができていない。

今回の事例企業のサポートを行った株式会社ワクフリです。クラウドサービスを活用しバックオフィス業務の改善を行う専門企業
です。福岡商工会議所専門家の派遣事業をご活用頂ければ、我々のような専門企業による無料相談が可能となります。

　『販売管理（flam）※1』と『クラウド会計（MFクラウド）※2』を導入し、売掛管理・在庫管

理のIT化及び、会計処理のIT化を図った。

バックオフィス業務のIT化を進めフロント業務に注力を
行った結果、新商品の開発に至った事例（製造・卸・小売業）

・1日のうちバックオフィス業務の割合が8割を占めている
・時間捻出ができずにSNS等の更新ができていない

導入事例 1

抱えている課題

課題解決の為にクラウドサービスを導入

クラウドサービス導入後の効果・課題解決の状況

　バックオフィス業務はもち
ろん必要な業務ではあるが、
自分自身が担わなくてはなら
ない仕事かどうかを改めて考
えることができた。自分自身
の強みが生かせるフロント業
務に力を入れ、新しい商品の
開発や提案を通じて、お客
様を増やしていきたい。これ
までECサイトやSNSなど、
登録してはいる状態だった
が、生まれた時間をうまく生
かして情報発信を積極的に
行っていきたい。

従業員：１名
本社：福岡市中央区草香江
http://takumi-collection.net/
●久留米絣を利用した小物商品の企画～販売
●事業を始めて３年目の女性起業家
●地元福岡のセレクトショップや百貨店に商品

を卸しつつ、エリアを拡大中
●欲しくなるデザインでありつつ、手軽な価格で

提供

〈企業概要〉

TAKUMI Collection
代表者　榎本敬子

フロント
業務
30％バック

オフィス
業務
70％

フロント業務
●新規取引先開拓
　（直接営業）
●取引先のフォロー
　のみ

バックオフィス業務
●受発注管理　●在庫管理（商品、材料）
●商品への値札付け
●商品の発送作業
●会計業務　●請求業務　等

フロント業務
●新規開拓営業
●SNSの活用
●イベントへの出店
●企画商品の開発

バックオフィス業務
●作業マニュアルの準備
●会計業務のスピード化
●正確な管理業務

バック
オフィス

業務
40％

フロント
業務

60％

できるように
なった業務

導入企業の声
事業者

クラウドサービスの活用により
バックオフィス業務が効率化

 　 販売管理（flam）

●売掛管理
●在庫管理
●受発注管理

●クレジットでの買い物
●インターネットバンキ
　ングでの支払い

PLや
BS等の

経営分析
資料

クラウド会計
（MFクラウド）

領収書自動記帳
（MFクラウド）

自動
連携 自動

作成

自動
連携

半自動

現金領収書

導入 導入

導入

　福岡商工会議所では今年度の重点項目に、『IT・ICTの

活用による生産性向上支援 ～身の丈 ITの徹底普及による

労働生産性の向上～ 』を掲げ、中小企業に対してIT導入

補助金等を活用し、業種や規模などを踏まえた身の丈 IT

身の丈ITの推進による
売上げアップの仕組みづくり

中期方針
「IT・ICTの活用による

生産性向上支援」

の徹底的な普及を促進し（複数のビジネスアプリの導入提

案）、生産性向上を図るとともに、売上アップの仕組みづく

りを支援することにより、中小企業の持続的発展の実現

に取り組みます。

●日々の売上、客数、客単価がわからな
い（勘に頼っている）

●レジ締めに時間がかかる
●商品の売れ筋順位が不明
●お店に行かないと状況がわからない

●タイムカードや紙での勤怠管理のため
集計に時間がかかる

●人の手で計算するため集計を間違えて
しまう

●給与計算に数時間から数日かかる

●現金の領収書を一つずつ見ながら帳簿
付けしている

●記帳した通帳を見ながら一つずつ帳簿
付けする

●会社の経営状況（試算表の作成）がリ
アルタイムにわからない

AfterBefore
●日々の売上、客数、客単価などが自動で

集計され、いつでも確認可能なので、売上
日報の作成がいらない

●リアルタイムにいつでもどこでもお店の売上
状況が確認可能

●売れ筋商品がデータで把握できるようにな
り、効果的な販売戦略が立案可能

●各スタッフの勤怠時間の集計が自動でされ
るので集計作業がいらなくなる

●人の手ではなく自動集計するので間違いが
ない

●打刻忘れ・打刻漏れ修正がすぐに可能

●手入力や手書きの記帳作業が大幅に減る
●カード情報・銀行情報・レシートを連携させ

ることで、自動的に会計に反映
●ほぼ自動で会計業務が終了
●確定申告までほとんど自動
●いつでもどこでも経営状況の把握が可能に

リアルタイムに売上、人件
費、経費が全て会計ソフト
に集約され、会社の経営状
況がいつでもどこでもすぐに
わかるようになり、迅速に新
たな経営戦略を立てることが
できる！

レジ系
導入

人事労務系
導入

会計系
導入

●レジ系
●人事労務系
●会計系

コストの
削減を

図りたい

事務所に
戻らないと

仕事が
できない

人手不足
の解消を
図りたい

売上げ
アップを
図りたい

営業力・
販売力の強化

を図りたい

情報共有や
報連相ができ

ていない

企業が抱える悩み

アプリ同士が
連携することで
更に効率的に！

私がサポートさせて頂きました 株式会社ワクフリ　代表取締役　髙島卓也氏
福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル1F　TEL 092-600-4200　https://wakufuri.com/

クラウドサービスとは…ネットワーク上に“データを
保存し活用できる”サービスの総称です。

クラウドサービス
●クラウドソーシング系
●ストレージ系
●コミュニケーション系

●レジ系
●人事労務系
●会計系
●業務系

クラウドサービス
導入で解決！

クラウドサービス導入事例紹介

特 集
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　人材の質の確保は重要課題であり、オペレーションの改善、IT化の推進を通じて、「ES
（従業員満足度）がCS（顧客満足度）に繋がる経営」の実現と、経営改善を進め、経営者
も従業員も仕事とプライベートのバランスの取れた生活を送れる環境を作っていきたい。

効果①

効果②

効果③

効果④

効果⑤

効果⑥

オーダー内容がリアルタイムで厨房へ伝達されることにより、提供までの時間が
短縮され、来店客の回転率が向上した。
1日5～6回あったオーダーミスが0～1回まで減少したことに加え、データの利活
用により最適な仕込み量による準備が可能になり、食材ロスの軽減が図れた。
売上高を時間帯別で分析することが可能となり、閉店時間の延長による売上増の
効果を確認でき、新たな売上機会を生み出すことができた。
メニュー改変を即座に反映（自由度の向上）させることが可能になった。また、メニュー
別の売上も把握出来るようになり、効果的な新メニューの提供が可能となった。
リアルタイムで売上状況・混雑状況の把握が出来るようになり、繁忙度合にあわ
せたシフト管理や、混雑状況を見て経営陣がヘルプに掛けつけるなど、フレキシ
ブルな対応が出来るようになった。
IT導入により浮いた費用を、時給アップ（給与単価のアップ）などで従業員に給与
として還元することができた。

　『スマレジ※3』と『クラウド会計（MFクラウド）※4』の導入により、レジのIT化と会計処理の

IT化を図った。

事業承継を機に、IT化を進め
生産性を向上させた事例（飲食業）

福岡商工会議所のIT導入支援メニュー導入事例 2

課題解決の為にクラウドサービスを導入

クラウドサービス導入後の効果・課題解決の状況

　私は経営する立場であり、経
営改善の取り組みも色々と行っ
ていますが、自分自身も様々な
仕事を行っており、なかなかま
とまって過去と現在を振り返る
タイミングがありませんでした。
今回、専門家との対話を通じて
自社の強みや課題を整理したこ
とで、現在の自社に必要なアク
ションを決めることができまし
た。また、実際にクラウドサー
ビスを導入したことで、経営改
善の効果が得られています。ク
ラウドサービスの導入による一
番の効果は見える化です。ラン
チタイムを過ぎるとお客様が
減ってくるということを蓄積した
データから確認することができ
ます。これが感覚ではなくデー
タで検証できたことで、スイー
ツを新たなメニューに加えるな
ど対策を講じることができま
す。また、講じた対策がうまく
いったかどうかについて検証す
ることもデータの蓄積が可能な
クラウドサービスを導入したか
らこそできるようになりました。
これまでのように紙の伝票では
それができませんでした。今後
も、クラウドサービスで蓄積し
た情報を基に定期的に経営を
振り返っていきたいと思います。

従業員：17名
本社：福岡県太宰府市宰府
●梅ヶ枝餅の製造・卸・販売と蕎麦屋の運

営を行っている
●太宰府天満宮の表参道うどんを中心とした

食堂を1971年にスタート
●現在事業承継に取り組んでいる
●社長（職人）と専務（管理）の共同経営

〈企業概要〉

有限会社やす武
代表取締役　高木新一

導入企業の声

事業者

※3  スマレジ：株式会社スマレジが展
開するクラウドPOSレジ
https://smaregi.jp/
※4 クラウド会計 （MFクラウド）：株式
会社マネーフォワードが展開するクラウ
ド会計ソフト
https://biz.moneyforward.com/

 　    スマレジ
●売上分析
●商品分析
●オペレーション向上

●クレジットでの買い物
●インターネットバンキ
　ングでの支払い

PLや
BS等の

経営分析
資料

クラウド会計
（MFクラウド）

領収書自動記帳
（MFクラウド）
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効果①  来店客の回転率向上

効果②  食材ロスの軽減

効果③  新たな売上機会の創出

効果④  メニュー改変における自由度の向上

効果⑤  繁忙度合にあわせたシフト管理

効果⑥  既存スタッフの給与単価のアップ

生産性の
向上

ESの向上

導入 導入

導入

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

自動取得・自動仕訳機能で会計業務を約1/5に短縮
自動レポート機能でタイムリーな経営情報を把握

Ａ：ベーシックプラン
（年間契約のみ）

【会計業務に特化したプラン】

Ｂ：バリューパックプラン
（月額契約のみ）

【会計業務＋4つのサービス※のプラン】

個人 月額2,900円～
法人 月額3,900円～
（利用者数による従量課金/税抜）

個人 年額8,800円（税抜）
法人  年額32,780円（税抜）

　クラウド会計ソフトのひとつであるMFクラウド会計・確定申告は、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
に軽減します。さらに、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。

12か月 利用（有料課金）頂くと
2か月分の利用料無料クーポンを発行

新規契約時、契約更新時に
2か月分の利用料無料クーポンを発行

※その他4つのサービス ： 請求書作成、経費精算、給与計算、マイナンバー収集

　㈱マネーフォワードが提供する「MFクラウド会計・
確定申告」など「MFクラウドシリーズ」を会員限定の
利用料金特別割引にて提供いたします。皆様の会計
業務をはじめ、バックオフィス業務の生産性向上に
お役立てください。
※Ａ、Ｂプランの２か月分の利用料無料クーポンは、利用開始より13

か月、14か月目に利用可能です。

ITツール導入に係る補助金活用のご提案（H30.4.20現在）

①サービス等生産性向上IT導入支援事業

●補助対象経費
ソフトウエア、クラウド利用費、導入
関連経費等
※https://www.it-hojo.jp/ に公開されて

いるITツールが補助金対象です。

●補助金の上限額・下限額・補助率
　上限額：50万円
　下限額：15万円
　補助率：1／2以下

●交付申請期間
　2018年4月20日～6月4日

〈注意事項〉交付決定前に契約・導入され発生した経費
は補助対象となりません。必ず交付決定を受けた後に
補助事業を開始してください。

②軽減税率対策補助金

●補助対象経費：【A-3型  モバイルPOSレジシステム】
複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、PC、スマート
フォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレ
ジとして新たに導入するものを補助対象とします。
※A-3型モバイルPOSレジシステムに関する機器（「タブレット等」・「レシートプリンタ

を含む付属機器」）について、補助対象となるものは、指定サービスベンダーが提供す
る対象サービスにおいて「事務局に登録されたもの」にかぎります。各指定サービスベ
ンダーの対象サービスによって、登録されている機器が異なります。詳細は、『軽減税
率対策補助金』をご確認ください。

●補助対象経費：1台あたり上限40万円
（タブレット等・付属機器及び対象サービス導入費：20万円、設置に要する経費：20万円）
※1事業者あたりの上限額は200万円
※補助率等詳細は『軽減税率対策補助金』ホームページでご確認ください。

●補助事業の完了期限：2019年9月30日

〈次回のセミナー（予定）〉
『働き方改革を実現するクラウド活用～ペーパーレス・キャッシュレスの実現に向けて～』
●日時：平成30年5月18日（金）昼の部14:00～15:30、夜の部18:30～20:00
●場所：福岡商工会議所（会場の詳細はホームページよりご確認ください）

●内容：クラウドとは何かから、導入のメリット・デメリット、また、業務に使えるクラウドサービ
スや事例等のご紹介をさせていただき、最後に補助金の説明をさせていただきます。

●定員：30名　●講師：株式会社ワクフリ  代表取締役　髙島卓也氏
●申込方法：福岡商工会議所のホームページよりお申し込みください。

〈無料〉

IT導入・活用による、業務効率化、生産性向上についてご不明な点やご検討の際は、当所にお気軽にお問い合わせください。
福岡商工会議所　経営相談部 地域支援第一グループ（東・博多・南区の方） 

▲

TEL 092-441-2161
 地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区の方）  

▲

TEL 092-441-2162

年間利用料金（12か月）で14か月
のご利用ができます。

A ： ベーシックプラン

年間利用料金（12か月）で14か月
のご利用ができます。

B ： バリューパックプラン

永年

初回
のみ

抱えている課題

　クラウドサービス等IT
導入に精通した専門家
を派遣して、御社の IT
導入を支援します。

〈無料・事前予約制〉

専門家の派遣

会員限定特別割引サービス（H30.4.20現在）1

32

4

セミナーの開催　定期的に開催するIT導入に向けたセミナーを通じてIT導入を支援します。
IT導入
補助金
の活用

ぜひ
ご活用
ください
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　人材の質の確保は重要課題であり、オペレーションの改善、IT化の推進を通じて、「ES
（従業員満足度）がCS（顧客満足度）に繋がる経営」の実現と、経営改善を進め、経営者
も従業員も仕事とプライベートのバランスの取れた生活を送れる環境を作っていきたい。

効果①

効果②

効果③

効果④

効果⑤

効果⑥

オーダー内容がリアルタイムで厨房へ伝達されることにより、提供までの時間が
短縮され、来店客の回転率が向上した。
1日5～6回あったオーダーミスが0～1回まで減少したことに加え、データの利活
用により最適な仕込み量による準備が可能になり、食材ロスの軽減が図れた。
売上高を時間帯別で分析することが可能となり、閉店時間の延長による売上増の
効果を確認でき、新たな売上機会を生み出すことができた。
メニュー改変を即座に反映（自由度の向上）させることが可能になった。また、メニュー
別の売上も把握出来るようになり、効果的な新メニューの提供が可能となった。
リアルタイムで売上状況・混雑状況の把握が出来るようになり、繁忙度合にあわ
せたシフト管理や、混雑状況を見て経営陣がヘルプに掛けつけるなど、フレキシ
ブルな対応が出来るようになった。
IT導入により浮いた費用を、時給アップ（給与単価のアップ）などで従業員に給与
として還元することができた。

　『スマレジ※3』と『クラウド会計（MFクラウド）※4』の導入により、レジのIT化と会計処理の

IT化を図った。

事業承継を機に、IT化を進め
生産性を向上させた事例（飲食業）

福岡商工会議所のIT導入支援メニュー導入事例 2

課題解決の為にクラウドサービスを導入

クラウドサービス導入後の効果・課題解決の状況

　私は経営する立場であり、経
営改善の取り組みも色々と行っ
ていますが、自分自身も様々な
仕事を行っており、なかなかま
とまって過去と現在を振り返る
タイミングがありませんでした。
今回、専門家との対話を通じて
自社の強みや課題を整理したこ
とで、現在の自社に必要なアク
ションを決めることができまし
た。また、実際にクラウドサー
ビスを導入したことで、経営改
善の効果が得られています。ク
ラウドサービスの導入による一
番の効果は見える化です。ラン
チタイムを過ぎるとお客様が
減ってくるということを蓄積した
データから確認することができ
ます。これが感覚ではなくデー
タで検証できたことで、スイー
ツを新たなメニューに加えるな
ど対策を講じることができま
す。また、講じた対策がうまく
いったかどうかについて検証す
ることもデータの蓄積が可能な
クラウドサービスを導入したか
らこそできるようになりました。
これまでのように紙の伝票では
それができませんでした。今後
も、クラウドサービスで蓄積し
た情報を基に定期的に経営を
振り返っていきたいと思います。

従業員：17名
本社：福岡県太宰府市宰府
●梅ヶ枝餅の製造・卸・販売と蕎麦屋の運

営を行っている
●太宰府天満宮の表参道うどんを中心とした

食堂を1971年にスタート
●現在事業承継に取り組んでいる
●社長（職人）と専務（管理）の共同経営

〈企業概要〉

有限会社やす武
代表取締役　高木新一

導入企業の声

事業者

※3  スマレジ：株式会社スマレジが展
開するクラウドPOSレジ
https://smaregi.jp/
※4 クラウド会計 （MFクラウド）：株式
会社マネーフォワードが展開するクラウ
ド会計ソフト
https://biz.moneyforward.com/

 　    スマレジ
●売上分析
●商品分析
●オペレーション向上

●クレジットでの買い物
●インターネットバンキ
　ングでの支払い

PLや
BS等の

経営分析
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効果①  来店客の回転率向上

効果②  食材ロスの軽減

効果③  新たな売上機会の創出

効果④  メニュー改変における自由度の向上

効果⑤  繁忙度合にあわせたシフト管理

効果⑥  既存スタッフの給与単価のアップ

生産性の
向上

ESの向上

導入 導入

導入

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

自動取得・自動仕訳機能で会計業務を約1/5に短縮
自動レポート機能でタイムリーな経営情報を把握

Ａ：ベーシックプラン
（年間契約のみ）

【会計業務に特化したプラン】

Ｂ：バリューパックプラン
（月額契約のみ）

【会計業務＋4つのサービス※のプラン】

個人 月額2,900円～
法人 月額3,900円～
（利用者数による従量課金/税抜）

個人 年額8,800円（税抜）
法人  年額32,780円（税抜）

　クラウド会計ソフトのひとつであるMFクラウド会計・確定申告は、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
に軽減します。さらに、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。

12か月 利用（有料課金）頂くと
2か月分の利用料無料クーポンを発行

新規契約時、契約更新時に
2か月分の利用料無料クーポンを発行

※その他4つのサービス ： 請求書作成、経費精算、給与計算、マイナンバー収集

　㈱マネーフォワードが提供する「MFクラウド会計・
確定申告」など「MFクラウドシリーズ」を会員限定の
利用料金特別割引にて提供いたします。皆様の会計
業務をはじめ、バックオフィス業務の生産性向上に
お役立てください。
※Ａ、Ｂプランの２か月分の利用料無料クーポンは、利用開始より13

か月、14か月目に利用可能です。

ITツール導入に係る補助金活用のご提案（H30.4.20現在）

①サービス等生産性向上IT導入支援事業

●補助対象経費
ソフトウエア、クラウド利用費、導入
関連経費等
※https://www.it-hojo.jp/ に公開されて

いるITツールが補助金対象です。

●補助金の上限額・下限額・補助率
　上限額：50万円
　下限額：15万円
　補助率：1／2以下

●交付申請期間
　2018年4月20日～6月4日

〈注意事項〉交付決定前に契約・導入され発生した経費
は補助対象となりません。必ず交付決定を受けた後に
補助事業を開始してください。

②軽減税率対策補助金

●補助対象経費：【A-3型  モバイルPOSレジシステム】
複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、PC、スマート
フォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレ
ジとして新たに導入するものを補助対象とします。
※A-3型モバイルPOSレジシステムに関する機器（「タブレット等」・「レシートプリンタ

を含む付属機器」）について、補助対象となるものは、指定サービスベンダーが提供す
る対象サービスにおいて「事務局に登録されたもの」にかぎります。各指定サービスベ
ンダーの対象サービスによって、登録されている機器が異なります。詳細は、『軽減税
率対策補助金』をご確認ください。

●補助対象経費：1台あたり上限40万円
（タブレット等・付属機器及び対象サービス導入費：20万円、設置に要する経費：20万円）
※1事業者あたりの上限額は200万円
※補助率等詳細は『軽減税率対策補助金』ホームページでご確認ください。

●補助事業の完了期限：2019年9月30日

〈次回のセミナー（予定）〉
『働き方改革を実現するクラウド活用～ペーパーレス・キャッシュレスの実現に向けて～』
●日時：平成30年5月18日（金）昼の部14:00～15:30、夜の部18:30～20:00
●場所：福岡商工会議所（会場の詳細はホームページよりご確認ください）

●内容：クラウドとは何かから、導入のメリット・デメリット、また、業務に使えるクラウドサービ
スや事例等のご紹介をさせていただき、最後に補助金の説明をさせていただきます。

●定員：30名　●講師：株式会社ワクフリ  代表取締役　髙島卓也氏
●申込方法：福岡商工会議所のホームページよりお申し込みください。

〈無料〉

IT導入・活用による、業務効率化、生産性向上についてご不明な点やご検討の際は、当所にお気軽にお問い合わせください。
福岡商工会議所　経営相談部 地域支援第一グループ（東・博多・南区の方） 

▲

TEL 092-441-2161
 地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区の方）  

▲

TEL 092-441-2162

年間利用料金（12か月）で14か月
のご利用ができます。

A ： ベーシックプラン

年間利用料金（12か月）で14か月
のご利用ができます。

B ： バリューパックプラン

永年

初回
のみ

抱えている課題

　クラウドサービス等IT
導入に精通した専門家
を派遣して、御社の IT
導入を支援します。

〈無料・事前予約制〉

専門家の派遣

会員限定特別割引サービス（H30.4.20現在）1

32

4

セミナーの開催　定期的に開催するIT導入に向けたセミナーを通じてIT導入を支援します。
IT導入
補助金
の活用

ぜひ
ご活用
ください
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福岡商工会議所の経営相談窓口のご利用方法
〈保存版〉

相談窓口の
ご利用の前に

チェック!

相談窓口や各種サービスを通じて、創業から企業の成長、時には再生支援や事業承継まで、皆様の隣で支援いたします。
早めのご相談は、早期の対応につながります。どうぞお気軽にお声かけください。

原則として、福岡市内で事業を行っている方、創業を予定されている方で
あれば、法人・個人事業主を問わずご利用いただけます。

相談に関する資料などございましたら、可能な限りご用意ください。

お問い合わせ先：地域支援第一グループ（東・博多・南区担当） 　　　TEL 092-441-2161
　　　　　　地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区担当） TEL 092-441-2162

ご利用Q&A

　各地区に担当する経営指導者がいま
す。まずはお電話でお問い合わせくだ
さい。また、相談窓口をご利用の際は
博多駅前2丁目の福岡商工会議所ビル2
階にお越しください。平日９時から17
時まで、相談業務を行っております。

（専門家の相談は予約制です）

相談するにはどうすればよいの？
福岡商工会議所までご連絡ください。

　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。

一体、どんな人が
相談にのってくれるの？

各地区を担当する、商工会議所の職員や、
相談の状況に対応できる専門家が承ります。

　「相談するのにも、お金が…」そんな心
配は無用です。一般的に、専門家やコン
サルタントに相談を行う場合は相談料が
必要となりますが、当所の相談窓口では、
相談料は一切いただいておりません。
※無料相談の範囲を超える場合には、専門家とご相談
者との間で別途有料で契約が必要となる場合がありま
す。その場合の詳細は、担当までご相談ください。

相談費用はどれくらいかかるの？
相談は“原則無料”です。

相談した秘密は守られるの？
職員・専門家ともに、ご相談者の
秘密は厳守いたします。
安心してご相談ください。

厳重な
守秘義務

福岡
商工会議所の 経営相談窓口

※1…随時の相談窓口は、昼休み（12:00～13:00）もご相談を承ります。
※2…従業員雇用・労務管理などの問題に対応する窓口です。
　　　（従業員個人の相談は対象外となりますのでご注意ください）
●予約不要の窓口につきましては、混雑している際にはお待ち頂く場合があります。
　ご了承ください。
●中小事業者と創業予定の方の、事業に関するご相談のみ承ります。
●臨時にお休みを頂くことがございます。詳しくは右記連絡先までお尋ねください。
●ご予約後のキャンセル等は、事前にご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

第2
第4

第2
第4

お問い合わせ

相談場所

ご不明な点は、経営相談部 地域支援第一グループ・第二グループ TEL 092-441-2161・2162まで、お気軽にお尋ねください。

金木水

開 設 日

火月

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

随時

予約制

予約制

福岡市窓口
441-2171

暴排相談窓口
441-1245

経営相談部

地域支援
第一グループ
441-2161
（東・博多・南区）

地域支援
第二グループ
441-2162

（中央・城南・早良・西区）

福岡県中小企業
再生支援協議会
441-1221

福岡県事業
引継ぎ支援センター

441-6922
福岡県地域ジョブ・

カードセンター
401-3070

経営相談部
地域支援第一・第二グループ

441-2161
441-2162

商工会議所

2階

商工会議所

9階
商工会議所

8階
商工会議所

8階
商工会議所

2階
商工会議所

6階

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

毎月1回（不定期）

◯

◯

◯

　　　　　　　　要相談

第3第1

暴力団など、反社会的勢力とのトラブルについて、
初期対応の方法などのご相談に応じます。

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ご相談担当者

商工会議所経営指導員

中小企業診断士

中小企業診断士

社会保険労務士※2

税  理  士

中小企業診断士

弁  護  士

中小企業診断士

商品装飾展示技能士

ITインストラクター

キャリアコンサルタント

9：00～16：30※1

9：00～17：00※1

9：30～17：00

10：00～16：00

9：30～17：00

10：00～16：00

13：00～16：00

10：00～16：00

9：00～17：00

10：00～16：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：30～17：00
第2・第4月曜は
10：00～16：00

9：30～17：00
(月曜10：00～16：00)

福岡県中小企業
再生支援協議会

福岡県事業
引継ぎ支援センター

福岡県地域ジョブ・
カードセンター

BCPに対応可能な専門家
社労士・中小企業診断士 など

セーフティネット認定窓口
福岡市窓口 TEL 092-441-2171

ご相談の内容

金融（融資）

経 営

税務・財務

販売戦略・販売促進

店舗改装

IT相談

人材確保

暴排相談窓口

まず、相談したい

新規開業
経営革新・改善

企業再生
経営改善

◎公的融資制度 ◎創業資金
◎熊本地震関係等のご相談 など

雇用・労務
◎就業規則、従業員の雇用
◎雇用に関する助成金 など

経営安定
（倒産防止）

事業引継相談
（M＆A・事業承継 など）

BCP
（災害対策）

ジョブ・カード制度
（人材開発支援助成金 など）

法　律
事業に関する

開設時間
昼休み

12:00～13:00（　　　  ）

（　　　  ）

予約 場所
予約TEL

お問い合わせ
（市外局番092）

福岡商工会議所　経営相談部　地域支援第一・第二グループ
TEL 092-441-2161・092-441-2162

福岡商工会議所、福岡市中小企業サポートセンター
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28  商工会議所ビル2階

秘密
厳守

●左のキリトリ線で切ってお使いください。

当所では、人材確保に関する相談全般に対して、実務経験豊富な“キャリアコ
ンサルタント”が相談を受け、自社の課題に対する解決策をご提案いたしま
す。専門家が親身になって相談をお受けいたしますので是非ご利用ください。

相談無料・秘密厳守 事前予約

■窓口開設日：原則 毎月第一月曜日と第三木曜日
　　　　　　　　　   （相談時間／1社1時間程度）

■場所：福岡商工会議所 2階

■内容：専門家（キャリアコンサルタント）が人材確保に関する相談に
　　　　応じ、アドバイス等を通じて課題解決を図ります。

■利用方法：事前予約制（各日先着5社）

〈ご利用に際して〉 ※本窓口は、人材を直接ご紹介するものではありません。
 ※臨時にお休みをいただくことがあります。
 ※ご予約のキャンセル等は、事前にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 ※その他、ご不明な点は下記お問い合わせ先までお願いいたします。

心にささる求人票の書き方
若手が定着しない
新卒を採用したい

人材確保
相談窓口のご案内
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福岡商工会議所の経営相談窓口のご利用方法
〈保存版〉

相談窓口の
ご利用の前に

チェック!

相談窓口や各種サービスを通じて、創業から企業の成長、時には再生支援や事業承継まで、皆様の隣で支援いたします。
早めのご相談は、早期の対応につながります。どうぞお気軽にお声かけください。

原則として、福岡市内で事業を行っている方、創業を予定されている方で
あれば、法人・個人事業主を問わずご利用いただけます。

相談に関する資料などございましたら、可能な限りご用意ください。

お問い合わせ先：地域支援第一グループ（東・博多・南区担当） 　　　TEL 092-441-2161
　　　　　　地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区担当） TEL 092-441-2162

ご利用Q&A

　各地区に担当する経営指導者がいま
す。まずはお電話でお問い合わせくだ
さい。また、相談窓口をご利用の際は
博多駅前2丁目の福岡商工会議所ビル2
階にお越しください。平日９時から17
時まで、相談業務を行っております。

（専門家の相談は予約制です）

相談するにはどうすればよいの？
福岡商工会議所までご連絡ください。

　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。

一体、どんな人が
相談にのってくれるの？

各地区を担当する、商工会議所の職員や、
相談の状況に対応できる専門家が承ります。

　「相談するのにも、お金が…」そんな心
配は無用です。一般的に、専門家やコン
サルタントに相談を行う場合は相談料が
必要となりますが、当所の相談窓口では、
相談料は一切いただいておりません。
※無料相談の範囲を超える場合には、専門家とご相談
者との間で別途有料で契約が必要となる場合がありま
す。その場合の詳細は、担当までご相談ください。

相談費用はどれくらいかかるの？
相談は“原則無料”です。

相談した秘密は守られるの？
職員・専門家ともに、ご相談者の
秘密は厳守いたします。
安心してご相談ください。

厳重な
守秘義務

福岡
商工会議所の 経営相談窓口

※1…随時の相談窓口は、昼休み（12:00～13:00）もご相談を承ります。
※2…従業員雇用・労務管理などの問題に対応する窓口です。
　　　（従業員個人の相談は対象外となりますのでご注意ください）
●予約不要の窓口につきましては、混雑している際にはお待ち頂く場合があります。
　ご了承ください。
●中小事業者と創業予定の方の、事業に関するご相談のみ承ります。
●臨時にお休みを頂くことがございます。詳しくは右記連絡先までお尋ねください。
●ご予約後のキャンセル等は、事前にご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

第2
第4

第2
第4

お問い合わせ

相談場所

ご不明な点は、経営相談部 地域支援第一グループ・第二グループ TEL 092-441-2161・2162まで、お気軽にお尋ねください。

金木水

開 設 日

火月

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

随時

予約制

予約制

福岡市窓口
441-2171

暴排相談窓口
441-1245

経営相談部

地域支援
第一グループ
441-2161
（東・博多・南区）

地域支援
第二グループ
441-2162

（中央・城南・早良・西区）

福岡県中小企業
再生支援協議会
441-1221

福岡県事業
引継ぎ支援センター

441-6922
福岡県地域ジョブ・

カードセンター
401-3070

経営相談部
地域支援第一・第二グループ

441-2161
441-2162

商工会議所

2階

商工会議所

9階
商工会議所

8階
商工会議所

8階
商工会議所

2階
商工会議所

6階

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

毎月1回（不定期）

◯

◯

◯

　　　　　　　　要相談

第3第1

暴力団など、反社会的勢力とのトラブルについて、
初期対応の方法などのご相談に応じます。

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ご相談担当者

商工会議所経営指導員

中小企業診断士

中小企業診断士

社会保険労務士※2

税  理  士

中小企業診断士

弁  護  士

中小企業診断士

商品装飾展示技能士

ITインストラクター

キャリアコンサルタント

9：00～16：30※1

9：00～17：00※1

9：30～17：00

10：00～16：00

9：30～17：00

10：00～16：00

13：00～16：00

10：00～16：00

9：00～17：00

10：00～16：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：30～17：00
第2・第4月曜は
10：00～16：00

9：30～17：00
(月曜10：00～16：00)

福岡県中小企業
再生支援協議会

福岡県事業
引継ぎ支援センター

福岡県地域ジョブ・
カードセンター

BCPに対応可能な専門家
社労士・中小企業診断士 など

セーフティネット認定窓口
福岡市窓口 TEL 092-441-2171

ご相談の内容

金融（融資）

経 営

税務・財務

販売戦略・販売促進

店舗改装

IT相談

人材確保

暴排相談窓口

まず、相談したい

新規開業
経営革新・改善

企業再生
経営改善

◎公的融資制度 ◎創業資金
◎熊本地震関係等のご相談 など

雇用・労務
◎就業規則、従業員の雇用
◎雇用に関する助成金 など

経営安定
（倒産防止）

事業引継相談
（M＆A・事業承継 など）

BCP
（災害対策）

ジョブ・カード制度
（人材開発支援助成金 など）

法　律
事業に関する

開設時間
昼休み

12:00～13:00（　　　  ）

（　　　  ）

予約 場所
予約TEL

お問い合わせ
（市外局番092）

福岡商工会議所　経営相談部　地域支援第一・第二グループ
TEL 092-441-2161・092-441-2162

福岡商工会議所、福岡市中小企業サポートセンター
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28  商工会議所ビル2階

秘密
厳守

●左のキリトリ線で切ってお使いください。

当所では、人材確保に関する相談全般に対して、実務経験豊富な“キャリアコ
ンサルタント”が相談を受け、自社の課題に対する解決策をご提案いたしま
す。専門家が親身になって相談をお受けいたしますので是非ご利用ください。

相談無料・秘密厳守 事前予約

■窓口開設日：原則 毎月第一月曜日と第三木曜日
　　　　　　　　　   （相談時間／1社1時間程度）

■場所：福岡商工会議所 2階

■内容：専門家（キャリアコンサルタント）が人材確保に関する相談に
　　　　応じ、アドバイス等を通じて課題解決を図ります。

■利用方法：事前予約制（各日先着5社）

〈ご利用に際して〉 ※本窓口は、人材を直接ご紹介するものではありません。
 ※臨時にお休みをいただくことがあります。
 ※ご予約のキャンセル等は、事前にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 ※その他、ご不明な点は下記お問い合わせ先までお願いいたします。

心にささる求人票の書き方
若手が定着しない
新卒を採用したい

人材確保
相談窓口のご案内
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字が急拡大してきた経緯がある。通常、共和党は「小さ
な政府」、民主党は「大きな政府」を志向しているといわれ
ている。しかし、非常に皮肉なことに、現実には、共和
党政権下では減税による「大盤振る舞い」が行われる結
果、最終的に財政赤字が急激に拡大するケースが多いの
である。

　今後、双子の赤字が深刻化すれば、米国では「トリプ
ル安」などといわれる、「債券安（長期金利上昇）・株安・
ドル安」が進行することが懸念されよう。

　第二に、双子の赤字の拡大を受けて、トランプ政権が
「ドル安カード」を切る可能性が生じている。輸出主導型
の経済構造を有するわが国にとって、円高は景気に甚大
な悪影響を与える。大和総研のマクロ経済モデルを用い
たシミュレーションでは、10円の円高・ドル安は、わが
国の実質GDP（国内総生産）を0.5％程度押し下げる。

　第三に、トランプ政権の外交政策の迷走を受けて、世
界的に地政学的なリスクが高まっている。

　第四に、トランプ大統領は「自由貿易」に反対する姿勢
を継続している。

　そもそも国際貿易に関する標準的な理論によれば、貿
易は輸出国、輸入国の双方にメリットをもたらす。お互い
が得意な商品・サービスを交換することを通じて、両国
の経済状態が好転するからである。こうした考え方に照ら
せば、もしトランプ大統領が自由貿易に反対する姿勢を
続けるのであれば、自分たちの首を絞めることになりかね
ない。

　以上の考察を踏まえると、結論として、今後もトランプ
政権の動向から目が離せない状況が続きそうである。

（3月20日執筆）

　『そして誰もいなくなった（And Then There Were 
None）』、1939年に刊行されたアガサ・クリスティの長編
推理小説のタイトルを想起させるような事態が、世界中を
震撼（しんかん）させている。

　2018年3月13日、米国のトランプ大統領は突然、ティ
ラーソン国務長官を解任するとツイッターで発表した。さ
らに、ゴールドスタイン国務次官も、「ティラーソン国務長
官は解任理由を知らない」との記者会見を行った後、トラ
ンプ大統領に解任された。フリン大統領補佐官、コミー
FBI 長官、スパイサー報道官、プリーバス大統領首席補
佐官、バノン首席戦略官、プライス厚生長官、コーン国
家経済会議委員長……トランプ政権発足以降、数多くの
幹部が政権から去っていった。

　昨年まで、グローバルな金融市場は、以下の四つの理
由から、トランプ政権に対して総じて好意的な評価を下し
てきた。

　第一に、トランプ政権下では、少なくとも短期的には、
減税やインフラ投資といった大胆な景気刺激策によって、
米国経済が好転するものと期待された。

　第二に、米国企業が海外にため込んだ利益を、税制
優遇措置を通じて米国内に還流させることで、ドル高・
株高が進行して経済が活性化するとの見方があった。同
様の政策が採用された2005 年当時、米国では「本国投
資法」の制定を受けて、3000 億ドル（約33兆円）程度の
資金が還流したといわれている。

　第三に、トランプ政権下で、金融面での規制緩和が
行われることを好感する向きも多かった。

　第四に、FRBが緩やかな利上げを行うことで日米金利
差が拡大し、ドル高や、それを受けた日本株の上昇など
が進行するとの観測が根強かった。

　しかしながら、今後、グローバルな金融市場は、以下
の四つの理由から、トランプ政権に対して慎重な見方を
強めるとみられる。

　第一に、トランプ政権下では、財政赤字と経常赤字と
いう「双子の赤字」が拡大する。

　歴史的にみると、米国では、共和党政権下で財政赤

迷走を続けるトランプ政権
株式会社大和総研　常務取締役　調査本部副本部長　チーフエコノミスト　熊谷 亮丸

熊谷 亮丸／くまがい・みつまる

1966年生まれ。1989年東京大学法学部卒業。1993
年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。
2016年ハーバード大学経営大学院AMP（上級マネジメ
ントプログラム）修了。日本興業銀行調査部などを経て、
2007年大和総研入社。2014年同社・執行役員チーフエ
コノミスト。2018年より現職。財務省、総務省、内閣
官房、内閣府、参議院などの公職を歴任。2011年より
株式会社財界研究所「財界賞・経営者賞」選考委員会　
選考委員。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」レ
ギュラーコメンテーターとしても活躍中。
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せば、もしトランプ大統領が自由貿易に反対する姿勢を
続けるのであれば、自分たちの首を絞めることになりかね
ない。

　以上の考察を踏まえると、結論として、今後もトランプ
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（3月20日執筆）

　『そして誰もいなくなった（And Then There Were 
None）』、1939年に刊行されたアガサ・クリスティの長編
推理小説のタイトルを想起させるような事態が、世界中を
震撼（しんかん）させている。

　2018年3月13日、米国のトランプ大統領は突然、ティ
ラーソン国務長官を解任するとツイッターで発表した。さ
らに、ゴールドスタイン国務次官も、「ティラーソン国務長
官は解任理由を知らない」との記者会見を行った後、トラ
ンプ大統領に解任された。フリン大統領補佐官、コミー
FBI 長官、スパイサー報道官、プリーバス大統領首席補
佐官、バノン首席戦略官、プライス厚生長官、コーン国
家経済会議委員長……トランプ政権発足以降、数多くの
幹部が政権から去っていった。

　昨年まで、グローバルな金融市場は、以下の四つの理
由から、トランプ政権に対して総じて好意的な評価を下し
てきた。

　第一に、トランプ政権下では、少なくとも短期的には、
減税やインフラ投資といった大胆な景気刺激策によって、
米国経済が好転するものと期待された。

　第二に、米国企業が海外にため込んだ利益を、税制
優遇措置を通じて米国内に還流させることで、ドル高・
株高が進行して経済が活性化するとの見方があった。同
様の政策が採用された2005 年当時、米国では「本国投
資法」の制定を受けて、3000 億ドル（約33兆円）程度の
資金が還流したといわれている。

　第三に、トランプ政権下で、金融面での規制緩和が
行われることを好感する向きも多かった。

　第四に、FRBが緩やかな利上げを行うことで日米金利
差が拡大し、ドル高や、それを受けた日本株の上昇など
が進行するとの観測が根強かった。

　しかしながら、今後、グローバルな金融市場は、以下
の四つの理由から、トランプ政権に対して慎重な見方を
強めるとみられる。

　第一に、トランプ政権下では、財政赤字と経常赤字と
いう「双子の赤字」が拡大する。

　歴史的にみると、米国では、共和党政権下で財政赤

迷走を続けるトランプ政権
株式会社大和総研　常務取締役　調査本部副本部長　チーフエコノミスト　熊谷 亮丸

熊谷 亮丸／くまがい・みつまる

1966年生まれ。1989年東京大学法学部卒業。1993
年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。
2016年ハーバード大学経営大学院AMP（上級マネジメ
ントプログラム）修了。日本興業銀行調査部などを経て、
2007年大和総研入社。2014年同社・執行役員チーフエ
コノミスト。2018年より現職。財務省、総務省、内閣
官房、内閣府、参議院などの公職を歴任。2011年より
株式会社財界研究所「財界賞・経営者賞」選考委員会　
選考委員。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」レ
ギュラーコメンテーターとしても活躍中。

そのため、イギリスでは、消費者が誤解を招く表示
を見て契約した場合には契約を撤回できる。一方、
これまでの日本では、広告は、個別の勧誘には当た
らないと考えられてきた。しかし、2017年1月の最高
裁判決で、不特定多数の人に向けられた広告であっ
ても、それが消費者の意思決定に直接的な影響を及
ぼす可能性のある状況・態様で行われた場合には勧
誘となり得る旨が示された。広告が勧誘であるとなれ
ば、消費者契約法により取り消される可能性がある。

　消費者紛争は、事業者と消費者の情報認識や価
値観の違いから生じるケースが多い。事業者は、広
告の作成やチェックの際に、消費者の“みかた”、例
えば、「自分が購入する際にはどのように説明してほし
いか」を十分に考慮し、消費者の安全・安心を図っ
ていただきたい。それが、消費者と事業者の信頼関
係の構築につながると期待している。

　事業者は、自社の商品やサービスについての情報
提供として広告を出している。一方、消費者は、購
入する商品やサービスを選択するための手掛かりとし
て広告を見る。そして、その広告が、消費者のニー
ズに適したものだと思われれば、商品やサービスの
購入につながる。このように、広告は、事業者と消
費者の対話の機会ともいえるだろう。しかし、消費
者が広告を見て欲しいと思ったものと実際のものが異
なれば、消費者は落胆して不満を感じ、場合によっ
ては苦情や消費者紛争につながってしまう。

　2009年7月に消費者庁が行った調査では、「別途
料金がかかります」など、追加料金や制約条件があ
る「打ち消し表示」は、消費者に気付かれないことが
多いことや、「効果には個人差があります」と表示さ
れていても体験談と同じような効果が得られると感じ
る人が多いことが指摘されている。また、事業者に
とっては常識であることが、その商品やサービスへの
知識が不十分な消費者にとっては理解しづらいことも
ある。そのため、事業者には、デメリットも消費者に
分かりやすく伝えることや、その広告を見る消費者の
特性や価値観へ配慮することが求められる。

　消費者の選択権を実質的に保障するために、さま
ざまな法規制が設けられている。例えば、景品表示
法には、不当な広告を排除し再発防止を求めること
や、不当な広告で事業者が得た利益を吐き出させる
課徴金制度がある。EUでは、消費者の誤認を引き
起こす広告は不公正な取引方法だと考えられている。

消費者と事業者の信頼関係を
築く広告とは？
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

（通称NACS）

消費生活研究所所長　戸部 依子

戸部 依子／とべ・よりこ

大阪府生まれ、消費生活アドバイザー12
期。近畿大学農学部食品栄養学科、慶應
義塾大学法学部法律学科卒業。ライオン
株式会社の研究開発本部および品質保証
部を経て、現在に至る。医薬品、食品、
医療分野の品質保証、食品安全に関する
研究とマネジメントシステム認証審査業務
に携わっている。

消費者の

“みかた”
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3.17～25ファッション

（F.W.F）「FUKUOKA STREET PARTY 2018～Fashion Avenue～」のランウェイ（左）　イムズで開催された「香椎高校ファッションショー」（中央）　（FACo）会場は熱狂の渦に包まれた（右）

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

4.18

　福岡商工会議所女性会（会長＝森純

子）は4月18日、東京海上日動火災保険

（株）顧問の柴崎博子氏を講師に迎え、

「品質と成果への拘りが私の基軸」をテー

マに4月例会を開催。33 名が参加した。

　講演会で柴崎氏は、金融業界初の女

性役員として見えてきた多くの気付きや、

ご 苦労されたお話などを通じて、リー

ディングカンパニーとして求められる仕事

の捉え方考え方についてお話をされた。

終了後には、理事会報告、2 名の会員PR

が行われた。

仕事の捉え方考え方について話す柴崎氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

福岡商工会議所女性会
4月例会

　当所は第 589 回常議員会を開催。当所委

員会の委員長・副委員長および委員の委嘱等

について承認された。また、平成 29 年度の

主要事業や第4四半期における地場企業の経

営動向調査等についての報告等が行われた。

委員長・副委員長一覧（敬称略）

《MICE・観光振興委員会》

委員長　　水嶋 修三

副委員長　新井 洋子、桂原 耕一

《人財支援委員会》

委員長　　田中丸 昌宏

副委員長　髙橋 浩、柳瀬 真澄

《創業・新産業創出委員会》

委員長　　渡邉 剛

副委員長　河野 孝雄、中尾 厚志、樋口 元信

《海外展開支援委員会》

委員長　　徳島 建征

副委員長　小林 敏郎、楢木 隆

《税制委員会》

委員長　　岩崎 成敏

副委員長　津田 鶴太郎、原 経博

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

第589回常議員会

4.3

挨拶をする礒山会長

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC2019

『ラグビーワールドカップ2019
福岡開催推進委員会』総会

ファッションウィーク福岡（F.W.F）2018／福岡アジアコレクション（FACo）2018
　福岡アジアファッション拠点推進会議

（会長＝礒山会頭）は、「ファッションウィー

ク福岡（F.W.F）2018」を開催。

　本イベントは、ファッションで福岡の街

全体を盛り上げることにより、内外からの

集客や消費喚起を図り、FACo の情報発信

力や集客力を、福岡市内全域（主に天神・

博多エリア）に波及させ、地域経済の活性

化につなげることを目的に開催。6 回目とな

る今回は「福岡オシャレを発信する9日間」

をテーマに、地元のクリエイターや学生と

商業施設、商店街等がコラボレーションし

たイベントやセール等を市内各地で実施し

た。3月24日（土）・25日（日）には国家戦

略道路占有事業を活用して、「天神きらめき

通り」を歩行 者天国にする「FU KU O K A 

STREET PARTY 2018～Fashion Avenue～」

において、ファッションイベントを開催した。

　また、3月25日には福岡国際センターで

10 回目となる「 福岡アジアコレクション

（FACo）」を開催。7,562 名の観客が来場し

た。福岡を拠点とするアパレルメーカーや

デザイナーの作品をステージで披露し、国

内外へ発信した。

　ラグビーワールドカップ 2019 福岡開催

推進委員会（会長＝礒山誠二福岡商工会

議所連合会会長）は総会を開催。33 名が

出席した。総会では、平成 29 年度事業報

告、平成 30 年度事業計画（案）等につい

て協議し、全て原案通り承認された。礒

山会長がオール福岡でスクラムを組み開催

に向けた準備を一層本格化し、大会成功

に導けるよう協力を求めた。推進委員会事

務局からはチケットの販売促進、各委員に

よる大会 PRおよび気運醸成に向けた取り

組みの実施について協力が要請された。

4.25常議員会

FCCI NEWS 会議所の動き
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3.17～25ファッション

（F.W.F）「FUKUOKA STREET PARTY 2018～Fashion Avenue～」のランウェイ（左）　イムズで開催された「香椎高校ファッションショー」（中央）　（FACo）会場は熱狂の渦に包まれた（右）

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

4.18

　福岡商工会議所女性会（会長＝森純

子）は4月18日、東京海上日動火災保険

（株）顧問の柴崎博子氏を講師に迎え、

「品質と成果への拘りが私の基軸」をテー

マに4月例会を開催。33 名が参加した。

　講演会で柴崎氏は、金融業界初の女

性役員として見えてきた多くの気付きや、

ご 苦労されたお話などを通じて、リー

ディングカンパニーとして求められる仕事

の捉え方考え方についてお話をされた。

終了後には、理事会報告、2 名の会員PR

が行われた。

仕事の捉え方考え方について話す柴崎氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

福岡商工会議所女性会
4月例会

　当所は第 589 回常議員会を開催。当所委

員会の委員長・副委員長および委員の委嘱等

について承認された。また、平成 29 年度の

主要事業や第4四半期における地場企業の経

営動向調査等についての報告等が行われた。

委員長・副委員長一覧（敬称略）

《MICE・観光振興委員会》

委員長　　水嶋 修三

副委員長　新井 洋子、桂原 耕一

《人財支援委員会》

委員長　　田中丸 昌宏

副委員長　髙橋 浩、柳瀬 真澄

《創業・新産業創出委員会》

委員長　　渡邉 剛

副委員長　河野 孝雄、中尾 厚志、樋口 元信

《海外展開支援委員会》

委員長　　徳島 建征

副委員長　小林 敏郎、楢木 隆

《税制委員会》

委員長　　岩崎 成敏

副委員長　津田 鶴太郎、原 経博

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

第589回常議員会

4.3

挨拶をする礒山会長

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC2019

『ラグビーワールドカップ2019
福岡開催推進委員会』総会

ファッションウィーク福岡（F.W.F）2018／福岡アジアコレクション（FACo）2018
　福岡アジアファッション拠点推進会議

（会長＝礒山会頭）は、「ファッションウィー

ク福岡（F.W.F）2018」を開催。

　本イベントは、ファッションで福岡の街

全体を盛り上げることにより、内外からの

集客や消費喚起を図り、FACo の情報発信

力や集客力を、福岡市内全域（主に天神・

博多エリア）に波及させ、地域経済の活性

化につなげることを目的に開催。6 回目とな

る今回は「福岡オシャレを発信する9日間」

をテーマに、地元のクリエイターや学生と

商業施設、商店街等がコラボレーションし

たイベントやセール等を市内各地で実施し

た。3月24日（土）・25日（日）には国家戦

略道路占有事業を活用して、「天神きらめき

通り」を歩行 者天国にする「FU KU O K A 

STREET PARTY 2018～Fashion Avenue～」

において、ファッションイベントを開催した。

　また、3月25日には福岡国際センターで

10 回目となる「 福岡アジアコレクション

（FACo）」を開催。7,562 名の観客が来場し

た。福岡を拠点とするアパレルメーカーや

デザイナーの作品をステージで披露し、国

内外へ発信した。

　ラグビーワールドカップ 2019 福岡開催

推進委員会（会長＝礒山誠二福岡商工会

議所連合会会長）は総会を開催。33 名が

出席した。総会では、平成 29 年度事業報

告、平成 30 年度事業計画（案）等につい

て協議し、全て原案通り承認された。礒

山会長がオール福岡でスクラムを組み開催

に向けた準備を一層本格化し、大会成功

に導けるよう協力を求めた。推進委員会事

務局からはチケットの販売促進、各委員に

よる大会 PRおよび気運醸成に向けた取り

組みの実施について協力が要請された。

4.25常議員会

FCCI NEWS 会議所の動き

経理や記帳がよく分から
ないので、教えてほしい。

経理事務を自力で
できるようになりたい。

無料記帳指導
を受けてみませんか？

福岡商工会議所の

運転  OK資
金

設備  OK資
金

担保不要

保証人不要

低 金 利

商工会議所会員のための「中小企業PL保険制度」
2018年度  新規・継続加入募集中！

　本制度は、PL 法（製造物責任法）に基づ
く賠償責任だけでなく、民法上の賠償責任

（不法行為責任・債務不履行責任）も補償
対象です。
　製造・販売事業者だけでなく、建設事
業者における作業ミスなどの仕事の結果が
原因で、引き渡し後に発生した身体障害や
財物損壊も補償対象となります。
　充実補償リコール特約と限定補償リコー
ル特約から選んでセットできます。

■PL保険制度の特長
①中小企業のための専用商品設計により割

安な保険料を実現！
②全国で約 46,000 件の引受実績！制度発

足以来約 19,800 件を超える支払実績！
③製造業だけでなく、販売業、飲食店、

工事業、請負業等幅広い業種が加入対
象！

〈ご加入タイプ〉
◎支払限度額

〈1請求および保険期間中、対人・対物共通（合算）〉
・Ｓ型　5,000万円
・Ａ型　1 億円
・Ｂ型　2 億円
・Ｃ型　3 億円

◎免責金額（自己負担額）〈１請求あたり〉

3万円

■リコール特約の特長
①充実補償リコール特約なら、従業員によ

る食品・医薬品への異物混入またはその
おそれに起因するリコールも補償対象！

②充実補償リコール特約なら、対人・対物
事故のおそれ・品質保持期限の誤表示等
により実施するリコールも補償！

③部品製造事業者や販売事業者のリコール
リスクも補償！

※最終製品製造事業者等からの求償にも対応

〈ご加入タイプ〉
・限定補償リコール特約
・充実補償リコール特約
※支払限度額1億円タイプ、3,000万円タイプの2 通り

いずれも縮小支払割合 90％、免責金額（自己負担額）
なし

〈備考〉
1.募集期間・加入期間
【新規・更新】募集期間 ： 2018 年 4月1日～2018 年
6月30日／加入期間 ： 2018 年 7月1日午後 4 時～
2019年7月1日午後4時

【 中途加入 】募集期間 ： 毎月1日～末日（土日祝の場
合前日）／加入期間 ： 振込月の翌々月1日午前 0 時
～2019年7月1日午後4時

2.保険料
貴社の「業種」、「前年度売上高」、お選びいただいた

「加入タイプ」により保険料が算出されます。
（最低保険料1,000円、充実補償リコール特約を付帯
される場合は、最低保険料30,000円）

●お問い合わせ：会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　詳しくは URL：http://www.jcci.or.jp/hoken/pl.html　〈制度運営：日本商工会議所https://hoken.jcci.or.jp〉

福岡商工会議所の「無料記帳指導」
記帳指導員が無料で記帳・税務等の指導を行います

　「経理や記帳がよく分からないので、教え
てほしい」、「経理事務を自力でできるように
なりたい」といった方に、記帳指導員（福岡
税務相談所指導員、税理士等）が無料で記
帳・税務等の指導をいたします。

■対象者
 ・福岡市内で事業を行っている小規模事業

者（個人・法人）※

 ・3 回以上指導を受けて頂ける方
※従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除

く）は5人以下」 「その他製造業等は20人以下」

■申込
①当所ホームページより申込書をダウンロー

ドの上、FAXでお申し込みください。
②お申し込み後、支援開始まで 2 週間ほど

お時間を頂きます。
③申込書原本は、初回指導日に、記帳指

導員へ直接お渡しください。
〈備考〉
記帳等に関するやり方等の指導を行うものです。
申告や決算の代行・具体的な金額の算出等を行うもの
ではございません。 

●お問い合わせ：経営支援グループ　TEL 092-441-1146

小規模事業者の経営改善のための資金「マル経資金」
日本政策金融公庫による融資、経営指導によるサポート体制

　「低金利」、「担保不要」、「保証人不要」、
「運転資金 OK」、「設備資金 OK」。

　本制度は、経営を改善しようとしている
小規模事業者などに低利・無担保・無保
証人という有利な条件で貸付を行う国の制
度です。
　お申し込みは、決算書（2 期分）・残高試
算表・借入返済表をお持ちになり、商工会
議所の窓口へお越しください。

■概要
小規模事業者※の経営改善のための資金
※従業員20 名（商業・サービス業5 名）以下

■金利
年1.11％（平成 30 年3月9日現在）
■融資限度額
2000万円
■返済期間
 ・設備資金…最長10 年以内
 ・運転資金…最長7 年以内

〈備考〉
福岡市内で1年以上事業を営んでいること、所得税・法
人税等納付税額を完納していること、商工会議所の経
営指導を6か月前から受けていること等お申し込みには
要件があります。
詳細はお問い合わせください。 ※ご相談の内容によって
は、ご希望に添えない場合があります。

●お問い合わせ：経営相談部（東・博多・南区の事業所の方）TEL 092-441-2161／（中央・城南・早良・西区の事業所の方）TEL 092-441-2162

Ⓡ 福岡商工会議所のサービスのご案内
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ミュージカル
「リトルマーメイド」第4期

-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席】10,800円→9,720円、【良席
ペアシートプランS席】2枚1組：21,600円（土・
日・祝日のみ各公演 2 組限定）●対象日程＝7 月
1日（日）～11月2日（金）●場所＝キャナルシティ
劇場●申込方法＝当所 HPまたは FAX にてお申
し込み
※詳しくは当所 HPもしくは、折込チラシをご覧
ください。

キョードー西日本
「ディズニー・オン・アイス2018」

-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S 席 金曜公演】大人 6,000 円→
5,000円、子ども5,000円→4,000円、【S席 土・
日公演】大人 6,000 円→5,500 円、子ども5,000
円→4,500円●対象日程＝8月24日（金）【10:30
公演、14:30 公演、18:30 公演】、8 月 25 日

（土）【10:00 公演、14:00 公演】、8月26日（日）
【10:00 公演、18:00 公演】●場所＝マリンメッセ
福岡●申込締切＝6月15日（金）●申込方法＝当
所 HPよりパスワード［mjk4］を入力の上、お申
し込み
※各公演限定20枚/1社4枚まで。
※子ども料金は3 歳～小学生まで。2 歳以下の方
は保護者 1 名につき1 名までひざ上無料（但し、
お席が必要な場合は有料となります）中学生以上
は大人料金となります。

キョードー西日本
「世界一受けたい授業 THE LIVE 恐竜に
会える夏！」
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【全席指定】大人 6,500 円→5,800
円、子ども4,900円→4,400円●対象日程＝8月
18 日（土）【11:00 公演、14:30 公演】、19 日

（日）【11:00 公演、14:30 公演】●場所＝マリン
メッセ福岡●申込締切＝6 月15日（金）●申込方
法＝当所HPよりパスワード［synr1］を入力の上、
お申し込み
※各公演限定20枚/1社4枚まで。
※子どもは3 歳～小学生、3 歳未満は保護者 1 名
までひざ上無料。但し、席が必要な場合は有料。

DRUM TAO2018新作舞台
「RHYTHM of TRIBE ～時空旅行記～」

-------------------------------------------------------
●優待内容＝【全席指定 S 席】6,700→6,000 円
①5 月27日（日）17:00 公演、28日（月）13:00
公演、②6 月 5 日（火）19:00 公演、6 日（水）
13:00 公演、19:00 公演●場所＝①北九州芸術
劇場ホール、②アクロス福岡シンフォニーホール
●申込締切＝ 5 月 21 日（月）●申込方法＝当所
HPよりお申し込み

おかげさまで創立65周年
新企画「九響ファミリー・コンサート」
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【良席（限定 20 席）】大人 3,000円、
子ども 1,500 円、バルコニー席（大人のみ）
2,500円●対象日程＝8月3日（金）15:00開演●
場所＝福岡サンパレス●申込締切＝6 月 29 日

（金）●申込方法＝当所HPよりお申し込み

博多座8月公演「三谷文楽　其礼成心中」
-------------------------------------------------------

三谷幸喜が愛を込めて描いた大阪・曽根崎を舞
台にふつうの人々の笑いと涙の人情物語●優待内
容＝A 席 9,500 円、B 席 3,000 円●対象日程＝

【夜の部 15:30 開演】8 月17日（金）、8 月18日
（土）※各日先着 15 名限定！●場所＝博多座（福
岡市博多区下川端町 2-1）●申込締切＝5月25日

（金）●申込方法＝当所HPよりお申し込み

博多座8月公演
「博多座落語　桂米朝一門会」

-------------------------------------------------------
上方落語の名門が九州上陸！桂ざこばをはじめと
した一門の豪華メンバーが惜しみなく博多座の舞
台で披露します。●優待内容＝A 席 7,000 円、B
席 5,000 円※先着 15 名限定！●対象日程＝【昼
の部 13:00 開演】8月21日（火）●場所＝博多座

（福岡市博多区下川端町2-1）●申込締切＝ 6月8
日（金）●申込方法＝当所HPよりお申し込み

博多伝統芸能館 公演
-------------------------------------------------------

昨年 11月3日にオープンした「博多
伝統芸能館」で、博多の伝統芸能
を身近に感じてみませんか？ 博多芸
妓による唄と舞を楽しみ、簡単なお
座敷遊びが体験できます !!【①2 団体出演 90 分
公演】●日程＝5 月 19日（土）、 6 月9日（土）、 7
月7日（土） ●公演時間＝いずれの日程も13:00
～14:30、15:00～16:30の1日2 公演●出演団
体＝いずれも博多芸妓、福岡民踊舞踊四季の会
●参加費＝5,000 円（お一人様）【②博多芸妓出
演 45 分公演】●日時＝5 月 31 日（木）16:00～
16:45●出演団体＝博多芸妓●参加費＝3,000円

（お一人様）【①②共通】●お問い合わせ＝博多伝
統芸能振興会（地域振興部内）TEL 092-441- 
1118（当日080-2705-5462）
※詳細は、本誌28～29ページをご覧ください。

第43回　2・3級
ビジネス実務法務

------------------------------------------------
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。 ●申
込期間＝4月17日（火）～5月18日（金）●受験料
＝2級 6,480円、3級 4,320円

第82回　2・3級
リテールマーケティング

（販売士）
-------------------------------------------------------

「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。 ●申込期間＝5
月 21 日（月）～6 月 15 日（金）●受験料＝2 級 
5,660円、3級 4,120円

第40回　2・3級
福祉住環境
コーディネーター

-------------------------------------------------------
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。 
●申込期間＝4月24日（火）～5月25日（金）●受
験料＝2 級 6,480 円、3 級 4,320 円●検定対策

講座あり
※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）

第7回
ビジネスマネジャー

-------------------------------------------------------
「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。 ●申込期間＝5 月 1 日

（火）～6月1日（金）●受験料＝6,480円

第35回
BATIC（国際会計検定）

-------------------------------------------------------
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。 ●申込期間＝5 月8 日（火）～6 月8 日

（金）●受験料＝10,150 円（Subject1 のみ…
5,400円、Subject2のみ…7,990円）

第24回
環境社会（eco検定）

-------------------------------------------------------
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。 ●申込期間＝5 月8 日（火）～6 月8 日

（金）●受験料＝5,400円

フランス・福岡（九州）経済フォーラム～食
のイノベーションとグローバリゼーション～
-------------------------------------------------------

日仏と福岡とボルドー両市の経済交
流の一環として、生産から流通まで
全ての分野で “進化するフードイン
ダストリー” の日仏の新たな動きを
紹介します。 ●日時＝5 月22 日（火）【セミナー】
13:00～15:45（開場＝12:30）、【交流会】15:45
～17:00●会場＝電気ビル共創館 3 階　カンファ
レンス ル ーム A ・ C（ 福 岡 市 中 央 区 渡 辺 通
2-1-82）●主催＝在日フランス商工会議所●共催
＝福岡商工会議所、福岡観光コンベンション
ビューロー●内容＝セミナー（日英同時通訳）【①
プレゼンテーション（事例報告）●中村学園大学
学長　流通科学研究所学長　福岡市 MICEアン
バサダー　甲斐諭氏●福岡企業　チョコレート
ショップ　代表取締役社長　佐野隆氏●フランス
企業　ボロレ・ロジスティックス・ジャパン、日
本エア・リキード】【②日仏の企業によるパネル
ディスカッション●交流会（乾杯挨拶のみ日仏逐
次通訳）●参加者間のビジネスネットワーキング
を目的とした交流会。企業PRコーナーあり】●参
加費＝無料●定員＝150 名●締切＝5 月 15 日

（火）●お問い合わせ＝産業振興グループ TEL 
092-441-1119

EPA（経済連携協定）活用セミナー
～初級編～
-------------------------------------------------------

「第一種特定原産地証明書」を取得するための申

請手続きや申請時に揃えるべき資料について、初
めての方にも分かりやすく解説いたします。〈EPA
発効国及び地域：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〉●日時＝5
月 25 日（金）14:00～17:00●会場＝当所 5 階 
501 会議室●内容＝1.EPA（経済連携協定）の概
要と原産地規則について、2. 第一種特定原産地
証明書の取得手続きについて、3. 質疑応答●講
師＝日本商工会議所　国際部　担当者●定員＝
50 名（先着順）●参加費＝無料●お問い合わせ＝
産業振興グループTEL 092-441-1230

福商リスクマネジメントセミナー
-------------------------------------------------------

地域を支える商工業者のみなさまの
持続・成長に向け、会社を取り巻く
様々なリスクの発生を予防し、ま
た、万一リスクが表面化した場合で
も人的・物的な経営資源損失を最小限にとどめ
るための対応策などをお伝えします。●日程・
テーマ＝①5月22日（火）サイバー攻撃の実態と、
中小企業における対策ポイント、②6 月5 日（火）

「健康経営」導入事例集（仮題）③6 月21日（木）
【国交省認定】運輸安全マネジメントセミナー～事
例を交え運輸マネジメント制度を解説します～④
7月10日（火）助成金活用のキモとポイント！～平
成 30 年度 助成金最新情報とともに～⑤7 月 25
日（水）『監督署調査で困らない人事労務管理と
は』～日頃から整備すべき事項＆実際の調査対応
事例～⑥9 月5日（水）～社員の健康が企業を活
性化～少子高齢化を勝ち抜く健康経営活用法⑦9
月20日（木）サイバー攻撃による被害と防衛策～

「分からない」ではすまされない！？  企業をゆるが
す新リスク～⑧9月26日（水）『成功＆失敗事例か
ら学ぶこれからの人事労務対策』～トラブル対
策・人材確保対策・助成金活用～【全日程共通 
●開始時間 =14:00～（受付開始 =13:30）●定員
=80 名●参加費＝無料●会場 = 福岡商工会議所】
●お申し込み・お問い合わせ＝会員組織・共済
グループ TEL 092-441-2845  FAX 092-441 
-2810

非特恵原産地証明申請の基礎実務講座
～証明書作成のポイントと実践演習～
-------------------------------------------------------

輸出時に提出を求められることが多
い「非特恵原産地証明書」をはじめ
とする貿易関係証明について、証明
書が必要とされる理由やその役割、
申請の流れなど、証明書作成に不可欠な基礎知
識の解説に加え、証明書作成時に注意すべきポ
イントや、実際に発生した間違えやすい事例を挙
げ、証明書作成の演習等も行います。●日時＝6
月22日（金） 13:00～17:00●場所＝福岡商工会
議所 4 階 401～402 会議室●対象＝商工会議所
の貿易関係証明を利用している方、利用予定の
方●講師＝大阪商工会議所　国際部　課長　松
本敬介氏●料金＝無料●締切＝6月15日（金）●
申込方法＝当所HPまたはFAXにてお申し込み●
お問い合わせ＝産業振興グループTEL 092-441- 
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福岡商工会議所からのご案内

検定試験

検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

申込方法などについては
当所HPをご覧ください。

セミナー・教育

※掲載の価格は全て税込です。

福商優待サービス

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

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。
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ミュージカル
「リトルマーメイド」第4期

-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席】10,800円→9,720円、【良席
ペアシートプランS席】2枚1組：21,600円（土・
日・祝日のみ各公演 2 組限定）●対象日程＝7 月
1日（日）～11月2日（金）●場所＝キャナルシティ
劇場●申込方法＝当所 HPまたは FAX にてお申
し込み
※詳しくは当所 HPもしくは、折込チラシをご覧
ください。

キョードー西日本
「ディズニー・オン・アイス2018」

-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S 席 金曜公演】大人 6,000 円→
5,000円、子ども5,000円→4,000円、【S席 土・
日公演】大人 6,000円→5,500 円、子ども5,000
円→4,500円●対象日程＝8月24日（金）【10:30
公演、14:30 公演、18:30 公演】、8 月 25 日

（土）【10:00 公演、14:00 公演】、8月26日（日）
【10:00 公演、18:00 公演】●場所＝マリンメッセ
福岡●申込締切＝6月15日（金）●申込方法＝当
所 HPよりパスワード［mjk4］を入力の上、お申
し込み
※各公演限定20枚/1社4枚まで。
※子ども料金は3 歳～小学生まで。2 歳以下の方
は保護者 1 名につき1 名までひざ上無料（但し、
お席が必要な場合は有料となります）中学生以上
は大人料金となります。

キョードー西日本
「世界一受けたい授業 THE LIVE 恐竜に
会える夏！」
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【全席指定】大人 6,500 円→5,800
円、子ども4,900円→4,400円●対象日程＝8月
18 日（土）【11:00 公演、14:30 公演】、19 日

（日）【11:00 公演、14:30 公演】●場所＝マリン
メッセ福岡●申込締切＝6 月15日（金）●申込方
法＝当所HPよりパスワード［synr1］を入力の上、
お申し込み
※各公演限定20枚/1社4枚まで。
※子どもは3 歳～小学生、3 歳未満は保護者 1 名
までひざ上無料。但し、席が必要な場合は有料。

DRUM TAO2018新作舞台
「RHYTHM of TRIBE ～時空旅行記～」

-------------------------------------------------------
●優待内容＝【全席指定 S 席】6,700→6,000 円
①5 月27日（日）17:00 公演、28日（月）13:00
公演、②6 月 5 日（火）19:00 公演、6 日（水）
13:00 公演、19:00 公演●場所＝①北九州芸術
劇場ホール、②アクロス福岡シンフォニーホール
●申込締切＝ 5 月 21 日（月）●申込方法＝当所
HPよりお申し込み

おかげさまで創立65周年
新企画「九響ファミリー・コンサート」
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【良席（限定 20 席）】大人 3,000円、
子ども 1,500 円、バルコニー席（大人のみ）
2,500円●対象日程＝8月3日（金）15:00開演●
場所＝福岡サンパレス●申込締切＝6 月 29 日

（金）●申込方法＝当所HPよりお申し込み

博多座8月公演「三谷文楽　其礼成心中」
-------------------------------------------------------

三谷幸喜が愛を込めて描いた大阪・曽根崎を舞
台にふつうの人々の笑いと涙の人情物語●優待内
容＝A 席 9,500 円、B 席 3,000 円●対象日程＝

【夜の部 15:30 開演】8 月17日（金）、8 月18日
（土）※各日先着 15 名限定！●場所＝博多座（福
岡市博多区下川端町 2-1）●申込締切＝5月25日

（金）●申込方法＝当所HPよりお申し込み

博多座8月公演
「博多座落語　桂米朝一門会」

-------------------------------------------------------
上方落語の名門が九州上陸！桂ざこばをはじめと
した一門の豪華メンバーが惜しみなく博多座の舞
台で披露します。●優待内容＝A 席 7,000 円、B
席 5,000 円※先着 15 名限定！●対象日程＝【昼
の部 13:00 開演】8月21日（火）●場所＝博多座

（福岡市博多区下川端町2-1）●申込締切＝ 6月8
日（金）●申込方法＝当所HPよりお申し込み

博多伝統芸能館 公演
-------------------------------------------------------

昨年 11月3日にオープンした「博多
伝統芸能館」で、博多の伝統芸能
を身近に感じてみませんか？ 博多芸
妓による唄と舞を楽しみ、簡単なお
座敷遊びが体験できます !!【①2 団体出演 90 分
公演】●日程＝5 月 19日（土）、 6 月9日（土）、 7
月7日（土） ●公演時間＝いずれの日程も13:00
～14:30、15:00～16:30の1日2 公演●出演団
体＝いずれも博多芸妓、福岡民踊舞踊四季の会
●参加費＝5,000 円（お一人様）【②博多芸妓出
演 45 分公演】●日時＝5 月 31 日（木）16:00～
16:45●出演団体＝博多芸妓●参加費＝3,000円

（お一人様）【①②共通】●お問い合わせ＝博多伝
統芸能振興会（地域振興部内）TEL 092-441- 
1118（当日080-2705-5462）
※詳細は、本誌28～29ページをご覧ください。

第43回　2・3級
ビジネス実務法務

------------------------------------------------
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。 ●申
込期間＝4月17日（火）～5月18日（金）●受験料
＝2級 6,480円、3級 4,320円

第82回　2・3級
リテールマーケティング

（販売士）
-------------------------------------------------------

「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。 ●申込期間＝5
月 21 日（月）～6 月 15 日（金）●受験料＝2 級 
5,660円、3級 4,120円

第40回　2・3級
福祉住環境
コーディネーター

-------------------------------------------------------
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。 
●申込期間＝4月24日（火）～5月25日（金）●受
験料＝2 級 6,480 円、3 級 4,320 円●検定対策

講座あり
※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）

第7回
ビジネスマネジャー

-------------------------------------------------------
「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。 ●申込期間＝5 月 1 日

（火）～6月1日（金）●受験料＝6,480円

第35回
BATIC（国際会計検定）

-------------------------------------------------------
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。 ●申込期間＝5 月8 日（火）～6 月8 日

（金）●受験料＝10,150 円（Subject1 のみ…
5,400円、Subject2のみ…7,990円）

第24回
環境社会（eco検定）

-------------------------------------------------------
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。 ●申込期間＝5 月8 日（火）～6 月8 日

（金）●受験料＝5,400円

フランス・福岡（九州）経済フォーラム～食
のイノベーションとグローバリゼーション～
-------------------------------------------------------

日仏と福岡とボルドー両市の経済交
流の一環として、生産から流通まで
全ての分野で “進化するフードイン
ダストリー” の日仏の新たな動きを
紹介します。 ●日時＝5 月22 日（火）【セミナー】
13:00～15:45（開場＝12:30）、【交流会】15:45
～17:00●会場＝電気ビル共創館 3 階　カンファ
レンス ル ーム A ・ C（ 福 岡 市 中 央 区 渡 辺 通
2-1-82）●主催＝在日フランス商工会議所●共催
＝福岡商工会議所、福岡観光コンベンション
ビューロー●内容＝セミナー（日英同時通訳）【①
プレゼンテーション（事例報告）●中村学園大学
学長　流通科学研究所学長　福岡市 MICEアン
バサダー　甲斐諭氏●福岡企業　チョコレート
ショップ　代表取締役社長　佐野隆氏●フランス
企業　ボロレ・ロジスティックス・ジャパン、日
本エア・リキード】【②日仏の企業によるパネル
ディスカッション●交流会（乾杯挨拶のみ日仏逐
次通訳）●参加者間のビジネスネットワーキング
を目的とした交流会。企業PRコーナーあり】●参
加費＝無料●定員＝150 名●締切＝5 月 15 日

（火）●お問い合わせ＝産業振興グループ TEL 
092-441-1119

EPA（経済連携協定）活用セミナー
～初級編～
-------------------------------------------------------

「第一種特定原産地証明書」を取得するための申

請手続きや申請時に揃えるべき資料について、初
めての方にも分かりやすく解説いたします。〈EPA
発効国及び地域：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〉●日時＝5
月 25 日（金）14:00～17:00●会場＝当所 5 階 
501 会議室●内容＝1.EPA（経済連携協定）の概
要と原産地規則について、2. 第一種特定原産地
証明書の取得手続きについて、3. 質疑応答●講
師＝日本商工会議所　国際部　担当者●定員＝
50 名（先着順）●参加費＝無料●お問い合わせ＝
産業振興グループTEL 092-441-1230

福商リスクマネジメントセミナー
-------------------------------------------------------

地域を支える商工業者のみなさまの
持続・成長に向け、会社を取り巻く
様々なリスクの発生を予防し、ま
た、万一リスクが表面化した場合で
も人的・物的な経営資源損失を最小限にとどめ
るための対応策などをお伝えします。●日程・
テーマ＝①5月22日（火）サイバー攻撃の実態と、
中小企業における対策ポイント、②6 月5 日（火）

「健康経営」導入事例集（仮題）③6 月21日（木）
【国交省認定】運輸安全マネジメントセミナー～事
例を交え運輸マネジメント制度を解説します～④
7月10日（火）助成金活用のキモとポイント！～平
成 30 年度 助成金最新情報とともに～⑤7 月 25
日（水）『監督署調査で困らない人事労務管理と
は』～日頃から整備すべき事項＆実際の調査対応
事例～⑥9 月5日（水）～社員の健康が企業を活
性化～少子高齢化を勝ち抜く健康経営活用法⑦9
月20日（木）サイバー攻撃による被害と防衛策～

「分からない」ではすまされない！？  企業をゆるが
す新リスク～⑧9月26日（水）『成功＆失敗事例か
ら学ぶこれからの人事労務対策』～トラブル対
策・人材確保対策・助成金活用～【全日程共通 
●開始時間 =14:00～（受付開始 =13:30）●定員
=80 名●参加費＝無料●会場 = 福岡商工会議所】
●お申し込み・お問い合わせ＝会員組織・共済
グループ TEL 092-441-2845  FAX 092-441 
-2810

非特恵原産地証明申請の基礎実務講座
～証明書作成のポイントと実践演習～
-------------------------------------------------------

輸出時に提出を求められることが多
い「非特恵原産地証明書」をはじめ
とする貿易関係証明について、証明
書が必要とされる理由やその役割、
申請の流れなど、証明書作成に不可欠な基礎知
識の解説に加え、証明書作成時に注意すべきポ
イントや、実際に発生した間違えやすい事例を挙
げ、証明書作成の演習等も行います。●日時＝6
月22日（金） 13:00～17:00●場所＝福岡商工会
議所 4 階 401～402 会議室●対象＝商工会議所
の貿易関係証明を利用している方、利用予定の
方●講師＝大阪商工会議所　国際部　課長　松
本敬介氏●料金＝無料●締切＝6月15日（金）●
申込方法＝当所HPまたはFAXにてお申し込み●
お問い合わせ＝産業振興グループTEL 092-441- 
1230

試
験
日

7/1
（日）

試
験
日

7/14
（土）

試
験
日

7/8
（日）

試
験
日

7/15
（日）

試
験
日

7/22
（日）

試
験
日

7/22
（日）

©Disney

©世界一受けたい授業 THE LIVE 製作委員会

©Mikako Ishiguro

イベント

福岡商工会議所からのご案内

検定試験

検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

申込方法などについては
当所HPをご覧ください。

セミナー・教育

※掲載の価格は全て税込です。

福商優待サービス

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

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。
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営業基礎力養成講座

⑴営業の基本的な考え方／⑵営業プロ
セスの確認／⑶コミュニケーションスキル
⑷クロージングの基本的な考え方　他

●受講料＝会員 15,430 円
　　　　　一般・特商 22,630 円
●講師＝㈱セールスアカデミー
　　　　宮脇伸二氏

5月21日（月）10:00～17:00NO.10

●申込締切＝開催日の 1 週間前まで
●会場＝当所会議室
●定員＝35 名（先着順） ※受講料すべて税込価格です。
※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。

営業向け

社会保険実務基礎講座

⑴社会保険制度の仕組みと内容を理解する／⑵社会保険の
主な手続きと実務（事例をもとに実際に書類を作成する）／
⑶社会保険の主な給付と手続き（事例をもとに実際に書類
を作成する）／⑷最近の改正と今後の見通し

●受講料＝会員 22,630 円、一般・特商 33,940 円
●講師＝社会保険労務士法人 COMMITMENT　半仁田高光氏

6月4・5日（月・火）10:00～17:00（2日間）NO.12

総務・人事・社会保険担当者向け

1日で分かる！総務担当者の役割と基
礎実務講座

⑴今こそ会社を支える総務に／⑵多くの
仕事をテキパキ処理する効率的な仕事の
仕方／⑶ビジネス文書の書き方と扱い方
／⑷事務用品管理やムダ取り活動で経
費削減に努める　他

●受講料＝会員 15,430 円
　　　　　一般・特商 22,630 円
●講師＝ハートリンク　阿部紀子氏

5月22日（火）10:00～17:00NO.11

総務・庶務向け

仕事の段取りとタイムマネジメント～時
間を制する者は人生を制する！現代社
会人必須のスキル～

⑴オリエンテーション／⑵毎日の仕事や
生活は充実していますか？【ディスカッショ
ン】／⑶あなたの時間をより効率的にマ
ネジメントするために【ワーク】／⑷新しい
時間活用習慣の習得へ【ワーク】　他

●受講料＝会員 15,430 円
　　　　　一般・特商 22,630 円
●講師＝コンサルタントネットワーク㈱　武田康裕氏

6月12日（火）10:00～17:00NO.14

管理職向け

営業担当者パワーアップセミナー～明日
からの活動への期待を一気に高める～

⑴研修の目的と雰囲気づくり／⑵お客
様・上司の期待に応えておられますか？
セールス担当の役割に関する考察！／⑶
厳しい時代に負けないセールス担当にな
る為には？／⑷営業折衝の各プロセスに
おけるセールスマナー並びに活動のポイ
ントとは？　他

●受講料＝会員 15,430 円、一般・特商 22,630 円
●講師＝ビジネス ディベロップ サポート　大軽俊史氏

6月18日（月）10:00～17:00NO.15

営業職（若手社員・中堅社員）向け

上司を補佐し、部下を育てる主任・係長
養成講座

⑴主任・係長は何をしなければならない
のか？自身が気づいていない3つの意識
／⑵主任・係長は管理職候補だ！次期
リーダーを目指せ！／⑶〈スキル1〉チーム
の要になって変革のマネジメントを推進す
る／⑷〈スキル2〉上司を補佐するための
リーダーシップを発揮する　他
講座終了後、講師を交えて約1時間の交流会を開催いたし
ます。

●受講料＝会員 16,430 円、一般・特商 23,630 円
●講師＝ビジョナリーソリューションズ　葉田勉氏

①6月7日（木）
②6月8日（金）NO.13

若手社員・中堅社員向け

①・②いずれも
10:00～18:00（交流会付）

福商実務研修講座
各講座
共通

申込方法など
詳しい内容は
コチラから！！

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
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営業基礎力養成講座

⑴営業の基本的な考え方／⑵営業プロ
セスの確認／⑶コミュニケーションスキル
⑷クロージングの基本的な考え方　他

●受講料＝会員 15,430 円
　　　　　一般・特商 22,630 円
●講師＝㈱セールスアカデミー
　　　　宮脇伸二氏

5月21日（月）10:00～17:00NO.10

●申込締切＝開催日の 1 週間前まで
●会場＝当所会議室
●定員＝35 名（先着順） ※受講料すべて税込価格です。
※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。

営業向け

社会保険実務基礎講座

⑴社会保険制度の仕組みと内容を理解する／⑵社会保険の
主な手続きと実務（事例をもとに実際に書類を作成する）／
⑶社会保険の主な給付と手続き（事例をもとに実際に書類
を作成する）／⑷最近の改正と今後の見通し

●受講料＝会員 22,630 円、一般・特商 33,940 円
●講師＝社会保険労務士法人 COMMITMENT　半仁田高光氏

6月4・5日（月・火）10:00～17:00（2日間）NO.12

総務・人事・社会保険担当者向け

1日で分かる！総務担当者の役割と基
礎実務講座

⑴今こそ会社を支える総務に／⑵多くの
仕事をテキパキ処理する効率的な仕事の
仕方／⑶ビジネス文書の書き方と扱い方
／⑷事務用品管理やムダ取り活動で経
費削減に努める　他

●受講料＝会員 15,430 円
　　　　　一般・特商 22,630 円
●講師＝ハートリンク　阿部紀子氏

5月22日（火）10:00～17:00NO.11

総務・庶務向け

仕事の段取りとタイムマネジメント～時
間を制する者は人生を制する！現代社
会人必須のスキル～

⑴オリエンテーション／⑵毎日の仕事や
生活は充実していますか？【ディスカッショ
ン】／⑶あなたの時間をより効率的にマ
ネジメントするために【ワーク】／⑷新しい
時間活用習慣の習得へ【ワーク】　他

●受講料＝会員 15,430 円
　　　　　一般・特商 22,630 円
●講師＝コンサルタントネットワーク㈱　武田康裕氏

6月12日（火）10:00～17:00NO.14

管理職向け

営業担当者パワーアップセミナー～明日
からの活動への期待を一気に高める～

⑴研修の目的と雰囲気づくり／⑵お客
様・上司の期待に応えておられますか？
セールス担当の役割に関する考察！／⑶
厳しい時代に負けないセールス担当にな
る為には？／⑷営業折衝の各プロセスに
おけるセールスマナー並びに活動のポイ
ントとは？　他

●受講料＝会員 15,430 円、一般・特商 22,630 円
●講師＝ビジネス ディベロップ サポート　大軽俊史氏

6月18日（月）10:00～17:00NO.15

営業職（若手社員・中堅社員）向け

上司を補佐し、部下を育てる主任・係長
養成講座

⑴主任・係長は何をしなければならない
のか？自身が気づいていない3つの意識
／⑵主任・係長は管理職候補だ！次期
リーダーを目指せ！／⑶〈スキル1〉チーム
の要になって変革のマネジメントを推進す
る／⑷〈スキル2〉上司を補佐するための
リーダーシップを発揮する　他
講座終了後、講師を交えて約1時間の交流会を開催いたし
ます。

●受講料＝会員 16,430 円、一般・特商 23,630 円
●講師＝ビジョナリーソリューションズ　葉田勉氏

①6月7日（木）
②6月8日（金）NO.13

若手社員・中堅社員向け

①・②いずれも
10:00～18:00（交流会付）

福商実務研修講座
各講座
共通

申込方法など
詳しい内容は
コチラから！！

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

従業員定着と
豊かな老後資金
確保をめざして
～活用しよう確定拠出年金（DC）入門編～

主催／福岡商工会議所　共催／りそな銀行 福岡県下中小企業の総務・人事担当者様へ
　少子高齢化社会の今、働き方改革等の社会変化に対応し、老後に向
けた個人の継続的な自助努力を支援する確定拠出年金への関心が高まっ
ています。こうした中、退職金準備として確定拠出年金（DC）制度を導入
する企業が増え、豊かな老後資金確保を目指す従業員の定着、企業価値
の向上に大変役立っています。
　今回のセミナーでは、確定拠出年金制度の活用方法や60歳以降の生
活のために従業員自らが税制優遇措置を活用し効率的に資産形成できる
方法などをご案内いたします。ぜひこの機会にご参加ください。

参加費
無料

■定員：50名（先着順）
（注）定員超過により参加いただけない場合は、別途ご連絡します。

■内容：第1部  公的年金をめぐる環境、最近のDC導入事
　　　　　　　 例のご紹介
　　　　第2部  福商確定拠出年金（DC）プランの概要
　　　　第3部  確定拠出年金法改正のポイントについて　
　　　　第4部  個別相談会
■講師：りそな銀行  年金業務部  藤原 弘明氏

■場所：福岡商工会議所
　　  4階404～405号会議室
　　　    福岡市博多区博多駅前2-9-28

6/20●
平成30年

水 14:00～16:00
（受付13:30～）

従業員の老後資金は
で準備しませんか福商確定拠出年金（DC）プラン

福利厚生の
充実を図りたい

厚生年金基金の
代替制度は…

DCを持つ
中途採用者への
対応は…

退職金制度を
見直したい

福商確定拠出年金（DC）プランは様々な企業ニーズにお応えできます！！
制度内容
事業所が毎月払い込む掛金（加入者が上乗せ拠出すること
も可）を加入者である社員の皆様が自己責任で運用し、そ
の運用収益（損失）の合計額を60歳以降（老後）に年金
または一時金として受け取ることができます。

福岡県下の中小企業様向けの総合型確定拠出年金制度
を福岡商工会議所とりそな銀行が共同開発したプランです。

加入資格
福岡県下に主たる事務所を
有する企業（厚生年金適用
事務所）で、従業員数（加入
者数）15名以上の企業です。

導入効果
「コスト負担・導入負担・運営負担」を軽減
し、「企業価値・従業員モチベーション」の
向上に寄与します。

福岡商工会議所
各種事務代行 運営管理機関

資産管理機関

コスト負担
・

導入負担
・

運営負担

企業価値
向上
・

モチベー
ション

？

福岡県下の導入企
業拡大中！！

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

3つの局面での
税制メリット

・会社が拠出した掛金は非課税（損金算入）
・本人が拠出した掛金も非課税（所得控除）
 （所得税や住民税が下がる）

・運用によって生じた収益は非課税
 （利息、配当、分配金、売却益等すべて）

掛金の積立時点 掛金の運用時点
・年金受取は公的年金等控除の対象
・一時金受取は退職所得控除の対象

年金・一時金の受取時点

※平成30年2月時点の税制に基づくもので、今後取扱が変わる可能性があります。
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掲載をご希望の方は、商業・雇用支援グループ（TEL 092-441-2169）
までお問い合わせください。
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掲載をご希望の方は、商業・雇用支援グループ（TEL 092-441-2169）
までお問い合わせください。

福岡の統計 2018年3月〈平成30年3月〉

＊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。
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世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円
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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
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▲17.6

5.6

3.5

2.7

5.7

―

1.8

7.8

▲5.9

▲1.8

―

―

4.4

18.2

▲15.6

▲8.4

対前年同月比％（▲減）
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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）
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中
央
区

中
央
区

東
区

博
多
区

AirEx  Venture（株）

おそうじ革命  箱崎駅前店

The  aroma  of  beans

（株）DAISHIN

（株）マプシービジョン

（株）TRIH  JAPAN  未病リハビリセンターハレル

米山  功兼

ベル少額短期保険（株）

MSC（株）

糸島旬送和食  喜友

（同）core  Design

勉強カフェ  アライアンス博多プレース

イオンクレジットサービス（株）  福岡支店

華鮮菇

弁護士法人桑原法律事務所  福岡オフィス

（株）ENEXIA

（株）PARK

（株）シャロームインベストメント

社会保険労務士伊藤誠彦事務所

無垢

オフィスシンクロ

（株）博多珈琲

Pro  style

はかた居酒屋  ばかちん

（株）健康科学研究所

イーストワン（株）

（株）マイソル

（株）Kajis  Brain

広告代理業

ハウスクリーニング、エアコンクリーニング

自家焙煎コーヒー

鳶工事

眼鏡販売

パーソナルトレーニング

法的紛争の処理と予防

少額短期保険業

ソフトウェアシステム開発

和食

デザイン（各種）・企画イベント

自習室・貸会議室運営

クレジット保証事業

飲食店

法律相談

太陽熱を利用した省エネの設計、施工、補助金申請

飲食業

不動産売買仲介（投資用・居住用）

社会保険労務士業務

飲食業

コフィウムビット（酒）、新黒（珈琲酒）製作者

カフェ、レストランの経営

個人のキャリア支援

飲食店

市町村、企業の健康づくりサポート

中国ワインの輸入卸

求人広告販売事業

カルチャースクール、ビジネススクール経営

福岡市東区箱崎5-11-5-1305

福岡市東区原田2-30-19-1002

福岡市東区香椎駅前2-14-8  吉本ビル102

福岡市東区香住ケ丘4-25-13

福岡市東区三苫5-1-40  エムザス1階

福岡市東区雁の巣2-23-30

福岡市博多区博多駅前1-9-3  博多駅前シティビル13階

福岡市博多区博多駅前3-7-3

福岡市博多区博多駅前3-27-25

福岡市博多区博多駅東1-1-33-B1階

福岡市博多区博多駅東1-2-5  日之出ビル博多駅前203

福岡市博多区博多駅東1-13-17  松岡ビル8階

福岡市博多区店屋町8-17  博多MST5階

福岡市博多区冷泉町2-12-2階

福岡市博多区祇園町1-40-5階

福岡市博多区祇園町8-13-713号

福岡市博多区中洲3-2-12  第3ラインビル6階

福岡市博多区中洲5-3-8  アクア博多5F

福岡市博多区綱場町3-16

福岡市中央区高砂1-5-2

福岡市中央区高砂2-23-7  ミリオーネシャトウ506

福岡市中央区天神1-11-11  天神コアB1階 茶寮博多小町

福岡市中央区天神2-3-10  天神パインクレスト716

福岡市中央区天神3-8-13  グレートリープ1階

福岡市中央区天神3-11-20  天神エフビル6階

福岡市中央区天神5-9-2-8階 910

福岡市中央区大名2-6-11  Fukuoka.Growth.Next.1階

福岡市中央区今泉2-3-10  Kajis薬院六つ角ビル

アルバイト等の人材採用に最適のノウハウでお応えします

掃除を通して人が笑顔になるようなKIREIを提供します

コーヒー＆カカオ専門店。高品質の豆の素晴らしい香りをどうぞ

プロによる最適な足場を提供します。鳶工事一式承ります

度付きも度なしもサングラスの事ならお任せください！

未病（原因不明の痛み等）で悩むすべての方を全力サポートします

フットワークの軽さと分かりやすい説明が売りです

葬儀費用に備える保険「千の風」を販売しています

ソフト開発の企画・保守・メンテナンス・インフラ構築

糸島の旬食材を使った博多の四季を味わえる大人の隠れ家個室和食

グラフィックからプロダクトまで幅広い分野のデザインを行います

大人のための自習室。会議室、フリーWiFi、ドリンク完備

新たな決済手段の導入などをご提案させていただきます

薬膳鍋。美肌効果、免疫力アップ、デトックス作用、ダイエット効果あり

契約トラブル、労働問題、事業者の相談等、なんでもご相談ください

設備の省エネ提案設計計画施行、国への補助金申請を行っています

日本一の和牛に輝く鹿児島黒牛最高ランクA5等級をご堪能ください

真っ当な不動産売買を心がけ、お客様に本当の不動産投資をご紹介

補助金・助成金業務。社会保険業務

旬の食材を使った料理と美味しい日本酒そろってます

飲食業を始め接客を主として「売る」という基本を指導させていただきます

ノスタルジックな雰囲気のカフェレストランです

人材の採用定着に関してお役に立ちます。ぜひご相談ください

新鮮なお魚が食べられるお店です。レアな日本酒等もあります

あなたの健康づくりを私たちが支援します

125年の歴史をもつ中国最大ワインメーカー"張裕"を福岡から全国へ

LGBT採用支援・企業研修・コンサルティングをご提供します

ビジネスからカルチャーまで、人材育成に関するお手伝いをします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-260-7607

080-3700-5300

092-683-0337

092-663-5204

092-692-7306

092-410-5862

092-474-5245

092-474-4444

092-686-8033

092-481-9282

092-516-0774

092-409-7433

092-282-0320

092-710-5313

092-409-0775

092-409-1020

092-263-6366

092-287-9577

092-281-7737

092-401-4578

092-707-1299

092-721-9000

080-3186-1056

092-752-2151

092-731-7442

092-725-5396

092-410-4808

092-210-3488

中
央
区

南
区

城
南
区

西
区

大
野
城
市
東
京
都

嘉村行政書士事務所

本格足ツボ専門店  ニルバーナ

Mind  Body  Spirit

（株）空と地

はんこ屋さん21  福岡赤坂店

味  竹林

アサヒサンクリーン（株）  福岡支社

（株）ディスタンス

Tune  up

（株）アースライズ  Active  kids

POLAピュア39

（株）AFLOMAN

おひるねアートnico

やつるぎマッサージ整骨院

エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング（株）  九州支店

一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会

相続や遺言、ご家庭や近所トラブルのご相談。遺産分割協議書作成

足ツボ専門店

アロマトリートメント

化粧品販売

印鑑販売

飲食店

訪問入浴介護

新築、改修、設計、企画

音響技術

小売業（スプレー、ウォーターサーバー等）

化粧品販売

飲食店（ダーツBar）経営

おひるねアート撮影会の開催

マッサージ、鍼、灸

レンタル

フリーランス向け福利厚生サービスの提供

福岡市中央区警固1-3-19  メゾン警固301

福岡市中央区警固2-16-6  フィットけやき406

福岡市中央区薬院1-6-28  エトワール薬院303

福岡市中央区赤坂3-8-26-1012

福岡市中央区舞鶴3-1-2

福岡市中央区大手門1-3-3

福岡市中央区地行2-1-15  西武アメニティビル1階

福岡市南区塩原3-15-11  岡ビル200号室

福岡市南区玉川町13-10-203

福岡市南区長丘5-8-22

福岡市南区大橋1-3-5  福農会館2階

福岡市南区野多目3-2-2-1202

福岡市城南区友丘6-21-31

福岡市西区愛宕2-12-10 パール岡本ビル106

大野城市川久保1-20-1

東京都中央区八重洲2-8-7  福岡ビル4階

家族のこと何でもご相談を。役所への申請やその不満も解決します

著名人も数多く訪れる警固の人気の本格派足つぼ専門店！

ハワイアンエステで身も心も癒やします。ロミロミ＆エンビロン取扱店

塩石けんを中心に、自然の力で肌力を高め本来の美しさへ導きます

ハンコ以外の商品も多数あります。お気軽にご連絡ください

福岡のミシュランで1つ星を獲得。旬をランチでも味わえる名店

福岡市内を中心に訪問入浴・訪問介護をガンバっています！

建築全般、設計から企画まで。ご相談ください

ライブ、イベント音響、企画制作、お気軽にお問い合わせください

子供服、婦人服から、環境に優しい子育て良品まで取り扱ってます

女性の美と健康のサポートをさせていただきます

美味しくて珍しいサンドイッチが食べられるダーツBarです

ママに大人気のおひるねアートイベントや撮影会を承ります

頑張るあなたを応援します！痛いところをお話しください

豊富なラインナップに安心サポート。1日から利用可能。全国当日発送

業務委託によるプロ人材活用に関心のある企業向け支援も行います

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-775-1888

092-725-9870

080-8378-2717

092-720-2688

092-707-2177

092-712-1051

092-771-2611

092-555-2930

092-710-2675

092-710-1200

092-551-0581

092-516-4269

092-871-8566

092-836-5965

092-504-0919

080-3019-0790

飲食店

卸売

陶磁器の製作

保険代理店（生命保険・損害保険）

法律事務

ホテル業

服飾雑貨卸および小売

電機設備の制御設計

イベント企画・運営

飲食店

引越運送

印鑑販売

肉焼屋  四五六

（株）JOINTcorporation

うみねこ工房  久峰窯

保険の窓口グループ（株）  福岡法人営業課

博多駅前法律事務所

（株）近鉄・都ホテルズ （仮称）都ホテル博多開業準備室

ACQUA＆OLIO

蔵森電気

ハラプロ

居食家  優の月

（株）サカイ引越センター  九州本部

はんこ屋さん21  唐人町店

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

酒類販売（通信販売）

事業用ソリューションの販売

飲食店

カーテン縫製業

建築設計・監理

商店街活動

労務管理コンサルティング

介護施設

マイカ（雲母）絶縁材料の製造販売

食事の店（うなぎ和食）

（株）エピックスリー

宝成産業（株）

旬彩Tabi

（有）ウィンドデコール

井上浩平建築設計事務所  一級建築士事務所

姪浜商店会連合会

（株）エスコム総合研究所

リーラクロス（同）

（株）岡部マイカ工業所

三福観光（有）

早
良
区

西
区

飯
塚
市

宗
像
市

中
間
市

柳
川
市

営業内容／事業所名

飲食店

飲食業（お好み焼店）

飲食店

飲食店

通信販売

行政事務受託サービス

スマートフォン向けゲーム事業

レンタルドレス

税理士事務所

飲食事業

ライフプランコンサルタント

OEM商品企画・製造、卸（フィギュア商品）

小島商店

鉄板  好味

鮮魚と旬菜  和風料理家守

炭焼きスペイン料理  Aire

PUPU（株）

（株）日本医事保険教育協会

（株）グローバルギア

（株）GV  JAPAN

伊藤会計事務所

（株）ボールダーズ

熊谷敦子

（株）コウダプロ

営業内容／事業所名

中
央
区

中
央
区

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。
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The  aroma  of  beans

（株）DAISHIN

（株）マプシービジョン

（株）TRIH  JAPAN  未病リハビリセンターハレル

米山  功兼

ベル少額短期保険（株）

MSC（株）

糸島旬送和食  喜友

（同）core  Design

勉強カフェ  アライアンス博多プレース

イオンクレジットサービス（株）  福岡支店

華鮮菇

弁護士法人桑原法律事務所  福岡オフィス

（株）ENEXIA

（株）PARK

（株）シャロームインベストメント

社会保険労務士伊藤誠彦事務所

無垢

オフィスシンクロ

（株）博多珈琲

Pro  style

はかた居酒屋  ばかちん

（株）健康科学研究所

イーストワン（株）

（株）マイソル

（株）Kajis  Brain

広告代理業

ハウスクリーニング、エアコンクリーニング

自家焙煎コーヒー

鳶工事

眼鏡販売

パーソナルトレーニング

法的紛争の処理と予防

少額短期保険業

ソフトウェアシステム開発

和食

デザイン（各種）・企画イベント

自習室・貸会議室運営

クレジット保証事業

飲食店

法律相談

太陽熱を利用した省エネの設計、施工、補助金申請

飲食業

不動産売買仲介（投資用・居住用）

社会保険労務士業務

飲食業

コフィウムビット（酒）、新黒（珈琲酒）製作者

カフェ、レストランの経営

個人のキャリア支援

飲食店

市町村、企業の健康づくりサポート

中国ワインの輸入卸

求人広告販売事業

カルチャースクール、ビジネススクール経営

福岡市東区箱崎5-11-5-1305

福岡市東区原田2-30-19-1002

福岡市東区香椎駅前2-14-8  吉本ビル102

福岡市東区香住ケ丘4-25-13

福岡市東区三苫5-1-40  エムザス1階

福岡市東区雁の巣2-23-30

福岡市博多区博多駅前1-9-3  博多駅前シティビル13階

福岡市博多区博多駅前3-7-3

福岡市博多区博多駅前3-27-25

福岡市博多区博多駅東1-1-33-B1階

福岡市博多区博多駅東1-2-5  日之出ビル博多駅前203

福岡市博多区博多駅東1-13-17  松岡ビル8階

福岡市博多区店屋町8-17  博多MST5階

福岡市博多区冷泉町2-12-2階

福岡市博多区祇園町1-40-5階

福岡市博多区祇園町8-13-713号

福岡市博多区中洲3-2-12  第3ラインビル6階

福岡市博多区中洲5-3-8  アクア博多5F

福岡市博多区綱場町3-16

福岡市中央区高砂1-5-2

福岡市中央区高砂2-23-7  ミリオーネシャトウ506

福岡市中央区天神1-11-11  天神コアB1階 茶寮博多小町

福岡市中央区天神2-3-10  天神パインクレスト716

福岡市中央区天神3-8-13  グレートリープ1階

福岡市中央区天神3-11-20  天神エフビル6階

福岡市中央区天神5-9-2-8階 910

福岡市中央区大名2-6-11  Fukuoka.Growth.Next.1階

福岡市中央区今泉2-3-10  Kajis薬院六つ角ビル

アルバイト等の人材採用に最適のノウハウでお応えします

掃除を通して人が笑顔になるようなKIREIを提供します

コーヒー＆カカオ専門店。高品質の豆の素晴らしい香りをどうぞ

プロによる最適な足場を提供します。鳶工事一式承ります

度付きも度なしもサングラスの事ならお任せください！

未病（原因不明の痛み等）で悩むすべての方を全力サポートします

フットワークの軽さと分かりやすい説明が売りです

葬儀費用に備える保険「千の風」を販売しています

ソフト開発の企画・保守・メンテナンス・インフラ構築

糸島の旬食材を使った博多の四季を味わえる大人の隠れ家個室和食

グラフィックからプロダクトまで幅広い分野のデザインを行います

大人のための自習室。会議室、フリーWiFi、ドリンク完備

新たな決済手段の導入などをご提案させていただきます

薬膳鍋。美肌効果、免疫力アップ、デトックス作用、ダイエット効果あり

契約トラブル、労働問題、事業者の相談等、なんでもご相談ください

設備の省エネ提案設計計画施行、国への補助金申請を行っています

日本一の和牛に輝く鹿児島黒牛最高ランクA5等級をご堪能ください

真っ当な不動産売買を心がけ、お客様に本当の不動産投資をご紹介

補助金・助成金業務。社会保険業務

旬の食材を使った料理と美味しい日本酒そろってます

飲食業を始め接客を主として「売る」という基本を指導させていただきます

ノスタルジックな雰囲気のカフェレストランです

人材の採用定着に関してお役に立ちます。ぜひご相談ください

新鮮なお魚が食べられるお店です。レアな日本酒等もあります

あなたの健康づくりを私たちが支援します

125年の歴史をもつ中国最大ワインメーカー"張裕"を福岡から全国へ

LGBT採用支援・企業研修・コンサルティングをご提供します

ビジネスからカルチャーまで、人材育成に関するお手伝いをします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-260-7607

080-3700-5300

092-683-0337

092-663-5204

092-692-7306

092-410-5862

092-474-5245

092-474-4444

092-686-8033

092-481-9282

092-516-0774

092-409-7433

092-282-0320

092-710-5313

092-409-0775

092-409-1020

092-263-6366

092-287-9577

092-281-7737

092-401-4578

092-707-1299

092-721-9000

080-3186-1056

092-752-2151

092-731-7442

092-725-5396

092-410-4808

092-210-3488

中
央
区

南
区

城
南
区

西
区

大
野
城
市
東
京
都

嘉村行政書士事務所

本格足ツボ専門店  ニルバーナ

Mind  Body  Spirit

（株）空と地

はんこ屋さん21  福岡赤坂店

味  竹林

アサヒサンクリーン（株）  福岡支社

（株）ディスタンス

Tune  up

（株）アースライズ  Active  kids

POLAピュア39

（株）AFLOMAN

おひるねアートnico

やつるぎマッサージ整骨院

エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング（株）  九州支店

一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会

相続や遺言、ご家庭や近所トラブルのご相談。遺産分割協議書作成

足ツボ専門店

アロマトリートメント

化粧品販売

印鑑販売

飲食店

訪問入浴介護

新築、改修、設計、企画

音響技術

小売業（スプレー、ウォーターサーバー等）

化粧品販売

飲食店（ダーツBar）経営

おひるねアート撮影会の開催

マッサージ、鍼、灸

レンタル

フリーランス向け福利厚生サービスの提供

福岡市中央区警固1-3-19  メゾン警固301

福岡市中央区警固2-16-6  フィットけやき406

福岡市中央区薬院1-6-28  エトワール薬院303

福岡市中央区赤坂3-8-26-1012

福岡市中央区舞鶴3-1-2

福岡市中央区大手門1-3-3

福岡市中央区地行2-1-15  西武アメニティビル1階

福岡市南区塩原3-15-11  岡ビル200号室

福岡市南区玉川町13-10-203

福岡市南区長丘5-8-22

福岡市南区大橋1-3-5  福農会館2階

福岡市南区野多目3-2-2-1202

福岡市城南区友丘6-21-31

福岡市西区愛宕2-12-10 パール岡本ビル106

大野城市川久保1-20-1

東京都中央区八重洲2-8-7  福岡ビル4階

家族のこと何でもご相談を。役所への申請やその不満も解決します

著名人も数多く訪れる警固の人気の本格派足つぼ専門店！

ハワイアンエステで身も心も癒やします。ロミロミ＆エンビロン取扱店

塩石けんを中心に、自然の力で肌力を高め本来の美しさへ導きます

ハンコ以外の商品も多数あります。お気軽にご連絡ください

福岡のミシュランで1つ星を獲得。旬をランチでも味わえる名店

福岡市内を中心に訪問入浴・訪問介護をガンバっています！

建築全般、設計から企画まで。ご相談ください

ライブ、イベント音響、企画制作、お気軽にお問い合わせください

子供服、婦人服から、環境に優しい子育て良品まで取り扱ってます

女性の美と健康のサポートをさせていただきます

美味しくて珍しいサンドイッチが食べられるダーツBarです

ママに大人気のおひるねアートイベントや撮影会を承ります

頑張るあなたを応援します！痛いところをお話しください

豊富なラインナップに安心サポート。1日から利用可能。全国当日発送

業務委託によるプロ人材活用に関心のある企業向け支援も行います

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-775-1888

092-725-9870

080-8378-2717

092-720-2688

092-707-2177

092-712-1051

092-771-2611

092-555-2930

092-710-2675

092-710-1200

092-551-0581

092-516-4269

092-871-8566

092-836-5965

092-504-0919

080-3019-0790

飲食店

卸売

陶磁器の製作

保険代理店（生命保険・損害保険）

法律事務

ホテル業

服飾雑貨卸および小売

電機設備の制御設計

イベント企画・運営

飲食店

引越運送

印鑑販売

肉焼屋  四五六

（株）JOINTcorporation

うみねこ工房  久峰窯

保険の窓口グループ（株）  福岡法人営業課

博多駅前法律事務所

（株）近鉄・都ホテルズ （仮称）都ホテル博多開業準備室

ACQUA＆OLIO

蔵森電気

ハラプロ

居食家  優の月

（株）サカイ引越センター  九州本部

はんこ屋さん21  唐人町店

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

酒類販売（通信販売）

事業用ソリューションの販売

飲食店

カーテン縫製業

建築設計・監理

商店街活動

労務管理コンサルティング

介護施設

マイカ（雲母）絶縁材料の製造販売

食事の店（うなぎ和食）

（株）エピックスリー

宝成産業（株）

旬彩Tabi

（有）ウィンドデコール

井上浩平建築設計事務所  一級建築士事務所

姪浜商店会連合会

（株）エスコム総合研究所

リーラクロス（同）

（株）岡部マイカ工業所

三福観光（有）

早
良
区

西
区

飯
塚
市

宗
像
市

中
間
市

柳
川
市

営業内容／事業所名

飲食店

飲食業（お好み焼店）

飲食店

飲食店

通信販売

行政事務受託サービス

スマートフォン向けゲーム事業

レンタルドレス

税理士事務所

飲食事業

ライフプランコンサルタント

OEM商品企画・製造、卸（フィギュア商品）

小島商店

鉄板  好味

鮮魚と旬菜  和風料理家守

炭焼きスペイン料理  Aire

PUPU（株）

（株）日本医事保険教育協会

（株）グローバルギア

（株）GV  JAPAN

伊藤会計事務所

（株）ボールダーズ

熊谷敦子

（株）コウダプロ

営業内容／事業所名

中
央
区

中
央
区

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。
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雇用保険手続の際には必ずマイ
ナンバーの届出をお願いします！

　マイナンバーは雇用保険の各種申

請・届出を行う際の様式において記

載が必要な事項です。

　平成30年5月以降、マイナンバー

が必要な届出等にマイナンバーの記

載・添付がない場合には、返戻しま

すので、記載・添付の上、再提出を

お願いします。

　また、雇用保険手続においては、

郵送による提出はご遠慮いただき、

いつでも申請可能な「電子申請」をぜ

ひご利用ください。

【お問い合わせ】
福岡労働局職業安定部

職業安定課雇用保険係

TEL 092-434-9803

環境省の地球温暖化対策に関す
る補助事業の紹介です！

　環境省では、エネルギー起源二酸

化炭素の排出抑制対策を強力に推進

し、抜本的な温室効果ガス排出削減

を着実に実行するため、地方公共団

体・民間団体向けの各種補助事業を

実施しております。

　再エネ・省エネ・蓄エネ設備の導

入等、事業の低炭素化をお考えの際

には活用をご検討ください。

▶「環境省　地方公共団体・事業者
向け支援事業」パンフレット
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html

【お問い合わせ】
九州地方環境事務所

環境対策課

TEL 096-322-2411

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

中小企業の生産性向上を支援し
ます！

　福岡市では、現在、通常国会に提

出されている「生産性向上特別措置

法案」の制度を積極的に活用し、

⑴中小企業の要件を満たす新規取得

設備の固定資産税を 3 年間ゼロに

する方向で検討中です！

⑵固定資産税をゼロとした市町村に

おいて、対象となる事業者に対し

ては、国の各種補助金（小規模事

業者持続化補助金等）が審査の

際、優先採択されます！

【お問い合わせ】
福岡市 経済観光文化局

中小企業振興部

政策調整課

TEL 092-711-4326

PR

【お問い合わせ先】
お客様相談フリーダイヤル
０１２０-１１２-２４９

福岡地区担当部署
■営業部　：☎092-415-2601
■大濠支所：☎092-734-5923 http://www.fukuoka-cgc.or.jp/

検索

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

福岡は
中小企業が元気にする

県内中小企業の4割以上が信用保証を利用しています！！

信用保証協会とは

ニーズに応じた
資金調達が可能
創業資金や事業拡大資金、
経営安定のための資金など、
多様な資金ニーズに
お応えします。

経営支援の
取り組み

中小企業の経営課題に
応じた各種支援を
専門家と一緒になって
取り組んでいます。

公的な
保証人

中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金を借入する際に

「公的な保証人」となり、皆さまの
資金調達をサポートします。

中小企業のベストパートナー

福岡県信用保証協会

22 2018  MAY ︱ 福岡商工会議所 NEWS

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://www.fukuoka-cgc.or.jp/


雇用保険手続の際には必ずマイ
ナンバーの届出をお願いします！

　マイナンバーは雇用保険の各種申

請・届出を行う際の様式において記

載が必要な事項です。

　平成30年5月以降、マイナンバー

が必要な届出等にマイナンバーの記

載・添付がない場合には、返戻しま

すので、記載・添付の上、再提出を

お願いします。

　また、雇用保険手続においては、

郵送による提出はご遠慮いただき、

いつでも申請可能な「電子申請」をぜ

ひご利用ください。

【お問い合わせ】
福岡労働局職業安定部

職業安定課雇用保険係

TEL 092-434-9803

環境省の地球温暖化対策に関す
る補助事業の紹介です！

　環境省では、エネルギー起源二酸

化炭素の排出抑制対策を強力に推進

し、抜本的な温室効果ガス排出削減

を着実に実行するため、地方公共団

体・民間団体向けの各種補助事業を

実施しております。

　再エネ・省エネ・蓄エネ設備の導

入等、事業の低炭素化をお考えの際

には活用をご検討ください。

▶「環境省　地方公共団体・事業者
向け支援事業」パンフレット
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html

【お問い合わせ】
九州地方環境事務所

環境対策課

TEL 096-322-2411

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

中小企業の生産性向上を支援し
ます！

　福岡市では、現在、通常国会に提

出されている「生産性向上特別措置

法案」の制度を積極的に活用し、

⑴中小企業の要件を満たす新規取得

設備の固定資産税を 3 年間ゼロに

する方向で検討中です！

⑵固定資産税をゼロとした市町村に

おいて、対象となる事業者に対し

ては、国の各種補助金（小規模事

業者持続化補助金等）が審査の

際、優先採択されます！

【お問い合わせ】
福岡市 経済観光文化局

中小企業振興部

政策調整課

TEL 092-711-4326

PR

【お問い合わせ先】
お客様相談フリーダイヤル
０１２０-１１２-２４９

福岡地区担当部署
■営業部　：☎092-415-2601
■大濠支所：☎092-734-5923 http://www.fukuoka-cgc.or.jp/

検索

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

福岡は
中小企業が元気にする

県内中小企業の4割以上が信用保証を利用しています！！

信用保証協会とは

ニーズに応じた
資金調達が可能
創業資金や事業拡大資金、
経営安定のための資金など、
多様な資金ニーズに
お応えします。

経営支援の
取り組み

中小企業の経営課題に
応じた各種支援を
専門家と一緒になって
取り組んでいます。

公的な
保証人

中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金を借入する際に

「公的な保証人」となり、皆さまの
資金調達をサポートします。

中小企業のベストパートナー

福岡県信用保証協会

〈毎年5月は「消費者月間」です〉
　商取引に不慣れな高齢者等の社会的弱者を狙った悪質商法、
生活の困窮に付け込むヤミ金融事犯等、県民に大きな不安を与
える事犯が依然として後を絶ちません。
　正しい知識を身につけ、被害防止に努めましょう。

【悪質商法とは】
　一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引
で、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれた
ものをいいます。

【悪質商法の主な手口】
◆利殖商法

「元本保証」「必ず儲かる」等、うその投資
話をして、多額の出資金を騙し取る商法

◆点検商法
点検業者を装って家庭を訪問し、必要のない工事を行ったり、
高額な浄水器や布団を売りつける商法

◆押しつけ商法
高齢者宅を訪問し、勝手に家に上がりこみ、長居をしたり、
大声で脅かして高額な布団等を売りつける商法

　県警ホームページでは、この他の手口についても紹介していま
す。是非ご確認ください。

【悪質商法の被害に遭わないために】
　次のポイントに注意し、必要のない商品の
購入やうまい儲け話は、毅然とした態度ではっ
きり断ることが大切です。
　判断に迷ったときは、消費生活センターや
警察に相談してください。

悪質商法の被害に遭わないために
～自分はだまされないと思っていませんか～

お問い合わせ先
福岡県警察 生活安全部生活経済課
TEL 092-641-4141
詳しくは 福岡県警　生活経済課 検索

・身分と用件をしっかり聞こう
・「自分は大丈夫」との思い込みはやめよう
・「儲かります」といった言葉に注意しよう
・財産に関する話を他人にしないようにしよう
・サインの前に、契約書をよく読もう
・支払いの前に、本当に必要な契約かよく考えよう
・「おかしい」と思ったときは、ドアを閉めよう
・相手がしつこいときは、110番をしよう

【福岡県内の山岳遭難・事故の発生状況】
　平成 29 年、県内の山岳において39 件 47人の遭難や事故を把
握し、発生件数、遭難・事故者数ともに、近年で最多を記録し
ています。

〈特徴〉
・年代別では、60 歳以上が全体の約5 割
・態様別では、道迷いが全体の約6 割

【山での遭難・事故に遭わないために】
　山頂付近の天候は変化しやすく、事前の登山計画や装備が不
十分だと命に関わります。
　次のポイントを守り、安全な登山を心掛けましょう。
◆無理のない登山計画を！

自分の体力・経験・技術に応じた無理のない登山計画を立て
ましょう。

◆情報収集や装備を万全に！
最新の気象情報を確認し、必要に応じた装備品を準備しましょ
う。また、携帯電話、無線機など緊急時の連絡手段を確保し
ましょう。

◆登山計画書（登山届）の作成と提出を！
登山計画書（登山届）は、無計画な登山を防止し、緊急時の
捜索活動をスムーズに行うことができます。

〈登山計画書（登山届）の提出先〉
 ・警察本部地域課、山を管轄する警察署、交番、駐在所等
 ・家族、地元山岳会、職場、学校、登山口のポスト
※様式は県警ホームページからダウンロードできます。

山での遭難･事故に遭わないために
～春山の天候急変に要注意！ 万全の計画と装備を！～

お問い合わせ先
福岡県警察 地域部地域課
TEL 092-641-4141
詳しくは 福岡県警　山岳遭難 検索

H27

■発生件数
■遭難・事故者数
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遭難・事故
増加中！！

年代別 態様別

40歳代
23％

20歳未満
11％

20歳代
11％

50歳代
6％

30歳代
4％

病気
2.1％
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以上
45％ 道迷い
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滑落

23.4％

転倒
10.6％

疲労
4.3％

危機管理
情報室
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れるかというと、「平均功績倍率は合理的な指標ではある
が、あくまで平均値であり平均功績倍率を少しでも超え
たら、過大額になるわけではない」と判断しています。そ
して、税務当局も従前からこの考え方に従っています。
　それでは、どの程度まで超えることができるかという
と、はっきり言って非常に難しいテーマです。

3．最近の役員退職金に関する判決
　東京地裁は平成29年10月13日判決において次のとお
り判断しました。
　納税者側は、公刊物などを参考にし、同業他社の役
員退職給与の支給の状況を相当程度は認識することは可
能だが、国税が行う厳密な調査は期待することはできな
い。
　平均功績倍率による計算から相当程度の乖離は許容さ
れ、平均功績倍率の1.5倍までは許容されると判断しま
した。
　結果として平均功績倍率3.26×1.5＝4.89で計算して
問題ないとしました。
　しかしながらこの判決に対して税務当局は高裁に控訴
し審理されています。
　今後の判決により、功績倍率の許容範囲が明確にされ
てくると想定され、注目をしているところです。
　功績倍率については、個々の企業の利益の状況により
判断するところですが、明文化した根拠がありません。
一般的に平均功績倍率の1.1倍程度までの役員退職給与
を否認された事例がないのでこの程度までは否認されな
いのではないかと推定しています。

　以上のように、役員退職金に関しては、適正額等の判
断に悩ましいところがありますから、事前に税理士にご
相談ください。

　役員退職給与はいくらまでなら税務調査
において損金算入額を否認されないでしょ
うか。

　内国法人が退職した役員に対して支給す
る退職金の額のうち不相当に高額な部分の
金額は、その内国法人の各事業年度の所

得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととなって
います。（法人税法第34条2項）

1．不相当に高額な部分の金額とは
　税務調査において否認を受ける不相当に高額な役員
退職金の部分の金額とは、その役員のその法人の業務
に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種の
事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に
対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した
役員に対する退職給与として相当である金額を超える場
合におけるその超える部分の金額を言います。（法人税
法施行令70条ニ）

2．役員退職金の計算方法
　一般的な役員退職金の計算方法としては、退職した役
員の最終月額報酬×在任年数×功績倍率で計算されて
います。
　この場合功績倍率は、倍半基準（売上額が2分の1か
ら2倍の範囲）で抽出された同業他社の功績倍率の平均
値により計算されています。
　税務当局も裁判において平均功績倍率により計算すべ
きであると主張し、裁判所も「平均功績倍率による計算
は法の趣旨に合致する合理的な計算方法である」と示し
ています。
　ただし、平均功績倍率を超えた場合において課税をさ

A

　役員退職金の適正額

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　原口 悦郎
（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）
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れるかというと、「平均功績倍率は合理的な指標ではある
が、あくまで平均値であり平均功績倍率を少しでも超え
たら、過大額になるわけではない」と判断しています。そ
して、税務当局も従前からこの考え方に従っています。
　それでは、どの程度まで超えることができるかという
と、はっきり言って非常に難しいテーマです。

3．最近の役員退職金に関する判決
　東京地裁は平成29年10月13日判決において次のとお
り判断しました。
　納税者側は、公刊物などを参考にし、同業他社の役
員退職給与の支給の状況を相当程度は認識することは可
能だが、国税が行う厳密な調査は期待することはできな
い。
　平均功績倍率による計算から相当程度の乖離は許容さ
れ、平均功績倍率の1.5倍までは許容されると判断しま
した。
　結果として平均功績倍率3.26×1.5＝4.89で計算して
問題ないとしました。
　しかしながらこの判決に対して税務当局は高裁に控訴
し審理されています。
　今後の判決により、功績倍率の許容範囲が明確にされ
てくると想定され、注目をしているところです。
　功績倍率については、個々の企業の利益の状況により
判断するところですが、明文化した根拠がありません。
一般的に平均功績倍率の1.1倍程度までの役員退職給与
を否認された事例がないのでこの程度までは否認されな
いのではないかと推定しています。

　以上のように、役員退職金に関しては、適正額等の判
断に悩ましいところがありますから、事前に税理士にご
相談ください。

　役員退職給与はいくらまでなら税務調査
において損金算入額を否認されないでしょ
うか。

　内国法人が退職した役員に対して支給す
る退職金の額のうち不相当に高額な部分の
金額は、その内国法人の各事業年度の所

得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととなって
います。（法人税法第34条2項）

1．不相当に高額な部分の金額とは
　税務調査において否認を受ける不相当に高額な役員
退職金の部分の金額とは、その役員のその法人の業務
に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種の
事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に
対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した
役員に対する退職給与として相当である金額を超える場
合におけるその超える部分の金額を言います。（法人税
法施行令70条ニ）

2．役員退職金の計算方法
　一般的な役員退職金の計算方法としては、退職した役
員の最終月額報酬×在任年数×功績倍率で計算されて
います。
　この場合功績倍率は、倍半基準（売上額が2分の1か
ら2倍の範囲）で抽出された同業他社の功績倍率の平均
値により計算されています。
　税務当局も裁判において平均功績倍率により計算すべ
きであると主張し、裁判所も「平均功績倍率による計算
は法の趣旨に合致する合理的な計算方法である」と示し
ています。
　ただし、平均功績倍率を超えた場合において課税をさ

A

　役員退職金の適正額

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　原口 悦郎
（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）

Q

なので、意外に協力し合うことが多いのです。
　また、インバウンド市場の成長分野を知るた
めに私がチェックしているのは「MATCHA」
（https://matcha-jp.com/）というウェブサイトで
す。英語、中国語、ベトナム語、韓国語、日
本語など10カ国語で日本の情報を訪日外国人
向けに発信しています。編集部には外国人ス
タッフも多いそうで、日本では当たり前でも外
国人から見て違和感のあるところなどもきちん
と記事化されています。このウェブサイト内で
検索機能を使って、例えば「抹茶」を調べてみ
ると二百数十件の記事がヒットしました。それ
だけ編集部が、抹茶の情報ニーズが多いと判
断しているといえそうです。最近、東京の有名
なとんかつ屋へ行くと必ず外国人の利用客に出
会います。ちなみにとんかつの記事も同ウェブ
サイトで40件以上ありました。

　厳密にインバウンド需要と検索数・記事数
がリンクしているわけではありませんが、訪日
外国人が知りたいジャンルや商品・サービスの
傾向をつかむのには役立つと思います。ぜひ
読者の皆さまの手掛ける商品やサービスがどれ
くらい外国人の興味を引いているか試してみて
ください。

〈お知らせ〉
　本コラムを『地方発ヒットを生む　逆算発想
のものづくり』という書籍にまとめました。本コ
ラムに執筆した内容に加え、市場ニーズの読み
方やヒット商品開発事例などを加筆していま
す。ご興味のある方はぜひご覧ください。

　今後も成長市場として期待されている分野に
来日外国人の消費、いわゆるインバウンド需要
が挙げられます。中国人の「爆買い」も一段落
し、この先はさほど伸びないとの見方もありま
すが、私はそうは考えません。まだまだ訪日の
観光客は増えると思います。

　その根拠は（1）為替で円が相対的に安く、
日本国内での物価水準もさほど上昇しておら
ず、外国人にとって、買い物や宿泊などが割
安に感じられる状態が続いていること、（2）日
本は治安がよく安全で、さらに衛生状態もよ
く、旅行先としてリスクが少ないこと、（3）世
界的にみて国をまたいだ観光客が増えているこ
と、（4）日本の外国人観光客受け入れ数は中
国やフランスといった観光先進国に比べてまだ
少なく、アジアの中でもトップクラスではないこ
と、（5）ベトナムやタイ、インドネシアなどアジ
アの国々が経済発展を続けており、今後、海
外旅行をするような豊かな層がますます増え、
こうした人たちにとって訪れやすい手近な先進
国は日本であること、などが挙げられます。

　このようなことから、風光明媚（めいび）で
食事がおいしいといった地域資源や、コンテン
ツ開発などに依存しなくとも外国人観光客数の
増える要素があることが分かると思います。こ
うした訪日外国人は何を求めてやって来るので
しょうか。興味の持ち方や物事の感じ方が普
段接している日本人の感覚とは違うこともあり
ます。

　では、外国人の興味の対象をどのように知
ればよいのでしょうか。私が属するマスコミや
出版の世界には「困ったときの同業頼み」とい
う言葉があります。例えば全く土地勘のない
場所で取材をしなければならないような状況に
なったときに、まず現地のマスコミなどを訪問
して教えてもらうという方法です。情報を提供
することは、一見、敵に塩を送る行為のようで
すが、「貸し」をつくっておけば、次に自分が
困ったときに助けてもらえるお互いさまの関係
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渡辺 和博／わたなべ・かずひろ

日経BP総研マーケティング戦略研究所上
席研究員。1986年、筑波大学大学院理
工学修士課程修了。同年、日本経済新聞
社入社。日経パソコン、日経ビジネス、日
経トレンディなどIT分野、経営分野、コン
シューマ分野の専門誌編集部を経て現職。
全国各地の商工会議所などで地域振興や
特産品開発のための講演・コンサルを実
施。消費者起点のものづくりをテーマに地
域発のヒット商品育成を支援している。

トレンド通信
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長いこと広告業界に携わってきた中尾さんですが、どのような
想いを持って仕事をしているのでしょうか。

　私は大学2年から広告業界に携わっていて、はじめはライ
ターのアシスタントから、かれこれ20年以上関わっています。
今では、スマホ1つでも多くの広告手段がある時代になってき
ました。グランドビジョンには「21世紀に最も必要とされる真
のパートナー企業へ」というビジョンがあります。変わりゆく時
代の中で、パートナーのあり方も追及したい。クライアントに
対して真のパートナーでありたいのなら、本質的な課題解決を
するべきで、いかに相手の課題が何なのかを見つけないといけ
ないと考えています。だから私はクライアントさんの事業発展
や課題解決のために、代理業もやるけれど事業プロデュース業
を行ってきました。そうすると相談内容もどういう課題があるの
かに着目していくわけで、そこでHPの内容を変えるとか、人
事担当のオペレーションを変えるとか、組織体制を変えると
か、広告が必要であれば、ご提案もさせていただきます。

マルチな事業内容をされているのですね。

　今では、教育関係とか化粧品、ハウスメーカー、様々な企
業がある中で一緒に商品開発をするなど、事業領域は多岐に
わたっています。グランドビジョンは、なんでもやるわけではな

くマーケティングや企業や商品のブランディングなど、ある程
度絞って、クライアントの課題解決をしています。一言でマー
ケティングと言っても、通販番組の制作の担当もいればwebの
担当もいますし、ブランディングに精通した担当もいて、様々
な役割があるわけです。弊社は決して大きい組織ではないです
が、だからこそセクションを越えて会議に参加したり自由に意
見が言えたりする風土があります。

社内では日々業務に取り組むなかで最も大切に思う事柄を理
念として掲げた「志十訓」や「感謝五訓」があるそうですね。

　「志十訓」や「感謝五訓」が書いてあるカードを私も社員も毎
朝唱和しています。同じ方向に向かっていくときに価値観ってす
ごく大事で、私は、理念やビジョンをみんなに語ることを大切
にしています。朝礼が終われば、自己管理の中で自由な働き方
を推奨しています。

自由な働き方といえば在宅勤務など導入されていますね。

　会社で働くのであれば貢献してもらいたいけれど、必ずしも
貢献の形＝出社ではないと思います。例えば、子どもとの時間
を大切にしたいとか様々な要望はできるだけ尊重したいですね。
働き方や、オフィスの環境など、従来型の会社形態である必

要はないと思っています。

例えば自社プロジェクトで「空海劇場」の企画を続けられていま
すね。
　　
　3回目までは赤字だったのですが、それでも続けてきたのは、
使命感から。例えば伝統芸能って、国境を越えた素晴らしい
観光資源にも関わらず意外と日本人は知らないと思います。歴
史についても、福岡には空海が最初に建てたお寺があるけどど
れほどの人が知っているでしょう。空海はそれこそマルチな人で
私はイノベーターととらえています。うどんやひらがなも、難し
い経典をアートにした曼荼羅も空海が日本に伝えたといわれて
いて現在も残っています。今消えずに残っているモノは、意味
があって必要だから残っているわけで、だから新しいものに飛
びつくのもいいけれど、古くから伝わるものに触れて感じるのも
いいんじゃないかと思います。好きなものだけに触れるだけじゃ
感性は育たないと思います。空海劇場はできるだけたくさんの
若い人にも見てほしいと願っているのはそういった意味もこめら
れています。歴史や文化、伝統芸能を難しく捉えず、まずは見
て、何かを感じて欲しい。そして、興味、好奇心をもって欲し
いと思っています。私もですが、グランドビジョンは好奇心旺
盛な人が多く、イベントにもスタッフとして社員も積極的に関
わっています。

好奇心ですか？ どのように養っていけばよいでしょうか？

　まずは心をニュートラルな状態にすること。つまり、好きと
か嫌いとか、この仕事は向いてるとか向いてないとか、決めつ
けずにまずはチャレンジすることが大事だと思います。そして、
会社というより、まずは身近な尊敬できる先輩から何かを学ぼ
うとか、色んな人の良い所（長所）を発見してく中で、色々な気
づきを得ることで成長できると思います。

最後に、多くの環境で学んできた中尾さんの想いを。

　才能というのは誰しも一つあるんです。足がやたら速いとか
絶対音感であるとか暗記力があるとか。では私にはどんな才
能があるのか考えたとき、アイデア力と企画力だと思っていま
す。例えば、野球選手のイチローがあれほど有名になって名声

もありお金もあるにも関わらず野球を続けるのは、野球が好き
だからで、幸せを感じているからだと思います。私の場合、自
分の好きな企画ができて才能が生かせる、プロとしてできるこ
とに幸せを感じているからこそ、ずっと続けていられます。
　人ぞれぞれ才能はあるけれど、その才能は１％で、その１％
の才能を開花するには、99％の努力が必要だと思っています。
20代の頃は仕事をしていてそれなりに楽しいと感じていたしが
むしゃらに努力もしていました。ただ環境が変わっていく中で、
勢いだけじゃなくてもっと勉強しなければと気づかされました。
プレッシャーを感じていく中で言われたことをその通りするのが
楽かなと思うこともあり、自信を失いかけたこともありますが、
追い込まれても、1％でも自分を信じることができたため、結果
的に成長でき、今につながっていると思います。あの時辛かっ
たことも、そのおかげで才能が開花されて今があるので今では
とても感謝しています。
　ただ、たくさん経験を積んでいたり、年齢が上だからといっ
て偉いとは限りません。むしろ社会人も学生も、正社員も、
パートさんも、同じ立場だと思っています。私は皆さんが育って
きた環境を経験していないわけですから。大事なことは就活と
か結婚、転職のような大きな決断は自分にとって何が1番正し
い選択なのか、です。そして大きな決断のために大事なのは、
何気ない毎日の中にあります。いいものに触れるでもいいし、
旅をするでもいいし、毎日の選択を自分の軸で決めることをし
てほしいです。いつその瞬間が訪れるか分かりませんから。

　「誰のためにするのか」という人に寄り添う視点があるからこ
そ中尾さんは、多くの事業を手掛け、誰もが働きやすい環境
を作っているのですね。また、ご自身が鹿児島出身ということ
で、地域や文化を大切にする気持ちが伝わってきました。あり
がとうございました。

「幸せな未来のビジョンを実現する、
  真のパートナー企業。」

株式会社グランドビジョン
社長兼プロデューサー 中尾賢一郎さん

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

取 材

次世代を担う学生が成長企業を取材し、
自分が将来活躍するフィールドを探しにいく
コーナーです。

学生╳商工会議所　タイアップインタビュー企画

■NPO法人学生ネットワークWAN　とは？
　設立16年目を迎える学生主体のNPO。「学生
だから～できない」「地方だから～できない」を
変えるべく全国19地域の情報発信支援や、地域
の関係人口をつくるコンテンツ企画運営をして
いる。私たちの運営するサイト「ガクログ」もぜ
ひCHECKしてください！

　中尾氏のインタビューの続きや若い世代に向けた
メッセージをもっと読みたい方はこちらのQRコードか
らご覧いただけます。http://www.gakulog.net/

■今月の取材先　株式会社グランドビジョン　とは？
　広告代理店でありながら、WEBマーケティング、映像制作、コールセンターなどさま
ざまな角度から、クライアントの事業成長に貢献している福岡の総合プロデュース企業。
加えて、福岡の歴史や文化に触れてもらう事をテーマに、エンターテインメントを発信
するイベント「空海劇場」の企画など自社プロジェクトを積極的に行っている。
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長いこと広告業界に携わってきた中尾さんですが、どのような
想いを持って仕事をしているのでしょうか。

　私は大学2年から広告業界に携わっていて、はじめはライ
ターのアシスタントから、かれこれ20年以上関わっています。
今では、スマホ1つでも多くの広告手段がある時代になってき
ました。グランドビジョンには「21世紀に最も必要とされる真
のパートナー企業へ」というビジョンがあります。変わりゆく時
代の中で、パートナーのあり方も追及したい。クライアントに
対して真のパートナーでありたいのなら、本質的な課題解決を
するべきで、いかに相手の課題が何なのかを見つけないといけ
ないと考えています。だから私はクライアントさんの事業発展
や課題解決のために、代理業もやるけれど事業プロデュース業
を行ってきました。そうすると相談内容もどういう課題があるの
かに着目していくわけで、そこでHPの内容を変えるとか、人
事担当のオペレーションを変えるとか、組織体制を変えると
か、広告が必要であれば、ご提案もさせていただきます。

マルチな事業内容をされているのですね。

　今では、教育関係とか化粧品、ハウスメーカー、様々な企
業がある中で一緒に商品開発をするなど、事業領域は多岐に
わたっています。グランドビジョンは、なんでもやるわけではな

くマーケティングや企業や商品のブランディングなど、ある程
度絞って、クライアントの課題解決をしています。一言でマー
ケティングと言っても、通販番組の制作の担当もいればwebの
担当もいますし、ブランディングに精通した担当もいて、様々
な役割があるわけです。弊社は決して大きい組織ではないです
が、だからこそセクションを越えて会議に参加したり自由に意
見が言えたりする風土があります。

社内では日々業務に取り組むなかで最も大切に思う事柄を理
念として掲げた「志十訓」や「感謝五訓」があるそうですね。

　「志十訓」や「感謝五訓」が書いてあるカードを私も社員も毎
朝唱和しています。同じ方向に向かっていくときに価値観ってす
ごく大事で、私は、理念やビジョンをみんなに語ることを大切
にしています。朝礼が終われば、自己管理の中で自由な働き方
を推奨しています。

自由な働き方といえば在宅勤務など導入されていますね。

　会社で働くのであれば貢献してもらいたいけれど、必ずしも
貢献の形＝出社ではないと思います。例えば、子どもとの時間
を大切にしたいとか様々な要望はできるだけ尊重したいですね。
働き方や、オフィスの環境など、従来型の会社形態である必

要はないと思っています。

例えば自社プロジェクトで「空海劇場」の企画を続けられていま
すね。
　　
　3回目までは赤字だったのですが、それでも続けてきたのは、
使命感から。例えば伝統芸能って、国境を越えた素晴らしい
観光資源にも関わらず意外と日本人は知らないと思います。歴
史についても、福岡には空海が最初に建てたお寺があるけどど
れほどの人が知っているでしょう。空海はそれこそマルチな人で
私はイノベーターととらえています。うどんやひらがなも、難し
い経典をアートにした曼荼羅も空海が日本に伝えたといわれて
いて現在も残っています。今消えずに残っているモノは、意味
があって必要だから残っているわけで、だから新しいものに飛
びつくのもいいけれど、古くから伝わるものに触れて感じるのも
いいんじゃないかと思います。好きなものだけに触れるだけじゃ
感性は育たないと思います。空海劇場はできるだけたくさんの
若い人にも見てほしいと願っているのはそういった意味もこめら
れています。歴史や文化、伝統芸能を難しく捉えず、まずは見
て、何かを感じて欲しい。そして、興味、好奇心をもって欲し
いと思っています。私もですが、グランドビジョンは好奇心旺
盛な人が多く、イベントにもスタッフとして社員も積極的に関
わっています。

好奇心ですか？ どのように養っていけばよいでしょうか？

　まずは心をニュートラルな状態にすること。つまり、好きと
か嫌いとか、この仕事は向いてるとか向いてないとか、決めつ
けずにまずはチャレンジすることが大事だと思います。そして、
会社というより、まずは身近な尊敬できる先輩から何かを学ぼ
うとか、色んな人の良い所（長所）を発見してく中で、色々な気
づきを得ることで成長できると思います。

最後に、多くの環境で学んできた中尾さんの想いを。

　才能というのは誰しも一つあるんです。足がやたら速いとか
絶対音感であるとか暗記力があるとか。では私にはどんな才
能があるのか考えたとき、アイデア力と企画力だと思っていま
す。例えば、野球選手のイチローがあれほど有名になって名声

もありお金もあるにも関わらず野球を続けるのは、野球が好き
だからで、幸せを感じているからだと思います。私の場合、自
分の好きな企画ができて才能が生かせる、プロとしてできるこ
とに幸せを感じているからこそ、ずっと続けていられます。
　人ぞれぞれ才能はあるけれど、その才能は１％で、その１％
の才能を開花するには、99％の努力が必要だと思っています。
20代の頃は仕事をしていてそれなりに楽しいと感じていたしが
むしゃらに努力もしていました。ただ環境が変わっていく中で、
勢いだけじゃなくてもっと勉強しなければと気づかされました。
プレッシャーを感じていく中で言われたことをその通りするのが
楽かなと思うこともあり、自信を失いかけたこともありますが、
追い込まれても、1％でも自分を信じることができたため、結果
的に成長でき、今につながっていると思います。あの時辛かっ
たことも、そのおかげで才能が開花されて今があるので今では
とても感謝しています。
　ただ、たくさん経験を積んでいたり、年齢が上だからといっ
て偉いとは限りません。むしろ社会人も学生も、正社員も、
パートさんも、同じ立場だと思っています。私は皆さんが育って
きた環境を経験していないわけですから。大事なことは就活と
か結婚、転職のような大きな決断は自分にとって何が1番正し
い選択なのか、です。そして大きな決断のために大事なのは、
何気ない毎日の中にあります。いいものに触れるでもいいし、
旅をするでもいいし、毎日の選択を自分の軸で決めることをし
てほしいです。いつその瞬間が訪れるか分かりませんから。

　「誰のためにするのか」という人に寄り添う視点があるからこ
そ中尾さんは、多くの事業を手掛け、誰もが働きやすい環境
を作っているのですね。また、ご自身が鹿児島出身ということ
で、地域や文化を大切にする気持ちが伝わってきました。あり
がとうございました。

「幸せな未来のビジョンを実現する、
  真のパートナー企業。」

株式会社グランドビジョン
社長兼プロデューサー 中尾賢一郎さん

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

取 材

次世代を担う学生が成長企業を取材し、
自分が将来活躍するフィールドを探しにいく
コーナーです。

学生╳商工会議所　タイアップインタビュー企画

■NPO法人学生ネットワークWAN　とは？
　設立16年目を迎える学生主体のNPO。「学生
だから～できない」「地方だから～できない」を
変えるべく全国19地域の情報発信支援や、地域
の関係人口をつくるコンテンツ企画運営をして
いる。私たちの運営するサイト「ガクログ」もぜ
ひCHECKしてください！

　中尾氏のインタビューの続きや若い世代に向けた
メッセージをもっと読みたい方はこちらのQRコードか
らご覧いただけます。http://www.gakulog.net/

■今月の取材先　株式会社グランドビジョン　とは？
　広告代理店でありながら、WEBマーケティング、映像制作、コールセンターなどさま
ざまな角度から、クライアントの事業成長に貢献している福岡の総合プロデュース企業。
加えて、福岡の歴史や文化に触れてもらう事をテーマに、エンターテインメントを発信
するイベント「空海劇場」の企画など自社プロジェクトを積極的に行っている。
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　2017 年11月、博多の総鎮守・田神社前に博多の伝統文化に
触れる、体験できる新たな観光スポットとなる「博多伝統芸能館」
を開設しました。
　この新たな体験型文化施設を通して、日本舞踊や民踊、独楽、博
多仁和加など博多に伝わる伝統芸能の魅力を市民や国内外の観光
客に発信することで、福岡・博多の観光・経済振興を図ります。ま
た、本施設は博多券番の芸妓の稽古場としても利用されています。
　今回は、その博多の新観光スポット「博多伝統芸能館」の全貌と、
今年2018年4月より開催している公演についてご紹介します！！

　博多芸妓、福岡民踊舞踊四季の会や筑紫舞伝承後援会による唄
や舞を楽しみ、簡単なお座敷遊びを体験していただけます。
　この機会に、博多の伝統芸能を身近に感じてみませんか？
　また、国内外のお知り合いの方にも、是非ご案内いただき、博多
の伝統芸能の魅力を世界中に発信していければ幸いです。

●お問い合わせ
博多伝統芸能振興会（福岡商工会議所　地域振興部）
TEL 092-441-1118　FAX 092-441-1149
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28
E-mail：fkdentou＠fukunet.or.jp
URL：http://www.fukunet.or.jp/area/hakata_traditional/

博多伝統芸能館
Hakata Traditional Performing Arts Centre

　2018 年 4月より、博多伝統芸能館では、毎月2～3回程度の公演を開催しております。
　また、リクエスト型の公演も随時承っております。ご興味のある方は、ご連絡くださ
いませ。お待ちしております。

国体
道路

至天
神

至博
多

MAP of
Hakata Traditional
Performing Arts Centre

博多伝統芸能館
福岡市博多区冷泉町2-20

（田神社「清道」前　「ふくやビル」1階）
営10:00～18:00 ※常設イベントは行っておりません
㉁未定（年末年始、お盆）

〈アクセス〉
◆地下鉄／「祇園」「中洲川端」駅から徒歩5分
◆バ　ス／「川端町・博多座前」から徒歩5分
　　　　　「キャナルシティ博多前」から徒歩2分

田神社

はかた
伝統工芸館

博多町家
ふるさと館

博多伝統
芸能館

1洗練された雰囲気のエン
トランス
2客席近くに作られた舞台
3玄関前には博多券番の
看板、紋入り提灯
4エントランス横には博多
織の帯が展示されている
5 廊下の壁紙の柄には博
多織の献上が使われている

1 2

3 4 5

博多伝統芸能館のご紹介

公演のご案内

博多伝統芸能館 公式 Facebookはじめました！
定期公演の開催情報のほか、博多の伝統芸能の魅力を発信してまいります。
是非フォローをお願いいたします!!

Follow
US!!

〈2団体出演  90分公演〉
●日程／ 5月19日（土）、6月9日（土）、7月7日（土）
 いずれも13:00～14:30、15:00～16:30
●出演団体／博多芸妓、福岡民踊舞踊四季の会
●参加費／5,000円（お一人様）※原則事前振込

〈博多芸妓出演  45分公演〉
●日程／ 5月31日（木） 16:00～16:45
●出演団体／博多芸妓 
●参加費／3,000円（お一人様）※原則事前振込

〈共通〉
●内容／博多芸妓による演舞、お座敷遊び体験、
 芸妓との記念撮影、博多の伝統民踊  他
●定員／各回 20名（イス席）先着順

リクエスト型公演

〈博多芸妓の場合〉 
●日時／博多券番の都合
　　　　に応じて調整
●所用時間／1時間程度　　
●内容／博多芸妓による
　　　　演舞鑑賞、写真
　　　　撮影
●申込人数／1名～
　　　　　　20名程度
 ※詳細について
　は、下記にお
　問い合わせく
　ださい。

参加者の声 voice

●日本文化に触れる貴重な機会、素晴らしい体験が出来た。●ダンスやゲームなど、参加型の公演だったので、とても楽しい時間を過ごせた。

公　演

博多芸妓 筑前博多独楽 福岡民踊舞踊四季の会

【体験】総おどり 【体験】お座敷遊び 筑紫舞伝承後援会
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　2017 年11月、博多の総鎮守・田神社前に博多の伝統文化に
触れる、体験できる新たな観光スポットとなる「博多伝統芸能館」
を開設しました。
　この新たな体験型文化施設を通して、日本舞踊や民踊、独楽、博
多仁和加など博多に伝わる伝統芸能の魅力を市民や国内外の観光
客に発信することで、福岡・博多の観光・経済振興を図ります。ま
た、本施設は博多券番の芸妓の稽古場としても利用されています。
　今回は、その博多の新観光スポット「博多伝統芸能館」の全貌と、
今年2018年4月より開催している公演についてご紹介します！！

　博多芸妓、福岡民踊舞踊四季の会や筑紫舞伝承後援会による唄
や舞を楽しみ、簡単なお座敷遊びを体験していただけます。
　この機会に、博多の伝統芸能を身近に感じてみませんか？
　また、国内外のお知り合いの方にも、是非ご案内いただき、博多
の伝統芸能の魅力を世界中に発信していければ幸いです。

●お問い合わせ
博多伝統芸能振興会（福岡商工会議所　地域振興部）
TEL 092-441-1118　FAX 092-441-1149
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28
E-mail：fkdentou＠fukunet.or.jp
URL：http://www.fukunet.or.jp/area/hakata_traditional/

博多伝統芸能館
Hakata Traditional Performing Arts Centre

　2018 年 4月より、博多伝統芸能館では、毎月2～3回程度の公演を開催しております。
　また、リクエスト型の公演も随時承っております。ご興味のある方は、ご連絡くださ
いませ。お待ちしております。

国体
道路

至天
神

至博
多

MAP of
Hakata Traditional
Performing Arts Centre

博多伝統芸能館
福岡市博多区冷泉町2-20

（田神社「清道」前　「ふくやビル」1階）
営10:00～18:00 ※常設イベントは行っておりません
㉁未定（年末年始、お盆）

〈アクセス〉
◆地下鉄／「祇園」「中洲川端」駅から徒歩5分
◆バ　ス／「川端町・博多座前」から徒歩5分
　　　　　「キャナルシティ博多前」から徒歩2分

田神社

はかた
伝統工芸館

博多町家
ふるさと館

博多伝統
芸能館

1洗練された雰囲気のエン
トランス
2客席近くに作られた舞台
3玄関前には博多券番の
看板、紋入り提灯
4エントランス横には博多
織の帯が展示されている
5 廊下の壁紙の柄には博
多織の献上が使われている

1 2

3 4 5

博多伝統芸能館のご紹介

公演のご案内

博多伝統芸能館 公式 Facebookはじめました！
定期公演の開催情報のほか、博多の伝統芸能の魅力を発信してまいります。
是非フォローをお願いいたします!!

Follow
US!!

〈2団体出演  90分公演〉
●日程／ 5月19日（土）、6月9日（土）、7月7日（土）
 いずれも13:00～14:30、15:00～16:30
●出演団体／博多芸妓、福岡民踊舞踊四季の会
●参加費／5,000円（お一人様）※原則事前振込

〈博多芸妓出演  45分公演〉
●日程／ 5月31日（木） 16:00～16:45
●出演団体／博多芸妓 
●参加費／3,000円（お一人様）※原則事前振込

〈共通〉
●内容／博多芸妓による演舞、お座敷遊び体験、
 芸妓との記念撮影、博多の伝統民踊  他
●定員／各回 20名（イス席）先着順

リクエスト型公演

〈博多芸妓の場合〉 
●日時／博多券番の都合
　　　　に応じて調整
●所用時間／1時間程度　　
●内容／博多芸妓による
　　　　演舞鑑賞、写真
　　　　撮影
●申込人数／1名～
　　　　　　20名程度
 ※詳細について
　は、下記にお
　問い合わせく
　ださい。

参加者の声 voice

●日本文化に触れる貴重な機会、素晴らしい体験が出来た。●ダンスやゲームなど、参加型の公演だったので、とても楽しい時間を過ごせた。

公　演

博多芸妓 筑前博多独楽 福岡民踊舞踊四季の会

【体験】総おどり 【体験】お座敷遊び 筑紫舞伝承後援会
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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

福岡市南区清水3-24-29
コンフォータブル高宮1-1
TEL：080-3991-7703
https://hearts-bridge.jimdo.com/
E-mail：info@hearts-bridge.com
営業内容
身体を根本から改善し、予防するスペ
シャリストのパーソナルトレーニング、企
業様向け健康教室などのイベント、セミ
ナーの企画・運営

「3ヶ月で体重-10kg！」「猫背、腰の痛みが改善した！」
身体が変わった嬉しい声多数！

Hearts Bridge

Hearts Bridge

が悪くなるのか？」など様々なニーズに対
して根本からの改善・予防もできるト
レーニングを提供致します。対個人事業
様、対企業様でも福利厚生としてご活用
いただけます。

福岡で初！世界標準動作評価システム
を含めた「SOAP」を行なっています。
SOAP でお客様の身体をすみずみまで
チェックし、「なぜ腰や首に痛みがでるの
か？」「なぜ痩せないのか？」「なぜ姿勢

身体を変えるプロが正しい知識を
伝えるセルフボディマネジメント

福岡市東区三苫5-1-40 エムザス1F
TEL：092-692-7306
FAX：092-692-7306
https://www.mapse-fv.com
E-mail：yamasaki@mapse-fv.com
営業内容
サングラスプロショップ
メガネ専門店

OAKLEY・TALEX・RUDYPROJECT・
一流ブランド正規販売店

㈱マプシービジョン

㈱マプシービジョン

度付きも度なしもサングラスの事
ならお任せください!!

▼

看板犬フレブルの“アポロ”と
お待ちしております。

社会保険労務士伊藤誠彦事務所

福岡市博多区綱場町3-16
三興ビル2F
TEL：092-281-7737
FAX：092-272-5388
http://srs110.com
E-mail：office@srs110.com
営業内容
就業規則・給与規程等の作成・見直し
や労務管理に関する相談・指導、さら
に年金相談業務等です。

社会保険労務士
伊藤誠彦事務所各種助成金・補助金の活用

の「人」「物」「金」の中で、一番大事なカ
ネを生み出すのは人財と考え、人財のな
かでもメンタルヘルス対策に伴う事、人
事労務に伴う各種助成金・補助金の活用
方法を考えてみませんか。

　会社や従業員にとっての当然の手続き、
知らないと損する助成金申請、悩ましい
行政調査対応、複雑な就業規則や人事制
度策定など、労務管理に関わる業務をお
引き受けしています。経営資源の三要素

経営資源の人財の活用方法による
利益率向上

▼

お気軽に
ご連絡ください！

福岡市南区向野2-1-10-1F
TEL：092-403-6868
FAX：092-555-7004
http://tkairfresh.blog.fc2.com/
E-mail：tk-airfresh@crest.ocn.ne.jp
営業内容
一般家庭・業務用のエアコン取付・移設・
メンテナンス工事・電気工事等

一般家庭・業務用エアコン工事・電気工事等
お気軽にお問い合わせください！

㈱ティーケイ空調

㈱ティーケイ空調

空調設備工事業/管工事
福岡県知事（般-29）第111357号

▼

事務所写真・福岡中央病院の
すぐそば！

福岡市中央区警固2-16-6
フィットけやき406
TEL：092-725-9870
FAX：092-725-9870
営業内容
足の健康法(足つぼ)の施術。
足の健康法の指導及び普及活動。

著名トップアスリートをはじめ様々なジャンルの
著名人も多数訪れる本格派足つぼ専門店！

本格足ツボ専門店ニルバーナ

本格足ツボ専門店ニルバーナ

　火曜日定休。完全予約制。最大4人
同時施術可能。
　詳しくは「足つぼ ニルバーナ」で検索
ください。

　数ある足の健康法（足ツボ）の中でも
不調改善に特化した全国でも数少ない本
格的足つぼ技術が人気の足つぼ専門店。
　むくみ・冷え・足のつり・慢性疲労
他、まずは一度体験してみませんか？

老化は足から。足は第二の心臓。
足からの健康を始めてみませんか？

▼

遠方からも多数訪れる
本格派足ツボサロン

　私たちは主に業務用のエアコン工事を
お請けしております。学校・ビル・病
院・各種店舗等、これまでの工事実績
は多岐にわたります。少人数の会社だか
らできる小回りの利くことが当社の強み

です。安全書類作成も対応可能です。
各種保険加入しておりますので、安心し
て工事をお任せいただけます！一般家庭
ももちろん対応しておりますのでお気軽
にお問い合わせください。

炭焼きスペイン料理Aire（アイレ）

福岡市中央区渡辺通3-6-24
TEL：092-519-3193
http://www.fukuoka-aire.com/
営業内容
渡辺通に佇む隠れ家「炭焼きスペイン料
理Aire」。フリー使いから貸切パーティー
まで幅広い使い方で本格スペイン料理
が楽しめます！

炭焼きスペイン料理Aire（アイレ）
ディナーにおすすめ！名物のパエリアや炭火焼が
堪能できる人気店！

はまだなじみの薄いスペインの郷土料理
などもお楽しみ頂けます。
　美味しいお酒を片手に絶品料理を頬張り
たい方はもちろん、気軽にスペイン旅行気
分を味わいたい方も是非お越しください！

　ミシュランで星を獲得した本場スペイ
ンのレストランで修行を積んだ店主が、
本場の味を進化させ、肩肘張らない気軽
なスタイルで料理を提供します。
　名物・定番のパエリアをはじめ日本で

新星!! 渡辺通にある
本格スペイン料理店Aire（アイレ）!!

▼

パーティーコースの
一例です

して誕生しました。お客様とのコミュニ
ケーションを大切に、専門店らしい知識
と経験で長く愛用できる逸品をお選び致
します。

　サングラスのプロショップ“Mapse.f 
vision（マプシービジョン）”は、福岡市
の海沿いにリゾートライフを連想させる
ファッショナブルな空間で、ゆったりメガ
ネやサングラスをお選び頂ける眼鏡店と
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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

福岡市南区清水3-24-29
コンフォータブル高宮1-1
TEL：080-3991-7703
https://hearts-bridge.jimdo.com/
E-mail：info@hearts-bridge.com
営業内容
身体を根本から改善し、予防するスペ
シャリストのパーソナルトレーニング、企
業様向け健康教室などのイベント、セミ
ナーの企画・運営

「3ヶ月で体重-10kg！」「猫背、腰の痛みが改善した！」
身体が変わった嬉しい声多数！

Hearts Bridge

Hearts Bridge

が悪くなるのか？」など様々なニーズに対
して根本からの改善・予防もできるト
レーニングを提供致します。対個人事業
様、対企業様でも福利厚生としてご活用
いただけます。

福岡で初！世界標準動作評価システム
を含めた「SOAP」を行なっています。
SOAP でお客様の身体をすみずみまで
チェックし、「なぜ腰や首に痛みがでるの
か？」「なぜ痩せないのか？」「なぜ姿勢

身体を変えるプロが正しい知識を
伝えるセルフボディマネジメント

福岡市東区三苫5-1-40 エムザス1F
TEL：092-692-7306
FAX：092-692-7306
https://www.mapse-fv.com
E-mail：yamasaki@mapse-fv.com
営業内容
サングラスプロショップ
メガネ専門店

OAKLEY・TALEX・RUDYPROJECT・
一流ブランド正規販売店

㈱マプシービジョン

㈱マプシービジョン

度付きも度なしもサングラスの事
ならお任せください!!

▼

看板犬フレブルの“アポロ”と
お待ちしております。

社会保険労務士伊藤誠彦事務所

福岡市博多区綱場町3-16
三興ビル2F
TEL：092-281-7737
FAX：092-272-5388
http://srs110.com
E-mail：office@srs110.com
営業内容
就業規則・給与規程等の作成・見直し
や労務管理に関する相談・指導、さら
に年金相談業務等です。

社会保険労務士
伊藤誠彦事務所各種助成金・補助金の活用

の「人」「物」「金」の中で、一番大事なカ
ネを生み出すのは人財と考え、人財のな
かでもメンタルヘルス対策に伴う事、人
事労務に伴う各種助成金・補助金の活用
方法を考えてみませんか。

　会社や従業員にとっての当然の手続き、
知らないと損する助成金申請、悩ましい
行政調査対応、複雑な就業規則や人事制
度策定など、労務管理に関わる業務をお
引き受けしています。経営資源の三要素

経営資源の人財の活用方法による
利益率向上

▼

お気軽に
ご連絡ください！

福岡市南区向野2-1-10-1F
TEL：092-403-6868
FAX：092-555-7004
http://tkairfresh.blog.fc2.com/
E-mail：tk-airfresh@crest.ocn.ne.jp
営業内容
一般家庭・業務用のエアコン取付・移設・
メンテナンス工事・電気工事等

一般家庭・業務用エアコン工事・電気工事等
お気軽にお問い合わせください！

㈱ティーケイ空調

㈱ティーケイ空調

空調設備工事業/管工事
福岡県知事（般-29）第111357号

▼

事務所写真・福岡中央病院の
すぐそば！

福岡市中央区警固2-16-6
フィットけやき406
TEL：092-725-9870
FAX：092-725-9870
営業内容
足の健康法(足つぼ)の施術。
足の健康法の指導及び普及活動。

著名トップアスリートをはじめ様々なジャンルの
著名人も多数訪れる本格派足つぼ専門店！

本格足ツボ専門店ニルバーナ

本格足ツボ専門店ニルバーナ

　火曜日定休。完全予約制。最大4人
同時施術可能。
　詳しくは「足つぼ ニルバーナ」で検索
ください。

　数ある足の健康法（足ツボ）の中でも
不調改善に特化した全国でも数少ない本
格的足つぼ技術が人気の足つぼ専門店。
　むくみ・冷え・足のつり・慢性疲労
他、まずは一度体験してみませんか？

老化は足から。足は第二の心臓。
足からの健康を始めてみませんか？

▼

遠方からも多数訪れる
本格派足ツボサロン

　私たちは主に業務用のエアコン工事を
お請けしております。学校・ビル・病
院・各種店舗等、これまでの工事実績
は多岐にわたります。少人数の会社だか
らできる小回りの利くことが当社の強み

です。安全書類作成も対応可能です。
各種保険加入しておりますので、安心し
て工事をお任せいただけます！一般家庭
ももちろん対応しておりますのでお気軽
にお問い合わせください。

炭焼きスペイン料理Aire（アイレ）

福岡市中央区渡辺通3-6-24
TEL：092-519-3193
http://www.fukuoka-aire.com/
営業内容
渡辺通に佇む隠れ家「炭焼きスペイン料
理Aire」。フリー使いから貸切パーティー
まで幅広い使い方で本格スペイン料理
が楽しめます！

炭焼きスペイン料理Aire（アイレ）
ディナーにおすすめ！名物のパエリアや炭火焼が
堪能できる人気店！

はまだなじみの薄いスペインの郷土料理
などもお楽しみ頂けます。
　美味しいお酒を片手に絶品料理を頬張り
たい方はもちろん、気軽にスペイン旅行気
分を味わいたい方も是非お越しください！

　ミシュランで星を獲得した本場スペイ
ンのレストランで修行を積んだ店主が、
本場の味を進化させ、肩肘張らない気軽
なスタイルで料理を提供します。
　名物・定番のパエリアをはじめ日本で

新星!! 渡辺通にある
本格スペイン料理店Aire（アイレ）!!

▼

パーティーコースの
一例です

して誕生しました。お客様とのコミュニ
ケーションを大切に、専門店らしい知識
と経験で長く愛用できる逸品をお選び致
します。

　サングラスのプロショップ“Mapse.f 
vision（マプシービジョン）”は、福岡市
の海沿いにリゾートライフを連想させる
ファッショナブルな空間で、ゆったりメガ
ネやサングラスをお選び頂ける眼鏡店と
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最後の取材でやってきたのは、150年の歴史を誇る

酒蔵“杉能舎”さん　 今回ご紹介するのは、地酒　 

でも、地ビール　 でもなく、美味しいお酒を作って

いる酒蔵ならではの“酒粕”ベーグル

素材の要となるのは、杉能舎の香りの高い搾ったば

かりの大吟醸からとれる酒粕を贅沢にたっぷりと使

用　 ビタミン・アミノ酸・ペプチド・食物繊維・今

話題の酵素まで含み、「天然マルチサプリメント」と

も呼ばれる“酒粕”…　  期待を膨らませいざ実食

袋から出した瞬間に香る酒粕のふんわりいい香り

もっちもちの生地を一口…口の中に広がる酒粕の旨

味!! 噛めば噛むほど更に旨味が増します

酒粕を使っていますが、アルコールは 0％なので、

女性やお子さんにも安心して美味しく食べられます。

美味しい上に身体にも良いなんて、一石二鳥です

また、店頭には、女性の方必見　 お料理に入れても

良し、お顔に塗って高保湿パックとしても使える「大

吟醸酒粕生ペースト」も販売しています　 数に限り

があり、早めのご来店をおすすめ　 とのことです。

 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！

栄養たっぷり、も～っちもちの
酒粕ベーグル　

150年の歴史を誇る酒蔵がつくる

YOKAMON 20

よかねー！！

博多の酒蔵 杉能舎 地酒・地ビール

浜地酒造株式会社
☎092-806-1186
福岡市西区元岡1442番地
営パン工房 10:00～17:00
㉁正月のみ　Pあり
http://www.suginoya.co.jp/bagel/

な んで 酒 蔵 が ベ ー グ
ル？って思われる方も多
いかと思います。“酒粕”
とは、日本酒を搾った後
に残る搾り粕のことを言
い、昔から健康に良い
とされる“酒粕” を美味しく食べられな
いか？と考えていました。そして、試行
錯誤を重ねた結果生まれたのが、もちも
ち食感のこの“酒粕ベーグル”です。

この酒粕ベーグルのほか、杉能舎ビール
の生酵母でつくる「地ビールパン」など、
様々な焼き立てパンを販売しています。

良い意味で、酒屋の男くさいイメージを
払拭し、皆さんに幅広く馴染んでいただ
きたいです。これからも愛情と真心を注
いで♥美味しいお酒、そしてヘルシーな
発酵食品（パン）を皆さまにお届けしてい
きます。

蔵元五代目  浜地浩充さん

mor
e

info

通信販売

酒粕プレーン ￥180（税込）　酒粕チーズ ￥250（税込）
酒粕ごま大納言 ￥250（税込）

 酒粕プレーン ￥180（税込）  酒粕チーズ ￥250（税込）
 酒粕ごま大納言 ￥250（税込）  ココアチョコチップ ￥250（税込）

※卵・牛乳・バター無使用　※酒粕を使っていますがアルコール分は0％です

編集部ユクタケ

最後の取材です!

最終回

最終回

今月号をもって「ユクタケが行く！」は終了となります。1年と半年という短い間でしたが、本コーナーをご愛読いただき、誠にありがとう
ございました。来月からは後任の岩田が福岡のよかもん情報を発信していきます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!!

麦酒工房のすぐ隣にある
「やきたてパン工房」で販売中

御挨拶

▲出来立てのビールを直接タン
クから詰めた“直詰ビール”。
超新鮮で旨い!!と絶賛いただ
いております。

▲
造り酒屋のノンアルコールあまざけ。
栄養豊富な為、夏バテ予防に最
適です。砂糖不使用でダイエット中
の方にもおすすめです！

通信販売を開始しまし
た。その日に焼いたベー
グルを冷凍して冷凍発送
でお届けいたします。
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お問い合わせ／福岡市民の祭り振興会事務局（福岡商工会議所内）　TEL 092-441-1170

どんたくを楽しんでいると、思わずカメラを構えたくなる
場面に出会います。いい作品が撮れた時にはぜひ写真コ
ンクールにご応募ください。

第56回 市民の祭り振興会会長賞
「そろい踏み」（撮影：宮原秀子さん）

昨年の
受賞作

〈応募上の注意〉⑴応募枚数に制限はありません。（組写真はおことわり致します） ⑵応募作品には、氏名・住所・電話番号・データ等を記入してください。 ⑶応募作品は返却いたしません。 ⑷
入賞作品のネガ・データは、必ず提出してください。（ネガ・データ不提出の場合は入賞を取り消します） ⑸入賞作品の版権は、主催者に帰属します。なお、入賞作品は来年度ポスター等に使用します。 
⑹高所（危険な場所）から撮影した作品は受付けません。 ⑺観客を撮影する場合、撮影の同意を得てください。肖像権等の承諾は応募者の責任とします。

■題　材 「博多どんたく」開催期間中のパレード、
 演舞台、祭りの風景、スナップ等の自由作品
■サイズ カラー四ツ切り254×303（ワイド四ツ切りも可）
■締　切 5月31日（木）締切（消印有効）
■審　査 主催者、協賛社で行う
■送り先 〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28
 福岡商工会議所内B1F
 福岡市民の祭り振興会事務局
 『博多どんたく写真コンクール』係
 TEL 092-441-1170
■発　表 6月中旬西日本新聞、福岡商工会議所ニュー
　　　　　ス誌上、および入賞者には個人通知
 （表彰式は6月14日（木））

■展　示　期間： 6月14日（木）～6月22日（金）
 （10:00～20:00、最終日は15:00まで、水曜休館）

 場所：福岡アジア美術館 あじびホール
 （福岡市博多区下川端町3-1博多リバレイン8F）

５月３日、４日の
「博多どんたく」開催期間中

「博多どんたく広場」ほか

と き

ところ

写 真コンクール

PR



お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
URL： http://www.fukunet.or.jp/service/life/

生活習慣病
健診

生活習慣病
健診

平成30年度 春期

会員・特定商工業者限定

　当所では、事業所の経
営資源である従業員とその
家族の健康管理をサポー
トすることで、生産性の向
上や業績の改善につなげ
ることを目的に、会員事業
所ならびに特定商工業者
の経営者、従業員およびそ
のご家族を対象に、年に2
回生活習慣病健診を実施
しています。
　当健診は、労働安全衛
生法に基づく「定期健康
診断」や「雇入時健康診
断」の項目も充足していま
すので、従業員の方々の法
定健診としてもご利用いた
だけます。

■受診料（税込）：基本健診 会員4,630円、特定商工業者7,710円
　　　※その他オプション検査もあります。

■定員：各900名 ※定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください。

■締切：6月1日（金）

■場所：当所3階会議室

●当健診は当所が（公財）福岡県すこやか健康事業団に検査を委託しています。

■期間：平成30年7/30（月）～8/1（水）
　　8/6（月）～8/8（水）

◎ペプシノーゲン検査  採血による胃がん検査 
◎ABC検査  採血によりピロリ菌感染の有無を調べる検査 
◎Lox-index検査  採血により脳梗塞・心筋梗塞のリスクを調べる検査 

◎じん肺健康診断 ◎石綿健康診断 をオプションでご用意しました。

オプション検査の項目が増えました！

建設業の方

「じん肺法」、「石綿則」に基づく検査で、該当する業務に常時従事する方ならびに
過去に従事したことがある方に義務づけられています。 

◎有機溶剤健康診断 がオプションで受診いただけるようになりました。

製造業の方

屋内作業場等で有機溶剤業務に常時従事される方に義務づけられています。 （詳細
につきましては、お申し込み後健診機関より連絡いたします）

食品衛生法に基づく ◎腸内細菌検査（検便） をオプションでご用意しました。

飲食業の方

飲食業に従事されている方は、年一回以上の検査が義務づけられています。
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