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九州観光を盛り上げよう！
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株式会社クリエル

るのが良い会社。完全週休2日はもちろ

んのこと、スピードを意識した仕事を周

知徹底することで定時退社を基本とし

ながら、社員の平均年収アップを目指し

てさまざまな施策を展開しています」。

人事考課の整備もそのひとつで、利益

等を数値で表すことができる営業担当者

と違い、数値化が難しい制作担当者の費

用対効果を計測できるシステムを構築。

「営業でも制作でも成果を出している

人を正当に評価することで、社員のモチ

ベーションアップにつながる。それは仕

事の質の向上にも影響し、ミスやロスを

防ぎクライアントからの信用に直結してい

きます。社員が安心して働くことができ

る環境をつくるのが経営者の仕事。やる

気を持って働けるように職場のイベント

企画やリラックスできる休憩スペースの

確保などにも取り組んでいます」と下地さ

ん。またオフィスも通勤の利便性を考慮

しJR博多駅の近くに移転、今後は社員

の教育制度などにも注力する方針です。

AI活用のシステム開発など

会社に新たな変革を

AI（人工知能）を活かした技術革新

がさまざまな分野で起きるなか、ウェブ

業界にもその波が押し寄せています。

「例えばAIがウェブサイトをデザイン

したり、SEO対策をしたウェブサイトを

構築したりするサービスが登場しまし

た。ウェブ業界においては、これまで

の専門的な技術が仕事として成り立た

なくなるのではないかと危機感がある。

だからこそAIを活用する側としてシステ

ム開発に着手しています」。

ウェブサイトの運用は、アクセス解析

をはじめ、広告の反応やSEO対策など

のデータをもとに、仮説を立て検証し、

ウェブサイトを修正・再度運用を行うと

いうPDCAサイクルにて行います。ク

リエルではそのウェブコンサルティング

業務において、AIを活用したシステム

開発を進めているそうです。

下地さんは「ウェブコンサルタントと

いう仕事は経験を積み幅広い知識を

持った専門家が行う業務でしたが、人

それぞれの経験則に基づき評価を行う

ので施策にバラつきがある。そこにAI

を導入することでコンサルティング作業

の平準化が可能になるのではないかと

考えています。前例がなく難航してい

る部分もありますが、2019年以降には

リリースできると思います」と期待を寄

せています。

新たな挑戦にも果敢に取り組むクリ

エルは、海外にも目を向けています。

「社会が変化していくなか、会社もとも

に革新していく必要があり、常に新し

いチャレンジをすることが変革につなが

る。海外進出においても、それぞれの

国に応じて文化や好みが違います。新

しいシステムを使って、データに基づき

ウェブサイトというツールを最適化して

いく。そうした面から、皆さんの海外

進出の役に立ちたい」と意気込みます。

スピードと柔軟性を活かし

クライアントの利益を追求

社名をCreative Value（価値を創造す

る）という言葉に由来する株式会社クリエ

ルは、福岡市博多区博多駅南にオフィス

を構えるウェブマーケティング会社です。

ウェブサイトの制作から運用、SEO※対

策、ウェブ広告の展開にまで総合的に携

わり、顧客の成果を生み出す“成果獲得

型”の企業として、福岡を中心に約300

社の法人をサポートしています。

代表取締役の下地浩希さんは「創業

からの理念はウェブをとおして経済を活

性化させることです。そのためにはクラ

イアントに依頼されたウェブサイトをつ

くり、納品して終わりではダメ。ウェブ

サイトをツールとして、集客など顧客が

望む“成果”を出していく仕掛けまでを

考える必要があります」と話します。

顧客の成果を生み出すためにクリエ

ルが心がけていることは、“スピード”

と“柔軟性”です。

「ウェブサイトの制作スピードが早いこ

とは基本。加えて新たなシステムや広告

の情報を早く得て、クライアントにいか

に利益をもたらすことができるかがウェ

ブ業界で生き抜くポイントです。当社で

は東京にも拠点を置き情報収集のス

ピードを高めています。また変化が早

い業界なので、従来の事例などに固執

せず、環境の変化に対応できるよう柔

軟性を持つことが重要。そうした技術

と姿勢から、ウェブサイトの制作という

一時的な取り引きではなく、クライアン

トに利益をもたらすウェブコンサルティ

ングという視点から長くお付き合いする

企業が増えてきました」。
※Search Engine Optimizationの略。Yahoo!やGoogle

などの検索エンジンに最適化させること。検索結果で

ウェブサイトをより露出するために対策を講じる。

社員満足度を高めて

仕事の質をアップさせる

下地さんがクリエル創業当時から掲

げている目標はウェブによる経済活性

化だけではなく、ウェブ業界における

“社員満足度ナンバーワン”企業になる

ことです。

「毎日残業をして終電で帰るような生

活で高い水準の給料を得ても、それで

は仕事にメリハリがなくプライベートもあ

りません。社員が気持ちよく働くことが

でき、かつプライベートも充実させられ

株式会社クリエル　代表取締役　下地 浩希氏
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2これまでの豊富なコンサルティング経験を生かしたデータ解析は、クリエルの
特徴。データをもとにウェブサイトの改善を行う

4クリエルのロゴはクライアントの発展・上昇を示す三角形と、それを支えていく
クリエルを月型で表現。クライアントの価値を創造する社名を表している

1事務所移転に伴い、広くなったオフィスには休憩スペースを設置。休
憩時間の定時化も取りやめ、社員一人ひとりに任せているそう

3ウェブの集客から制作・保守、成果管理までをワンストップで行えるの
がクリエルの強み。顧客に寄り添った営業スタイル
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社会の変化に応じた社内外の変革で
新たなウェブマーケティングのステージへ

【プロフィール】

沖縄県出身。西南学院大学

卒業後、訪問販売の営業な

どを経て起業。独学で習得

したプログラミングスキルを

活かし、2008年1月、ウェブ

制作会社クリエルを創業。

2010年1月に法人化。現在

は福岡のほか、東京と大阪

にオフィスを構える。

02 2018  NOVEMBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-3
博多駅前第一ビル7階
TEL 092-292-7427

https://www.creal.co.jp/

株式会社クリエル

るのが良い会社。完全週休2日はもちろ

んのこと、スピードを意識した仕事を周

知徹底することで定時退社を基本とし

ながら、社員の平均年収アップを目指し

てさまざまな施策を展開しています」。

人事考課の整備もそのひとつで、利益

等を数値で表すことができる営業担当者

と違い、数値化が難しい制作担当者の費

用対効果を計測できるシステムを構築。

「営業でも制作でも成果を出している

人を正当に評価することで、社員のモチ

ベーションアップにつながる。それは仕

事の質の向上にも影響し、ミスやロスを

防ぎクライアントからの信用に直結してい

きます。社員が安心して働くことができ

る環境をつくるのが経営者の仕事。やる

気を持って働けるように職場のイベント

企画やリラックスできる休憩スペースの

確保などにも取り組んでいます」と下地さ

ん。またオフィスも通勤の利便性を考慮

しJR博多駅の近くに移転、今後は社員

の教育制度などにも注力する方針です。

AI活用のシステム開発など

会社に新たな変革を

AI（人工知能）を活かした技術革新

がさまざまな分野で起きるなか、ウェブ

業界にもその波が押し寄せています。

「例えばAIがウェブサイトをデザイン

したり、SEO対策をしたウェブサイトを

構築したりするサービスが登場しまし

た。ウェブ業界においては、これまで

の専門的な技術が仕事として成り立た

なくなるのではないかと危機感がある。

だからこそAIを活用する側としてシステ

ム開発に着手しています」。

ウェブサイトの運用は、アクセス解析

をはじめ、広告の反応やSEO対策など

のデータをもとに、仮説を立て検証し、

ウェブサイトを修正・再度運用を行うと

いうPDCAサイクルにて行います。ク

リエルではそのウェブコンサルティング

業務において、AIを活用したシステム

開発を進めているそうです。

下地さんは「ウェブコンサルタントと

いう仕事は経験を積み幅広い知識を

持った専門家が行う業務でしたが、人

それぞれの経験則に基づき評価を行う

ので施策にバラつきがある。そこにAI

を導入することでコンサルティング作業

の平準化が可能になるのではないかと

考えています。前例がなく難航してい

る部分もありますが、2019年以降には

リリースできると思います」と期待を寄

せています。

新たな挑戦にも果敢に取り組むクリ

エルは、海外にも目を向けています。

「社会が変化していくなか、会社もとも

に革新していく必要があり、常に新し

いチャレンジをすることが変革につなが

る。海外進出においても、それぞれの

国に応じて文化や好みが違います。新

しいシステムを使って、データに基づき

ウェブサイトというツールを最適化して

いく。そうした面から、皆さんの海外

進出の役に立ちたい」と意気込みます。

スピードと柔軟性を活かし

クライアントの利益を追求

社名をCreative Value（価値を創造す

る）という言葉に由来する株式会社クリエ

ルは、福岡市博多区博多駅南にオフィス

を構えるウェブマーケティング会社です。

ウェブサイトの制作から運用、SEO※対

策、ウェブ広告の展開にまで総合的に携

わり、顧客の成果を生み出す“成果獲得

型”の企業として、福岡を中心に約300

社の法人をサポートしています。

代表取締役の下地浩希さんは「創業

からの理念はウェブをとおして経済を活

性化させることです。そのためにはクラ

イアントに依頼されたウェブサイトをつ

くり、納品して終わりではダメ。ウェブ

サイトをツールとして、集客など顧客が

望む“成果”を出していく仕掛けまでを

考える必要があります」と話します。

顧客の成果を生み出すためにクリエ

ルが心がけていることは、“スピード”

と“柔軟性”です。

「ウェブサイトの制作スピードが早いこ

とは基本。加えて新たなシステムや広告

の情報を早く得て、クライアントにいか

に利益をもたらすことができるかがウェ

ブ業界で生き抜くポイントです。当社で

は東京にも拠点を置き情報収集のス

ピードを高めています。また変化が早

い業界なので、従来の事例などに固執

せず、環境の変化に対応できるよう柔

軟性を持つことが重要。そうした技術

と姿勢から、ウェブサイトの制作という

一時的な取り引きではなく、クライアン

トに利益をもたらすウェブコンサルティ

ングという視点から長くお付き合いする

企業が増えてきました」。
※Search Engine Optimizationの略。Yahoo!やGoogle

などの検索エンジンに最適化させること。検索結果で

ウェブサイトをより露出するために対策を講じる。

社員満足度を高めて

仕事の質をアップさせる

下地さんがクリエル創業当時から掲

げている目標はウェブによる経済活性

化だけではなく、ウェブ業界における

“社員満足度ナンバーワン”企業になる

ことです。

「毎日残業をして終電で帰るような生

活で高い水準の給料を得ても、それで

は仕事にメリハリがなくプライベートもあ

りません。社員が気持ちよく働くことが

でき、かつプライベートも充実させられ

株式会社クリエル　代表取締役　下地 浩希氏

2これまでの豊富なコンサルティング経験を生かしたデータ解析は、クリエルの
特徴。データをもとにウェブサイトの改善を行う

4クリエルのロゴはクライアントの発展・上昇を示す三角形と、それを支えていく
クリエルを月型で表現。クライアントの価値を創造する社名を表している

1事務所移転に伴い、広くなったオフィスには休憩スペースを設置。休
憩時間の定時化も取りやめ、社員一人ひとりに任せているそう

3ウェブの集客から制作・保守、成果管理までをワンストップで行えるの
がクリエルの強み。顧客に寄り添った営業スタイル

21

43

社会の変化に応じた社内外の変革で
新たなウェブマーケティングのステージへ

【プロフィール】

沖縄県出身。西南学院大学

卒業後、訪問販売の営業な

どを経て起業。独学で習得

したプログラミングスキルを

活かし、2008年1月、ウェブ

制作会社クリエルを創業。

2010年1月に法人化。現在

は福岡のほか、東京と大阪

にオフィスを構える。

03福岡商工会議所 NEWS ︱ 2018  NOVEMBER



昨年の商談会で
生まれた商品の
一例です！

「観光商談会  観光マッチング～観光de九州～」の開催

中期方針

「MICE、観光、　　　

　インバウンド支援」
（交流人口の増加）

〈バイヤー紹介〉 ※昨年度実績

〈商談件数推移〉

■国内参加バイヤー

・JTB九州　・西鉄旅行　・H.I.S　・クラブツーリズム　

・東武トップツアーズ　・第一観光

・瀬戸内トラベルサービス　・名鉄観光サービス

■海外参加バイヤー

・Ntabi（韓国）　・ハナツアー（韓国）

・JRT瀛遊国際（中国）　

・ウェンディー・ジャパン（タイ）

・TAGGER TRAVEL（ベトナム）　

・H.I.S　インドネシア支店（インドネシア）　

・DREAM INTERFACE（アジア）

・アジアネットツアー（アジア）

国内外
バイヤーが
たくさん！

観光産業は裾野が広く21世紀の成長産業として期待さ

れています。政府は 2003 年に「ビジット・ジャパン・

キャンペーン」をスタートして以来、観光庁を新たに設置す

るなど訪日観光客の誘致に向けた取り組みを促進してお

り、2013 年に1,000万人だった訪日観光客は2017年には

2,500万人を突破するなど、著しい伸びを見せています。

特に九州への外国人入国者は2017年に494.1万人（対前

年比32.8%増）となり、全国を上回るペースで増加していま

す。ビザ発給の緩和やLCCの就航数の増加などを背景に、

アジアに近い地の利を生かし、手ごろな近隣海外旅行地と

して、九州が選ばれていると考えられます。

また、訪日観光客の旅行形態をみると、「FIT（個人旅

行）」の割合が急激に増えており、現在では全体の8 割を

占めています。個人旅行者の目的は変化してきており、

ショッピングなどの【モノ消費】から、その地域でしかでき

ない体験やスポーツなどの【コト消費】に移行しています。

このような状況のなか、九州の玄関口である福岡が、

国内外に向け九州の観光資源を継続的にPRすることは非

常に重要となってきます。

本特集ではこれからの成長が期待されている「観光」に

ついて、当所が取り組んでいる事業をご紹介いたします！

みなさんも参加してみませんか？

九州の魅力を国内外に発信して
九州観光を盛り上げよう！

「ツーリズムEXPOジャパン」とは、総来場者数 20万人、

136ヵ国・地域から1,440 企業・団体の旅行業関係者や、

一般来場者が集う総合観光イベントです。

当所は福岡観光プロモーション協議会の一員として、福

岡県、福岡県観光連盟と共同で「福岡県」ブースを設け、

福岡県内の観光スポット等のPRを行いました。 

また、商談会には地元企業3 社と参加し、商談を支援する

とともに、当所の新たな観光スポットである「博多伝統芸能

館」や「博多どんたく」のPRを国内外の旅行社に行いました。

「ツーリズムEXPOジャパン2018」への出展
開催日／ 9月20日～9月23日（商談会／20日・21日　展示会／22日・23日）

開催場所／東京ビッグサイト

〈参加者の声〉

・全国の旅行社と商談でき、また参加

者同士でもつながりができたことは非

常に有益でした。

・旅行社だけではなく、自治体や観光

協会などとの商談もできました。

・出展ブースでは、個人の方向けにも

PRできました。福岡に来たことがないという方も多く、

改めてPRすることの大切さを感じました。

②観光商談会対策セミナー

成約率を高めるために観光商談会に参加される方

や今後参加を検討されている方を対象にセミナーを

開催しています。

①観光商談会

福岡を中心とした九州全体の観光事業活性化、

そして当所会員企業の皆さまの販路拡大を目的とし

たバイヤー着席型のB to B 商談会です。

予約制商談会の他、セラーが PRブースを設ける

フリー商談会も行っており、自社製品の効率的な

PRが可能です。

さらにバイヤー・セラー交流会も行っており、有

益な情報が得られます。

〈昨年度概要〉
■日時：2018年1月19日（金） 13:30～16:30
■講師：インアウト㈱代表取締役副社長　帆足 千恵氏
■内容：第一部／観光商談会ガイダンス
　　　　第二部／セミナー　・「旅行業界の動向」
　　　　　　　　　　　　　 ・「各国旅行者の特徴」等
　　　　第三部／商談シートの作成
　　　　第四部／質疑応答

③FAMトリップ
貴社の商談をフォロー！  バイヤーが直接訪問！

FAMトリップとは？

「Familiarization Trip」の

略で 、 日本 語に訳すると

「下見招待旅行」。観光地の

誘致促進のため、旅行業者

などに、現地を視察してもら

うツアーのことを指します。

【1日目】

●「追い出し猫本舗」
　 追い出し猫絵付け体験
●「TOTOミュージアム」見学
●「ふく一別館  竹なか」昼食
●「嘉穂劇場」見学
●「手づくりふるさと村」見学

〈昨年度視察先〉

【2日目】

●「如意輪寺（かえる寺）」見学
●「福田ファーム  ベリー畑」
　イチゴ狩り体験
●「博多の食と文化の博物館
　ハクハク」昼食・見学
●「キャナルツーリストラウンジ」
　見学
●「博多伝統芸能館」博多芸妓に
　よる演舞鑑賞、写真撮影

〈商談会参加セラーの声〉

・取引先とのコンタクトが一番の課題でしたが、新しい取引先と効率的に接点を持つことができました。

・フリー商談会では、予約制商談会で商談できなかったバイヤーやセラー同士の交流ができました。

・バイヤーセラー交流会では、興味を持っていただいたバイヤーの方にもっと深いアプローチができました。

今年度は朝倉地区を中心に実施します!

第4回 第5回 第6回
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予約制マッチング商談会でしっかり売り込めます

特 集
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昨年の商談会で
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■海外参加バイヤー
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・JRT瀛遊国際（中国）　

・ウェンディー・ジャパン（タイ）

・TAGGER TRAVEL（ベトナム）　

・H.I.S　インドネシア支店（インドネシア）　

・DREAM INTERFACE（アジア）

・アジアネットツアー（アジア）

国内外
バイヤーが
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キャンペーン」をスタートして以来、観光庁を新たに設置す

るなど訪日観光客の誘致に向けた取り組みを促進してお

り、2013 年に1,000万人だった訪日観光客は2017年には

2,500万人を突破するなど、著しい伸びを見せています。

特に九州への外国人入国者は2017年に494.1万人（対前

年比32.8%増）となり、全国を上回るペースで増加していま

す。ビザ発給の緩和やLCCの就航数の増加などを背景に、

アジアに近い地の利を生かし、手ごろな近隣海外旅行地と

して、九州が選ばれていると考えられます。

また、訪日観光客の旅行形態をみると、「FIT（個人旅

行）」の割合が急激に増えており、現在では全体の8 割を

占めています。個人旅行者の目的は変化してきており、

ショッピングなどの【モノ消費】から、その地域でしかでき

ない体験やスポーツなどの【コト消費】に移行しています。

このような状況のなか、九州の玄関口である福岡が、

国内外に向け九州の観光資源を継続的にPRすることは非

常に重要となってきます。

本特集ではこれからの成長が期待されている「観光」に

ついて、当所が取り組んでいる事業をご紹介いたします！

みなさんも参加してみませんか？

九州の魅力を国内外に発信して
九州観光を盛り上げよう！

「ツーリズムEXPOジャパン」とは、総来場者数 20万人、

136ヵ国・地域から1,440 企業・団体の旅行業関係者や、

一般来場者が集う総合観光イベントです。
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館」や「博多どんたく」のPRを国内外の旅行社に行いました。

「ツーリズムEXPOジャパン2018」への出展
開催日／ 9月20日～9月23日（商談会／20日・21日　展示会／22日・23日）

開催場所／東京ビッグサイト

〈参加者の声〉

・全国の旅行社と商談でき、また参加

者同士でもつながりができたことは非

常に有益でした。

・旅行社だけではなく、自治体や観光

協会などとの商談もできました。

・出展ブースでは、個人の方向けにも

PRできました。福岡に来たことがないという方も多く、

改めてPRすることの大切さを感じました。

②観光商談会対策セミナー

成約率を高めるために観光商談会に参加される方

や今後参加を検討されている方を対象にセミナーを

開催しています。

①観光商談会

福岡を中心とした九州全体の観光事業活性化、

そして当所会員企業の皆さまの販路拡大を目的とし

たバイヤー着席型のB to B 商談会です。

予約制商談会の他、セラーが PRブースを設ける

フリー商談会も行っており、自社製品の効率的な

PRが可能です。

さらにバイヤー・セラー交流会も行っており、有

益な情報が得られます。

〈昨年度概要〉
■日時：2018年1月19日（金） 13:30～16:30
■講師：インアウト㈱代表取締役副社長　帆足 千恵氏
■内容：第一部／観光商談会ガイダンス
　　　　第二部／セミナー　・「旅行業界の動向」
　　　　　　　　　　　　　 ・「各国旅行者の特徴」等
　　　　第三部／商談シートの作成
　　　　第四部／質疑応答

③FAMトリップ
貴社の商談をフォロー！  バイヤーが直接訪問！
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「Familiarization Trip」の

略で 、 日本 語に訳すると

「下見招待旅行」。観光地の

誘致促進のため、旅行業者

などに、現地を視察してもら

うツアーのことを指します。

【1日目】

●「追い出し猫本舗」
　 追い出し猫絵付け体験
●「TOTOミュージアム」見学
●「ふく一別館  竹なか」昼食
●「嘉穂劇場」見学
●「手づくりふるさと村」見学

〈昨年度視察先〉
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●「如意輪寺（かえる寺）」見学
●「福田ファーム  ベリー畑」
　イチゴ狩り体験
●「博多の食と文化の博物館
　ハクハク」昼食・見学
●「キャナルツーリストラウンジ」
　見学
●「博多伝統芸能館」博多芸妓に
　よる演舞鑑賞、写真撮影

〈商談会参加セラーの声〉

・取引先とのコンタクトが一番の課題でしたが、新しい取引先と効率的に接点を持つことができました。

・フリー商談会では、予約制商談会で商談できなかったバイヤーやセラー同士の交流ができました。

・バイヤーセラー交流会では、興味を持っていただいたバイヤーの方にもっと深いアプローチができました。
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今年の1月に開催された「観光マッチング2018～観光de九州～」では358件の商談が行われました。

参加バイヤー16 社のうち、返答があった11社のアンケートでは、商談成立数68件、商談継続数 26件という結果となりまし

た。その中でもより多くの実績に結び付いた3社をご紹介いたします！

本記事全般に関するお問い合わせ／地域振興グループ　TEL 092-441-1118

観光商談会  観光マッチング2019～観光de九州～

博多の食と文化の博物館ハクハク

福岡・博多の食と文化を一

同に楽しむことができる施

設。明太子創業メーカーで

あるふくやの工場見学がで

き、明太子の手作り体験

も行っている。また、福岡・博多の食や文化を紹介す

るミュージアムも併設している。

住所／〒812-0068 福岡市東区社領2-14-28

電話／092-621-8989

営業時間／10:00～17:00（毎週火曜日休館）

入館料／大人：300円、小学生以下：無料

商談数

国内 7社・国外 3社

商談継続数※

国内 3社

※旅行社11社のアンケート結果

観光商談会での
商談数・商談継続数
（観光マッチング2018年実績） 

株式会社福岡ハイヤーサービス

国内外の富裕層向けに、ヴェルファイア、ベンツ、ハイ

エース、クラウンなどの車両と、研修を受けたコンシェ

ルジュドライバーを有するタクシー事業。北部九州各地

のホテルや企業・自治体などとのコンソーシアムを形成

し、受け入れ態勢を構築している。

住所／〒812-0065 福岡市東区二又瀬新町2-14-28

電話／092-624-0014

商談数

国内 2社・国外 3社

商談継続数※

国外 2社

※旅行社11社のアンケート結果

観光商談会での
商談数・商談継続数
（観光マッチング2018年実績） 

隆勝堂フーズ株式会社

福岡県八女市に本社を構え、創

業93年になる和菓子屋。八女の

抹茶や八女伝統本玉露を使った

菓子など和菓子・洋菓子と幅広

く展開している。八女の伝統の

銘菓で70年以上地元に愛されて

いる「蹴洞」が不動の一番人気。

住所／〒834-0064 福岡県八女市蒲原729-1

電話／0943-24-1717

営業時間／店舗により異なる

商談数

国内 8社・国外 6社

商談継続数※

国内 3社・国外 1社

※旅行社11社のアンケート結果

観光商談会での
商談数・商談継続数
（観光マッチング2018年実績） 

〈セラーの声〉広報担当　元満 千鶴 様

例年参加しておりますが、個人需要が伸びているので、

団体にも紹介できればと思い参加しました。成果として、新

規募集型バスツアーの企画をしていただくことができました。

〈セラーの声〉営業部長　大石 久雄 様

弊社オリジナル体験観光と旅行代理店のマッチングや

観光施設との連携を目的に商談会に参加しました。毎年参加

しておりますが、すぐには受注に結び付かなくとも、半年後・

一年後につながった案件も多数あります。セラー同士の交流

ができるPRコーナーでは、観光施設の方ともお話ができ様々

な情報を得ることができました。

事例1

事例2

事例3

〈セラーの声〉企画営業課/経理課　課長　馬場 亮 様

柳川への観光バスを、その通過点でもある八女に呼び

込むことで、ビジネスチャンスがあるのではと思い参加しまし

た。初めての参加でしたが、各社ともネタ探しをしているとの

ことで、思ったよりも反応も良く、すぐに実績につながりまし

た。また来年も参加したいと思います。

実績

実績

実績

国内

B社

団体客の送客がある。
実施期間：2月～
利用者数：218名

国内

A社

福岡ヤフオク!ドー
ム・福岡市科学館
をめぐるツアーの
他、5/4には、ど
んたくバスツアー
の行程にも組み込
んだ。
実施期間：7月～8月
利用者数：約120名

当社主催のミステリーツアーに組み込み、どら焼き
づくりの実演と、お土産としてお菓子を提供してい
ただいた。
実施期間：7月～8月　利用者数：約140名

国外

A社

ホームページにて、
「和食タクシー」の
案内を掲載。
実施期間：5月～

インバウンド向け
商品として取り入れ
ている。
（観光マッチング2017実績）

国外

B社

国内

A社

他3社

今年度も「観光マッチング2019～観光de九州～」を開催いたします！

関東・地元を中心とする国内旅行社とアジアを中心とする海外旅行社との効率的な商談が可能です！

顧客発掘、商品開発にご活用ください！

セラー募集

■予約制商談会：2019年1月23日（水）・24日（木）

　　　 　　　　　9:30～18:00（20分／商談×12コマ）

■フリー商談会：13:00～15:00

■バイヤー・セラー交流会：1月23日18:30～20:00

■場所：西鉄イン福岡  大ホール（福岡市中央区天神1-16-1）

■参加費用：当所会員企業：3,240円
　　　　　　　　　　　　　　　　   （1商談追加ごとに+1,080円）

　　　　　　PRコーナー設置料金：1,080円／日

　　　　　　バイヤー・セラー交流会：5,000円
※当所会員企業様以外の方の参加費につきましては、当所ホームページより

　ご確認ください。

■申込方法：

参加申込書を右記ホームページよりダウ

ンロードし、メールにてお申し込みくだ

さい。

E-mail：fkkankou@fukunet.or.jp

〈募集企業〉

宿泊施設、アミューズメント施設、運送業者、

土産品業者、飲食店、産業視察、体験プログラム

街歩きなどの観光資源をお持ちの企業、団体等

開催

他1社
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今年の1月に開催された「観光マッチング2018～観光de九州～」では358件の商談が行われました。

参加バイヤー16 社のうち、返答があった11社のアンケートでは、商談成立数68件、商談継続数 26件という結果となりまし

た。その中でもより多くの実績に結び付いた3社をご紹介いたします！

本記事全般に関するお問い合わせ／地域振興グループ　TEL 092-441-1118

観光商談会  観光マッチング2019～観光de九州～

博多の食と文化の博物館ハクハク

福岡・博多の食と文化を一

同に楽しむことができる施

設。明太子創業メーカーで

あるふくやの工場見学がで

き、明太子の手作り体験

も行っている。また、福岡・博多の食や文化を紹介す

るミュージアムも併設している。

住所／〒812-0068 福岡市東区社領2-14-28

電話／092-621-8989

営業時間／10:00～17:00（毎週火曜日休館）

入館料／大人：300円、小学生以下：無料

商談数

国内 7社・国外 3社

商談継続数※

国内 3社

※旅行社11社のアンケート結果

観光商談会での
商談数・商談継続数
（観光マッチング2018年実績） 

株式会社福岡ハイヤーサービス

国内外の富裕層向けに、ヴェルファイア、ベンツ、ハイ

エース、クラウンなどの車両と、研修を受けたコンシェ

ルジュドライバーを有するタクシー事業。北部九州各地

のホテルや企業・自治体などとのコンソーシアムを形成

し、受け入れ態勢を構築している。

住所／〒812-0065 福岡市東区二又瀬新町2-14-28

電話／092-624-0014

商談数

国内 2社・国外 3社

商談継続数※

国外 2社

※旅行社11社のアンケート結果

観光商談会での
商談数・商談継続数
（観光マッチング2018年実績） 

隆勝堂フーズ株式会社

福岡県八女市に本社を構え、創

業93年になる和菓子屋。八女の

抹茶や八女伝統本玉露を使った

菓子など和菓子・洋菓子と幅広

く展開している。八女の伝統の

銘菓で70年以上地元に愛されて

いる「蹴洞」が不動の一番人気。

住所／〒834-0064 福岡県八女市蒲原729-1

電話／0943-24-1717

営業時間／店舗により異なる

商談数

国内 8社・国外 6社

商談継続数※

国内 3社・国外 1社

※旅行社11社のアンケート結果

観光商談会での
商談数・商談継続数
（観光マッチング2018年実績） 

〈セラーの声〉広報担当　元満 千鶴 様

例年参加しておりますが、個人需要が伸びているので、

団体にも紹介できればと思い参加しました。成果として、新

規募集型バスツアーの企画をしていただくことができました。

〈セラーの声〉営業部長　大石 久雄 様

弊社オリジナル体験観光と旅行代理店のマッチングや

観光施設との連携を目的に商談会に参加しました。毎年参加

しておりますが、すぐには受注に結び付かなくとも、半年後・

一年後につながった案件も多数あります。セラー同士の交流

ができるPRコーナーでは、観光施設の方ともお話ができ様々

な情報を得ることができました。

事例1

事例2

事例3

〈セラーの声〉企画営業課/経理課　課長　馬場 亮 様

柳川への観光バスを、その通過点でもある八女に呼び

込むことで、ビジネスチャンスがあるのではと思い参加しまし

た。初めての参加でしたが、各社ともネタ探しをしているとの

ことで、思ったよりも反応も良く、すぐに実績につながりまし

た。また来年も参加したいと思います。

実績

実績

実績

国内

B社

団体客の送客がある。
実施期間：2月～
利用者数：218名

国内

A社

福岡ヤフオク!ドー
ム・福岡市科学館
をめぐるツアーの
他、5/4には、ど
んたくバスツアー
の行程にも組み込
んだ。
実施期間：7月～8月
利用者数：約120名

当社主催のミステリーツアーに組み込み、どら焼き
づくりの実演と、お土産としてお菓子を提供してい
ただいた。
実施期間：7月～8月　利用者数：約140名

国外

A社

ホームページにて、
「和食タクシー」の
案内を掲載。
実施期間：5月～

インバウンド向け
商品として取り入れ
ている。
（観光マッチング2017実績）

国外

B社

国内

A社

他3社

今年度も「観光マッチング2019～観光de九州～」を開催いたします！

関東・地元を中心とする国内旅行社とアジアを中心とする海外旅行社との効率的な商談が可能です！

顧客発掘、商品開発にご活用ください！

セラー募集!!

■予約制商談会：2019年1月23日（水）・24日（木）

　　　 　　　　　9:30～18:00（20分／商談×12コマ）

■フリー商談会：13:00～15:00

■バイヤー・セラー交流会：1月23日18:30～20:00

■場所：西鉄イン福岡  大ホール（福岡市中央区天神1-16-1）

■参加費用：当所会員企業：3,240円
　　　　　　　　　　　　　　　　   （1商談追加ごとに+1,080円）

　　　　　　PRコーナー設置料金：1,080円／日

　　　　　　バイヤー・セラー交流会：5,000円
※当所会員企業様以外の方の参加費につきましては、当所ホームページより

　ご確認ください。

■申込方法：

参加申込書を右記ホームページよりダウ

ンロードし、メールにてお申し込みくだ

さい。

E-mail：fkkankou@fukunet.or.jp

〈募集企業〉

宿泊施設、アミューズメント施設、運送業者、

土産品業者、飲食店、産業視察、体験プログラム

街歩きなどの観光資源をお持ちの企業、団体等

開催

他1社
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　当所の中期方針（2018年度～2020年度）に基づき推進してい

る主要事業につきまして、今年度第2四半期

における進捗状況をご報告いたします。

Ⅰ 「アジアの拠点都市として活力溢れる
　 福岡の構築」

　「MICE、観光、インバウンド支援」については、地域の賑わい

づくり創出の取り組みとして、博多伝統芸能館において、公演を

重ねたほか、多言語リーフレットを作成・頒布し、認知度向上に

取り組んだ。また、ラグビーワールドカップ開催に向けて、機運

醸成を図るために、9月よりラッピングバスの運行を開始したほ

か、1年前イベントなどを実施した。

　「海外展開支援」については、当所を含めた支援機関 5 団体に

よるワンストップ海外展開相談窓口を7月に開設。利便性が高ま

り、利用者から好評を得ている。今後、広報を強化し、利用増

に取り組む。

　また、9月には九州商工会議所連合会とベトナム商工会議所が

協力合意書（MOU）を締結。地域の企業が成長著しいベトナムへ

の販路拡大や投資等に取り組みやすくなるよう環境を整備した。

　「政策提言・要望活動」については、国政に対し、九州商工会

議所連合会を通じた要望活動を7月に実施。また、市政に対し、

当所議員企業をはじめとした会員企業の意見をとりまとめ、10/1

に福岡市長及び福岡市議会議長に提出した。

Ⅱ 「地域を支え、成長し続ける商工業者の支援」

　「人材確保の包括的支援」については、今年度 3 回目となる会

社合同説明会を8月に開催。有効求人倍率がバブル期を上回る

高水準となる中、来場者向け事前セミナーを同時開催するなど、

集客増に取り組んだものの、来場者の減少傾向に歯止めをかけ

ることができなかった。次年度開催に向けて、就活ルール等の

状況を見ながら事業の見直しを図る。

　「創業支援」では、8月に第 1 回起業塾を開催したほか、ベン

チャー企業の創出に向けて、他の支援機関や大学等との連携体

制の構築に取り組んだ。

　「事業承継支援」では、地域における事業承継の課題把握を

徹底的に行うため、事業承継診断を進めたが、進捗が遅れてい

る。診断項目の簡素化やウェブでの対応により、診断件数の増

加に取り組む。

　「イノベーション支援」では、8月のセミナー、ワークショップ、

交流会を皮切りに、新たなビジネスモデルに取り組む企業の発掘

を進めた。今後、個別支援により、ビジネスの具体化に取り組む。

Ⅲ 「信頼され、進化し続ける
　 福岡商工会議所の実現」

　「会員増強・維持活動」については、経営相談から保険や福利

厚生等の会員サービスまで幅広い当所サービスを総合的に提供

していくトータルサポートの考え方を共有し、職員一丸となった取

り組みを進めたが、新規会員数は目標を下回って推移している。

訴求力の高い当所サービスの紹介ツールを早期に完成させ、活

用を図るとともに、入会動機として上位にある保険事業を中心と

した当所職員と保険会社との帯同訪問などの活動を強化し、目

標達成を目指す。

福岡商工会議所

2018年度第2四半期（7月～9月）の事業進捗状況

報告

総括

■中期方針（2018年度～2020年度）

【理念】商工業の改善・発達と福岡の発展

【中期方針のビジョン（目指す姿）】

～質的向上によるサービス充実～

会議所
の強み

関係
支援先

Ⅰ 事業サービス改革
Ⅱ 事業マネジメント改革
Ⅲ 人材マネジメント改革

部　会 委員会

アジアの拠点都市
として活力溢れる
福岡の構築

地域を支え、
成長し続ける
商工業者の支援

信頼され、進化
し続ける福岡商
工会議所の実現

8/18　第1回福岡起業塾

8/21　会社合同説明会

9/14　九州商工会議所連合会とベトナム商工会議所との協力合意書（MOU）締結

Ⅰ 「アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築」
⑴MICE、観光、インバウンド支援
◆博多伝統芸能館では、9 回の公演を実施し142 名が参加（累計

19 回、304 名）。そのほか、多言語リーフレットを作成するなど

認知度向上に努めた。10月中旬には公式HPを立ち上げる。

◆RWC 開催への機運醸成に向け、9/3より市内ラッピングバスの

運行を開始。9/25、26にはJR博多駅前広場で1年前イベントを

実施した。9/30にはタレントの橋本環奈氏に特別サポーターを

委嘱。同日、ソフトバンクホークスの試合の冠協賛を実施した。

⑵海外展開支援
◆当所、福岡貿易会、福岡アジアビジネスセンター、ジェトロ福

岡、中小機構九州の 5 支援機関によるワンストップ海外展開

相談窓口を7/2に開設し、36件の相談を受けた。今後は、広

報を強化し、窓口の利用増を図る。また、9/11には「中小企

業の海外展開戦略の作り方と注意点」をテーマに、ワンストッ

プ海外展開相談窓口開設記念セミナーを開催し、60名が参加

した。

◆9/14に九州商工会議所連合会とベトナム商工会議所との協力合

意書（MOU）を締結。地域企業が成長著しいベトナムへ販路拡

大や投資等に取り組む際の後押しとなるよう環境を整備した。

⑶政策提言・要望活動
◆6月の九州商工会議所連合会総会で決議した「経済政策に係

わる要望」「『平成 28 年熊本地震』震災からの復旧・復興に関

する第4次要望」「『九州北部豪雨』災害からの復旧・復興に関

する第2 次要望」を7/18、19に財務省・中小企業庁・国土交

通省・観光庁に提出した。

Ⅱ 「地域を支え、成長し続ける商工業者の支援」
⑴人材確保の包括的支援
◆8/21に会社合同説明会を開催し、217名の学生等が来場。来

場数は累計1,093名となり、年間目標を大きく下回った。今回、

来場者増に向けて、来場者向け事前セミナーを開催したが、来

場者の減少に歯止めをかけることができなかった。次年度の開

催に向け、就活ルール等の状況を見ながら時期や内容などの見

直しを図る。

⑵創業支援（スタートアップ支援）
◆8月に第 1回福岡起業塾を開催し、22名が参加。今後、着実な

フォローアップを行い、実際の創業に向けて支援を継続する。

◆ベンチャー企業の創出に向けて、フクオカベンチャーマーケッ

トや九州大学起業部等に対し、当所との連携体制の構築を打

診。引き続き交渉を進める。

⑶事業承継支援
◆事業承継診断及び事業承継支援機関への新規案件紹介につい

ては、第1四半期の出遅れの巻き返しを図っているが、目標に

追いついていない。診断項目の簡素化やウェブでの対応により

企業が回答しやすい環境を構築して、診断件数の増加を図り、

具体的な支援案件の更なる発掘に取り組む。

⑷イノベーション支援
◆イノベーションに対する意識醸成のために、8/8 にセミナー・

ワークショップ・交流会を開催。セミナーに 61 名、ワーク

ショップに18名、交流会に16名が参加した。

◆9/6には、第2回目のワークショップを実施し、10名が参加。健康、

観光、公共スペース等のテーマを基に、参加者が持ち寄ったビジネ

スアイデアのブラッシュアップを行った。この中から、2社のビジネス

アイデアについて、今後具体化に向けた個別支援を実施する。

Ⅲ 「信頼され、進化し続ける福岡商工会議所の実現」
⑴会員純増に向けた入会促進、退会防止強化
◆新規会員数は目標を下回って推移。入会動機上位事業を中心に、

訴求力の高い当所サービスの紹介ツールを作成する予定であった

が、第 2 四半期中の完成に至らなかった。10月末までに完成さ

せ、活用を図ると共に、非会員データを基にターゲットを絞った入

会勧奨・DM 送付や、入会動機として上位にある保険事業を中心

とした当所職員と保険会社との帯同訪問などの活動を強化する。

代表的な取り組み

　第2四半期までに終了した事業については、今年度の取り組みを踏まえ、成果を高めることができるよう、次年度の実施に向けて見直してまいります。継続している

事業については、引き続き、年間目標の達成に向けて活動を推進いたします。今後とも、当所活動へのご理解・ご協力のほど、なにとぞよろしくお願い申しあげます。

達成率実 績
第2四半期

目 標
目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

・平均ブース訪問数
・求職者動員数

◎新卒人材の確保支援事業
　（会社合同説明会）

・4社
・1,500名

・3.4社
・1,093名

・4社
・1,500名

・   85％
・   73％

・受講者数
・創業件数（2018受講・1年後）
・創業件数（2017受講）

◎福岡起業塾
・45名
・32/45件
・31/44件

・22名
・―
・17/44件

・22名
・―
・25/44件

・100％
・    ―    
・   68％

・事業承継診断
・事業承継支援機関への新規案件紹介件数◎経営指導員による事業承継支援 ・800件

・50件
・254件
・12件

・400件
・25件

・   64％
・   48％

・セミナー参加者数
・セミナーアンケート満足度
・ITベンダーと地域企業とのマッチング商談件数

◎イノベーションセミナー及び
　ワークショップ事業

・100名
・7割
・10件

・61名
・8.5割
・―

・100名
・7割
・―

・   61％
・121％
・    ―    

申込企業数◎社会人の学びなおし（リカレント）講座 10社 ―― 　―

創業件数◎ベンチャー企業支援 3件 0件1件        0％

達成率実 績
第2四半期

目 標
目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

・博多をどり一般客数
・博多伝統芸能館公演数◎伝統芸能の振興 ・800名

・40回
・―
・19回

・―
・20回

・    ―    
・   95％

・要望・意見表明
・意見交換会

◎政策提言・要望事業
　【福商連→県、九商連→国】

・2回（福、九）
・4回（県知事2、政党2）

・1回（九）
・1回（福）

・1回（九）
・1回（福）

・ 100％
・ 100％

RWC機運醸成イベント数◎スポーツMICE推進事業 3回 4回2回    200％

相談件数◎ワンストップ海外展開相談窓口 100件 36件50件     72％

・年度末会員数
・新規会員数◎会員増強・維持活動 ・16,176件

・1,130件
・―
・669件

・―
・848件

・    ―    
・   79％

達成率実 績
第2四半期

目 標
目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）
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　当所の中期方針（2018年度～2020年度）に基づき推進してい

る主要事業につきまして、今年度第2四半期

における進捗状況をご報告いたします。

Ⅰ 「アジアの拠点都市として活力溢れる
　 福岡の構築」

　「MICE、観光、インバウンド支援」については、地域の賑わい

づくり創出の取り組みとして、博多伝統芸能館において、公演を

重ねたほか、多言語リーフレットを作成・頒布し、認知度向上に

取り組んだ。また、ラグビーワールドカップ開催に向けて、機運

醸成を図るために、9月よりラッピングバスの運行を開始したほ

か、1年前イベントなどを実施した。

　「海外展開支援」については、当所を含めた支援機関 5 団体に

よるワンストップ海外展開相談窓口を7月に開設。利便性が高ま

り、利用者から好評を得ている。今後、広報を強化し、利用増

に取り組む。

　また、9月には九州商工会議所連合会とベトナム商工会議所が

協力合意書（MOU）を締結。地域の企業が成長著しいベトナムへ

の販路拡大や投資等に取り組みやすくなるよう環境を整備した。

　「政策提言・要望活動」については、国政に対し、九州商工会

議所連合会を通じた要望活動を7月に実施。また、市政に対し、

当所議員企業をはじめとした会員企業の意見をとりまとめ、10/1

に福岡市長及び福岡市議会議長に提出した。

Ⅱ 「地域を支え、成長し続ける商工業者の支援」

　「人材確保の包括的支援」については、今年度 3 回目となる会

社合同説明会を8月に開催。有効求人倍率がバブル期を上回る

高水準となる中、来場者向け事前セミナーを同時開催するなど、

集客増に取り組んだものの、来場者の減少傾向に歯止めをかけ

ることができなかった。次年度開催に向けて、就活ルール等の

状況を見ながら事業の見直しを図る。

　「創業支援」では、8月に第 1 回起業塾を開催したほか、ベン

チャー企業の創出に向けて、他の支援機関や大学等との連携体

制の構築に取り組んだ。

　「事業承継支援」では、地域における事業承継の課題把握を

徹底的に行うため、事業承継診断を進めたが、進捗が遅れてい

る。診断項目の簡素化やウェブでの対応により、診断件数の増

加に取り組む。

　「イノベーション支援」では、8月のセミナー、ワークショップ、

交流会を皮切りに、新たなビジネスモデルに取り組む企業の発掘

を進めた。今後、個別支援により、ビジネスの具体化に取り組む。

Ⅲ 「信頼され、進化し続ける
　 福岡商工会議所の実現」

　「会員増強・維持活動」については、経営相談から保険や福利

厚生等の会員サービスまで幅広い当所サービスを総合的に提供

していくトータルサポートの考え方を共有し、職員一丸となった取

り組みを進めたが、新規会員数は目標を下回って推移している。

訴求力の高い当所サービスの紹介ツールを早期に完成させ、活

用を図るとともに、入会動機として上位にある保険事業を中心と

した当所職員と保険会社との帯同訪問などの活動を強化し、目

標達成を目指す。

福岡商工会議所

2018年度第2四半期（7月～9月）の事業進捗状況

報告

総括

■中期方針（2018年度～2020年度）

【理念】商工業の改善・発達と福岡の発展

【中期方針のビジョン（目指す姿）】

～質的向上によるサービス充実～

会議所
の強み

関係
支援先

Ⅰ 事業サービス改革
Ⅱ 事業マネジメント改革
Ⅲ 人材マネジメント改革

部　会 委員会

アジアの拠点都市
として活力溢れる
福岡の構築

地域を支え、
成長し続ける
商工業者の支援

信頼され、進化
し続ける福岡商
工会議所の実現

8/18　第1回福岡起業塾

8/21　会社合同説明会

9/14　九州商工会議所連合会とベトナム商工会議所との協力合意書（MOU）締結

Ⅰ 「アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築」
⑴MICE、観光、インバウンド支援
◆博多伝統芸能館では、9 回の公演を実施し142 名が参加（累計

19 回、304 名）。そのほか、多言語リーフレットを作成するなど

認知度向上に努めた。10月中旬には公式HPを立ち上げる。

◆RWC 開催への機運醸成に向け、9/3より市内ラッピングバスの

運行を開始。9/25、26にはJR博多駅前広場で1年前イベントを

実施した。9/30にはタレントの橋本環奈氏に特別サポーターを

委嘱。同日、ソフトバンクホークスの試合の冠協賛を実施した。

⑵海外展開支援
◆当所、福岡貿易会、福岡アジアビジネスセンター、ジェトロ福

岡、中小機構九州の 5 支援機関によるワンストップ海外展開

相談窓口を7/2に開設し、36件の相談を受けた。今後は、広

報を強化し、窓口の利用増を図る。また、9/11には「中小企

業の海外展開戦略の作り方と注意点」をテーマに、ワンストッ

プ海外展開相談窓口開設記念セミナーを開催し、60名が参加

した。

◆9/14に九州商工会議所連合会とベトナム商工会議所との協力合

意書（MOU）を締結。地域企業が成長著しいベトナムへ販路拡

大や投資等に取り組む際の後押しとなるよう環境を整備した。

⑶政策提言・要望活動
◆6月の九州商工会議所連合会総会で決議した「経済政策に係

わる要望」「『平成 28 年熊本地震』震災からの復旧・復興に関

する第4次要望」「『九州北部豪雨』災害からの復旧・復興に関

する第2 次要望」を7/18、19に財務省・中小企業庁・国土交

通省・観光庁に提出した。

Ⅱ 「地域を支え、成長し続ける商工業者の支援」
⑴人材確保の包括的支援
◆8/21に会社合同説明会を開催し、217名の学生等が来場。来

場数は累計1,093名となり、年間目標を大きく下回った。今回、

来場者増に向けて、来場者向け事前セミナーを開催したが、来

場者の減少に歯止めをかけることができなかった。次年度の開

催に向け、就活ルール等の状況を見ながら時期や内容などの見

直しを図る。

⑵創業支援（スタートアップ支援）
◆8月に第 1回福岡起業塾を開催し、22名が参加。今後、着実な

フォローアップを行い、実際の創業に向けて支援を継続する。

◆ベンチャー企業の創出に向けて、フクオカベンチャーマーケッ

トや九州大学起業部等に対し、当所との連携体制の構築を打

診。引き続き交渉を進める。

⑶事業承継支援
◆事業承継診断及び事業承継支援機関への新規案件紹介につい

ては、第1四半期の出遅れの巻き返しを図っているが、目標に

追いついていない。診断項目の簡素化やウェブでの対応により

企業が回答しやすい環境を構築して、診断件数の増加を図り、

具体的な支援案件の更なる発掘に取り組む。

⑷イノベーション支援
◆イノベーションに対する意識醸成のために、8/8 にセミナー・

ワークショップ・交流会を開催。セミナーに 61 名、ワーク

ショップに18名、交流会に16名が参加した。

◆9/6には、第2回目のワークショップを実施し、10名が参加。健康、

観光、公共スペース等のテーマを基に、参加者が持ち寄ったビジネ

スアイデアのブラッシュアップを行った。この中から、2社のビジネス

アイデアについて、今後具体化に向けた個別支援を実施する。

Ⅲ 「信頼され、進化し続ける福岡商工会議所の実現」
⑴会員純増に向けた入会促進、退会防止強化
◆新規会員数は目標を下回って推移。入会動機上位事業を中心に、

訴求力の高い当所サービスの紹介ツールを作成する予定であった

が、第 2 四半期中の完成に至らなかった。10月末までに完成さ

せ、活用を図ると共に、非会員データを基にターゲットを絞った入

会勧奨・DM 送付や、入会動機として上位にある保険事業を中心

とした当所職員と保険会社との帯同訪問などの活動を強化する。

代表的な取り組み

　第2四半期までに終了した事業については、今年度の取り組みを踏まえ、成果を高めることができるよう、次年度の実施に向けて見直してまいります。継続している

事業については、引き続き、年間目標の達成に向けて活動を推進いたします。今後とも、当所活動へのご理解・ご協力のほど、なにとぞよろしくお願い申しあげます。

達成率実 績
第2四半期

目 標
目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

・平均ブース訪問数
・求職者動員数

◎新卒人材の確保支援事業
　（会社合同説明会）

・4社
・1,500名

・3.4社
・1,093名

・4社
・1,500名

・   85％
・   73％

・受講者数
・創業件数（2018受講・1年後）
・創業件数（2017受講）

◎福岡起業塾
・45名
・32/45件
・31/44件

・22名
・―
・17/44件

・22名
・―
・25/44件

・100％
・    ―    
・   68％

・事業承継診断
・事業承継支援機関への新規案件紹介件数◎経営指導員による事業承継支援 ・800件

・50件
・254件
・12件

・400件
・25件

・   64％
・   48％

・セミナー参加者数
・セミナーアンケート満足度
・ITベンダーと地域企業とのマッチング商談件数

◎イノベーションセミナー及び
　ワークショップ事業

・100名
・7割
・10件

・61名
・8.5割
・―

・100名
・7割
・―

・   61％
・121％
・    ―    

申込企業数◎社会人の学びなおし（リカレント）講座 10社 ―― 　―

創業件数◎ベンチャー企業支援 3件 0件1件        0％

達成率実 績
第2四半期

目 標
目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

・博多をどり一般客数
・博多伝統芸能館公演数◎伝統芸能の振興 ・800名

・40回
・―
・19回

・―
・20回

・    ―    
・   95％

・要望・意見表明
・意見交換会

◎政策提言・要望事業
　【福商連→県、九商連→国】

・2回（福、九）
・4回（県知事2、政党2）

・1回（九）
・1回（福）

・1回（九）
・1回（福）

・ 100％
・ 100％

RWC機運醸成イベント数◎スポーツMICE推進事業 3回 4回2回    200％

相談件数◎ワンストップ海外展開相談窓口 100件 36件50件     72％

・年度末会員数
・新規会員数◎会員増強・維持活動 ・16,176件

・1,130件
・―
・669件

・―
・848件

・    ―    
・   79％

達成率実 績
第2四半期

目 標
目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）
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FCCI NEWS 会議所の動き

9.26

JR博多駅前であったキックオフセレモニー

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC

ラグビーワールドカップ2019™
福岡開催1年前セレモニー

　ラグビーワールドカップ2019™福岡開催

推進委員会（会長＝藤永憲一  福岡県商工

会議所連合会会長）は福岡開催初戦の1

年前である9月26日、キックオフセレモ

ニーを開催。藤永会長は挨拶で「県民、

市民の皆さんと、共に福岡の街をラグビー

で大いに盛り上げ、一生に一度の歴史的

な瞬間を、世界中のラグビーファンと一緒

に楽しみましょう」と呼びかけた。福岡会

場の初戦は来年9月26日にイタリア対敗者

復活予選優勝チームで行われ、他 2 試合

が組まれている。

10.3～10.8

【国内外食品商談会】会場には国内外から多くのバイヤーが訪れた

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

販路拡大

Food EXPO Kyushu2018
（BtoB）国内外食品商談会　（BtoC）九州うまいもの大食堂

【九州うまいもの大食堂】多くの方が公園内で飲食を楽しんだ

　Food EXPO Kyushu実行委員は、10月3

日～8日までBtoB 事業である「国内外食品

商談会」とBtoC 事業である「九州うまいも

の大食堂」を開催した。同イベントは、世

界的にも優れた高付加価値の九州・沖縄

の食を世界に発信し、地場食品企業の更

なる売上向上、販路拡大及び地域経済の

振興を目的とし、今回で5回目となる。

【国内外食品商談会】

　10月3日～4日の2日間、福岡国際セン

ターにて開催。219 社・団体が出展。会

9.29

会社PRをする新会員

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

女性会

福岡商工会議所女性会新会員と
の懇談会

　福岡商工会議所女性会（会長＝森純

子・㈱如水庵取締役副社長）は 9 月 29

日、博多石焼大阪屋で新会員との懇談会

を開催。19名が参加した。

　同懇談会は、昨年9月以降に入会した2

名の新会員を迎え、懇親を深める目的で

開催。女性会オリジナルカードによる啓蒙

活動をはじめ女性会活動等の説明のほか、

新会員による自己紹介を兼ねた会社 PRを

行った。新会員を中心に活発な交流が行

われ、大変有意義なビジネス情報交換の

場となった。

9.25

時間制限の中ビジネスチャンスを創出する参加者たち

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

ビジクラ

福商ビジネス倶楽部
9月例会

　福商ビジネス倶楽部は9月25日、当所

にて9月例会を開催。68 名が参加した。

　今月は昨年度も開催し大好評企画で

あった、ビジネスチャンスの創出に特化し

たマッチングイベント「ビジネスフェスティ

バル」の第三弾として開催。申込時の情報

をもとに事前マッチングを行い、当日は15

分×4クールに分け実施。参加者からは、

「今後のビジネスにつながる深い話ができ

た」といった声が聞かれた。

10.3

総会会場にて

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

第50回全国商工会議所女性会
連合会岩手総会

　福岡商工会議所女性会（会長＝森純子・

㈱如水庵取締役副社長）は、盛岡市で開

催された「第 50 回全国商工会議所女性会

連合会岩手総会」に参加。当所女性会から

5 名、全国各地から308 女性会1,451名が

参加した。全国大会では特別功労者表彰

が行われ、当所女性会顧問の㈱博多石焼 

大阪屋 取締役会長 西川ともゑ氏が表彰さ

れた。また、記念講演会では、㈱モスフー

ドサービス　代表取締役会長 櫻田厚氏が、

「食を通じて人を幸せにするモスバーガーの

理念経営」と題し、講演を行った。

10.9

自社の商品・サービスをPRし合う参加者達

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

人脈拡大

平成30年度
第1回新入会員交流会

　当所は、10月9日、平成 30 年度第1回

新入会員交流会を開催。平成 27 年度以

降に入会した87 社114 名が参加した。第1

部の「事業ガイダンス」では、会員事業所

の3 名が当所の活用事例等について発表。

第2部の「会員交流会」では、会頭、副会

頭、部会長、副部会長も交流の輪に加わ

り、会員の方 と々親睦を深めた。参加者

からは「多種多様な業種の方と名刺交換で

き、人脈形成の第一歩となった」「今後の

ビジネスに繋がりそうな話ができた」等の

声が寄せられた。

10.2

総会冒頭で挨拶をする藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福商連

福岡県商工会議所連合会
第131回通常会員総会

　福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永

会頭）は北九州市で第131回通常会員総会

を開催。県内19商工会議所の会頭、副会

頭、専務理事ら45 名が出席した。挨拶に

立った藤永会長は「このところ大規模な自

然災害が続いているが、県内の商工会議所

が一体となって復旧・復興に努めたい」と

話した。総会では、九州北部豪雨災害で

被害を受けた事業者に対する支援策や、中

小企業の活動基盤の強化、経済活動に必

要なインフラの整備などを盛り込んだ要望

案を審議し、原案通り承認された。

9.30

藤永会頭と特別サポーターの橋本環奈さん

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC

ラグビーワールドカップ2019™
開催都市特別サポーター（福岡）委嘱式

　RWC2019™福岡開催推進委員会（会長＝

藤永憲一  福岡県商工会議所連合会会長）

は9月30日、福岡県出身で女優の橋本環

奈さんへ、福岡の開催都市特別サポーター

の委嘱状を授与した。藤永会長は挨拶で

「全国で大活躍されている橋本環奈さんに強

力なサポーターとしてご協力いただけるのは

大変心強い」と述べた。同日RWC2019日

本大会九州開催都市スペシャルデーとして

開催された福岡ソフトバンクホークス対千葉

ロッテマリーンズの試合では、橋本環奈さ

んによる始球式が行われた。

10.7

開会式であいさつを述べる藤永会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC

ラグビーワールドカップ2019™
第1回アジアラグビー交流フェスタ

　ラグビーワールドカップ 2019™福岡開催

推進委員会（会長＝藤永憲一 福岡県商工会

議所連合会会長）は10月7日、（公財）日本

ラグビーフットボール協会と共催でアジアラ

グビー交流フェスタを開催。藤永会長は挨

拶で「本交流フェスタをきっかけにアジア全

体にラグビーの裾野が広がり、ワールドカッ

プのレガシーとして今後10 年、20 年と続く

大会に成長していくことを期待したい」と述

べた。アジアから7ヶ国 9チーム、日本から

は3県7チームが参加し各国のU14チームで

試合を繰り広げ交流を深めた。

9.26

議長を務める草田会長

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

支店長会

支店長会第23回定時総会

　支店長会“ブランチ・コミュニケ”（会長

＝草田哲也・アサヒビール㈱福岡統括支

社  理事福岡統括支社長）は9月26日、第

23 回定時総会をホテル日航福岡で開催。

過去最多の 45 名が参加した。総会では

2 017 年度 事 業 報 告並びに収 支 決 算 、

2018 年度事業計画並びに予算（案）につい

て審議し、原案通り承認された。総会終

了後は懇親会を開催し、会員相互の近況

報告や交流懇親を深めた。

支店長会では新規会員を募集しています！
支店長会の現会員数は73社。支店長の皆様、
福岡でのネットワークを広げませんか？ 

10.1

髙島市長に要望書を提出する藤永会頭

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

提　言

福岡市政に対する提言

　当所は 10月1日、「福岡市政に対する提

言」を福岡市の髙島市長と福岡市議会の川上

議長に提出した。藤永会頭は挨拶で「中小企

業・小規模事業者は、人材不足・働き方改革・

事業承継・IT活用による生産性向上といった

様々な経営課題に直面している。地域活性化

や中小企業支援施策を積極的に推進し、福

岡市との協働を強力に推し進めたい」と述べ

た。髙島市長からは「これまで同様、商工会

議所の皆さんと一体となってぜひ成長戦略を

推し進めていきたい」と力強い回答があった。

提言の概要は本誌22ページに掲載
しています。

場では、展示商談会や個別商談会を実施

し、2日間で約4,300名が来場した。本年

度より、「九州・山口こだわりの食」大商談

会と同時開催し、九州の強みや多様な魅

力をより強く発信した。

【九州うまいもの大食堂】

　10月7日～8日の2日間、天神中央公園

にて開催。九州各地から選りすぐりの 65

社・団体が出店した。初日が台風で中止と

なったが、2日間で約9万1千人のお客様が

来場し、大盛況であった。
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会議所の動き

9.26

JR博多駅前であったキックオフセレモニー

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC

ラグビーワールドカップ2019™
福岡開催1年前セレモニー

　ラグビーワールドカップ2019™福岡開催

推進委員会（会長＝藤永憲一  福岡県商工

会議所連合会会長）は福岡開催初戦の1

年前である9月26日、キックオフセレモ

ニーを開催。藤永会長は挨拶で「県民、

市民の皆さんと、共に福岡の街をラグビー

で大いに盛り上げ、一生に一度の歴史的

な瞬間を、世界中のラグビーファンと一緒

に楽しみましょう」と呼びかけた。福岡会

場の初戦は来年9月26日にイタリア対敗者

復活予選優勝チームで行われ、他 2 試合

が組まれている。

10.3～10.8

【国内外食品商談会】会場には国内外から多くのバイヤーが訪れた

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

販路拡大

Food EXPO Kyushu2018
（BtoB）国内外食品商談会　（BtoC）九州うまいもの大食堂

【九州うまいもの大食堂】多くの方が公園内で飲食を楽しんだ

　Food EXPO Kyushu実行委員は、10月3

日～8日までBtoB 事業である「国内外食品

商談会」とBtoC 事業である「九州うまいも

の大食堂」を開催した。同イベントは、世

界的にも優れた高付加価値の九州・沖縄

の食を世界に発信し、地場食品企業の更

なる売上向上、販路拡大及び地域経済の

振興を目的とし、今回で5回目となる。

【国内外食品商談会】

　10月3日～4日の2日間、福岡国際セン

ターにて開催。219 社・団体が出展。会

9.29

会社PRをする新会員

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

女性会

福岡商工会議所女性会新会員と
の懇談会

　福岡商工会議所女性会（会長＝森純

子・㈱如水庵取締役副社長）は 9 月 29

日、博多石焼大阪屋で新会員との懇談会

を開催。19名が参加した。

　同懇談会は、昨年9月以降に入会した2

名の新会員を迎え、懇親を深める目的で

開催。女性会オリジナルカードによる啓蒙

活動をはじめ女性会活動等の説明のほか、

新会員による自己紹介を兼ねた会社 PRを

行った。新会員を中心に活発な交流が行

われ、大変有意義なビジネス情報交換の

場となった。

9.25

時間制限の中ビジネスチャンスを創出する参加者たち

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

ビジクラ

福商ビジネス倶楽部
9月例会

　福商ビジネス倶楽部は9月25日、当所

にて9月例会を開催。68 名が参加した。

　今月は昨年度も開催し大好評企画で

あった、ビジネスチャンスの創出に特化し

たマッチングイベント「ビジネスフェスティ

バル」の第三弾として開催。申込時の情報

をもとに事前マッチングを行い、当日は15

分×4クールに分け実施。参加者からは、

「今後のビジネスにつながる深い話ができ

た」といった声が聞かれた。

10.3

総会会場にて

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

第50回全国商工会議所女性会
連合会岩手総会

　福岡商工会議所女性会（会長＝森純子・

㈱如水庵取締役副社長）は、盛岡市で開

催された「第 50 回全国商工会議所女性会

連合会岩手総会」に参加。当所女性会から

5 名、全国各地から308 女性会1,451名が

参加した。全国大会では特別功労者表彰

が行われ、当所女性会顧問の㈱博多石焼 

大阪屋 取締役会長 西川ともゑ氏が表彰さ

れた。また、記念講演会では、㈱モスフー

ドサービス　代表取締役会長 櫻田厚氏が、

「食を通じて人を幸せにするモスバーガーの

理念経営」と題し、講演を行った。

10.9

自社の商品・サービスをPRし合う参加者達

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

人脈拡大

平成30年度
第1回新入会員交流会

　当所は、10月9日、平成 30 年度第1回

新入会員交流会を開催。平成 27 年度以

降に入会した87 社114 名が参加した。第1

部の「事業ガイダンス」では、会員事業所

の3 名が当所の活用事例等について発表。

第2部の「会員交流会」では、会頭、副会

頭、部会長、副部会長も交流の輪に加わ

り、会員の方 と々親睦を深めた。参加者

からは「多種多様な業種の方と名刺交換で

き、人脈形成の第一歩となった」「今後の

ビジネスに繋がりそうな話ができた」等の

声が寄せられた。

10.2

総会冒頭で挨拶をする藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福商連

福岡県商工会議所連合会
第131回通常会員総会

　福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永

会頭）は北九州市で第131回通常会員総会

を開催。県内19商工会議所の会頭、副会

頭、専務理事ら45 名が出席した。挨拶に

立った藤永会長は「このところ大規模な自

然災害が続いているが、県内の商工会議所

が一体となって復旧・復興に努めたい」と

話した。総会では、九州北部豪雨災害で

被害を受けた事業者に対する支援策や、中

小企業の活動基盤の強化、経済活動に必

要なインフラの整備などを盛り込んだ要望

案を審議し、原案通り承認された。

9.30

藤永会頭と特別サポーターの橋本環奈さん

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC

ラグビーワールドカップ2019™
開催都市特別サポーター（福岡）委嘱式

　RWC2019™福岡開催推進委員会（会長＝

藤永憲一  福岡県商工会議所連合会会長）

は9月30日、福岡県出身で女優の橋本環

奈さんへ、福岡の開催都市特別サポーター

の委嘱状を授与した。藤永会長は挨拶で

「全国で大活躍されている橋本環奈さんに強

力なサポーターとしてご協力いただけるのは

大変心強い」と述べた。同日RWC2019日

本大会九州開催都市スペシャルデーとして

開催された福岡ソフトバンクホークス対千葉

ロッテマリーンズの試合では、橋本環奈さ

んによる始球式が行われた。

10.7

開会式であいさつを述べる藤永会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC

ラグビーワールドカップ2019™
第1回アジアラグビー交流フェスタ

　ラグビーワールドカップ 2019™福岡開催

推進委員会（会長＝藤永憲一 福岡県商工会

議所連合会会長）は10月7日、（公財）日本

ラグビーフットボール協会と共催でアジアラ

グビー交流フェスタを開催。藤永会長は挨

拶で「本交流フェスタをきっかけにアジア全

体にラグビーの裾野が広がり、ワールドカッ

プのレガシーとして今後10 年、20 年と続く

大会に成長していくことを期待したい」と述

べた。アジアから7ヶ国 9チーム、日本から

は3県7チームが参加し各国のU14チームで

試合を繰り広げ交流を深めた。

9.26

議長を務める草田会長

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

支店長会

支店長会第23回定時総会

　支店長会“ブランチ・コミュニケ”（会長

＝草田哲也・アサヒビール㈱福岡統括支

社  理事福岡統括支社長）は9月26日、第

23 回定時総会をホテル日航福岡で開催。

過去最多の 45 名が参加した。総会では

2 017 年度 事 業 報 告並びに収 支 決 算 、

2018 年度事業計画並びに予算（案）につい

て審議し、原案通り承認された。総会終

了後は懇親会を開催し、会員相互の近況

報告や交流懇親を深めた。

支店長会では新規会員を募集しています！
支店長会の現会員数は 社。支店長の皆様、
福岡でのネットワークを広げませんか？

10.1

髙島市長に要望書を提出する藤永会頭

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

提　言

福岡市政に対する提言

　当所は 10月1日、「福岡市政に対する提

言」を福岡市の髙島市長と福岡市議会の川上

議長に提出した。藤永会頭は挨拶で「中小企

業・小規模事業者は、人材不足・働き方改革・

事業承継・IT活用による生産性向上といった

様々な経営課題に直面している。地域活性化

や中小企業支援施策を積極的に推進し、福

岡市との協働を強力に推し進めたい」と述べ

た。髙島市長からは「これまで同様、商工会

議所の皆さんと一体となってぜひ成長戦略を

推し進めていきたい」と力強い回答があった。

提言の概要は本誌22ページに掲載
しています。

場では、展示商談会や個別商談会を実施

し、2日間で約4,300名が来場した。本年

度より、「九州・山口こだわりの食」大商談

会と同時開催し、九州の強みや多様な魅

力をより強く発信した。

【九州うまいもの大食堂】

　10月7日～8日の2日間、天神中央公園

にて開催。九州各地から選りすぐりの 65

社・団体が出店した。初日が台風で中止と

なったが、2日間で約9万1千人のお客様が

来場し、大盛況であった。
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FCCI NEWS 会議所の動き

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

RORO船「博多港／敦賀港」

新規航路開設について 

　このたび、内航船社である「近海郵

船株式会社」様より、来年4月に博多港

と敦賀港（福井県）を結ぶRORO 船※

の新規定期航路開設を行う旨、発表

がありました。敦賀港は、関西、中京、

北陸圏域へのアクセスに優れた港で

あり、博多港－敦賀港間の新たな流

通網ができることで、福岡市の物流

拠点としての重要性がさらに高まり

ます。ご利用をぜひご検討ください。

※RORO船とは…貨物を積んだトレーラーが直接船

の中に乗り込み、貨物の積みおろしをする船

【お問い合わせ】

福岡市港湾空港局物流推進課

TEL 092-282-7168

E-mail：butsuryu.PHB@

　　　　 city.fukuoka.lg.jp

労働基準監督署からのお知らせ

働き方改革に取り組みましょう！

 

　働き方改革を進めるに当たっては、

正しく労働関係法令や制度を理解した

上で進めることが大切です。そのため、

本年度労働基準監督署では、既存の労

働関係法令や制度、働き方改革関連法

で改正された労働基準法について、事

業所を訪問して説明する行政サービス

を展開しています。また、働き方改革

を進めるに当たっての必要な情報（取組

事例や助成金制度、各種相談機関のご

案内など）も合わせて提供しております。

気軽に電話でお申し込みください。費

用無料、事前の資料準備も不用。

【お問い合わせ】

福岡中央労働基準監督署（支援班）

TEL 092-761-5607

厚生労働省主催「テレワークに関

する体験型イベント in 福岡」開催

　本イベントは、テレワークの利用に興味

のある方を対象に、パソコンを用いての体

験等により、テレワークのメリットを実感

いただくとともに、テレワークにおける労

務管理の解説を行うなどテレワークの導

入に役立つ内容で開催いたします（無料）。

▶日時　11月28日（水）

　9:30～12:00、14:30～17:00

▶場所　富士ゼロックス

　DOCUMENT HUB Square Fukuoka

▶ホームページ

　http://teleworkevent.jp/no07.html

【お問い合わせ】

受託：（一社）日本テレワーク協会

TEL 03-5577-4572

E-mail：seminar@japan-telework.or.jp

10.17

西口氏の講演に熱心に耳を傾ける参加者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

福岡県プロフェッショナル人材
戦略拠点セミナー

　当所は10月17日、博士（技術経営）  西

口泰夫 氏（元京セラ㈱代表取締役会長 兼 

CEO、京都府プロフェッショナル人材戦略

拠点 戦略マネージャー）を講師に迎え、標

記セミナーを開催。企業の経営者、経営

層、人事担当者等 156 名が参加した。講

演会で西口氏は、グローバル規模で起こる

多くの環境変化の中で企業がいかに持続的

成長を図るかについて、技術経営の視点か

ら解説。参加者からは、「『経営は科学であ

る』『部署最適から全体最適へ』という考え

が興味深かった」といった声が寄せられた。

10.17

和智氏の話を熱心に聴く参加者

●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
10月例会

　福岡商工会議所女性会（会長＝森 純

子・㈱如水庵  取締役副社長）は 10月17

日、女性会会員の和智法律事務所 弁護士 

和智凪子 氏を講師に迎え、『今どきの家事

事件』をテーマに10月例会を開催。36 名

が参加した。

　講演会で和智氏は、離婚（離婚事件）や

相続（遺産分割事件）等などについて幅広

くお話をされた。また終了後には、理事会

の報告が行われた。

10.24

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会

第594回常議員会

　当所は 10月24日、第 594 回常議員会

を開催した。

　常議員会では、9月度の会員入会につい

て審議し、原案通り承認された。

　引き続き、第2四半期の事業進捗状況、

第 2 四半期の地場企業の経営動向調査結

果 、 9 月の会員事 業 所 訪 問レポート 、

Food EXPO Kyushu、博多伝統芸能館を活

用した観光振興の取り組みの報告等が行

われた。

　また、繊維ファッション部会からは、津

田部会長より講演会の開催について案内が

あった。
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会議所の動き

パブリックインフォメーション

RORO船「博多港／敦賀港」

新規航路開設について 

　このたび、内航船社である「近海郵

船株式会社」様より、来年4月に博多港

と敦賀港（福井県）を結ぶRORO 船※

の新規定期航路開設を行う旨、発表

がありました。敦賀港は、関西、中京、

北陸圏域へのアクセスに優れた港で

あり、博多港－敦賀港間の新たな流

通網ができることで、福岡市の物流

拠点としての重要性がさらに高まり

ます。ご利用をぜひご検討ください。

※RORO船とは…貨物を積んだトレーラーが直接船
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福岡市港湾空港局物流推進課
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E-mail：butsuryu.PHB@

　　　　 city.fukuoka.lg.jp

労働基準監督署からのお知らせ

働き方改革に取り組みましょう！

 

　働き方改革を進めるに当たっては、
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10.17

西口氏の講演に熱心に耳を傾ける参加者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援
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10.17
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　講演会で和智氏は、離婚（離婚事件）や

相続（遺産分割事件）等などについて幅広

くお話をされた。また終了後には、理事会

の報告が行われた。

10.24

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会

第594回常議員会

　当所は 10月24日、第 594 回常議員会

を開催した。

　常議員会では、9月度の会員入会につい

て審議し、原案通り承認された。

　引き続き、第2四半期の事業進捗状況、

第 2 四半期の地場企業の経営動向調査結

果 、 9 月の会員事 業 所 訪 問レポート 、

Food EXPO Kyushu、博多伝統芸能館を活

用した観光振興の取り組みの報告等が行

われた。

　また、繊維ファッション部会からは、津

田部会長より講演会の開催について案内が

あった。

＜問い合わせ先＞

福岡商工会議所　会員サービス部　会員組織・共済グループ
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ビル 6F
TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810

アクサ生命保険株式会社　福岡支社　福岡営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ビル 7F
TEL 092-431-8056　FAX 092-431-8058

福岡商工会議所共済制度

ベストウィズクラブキャンペーン
　福岡商工会議所では会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを目的に、

当所委託先生命保険会社・アクサ生命保険（株）と連携し、ベストウィズキャン

ペーンを実施しております。

　経営者・役員をはじめ、従業員とそのご家族の皆様の万が一の保障や退職金準

備他、入院・介護、老後に備えた様々なニーズにお応えいたします。

　この機会にぜひご検討くださいますようお願いいたします。

実施
期間 2018年9月18日～2018年11月30日

お気軽に商工会議所へお問い合わせください。

退職金を

準備したい

万が一の

保障を準備

したい

従業員の

福利厚生を

充実したい

PR
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人材不足の解消に繋がる育児・介護両立

支援セミナー
-------------------------------------------------------

●日時＝11月27日（火）●会場＝福

岡商工会議所5階501会議室●対象

＝中小企業の経営者及び人事労務担

当者●講師＝［第一部］中央育児プラ

ンナー  山内  里佳氏［第二部］中央介護プランナー  

伊井  伸夫氏●内容＝①中小企業における人材確

保の課題、②育児・介護休業支援プラン策定のポ

イント、③人材の定着化に成功！モデルプラン活用

企業の実例紹介、④両立支援等助成金のご案内、⑤

プランナーによる個別相談会（要事前申込）●参加

費＝無料●定員＝60名（先着順）●お問い合わせ＝

商業・雇用支援グループTEL 092-441-2169

※詳細は同封のチラシをご覧ください。

小売商業部会主催講演会・交流会

「生きる～恵まれない幸せ～」
-------------------------------------------------------

●日時＝11月26日（月）［講演会］

16:00～17:30（開場 15:30）［交流

会］17:40～19:00●場所＝ホテル

ニューオータニ博多「芙蓉の間」（福

岡市中央区渡辺通1-1-2）●講師＝矢野  博丈氏  株

式会社大創産業  会長兼ファウンダー（創業者）●

定員＝［講演会］200名、［交流会］80名（申込先着

順）●参加費＝［講演会］無料、［交流会］4,000円

（お一人様）●申込方法＝当所HPまたはFAXにて

お申し込み●申込締切＝11月16日（金）

※詳細は同封のチラシをご覧ください。

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～
-------------------------------------------------------

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＝12月6日（木）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＝

11月30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

第83回　1～3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。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＝12月

10日（月）～2019年1月18日（金）●受験料＝1

級 7,710円、2級 5,660円、3級 4,120円

第215回　1～6級

そろばん（珠算）
-------------------------------------------------------

そろばんを学習することで計算力や暗算力はもとよ

り、集中力や持久力・記憶力なども養われ学力全体

の向上が期待できます。●申込期間＝12月12日

（水）～12月14日（金）●受験料＝1級 2,300円、2

級 1,700円、3級 1,500円、4～6級 1,000円

※福岡珠算振興会ホームページでは、そろばん教

室（認定塾）をご紹介しています。

http://www.fukuoka-soroban.com/

劇団四季『恋におちたシェイクスピア』
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【Ｓ席会員限定割引プラン】9,720円

→8,740円、【良席プラン】Ｓ席2組4名様●対象日

程＝12月23日（日）～2019年１月6日（日）●申込

締切＝各対象公演2週間前まで●場所＝キャナル

シティ劇場●申込方法＝当所HPにてお申し込み

※3歳以上有料（2歳以下入場不可、有料託児

サービスあり）

シルク・ドゥ・ソレイユ

ダイハツ　キュリオス　福岡公演
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【SS席】特別割引あり（日程・曜日・

時間帯により料金が異なりますので、詳しくはHP

をご確認ください）●対象日程＝2019年2月16日

（土）～3月19日（火）●申込締切＝2019年1月

10日（木）●場所＝福岡ビッグトップ（筥崎宮外苑）

●申込方法＝当所HPよりパスワード［kurios19］

を入力の上、お申し込み

島津亜矢特別公演
-------------------------------------------------------

●優待内容＝特別先行販売【A席】13,000円、【B

席】7,000円●対象日程＝2019年1月15日（火）

13:00～、1月20日（日）11:00～、1月26日

（土）16:00～●場所＝博多座●申込方法＝当所

HPにてお申し込み

※各日先着10名

DRUM TAO2018「RHYTHM of TRIBE

～時空旅行記～FINAL」
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【久留米公演】S席 6,000 円→

5,400円、【北九州公演】S席6,700円→6,030

円、【福岡公演】S席6,700円→6,030円●対象日

程＝【久留米公演】12月6日（木）19:00、【北九州

公演】12月8日（土）17:00、【福岡公演】12月10

日（月）19:00、12月11日（火）①13:00、②

19:00●申込締切＝11月22日（木）●場所＝【久

留米公演】久留米シティプラザ、【北九州公演】北

九州ソレイユホール、【福岡公演】福岡市民会館●

申込方法＝当所HPにてお申し込み 

※車椅子でのご来場の方は直接TAO事務局まで

お問い合わせください。

※企画チケットはなくなり次第終了となります。

九州交響楽団

ニューイヤーコンサート福岡
-------------------------------------------------------

●優待内容＝S席良席（限定10席）【S席】1枚：

5,500円●対象日程＝2019年１月６日（日）

15:00開演●申込締切＝12月21日（金）●場所

＝アクロス福岡シンフォニーホール●申込方法＝

当所HPにてお申し込み 

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。

試
験
日

2/20
（水）

試
験
日

2/10
（日）

Photos Martin Girard, Pierre Manning  shootstudio.ca
© 2014 Cirque du Soleil

福岡商工会議所からのご案内
※掲載の価格は全て税込です。

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
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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
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「販売のプロ」を認定する定番資格です。商品の

開発や仕入、販売、物流などを効率的かつ効果
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10日（月）～2019年1月18日（金）●受験料＝1

級 7,710円、2級 5,660円、3級 4,120円
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そろばんを学習することで計算力や暗算力はもとよ

り、集中力や持久力・記憶力なども養われ学力全体
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ダイハツ　キュリオス　福岡公演
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【SS席】特別割引あり（日程・曜日・

時間帯により料金が異なりますので、詳しくはHP

をご確認ください）●対象日程＝2019年2月16日

（土）～3月19日（火）●申込締切＝2019年1月

10日（木）●場所＝福岡ビッグトップ（筥崎宮外苑）

●申込方法＝当所HPよりパスワード［kurios19］

を入力の上、お申し込み

島津亜矢特別公演
-------------------------------------------------------

●優待内容＝特別先行販売【A席】13,000円、【B

席】7,000円●対象日程＝2019年1月15日（火）

13:00～、1月20日（日）11:00～、1月26日

（土）16:00～●場所＝博多座●申込方法＝当所

HPにてお申し込み

※各日先着10名

DRUM TAO2018「RHYTHM of TRIBE

～時空旅行記～FINAL」
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【久留米公演】S席 6,000 円→

5,400円、【北九州公演】S席6,700円→6,030

円、【福岡公演】S席6,700円→6,030円●対象日

程＝【久留米公演】12月6日（木）19:00、【北九州

公演】12月8日（土）17:00、【福岡公演】12月10

日（月）19:00、12月11日（火）①13:00、②

19:00●申込締切＝11月22日（木）●場所＝【久

留米公演】久留米シティプラザ、【北九州公演】北

九州ソレイユホール、【福岡公演】福岡市民会館●

申込方法＝当所HPにてお申し込み 

※車椅子でのご来場の方は直接TAO事務局まで

お問い合わせください。

※企画チケットはなくなり次第終了となります。

九州交響楽団

ニューイヤーコンサート福岡
-------------------------------------------------------

●優待内容＝S席良席（限定10席）【S席】1枚：

5,500円●対象日程＝2019年１月６日（日）

15:00開演●申込締切＝12月21日（金）●場所

＝アクロス福岡シンフォニーホール●申込方法＝

当所HPにてお申し込み 

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。

試
験
日

2/20
（水）

試
験
日

2/10
（日）

Photos Martin Girard, Pierre Manning  shootstudio.ca
© 2014 Cirque du Soleil

福岡商工会議所からのご案内
※掲載の価格は全て税込です。

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

烈なコミットメントを宣言して、組織の意識改革を行うことの
重要性を強調した。

　本来、SDGsの大きな柱である環境問題への取り組みは、
日本のお家芸であったはずである。歴史的に見て、西洋と日
本では「自然」に対する捉え方が根本的に異なる。この違い
は、両地域の哲学観・宗教観に起因している。

　二元論的な発想をする西洋では、自然は人間の外にあり、
人間に対立するものだと考える。例えば、近世哲学の祖とい
われるデカルトは、自然を生命のない大仕掛けの機械だと考
え、自然科学の発展を通じて、人間が自然を利用することに
主眼を置いた。

　これに対して、一元論的な発想法をする日本では、自然は
人間の内にあるものと捉える。古来、日本人は自然を神聖な
ものだと考え、自然と一体化する生き方を重視してきた。

　こうした発想の違いを前提とすれば、本来わが国はグロー
バルな環境問題のフロントランナーになるべきだろう。わが国
の歴史や文化を踏まえた上で、国際社会に向けた「環境立
国」としての情報発信が切に望まれるところである。

　世界的なプラスチックごみの堆積は、深刻な環境汚染を引
き起こしている。近年は欧州諸国を中心に、プラスチック製の
ストローを廃止し、環境への負荷が少ない紙製のストローを使
用する外食企業が増えている。日本はペットボトルなどの廃プ
ラスチックの7割を中国に輸出しており、その量は東京ドーム
3杯分に達する。こうした状態が続くと、50年には、海中で
魚類よりも廃プラスチックの方が多くなってしまうとみられてい
る。子や孫の世代に美しい地球を残すために、そんな事態だ
けは何としても避けなくてはならない。今こそ、日本の企業経
営者の覚悟が問われている。

（9月20日執筆）

　最近、世界的にSDGsが大きな関心を集めている。

　既にご存じの読者の方も多いかもしれないが、SDGs
（Sustainable Development Goals）とは、2015年9月の国連サ
ミットで採択された、16年から30年までの「持続可能な開発
目標」を指す。具体的には、「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」
「すべての人に健康と福祉を」「質の高い教育をみんなに」「ジェ
ンダー平等を実現しよう」「安全な水とトイレを世界中に」「エ
ネルギーをみんなに  そしてクリーンに」「働きがいも  経済成長
も」「産業と技術革新の基盤をつくろう」「人や国の不平等をな
くそう」「住み続けられるまちづくりを」「つくる責任  つかう責
任」「気候変動に具体的な対策を」「海の豊かさを守ろう」「陸
の豊かさも守ろう」「平和と公正をすべての人に」「パートナー
シップで目標を達成しよう」という17のゴールと、169のター
ゲットから構成されている。

　先日、読売テレビ（日本テレビ系列）の人気報道番組
「ウェークアップ！ぷらす」が、私がいつも胸に17色のSDGs
バッジを着けているのを見て、SDGsについてインタビューして
くれた。

　残念ながら、日本企業はSDGsへの取り組みが遅れてい
る。その本質的な理由は以下の通りだ。

　欧米企業は、最初にトップダウンで社会のあるべき理想像
を示した上で、それに向けて現場がイノベーションを起こすべ
く一丸となって努力する。何事もまずはやってみることが大切
である。もし目標が達成できなければ、いつでも変更すれば
良いのだ。

　これに対して、日本企業は過度に無謬（むびゅう）性にこだ
わり、現状の技術レベルを前提にボトムアップで経営計画を
つくる。だから、SDGsへの取り組みが遅 と々して進まない。
筆者は、同番組のインタビューで、経営トップがSDGsへの強

SDGsへの取り組みを
強化せよ
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。2018年より経済同友会幹事。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。

時代を読み解く

ツボ

FASHION  MONTH  FUKUOKA  ASIA（Fマンス）

お問い合わせ／福岡アジアファッション拠点推進会議事務局（産業振興部内）　TEL 092-441-1119 

●服飾・雑貨・アートにまつわる企画制作・販売を行っている個人・法人・団体・学校
●ファッションショーの企画制作・出演等を行っている法人・団体・学校
●美容等その他、ファッションに伴う活動を行っている個人・団体・学校など
●商業施設・ショップ・イベント会場等、期間中にスペースをご提供いただける企業・団体

FASHION  MONTH  FUKUOKA  ASIA  2019

参加施設とコミュニティ大募集！！
ファッションで福岡の街全体を盛り上げよう！と発足したシティイベント、ファッションウィーク福岡（F.W.F）を、
名称、期間を変更して、内容をパワーアップしてリニューアル。

Fマンス期間中に参加施設のスペースを使ってオリジナルコンテンツを発表いただける方、また、場所の提供をしていただける
施設を募集します。

Ｆマンス概要

募集
概要

対象

開催期間／2019年2月2日（土）～3月10日（日）※予定
実施エリア／福岡市内全域（主に博多・天神エリア）

開催日時／2018年11月27日（火）13:00～（予定）
会　　場／福岡市内会議室
応募方法／お問い合わせ、参加申込は info＠f-month.com までメールにてご連絡ください。

参加施設・コミュニティ  マッチングミーティング

「ファッションマンスフクオカアジア」
をともに盛り上げていただく
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鶏白湯ラーメン絶好鳥

（株）ファーストコーポレーション

（株）J. GROUND

（株）ケイエム

九州機電（株）  福岡支店

（株）津力

NOB  DATA

（株）かぶきや

（有）西日本ネットワーク

ファイナンシャル学院

税理士法人ヤマト

ビストロクワバラ

KKアドバンス（同）

マイスターコーティング  福岡中央店

食堂なおき

khp六本松スタジオ

SBギフト（株）

整体院TAKA

すこやか鍼灸院

BENESU  大橋店

（有）アルテス・ソフト

ハマモト経営

オレンジ通り司法書士事務所

（有）伊都エステート

あつひろ農園

（株）福智ブランドファクトリー

（有）清力旅館

飲食店営業（ラーメン店）

太陽光事業（卸売）

地盤改良工事

物流倉庫管理システム構築

電機機械器具販売

LED照明輸入販売

データ活用のコンサルティング

厨房設置・搬入事業及び機器販売

電気通信工事業

成人向け金融リテラシー塾

税務代理

飲食店

機器卸売

ハウスコーティング

飲食店

写真撮影スタジオ

携帯電話およびインターネットを利用した通信販売システムの企画、構築及び運営等

整体

鍼灸の施術

靴・履物小売業（機能性健康靴）

ソフト開発

経営コンサルティング

不動産登記

不動産管理

いちごの小売・卸売

菓子製造

旅館業

福岡市東区箱崎1-12-14  1階

福岡市東区多の津1-14-1  FRCビル9階

福岡市東区香椎照葉7-3-13

福岡市博多区博多駅前3-26-29  九勧博多ビル8階

福岡市博多区博多駅南1-8-13  博多駅南Rビル7階

福岡市博多区美野島2-16-13  美野島Aビル202号

福岡市博多区美野島4-1-10  パロス美野島1307

福岡市博多区店屋町3-21-1階

福岡市博多区西月隈6-1-14

福岡市中央区春吉3-21-18  第10ダイヨシビル8階802

福岡市中央区渡辺通2-6-12  八千代ビルYA55 705号室

福岡市中央区渡辺通3-7-1  ボヌール南天神1階

福岡市中央区清川3-2-9-201

福岡市中央区白金1-12-25-306

福岡市中央区赤坂3-9-31  パークアベニューけやき通り1F-B

福岡市中央区輝国2-16-21

福岡市中央区地行浜2-2-2

福岡市南区玉川町5-8  グレース高宮101

福岡市南区柳河内1-9-20

福岡市南区大橋1-4-20-1階

福岡市城南区長尾1-6-8

福岡市城南区樋井川2-6-41-2

福岡市早良区西新1-7-26  アトリーチェ西新1階

福岡市西区周船寺3-25-2  プリマベーラ伊都1階

春日市下白水南7-110-501

田川郡福智町神崎1056-30

佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦1672-2

鶏の旨みが強く、飲み干せるアッサリスープが特長のお店です

太陽光発電システム用部材の専門商社で、日本全国対応しています

建築物の敷地の補強、地盤改良工事、杭工事一式を行っています

物流システム開発業界で、揺るぎないリーディングカンパニーを目指しています

技術を提供、エコも追及　ご満足を売るまごころの営業

最新LED商品を低コストですぐに導入いただけます

データサイエンティストのネットワークでビッグデータを徹底活用

厨房のことならお任せください

お客様に喜んでいただける企業を目指しています

月々3万円の投資で資産1000万を築く方法を2か月で学べます

「顧客の問題解決を支える」ことが私たちの仕事の定義です

バヴェットステーキにのせて仏食文化の最たるソースの魅力を発信

水素アンチエイジングと事業経費削減で人と企業を元気にします！

住宅設備を汚れや傷から守り、お手入れもとても楽になります

九州各地と京都の安全で美味しい食材を体に優しい料理でおもてなし

プロのスタジオで自分で写真撮りませんか？

モバイルを使った効果的な販促・集客をお手伝いします

子育てママさん応援の店！産後ケアにも特化し赤ちゃん連れOK！

鍼灸でみなさまの健康づくりの手伝いをさせてください

足から健康になるサービスを提供。正しい靴選びと歩き方をご提案!!

ソフト開発・HP制作やエアコン等のお掃除お任せください

事業承継、人材育成、経営革新、補助金申請のお手伝いをします

税理士と共同で相続対策案を提案しています。ぜひご相談ください

地域密着を第一にみなさまに愛される企業を目指しています

オリジナルブランド苺「みつのか」をお届けしています

こだわりの農産物を使ったジェラートを製造しています

玄界灘でとれた新鮮な魚介類を使った料理が自慢の海辺の宿

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

　　　―

092-624-2525

092-410-2888

092-409-1360

092-475-6636

092-435-8588

　　　―

092-263-1340

092-588-3507

092-791-6001

092-985-0325

092-726-7883

080-6404-9543

092-791-8386

092-406-6606

092-406-0662

092-847-2165

092-555-9611

092-983-3076

092-555-4925

092-871-9654

090-5933-1123

092-401-1147

092-807-0323

092-776-4362

0947-22-4303

0955-82-2311

生花（切花、アレンジ含む）販売

看板のプランニング・制作・施工

法律事務処理

電気工事業

管工事業

飲食業

パーソナルトレーニングジム

very  smile.

フラットサイン

福岡シティ法律事務所

（株）創和電業

（株）機創工業

やきとり  ぜんき

（株）ライフオーダー

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

福岡市油山市民の森の管理運営

パンの製造・販売

JGAP診査・認証

一般財団法人福岡市市民の森協会

紺青

S＆Sサーティフィケーション（株）  つくば事務所

早
良
区

茨
城
県

営業内容／事業所名

果物小売り、飲食業

化粧品販売業

営業・販売促進業務代行

ダーツバー

蒸料理

飲食店の経営

飲食店

（株）スピードマスターキャピタルマネジメント

（株）ビューティックスインターナショナル

フィクスコミュニケーションズ（株）  福岡営業所

ONE  OFF  WORLD

蒸屋  じょうきげん

（有）エフケイケイ

みんなのイタリアン

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。

お知り合いの方をご紹介ください！

福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...

田
川
郡

佐
賀
県

お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

のご案内
福岡商工会議所では会員事業所にお勤めの「永年勤続従業員」や「事業所の発展に寄与された従業員」「災害防止に寄与した

従業員」の方々を対象に、「優良従業員表彰」を実施しています。

本制度は、従業員の勤労意欲の高揚と定着性の向上を図り、市内商工業の健全な発展を図ることを目的としています。

従業員の方々の日頃の頑張りを称え、さらなる発展のためにぜひご活用ください。

10年以上同一事業所に勤務し、かつ、業務に精励し技能優

秀で能率が優れ、他の模範となるもの

表彰の種類

永年勤続表彰（ 年ごとに表彰）永年勤続表彰（ 年ごとに表彰）

創意工夫、改善などにより重大なる事故または災害を未然に

防止したもの　等

災害防止功労者表彰災害防止功労者表彰

・企業の業績向上に著しく貢献したもの

・技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの　等

企業の発展貢献者表彰企業の発展貢献者表彰

おひとり 円（表彰状、表彰状丸筒、記念品代：税込）

※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月中旬に事業所にお届けします。

お申込金

●会員事業所のみなさまのニーズにお応えできるよう「通

年」で受付を行っています。

●表彰状は、当所会頭名、または、当所会頭ならびに貴

社代表の方との連名表彰をお選びいただけます。

●表彰状は、貴社のご希望の表彰日にて作成いたします。

●記念品は、「筆記具」「博多織小物」の中からお選びいた

だけます。

通年お申し込みが可能です！
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中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

春
日
市

東
区

博
多
区

鶏白湯ラーメン絶好鳥

（株）ファーストコーポレーション

（株）J. GROUND

（株）ケイエム

九州機電（株）  福岡支店

（株）津力

NOB  DATA

（株）かぶきや

（有）西日本ネットワーク

ファイナンシャル学院

税理士法人ヤマト

ビストロクワバラ

KKアドバンス（同）

マイスターコーティング  福岡中央店

食堂なおき

khp六本松スタジオ

SBギフト（株）

整体院TAKA

すこやか鍼灸院

BENESU  大橋店

（有）アルテス・ソフト

ハマモト経営

オレンジ通り司法書士事務所

（有）伊都エステート

あつひろ農園

（株）福智ブランドファクトリー

（有）清力旅館

飲食店営業（ラーメン店）

太陽光事業（卸売）

地盤改良工事

物流倉庫管理システム構築

電機機械器具販売

LED照明輸入販売

データ活用のコンサルティング

厨房設置・搬入事業及び機器販売

電気通信工事業

成人向け金融リテラシー塾

税務代理

飲食店

機器卸売

ハウスコーティング

飲食店

写真撮影スタジオ

携帯電話およびインターネットを利用した通信販売システムの企画、構築及び運営等

整体

鍼灸の施術

靴・履物小売業（機能性健康靴）

ソフト開発

経営コンサルティング

不動産登記

不動産管理

いちごの小売・卸売

菓子製造

旅館業

福岡市東区箱崎1-12-14  1階

福岡市東区多の津1-14-1  FRCビル9階

福岡市東区香椎照葉7-3-13

福岡市博多区博多駅前3-26-29  九勧博多ビル8階

福岡市博多区博多駅南1-8-13  博多駅南Rビル7階

福岡市博多区美野島2-16-13  美野島Aビル202号

福岡市博多区美野島4-1-10  パロス美野島1307

福岡市博多区店屋町3-21-1階

福岡市博多区西月隈6-1-14

福岡市中央区春吉3-21-18  第10ダイヨシビル8階802

福岡市中央区渡辺通2-6-12  八千代ビルYA55 705号室

福岡市中央区渡辺通3-7-1  ボヌール南天神1階

福岡市中央区清川3-2-9-201

福岡市中央区白金1-12-25-306

福岡市中央区赤坂3-9-31  パークアベニューけやき通り1F-B

福岡市中央区輝国2-16-21

福岡市中央区地行浜2-2-2

福岡市南区玉川町5-8  グレース高宮101

福岡市南区柳河内1-9-20

福岡市南区大橋1-4-20-1階

福岡市城南区長尾1-6-8

福岡市城南区樋井川2-6-41-2

福岡市早良区西新1-7-26  アトリーチェ西新1階

福岡市西区周船寺3-25-2  プリマベーラ伊都1階

春日市下白水南7-110-501

田川郡福智町神崎1056-30

佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦1672-2

鶏の旨みが強く、飲み干せるアッサリスープが特長のお店です

太陽光発電システム用部材の専門商社で、日本全国対応しています

建築物の敷地の補強、地盤改良工事、杭工事一式を行っています

物流システム開発業界で、揺るぎないリーディングカンパニーを目指しています

技術を提供、エコも追及　ご満足を売るまごころの営業

最新LED商品を低コストですぐに導入いただけます

データサイエンティストのネットワークでビッグデータを徹底活用

厨房のことならお任せください

お客様に喜んでいただける企業を目指しています

月々3万円の投資で資産1000万を築く方法を2か月で学べます

「顧客の問題解決を支える」ことが私たちの仕事の定義です

バヴェットステーキにのせて仏食文化の最たるソースの魅力を発信

水素アンチエイジングと事業経費削減で人と企業を元気にします！

住宅設備を汚れや傷から守り、お手入れもとても楽になります

九州各地と京都の安全で美味しい食材を体に優しい料理でおもてなし

プロのスタジオで自分で写真撮りませんか？

モバイルを使った効果的な販促・集客をお手伝いします

子育てママさん応援の店！産後ケアにも特化し赤ちゃん連れOK！

鍼灸でみなさまの健康づくりの手伝いをさせてください

足から健康になるサービスを提供。正しい靴選びと歩き方をご提案!!

ソフト開発・HP制作やエアコン等のお掃除お任せください

事業承継、人材育成、経営革新、補助金申請のお手伝いをします

税理士と共同で相続対策案を提案しています。ぜひご相談ください

地域密着を第一にみなさまに愛される企業を目指しています

オリジナルブランド苺「みつのか」をお届けしています

こだわりの農産物を使ったジェラートを製造しています

玄界灘でとれた新鮮な魚介類を使った料理が自慢の海辺の宿

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

　　　―

092-624-2525

092-410-2888

092-409-1360

092-475-6636

092-435-8588

　　　―

092-263-1340

092-588-3507

092-791-6001

092-985-0325

092-726-7883

080-6404-9543

092-791-8386

092-406-6606

092-406-0662

092-847-2165

092-555-9611

092-983-3076

092-555-4925

092-871-9654

090-5933-1123

092-401-1147

092-807-0323

092-776-4362

0947-22-4303

0955-82-2311

生花（切花、アレンジ含む）販売

看板のプランニング・制作・施工

法律事務処理

電気工事業

管工事業

飲食業

パーソナルトレーニングジム

very  smile.

フラットサイン

福岡シティ法律事務所

（株）創和電業

（株）機創工業

やきとり  ぜんき

（株）ライフオーダー

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

福岡市油山市民の森の管理運営

パンの製造・販売

JGAP診査・認証

一般財団法人福岡市市民の森協会

紺青

S＆Sサーティフィケーション（株）  つくば事務所

早
良
区

茨
城
県

営業内容／事業所名

果物小売り、飲食業

化粧品販売業

営業・販売促進業務代行

ダーツバー

蒸料理

飲食店の経営

飲食店

（株）スピードマスターキャピタルマネジメント

（株）ビューティックスインターナショナル

フィクスコミュニケーションズ（株）  福岡営業所

ONE  OFF  WORLD

蒸屋  じょうきげん

（有）エフケイケイ

みんなのイタリアン

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）

ご入会、誠にありがとうございます。

お知り合いの方をご紹介ください！

福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...

田
川
郡

佐
賀
県

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

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

のご案内
福岡商工会議所では会員事業所にお勤めの「永年勤続従業員」や「事業所の発展に寄与された従業員」「災害防止に寄与した

従業員」の方々を対象に、「優良従業員表彰」を実施しています。

本制度は、従業員の勤労意欲の高揚と定着性の向上を図り、市内商工業の健全な発展を図ることを目的としています。

従業員の方々の日頃の頑張りを称え、さらなる発展のためにぜひご活用ください。

10年以上同一事業所に勤務し、かつ、業務に精励し技能優

秀で能率が優れ、他の模範となるもの

表彰の種類

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

創意工夫、改善などにより重大なる事故または災害を未然に

防止したもの　等

災害防止功労者表彰災害防止功労者表彰

・企業の業績向上に著しく貢献したもの

・技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの　等

企業の発展貢献者表彰企業の発展貢献者表彰

おひとり 4,000円（表彰状、表彰状丸筒、記念品代：税込）
※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月中旬に事業所にお届けします。

お申込金

●会員事業所のみなさまのニーズにお応えできるよう「通

年」で受付を行っています。

●表彰状は、当所会頭名、または、当所会頭ならびに貴

社代表の方との連名表彰をお選びいただけます。

●表彰状は、貴社のご希望の表彰日にて作成いたします。

●記念品は、「筆記具」「博多織小物」の中からお選びいた

だけます。

通年お申し込みが可能です！
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税務Q&A

あくまで契約の当事者間の了解事項とされています。消費

税は資産の譲渡等という取引に着目して課される税金なの

です。

　しかし、同じキャンセル料であっても、航空運賃のキャ

ンセル料などで、払戻しのときに必ず一定の金額を徴収さ

れるものは、解約等に伴う事務手数料に該当し、消費税

の課税対象となります。

　ただし、キャンセル料に「事務手数料部分」と「損害賠

償金」の両方が含まれている場合で、その区分が明記され

ていないときは、全額が消費税の課税対象となりません。

（消費税法基本通達5-5-2）

3．損害賠償金と消費税

　また、損害賠償金として支払われる金額であっても、

消費税が課税されることがあります。たとえば、賃貸中

の事務所の退去が遅れたために、貸主が借主から損害

賠償金を受け取ったような場合がそれに当たります（消

費税法基本通達5-2-5）。実質をみれば、家賃を受け

取って事務所を貸しているのとなんら変わりがないからで

す。このことからも消費税が資産の譲渡等という取引に

着目した税金であることが判ります。

　このように、その取引が消費税の課税対象であるかど

うかの判定は簡単でない場合が多くあります。来年消費

税の税率引上げが予定されていますので、判定の正確性

も金額的に重要性を増しています。迷ったら早めに税理

士にご相談ください。

　予定の当日に出張が取りやめとなり、当

初支払っていた消費税を含む旅費の全額を

キャンセル料として旅行会社に徴収されま

した。この場合、当社が負担した消費税相当額は仕入税

額控除の対象となりますか？

　この場合のキャンセル料は、旅行会社の

逸失利益等に対する損害賠償金に該当する

と考えられますので、消費税の課税対象と

はなりません。したがって、キャンセル料に当初支出し

た消費税に相当する金額が含まれていたとしても、課税

仕入れにかかる支払対価とはならず、仕入税額控除の対

象となりません。

1．消費税の課税対象である資産の譲渡等

　消費税は、国内において事業者が事業として対価を得

て行う資産の譲渡等を課税の対象としています。資産の

譲渡等とは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡

及び貸付け並びに役務の提供等をいう。」（消費税法2条

1項8号）と規定されています。

2．キャンセル料と消費税

　運賃やホテル代などの旅費は、役務の提供の対価です

が、キャンセルされた場合は、役務の提供が行われてい

ませんから、消費税の課税対象とはなりません。

　旅行会社が受け取ったキャンセル料は、旅行が実施さ

れれば本来得ることができたであろう利益がなくなったこ

とに対する補てん金（損害賠償金）としての性格のもので

すから、資産の譲渡等の対価に該当しないため、消費税

の課税の対象とはなりません。

　この事例では、当初の航空運賃全額がキャンセル料と

して徴収されているので、それに消費税相当額が含まれ

ているのに消費税が課税されないとは？ と不思議に思わ

れるかもしれませんが、キャンセル料をいくらにするかは、

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　戸江 千枝
（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）

Q

消費税の課税対象とならない取引
（キャンセル料）

A

キャンセル料

支払い済み
の

消費税の扱
いは？
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税務Q&A

あくまで契約の当事者間の了解事項とされています。消費

税は資産の譲渡等という取引に着目して課される税金なの

です。

　しかし、同じキャンセル料であっても、航空運賃のキャ

ンセル料などで、払戻しのときに必ず一定の金額を徴収さ

れるものは、解約等に伴う事務手数料に該当し、消費税

の課税対象となります。

　ただし、キャンセル料に「事務手数料部分」と「損害賠

償金」の両方が含まれている場合で、その区分が明記され

ていないときは、全額が消費税の課税対象となりません。

（消費税法基本通達5-5-2）

3．損害賠償金と消費税

　また、損害賠償金として支払われる金額であっても、

消費税が課税されることがあります。たとえば、賃貸中

の事務所の退去が遅れたために、貸主が借主から損害

賠償金を受け取ったような場合がそれに当たります（消

費税法基本通達5-2-5）。実質をみれば、家賃を受け

取って事務所を貸しているのとなんら変わりがないからで

す。このことからも消費税が資産の譲渡等という取引に

着目した税金であることが判ります。

　このように、その取引が消費税の課税対象であるかど

うかの判定は簡単でない場合が多くあります。来年消費

税の税率引上げが予定されていますので、判定の正確性

も金額的に重要性を増しています。迷ったら早めに税理

士にご相談ください。

　予定の当日に出張が取りやめとなり、当

初支払っていた消費税を含む旅費の全額を

キャンセル料として旅行会社に徴収されま

した。この場合、当社が負担した消費税相当額は仕入税

額控除の対象となりますか？

　この場合のキャンセル料は、旅行会社の

逸失利益等に対する損害賠償金に該当する

と考えられますので、消費税の課税対象と

はなりません。したがって、キャンセル料に当初支出し

た消費税に相当する金額が含まれていたとしても、課税

仕入れにかかる支払対価とはならず、仕入税額控除の対

象となりません。

1．消費税の課税対象である資産の譲渡等

　消費税は、国内において事業者が事業として対価を得

て行う資産の譲渡等を課税の対象としています。資産の

譲渡等とは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡

及び貸付け並びに役務の提供等をいう。」（消費税法2条

1項8号）と規定されています。

2．キャンセル料と消費税

　運賃やホテル代などの旅費は、役務の提供の対価です

が、キャンセルされた場合は、役務の提供が行われてい

ませんから、消費税の課税対象とはなりません。

　旅行会社が受け取ったキャンセル料は、旅行が実施さ

れれば本来得ることができたであろう利益がなくなったこ

とに対する補てん金（損害賠償金）としての性格のもので

すから、資産の譲渡等の対価に該当しないため、消費税

の課税の対象とはなりません。

　この事例では、当初の航空運賃全額がキャンセル料と

して徴収されているので、それに消費税相当額が含まれ

ているのに消費税が課税されないとは？ と不思議に思わ

れるかもしれませんが、キャンセル料をいくらにするかは、

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　戸江 千枝
（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）

消費税の課税対象とならない取引
（キャンセル料）

キャンセル料

支払い済み
の

消費税の扱
いは？

　11月25日から12月1日までの間は、「犯罪被害者週間」

です。犯罪の被害にあわれた方々が、被害から立ち直り、

再び平穏に過ごせるようになるためには、皆さんのご理解

やご配慮、ご協力が必要です。

【犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」】

　福岡県警察では、犯罪の被害にあ

われた方々の心のケアを行う相談窓

口を開設しています。女性の臨床心

理士（警察職員）が、丁寧にお聴きし

ます。
※平成30年10月、犯罪被害者相談電話「ミズ・リリーフ・ライン」から名称を変更し

ました。

【性犯罪被害相談電話「＃8103」（ハートさん）】

　福岡県内から「＃8103」にダイヤル

すると、福岡県警察本部の性犯罪被

害相談電話に繋がります。（24時間）
※男性の警察官が対応する場合もあります。

【犯罪被害給付制度】

　国内における故意の犯罪行為によって、亡くなられた方

のご遺族・重傷病を負った方・障害が残った方に国から

給付金が支給される制度です。

【国外犯罪被害弔慰金等支給制度】

　国外における故意の犯罪行為によって、亡くなられた方

のご遺族に弔慰金、重度の障害が残った方に見舞金が国

から支給される制度です。
※どちらの制度も、支給を受けるには要件があります。詳しくは、福岡県警察本部被

害者支援・相談課まで。

【犯罪被害者等電話相談「全国共通ナビダイヤル」】

　全国の被害者支援センターの相談窓口と連携して支援

を行います。被害者支援センターの開設時間内は、お住

まいのエリアの被害者支援センターにつながります。

犯罪被害者への支援

【公益社団法人　福岡犯罪被害者支援センター】

　犯罪被害にあわれた方やそのご家族を支援するとともに

社会の支援の必要性を訴える民間団体です。

■支援の内容

　●電話相談・面接相談

　●付き添いなどの直接支援（警察、

　　病院、裁判所など）

【被害者支援博多ネットワーク】

　博多警察署、博多臨港警察署、福岡空港警察署では、

犯罪被害にあわれた方を支援する目的で、病院、民間団

体、行政機関等の方 と々協力して、被害者支援の協力体

制を築いています。

　被害にあわれた方で、

　●転宅、就労をしたい。

　●障害者福祉や高齢者福祉関係で相談したい。

　●虐待による子どもの心のケアについて相談したい。

　●事件事故により精神的、身体的に傷を受けたので相談

　　したい。

　●防犯設備を強化したり、システムの相談をしたい。

等の希望がある場合は、遠慮せずにご相談ください。

　他の警察署でも同様に、関係機関と連携を図っていま

す。詳しくは下記までお問い合わせください。

TEL 092-632-7830
受付時間／月～金 9:00～17:45（祝日・年末年始を除く）

犯罪被害者等電話相談

TEL 0570-783-554
受付時間／7:30～22:00（12/29～1/3までを除く）

なやみはここよ

福岡犯罪被害者総合サポートセンター

福岡窓口：TEL 092-735-3156
北九州窓口：TEL 093-582-2796（週2回）

性暴力被害者支援センター・ふくおか

TEL 092-762-0799（24時間365日・年中無休）

お問い合わせ

公益社団法人　福岡犯罪被害者支援センター

TEL 092-735-3141
※賛助会員等を募集しています。

お問い合わせ

博多警察署総務第二課被害者支援係

TEL 092-412-0110（内線253）

お問い合わせ

福岡県警察本部総務部被害者支援・相談課

TEL 092-641-4141（内線2533、2537）

危機管理
情報室
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福岡商工会議所の実務研修講座

この他、年間を通して様々な研修講座を開催しております。

詳しくは下記HPをぜひご覧ください。

時　間／10:00～17:00
受講料／会員 15,430円
　　　　一般・特商 22,630円

ムリ・ムラ・ムダを無くす業務効率化基礎講座

講師：㈱レゾンデートル　髙原優子氏

No.35／11月22日（木）

いざという時に困らない! ビジネスコミュニ
ケーションスキルとマナーの総復習

講師：（一社）日本研修協会　木下裕子氏

No.36／12月5日（水）

仕事ができる人になる「報・連・相」徹底トレーニング

本講座では、上司が部下に徹底させたいと思う「報・連・相」
の基本と行い方を習得します。ケーススタディ、体験学習を
通じて、「報・連・相」を「する人」「される人」双方の立場を理
解し、その方法を体験していただきます。

〈対象：若手社員〉

講師：㈱ソフィアパートナーズ　増谷淳子氏

No.37／2019年1月17日（木）「自律型人財」育成講座
～マンダラチャートを活用し、職場の生産性を向上させる～

経営者やアスリートが活用し注目している思考法が、今、ビジネ
ス現場の生産性を高めています。積極性や責任感を高め、明日
から行動でき、具体的なビジネス計画を立てる方法を学びます。

〈対象：経営者・人事労務管理職〉

講師：アデコ㈱　谷 大助氏

追加講座／11月28日（水）

共通

お申し込み・お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189　FAX 092-414-6206
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/

本講座では、業務効率化の意義と必要性、進め方のポイントを再確認します。現場で活用
できる具体的な業務改善プランを立案し、中堅社員としての役割と実践方法を学びます。
また、職場のムリ・ムラ・ムダを無くすことによって、更なる顧客満足の実現を目指します。

周囲の方との良好な関係を築くためのビジネスコミュニケーションスキルと
マナーを総復習します。あやふやな知識をクリアにすることで、自信と説
得力をもって日々の業務に取り組めるようになります。長いビジネスライフ
を通じて使っていけるベーシックな能力を身につけることを目的とします。

〈対象：若手社員・中堅社員〉

〈対象：若手社員・中堅社員〉

災害時の労務問題対策講座

講師：明倫国際法律事務所　弁護士　池辺健太氏

追加講座／11月30日（金）

災害時の対応は、事前の備えが大切です。本講座では、労働
法務の基礎知識を習得するとともに、災害時に労働分野の法
規制をどのように適用すればいいのかについて、過去の災害へ
の対応事例を交えつつ、実務に活用できる知識を学びます。

〈対象：経営者・人事労務管理職〉

お客様相談
フリーダイヤル http://www.fukuoka-cgc.or.jp/０１２０-１１２-２４９ 福岡県信用保証協会 検索

【お問い合わせ先】
福岡地区担当部署

■本所営業部：☎092-415-2601
■大濠支所　：☎092-734-5923

中小企業のベストパートナー

PR

創立70周年記念保証商品「みらい70」のご案内

100万円以上 2,000万円以下（1中小企業者一口限り）
ただし、原則として直近決算（確定申告）における平均月商 2倍の範囲内

10 年以内（据置 2 年以内を含む。一括返済の場合は 2 年以内。）

運転資金・設備資金　※既存借入金の借換は不可

元金均等分割返済または一括返済

担保は不要／連帯保証人は原則として法人代表者以外は不要

金融機関が定める利率

基準保証料率から一律 0.2％割引（年 0.25％～1.70％）
※「会計参与設置会社」は、適用保証料率から0.1％引き

創立７０周年を迎えるにあたって、県内中小企業の皆さまに
感謝の意を伝えるために、保証料率を通常より０.２％引き下げ
ています。

次の❶または❷のいずれかの要件を満たす保証対象中小企業者
❶当協会のご利用実績がある方
❷申込金融機関との正常な融資取引が6ヶ月以上ある方

平成31年3月29日（金） 保証協会受付分まで

商品の特長

商品の概要

取扱期間

ご利用
いただける方

融資限度額

保証期間

資金使途

返済方法

担保/連帯保証人

貸付利率

信用保証料率

※金融機関・保証協会の審査の結果、ご希望に添えないこともございます。

20 2018  NOVEMBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



福岡商工会議所の実務研修講座

この他、年間を通して様々な研修講座を開催しております。

詳しくは下記HPをぜひご覧ください。

時　間／ ～

受講料／会員 円

　　　　一般・特商 円

ムリ・ムラ・ムダを無くす業務効率化基礎講座

講師：㈱レゾンデートル　髙原優子氏

／ 月 日（木）

いざという時に困らない! ビジネスコミュニ
ケーションスキルとマナーの総復習

講師：（一社）日本研修協会　木下裕子氏

／ 月 日（水）

仕事ができる人になる「報・連・相」徹底トレーニング

本講座では、上司が部下に徹底させたいと思う「報・連・相」
の基本と行い方を習得します。ケーススタディ、体験学習を
通じて、「報・連・相」を「する人」「される人」双方の立場を理
解し、その方法を体験していただきます。

〈対象：若手社員〉

講師：㈱ソフィアパートナーズ　増谷淳子氏

／ 年 月 日（木）「自律型人財」育成講座
～マンダラチャートを活用し、職場の生産性を向上させる～

経営者やアスリートが活用し注目している思考法が、今、ビジネ
ス現場の生産性を高めています。積極性や責任感を高め、明日
から行動でき、具体的なビジネス計画を立てる方法を学びます。

〈対象：経営者・人事労務管理職〉

講師：アデコ㈱　谷 大助氏

追加講座／ 月 日（水）

共通

お申し込み・お問い合わせ／検定・企業研修グループ　 　
：

本講座では、業務効率化の意義と必要性、進め方のポイントを再確認します。現場で活用
できる具体的な業務改善プランを立案し、中堅社員としての役割と実践方法を学びます。
また、職場のムリ・ムラ・ムダを無くすことによって、更なる顧客満足の実現を目指します。

周囲の方との良好な関係を築くためのビジネスコミュニケーションスキルと
マナーを総復習します。あやふやな知識をクリアにすることで、自信と説
得力をもって日々の業務に取り組めるようになります。長いビジネスライフ
を通じて使っていけるベーシックな能力を身につけることを目的とします。

〈対象：若手社員・中堅社員〉

〈対象：若手社員・中堅社員〉

災害時の労務問題対策講座

講師：明倫国際法律事務所　弁護士　池辺健太氏

追加講座／ 月 日（金）

災害時の対応は、事前の備えが大切です。本講座では、労働
法務の基礎知識を習得するとともに、災害時に労働分野の法
規制をどのように適用すればいいのかについて、過去の災害へ
の対応事例を交えつつ、実務に活用できる知識を学びます。

〈対象：経営者・人事労務管理職〉

お客様相談
フリーダイヤル http://www.fukuoka-cgc.or.jp/０１２０-１１２-２４９ 福岡県信用保証協会 検索

【お問い合わせ先】
福岡地区担当部署

■本所営業部：☎092-415-2601
■大濠支所　：☎092-734-5923

中小企業のベストパートナー

創立70周年記念保証商品「みらい70」のご案内

100万円以上 2,000万円以下（1中小企業者一口限り）
ただし、原則として直近決算（確定申告）における平均月商 2倍の範囲内

10 年以内（据置 2 年以内を含む。一括返済の場合は 2 年以内。）

運転資金・設備資金　※既存借入金の借換は不可

元金均等分割返済または一括返済

担保は不要／連帯保証人は原則として法人代表者以外は不要

金融機関が定める利率

基準保証料率から一律 0.2％割引（年 0.25％～1.70％）
※「会計参与設置会社」は、適用保証料率から0.1％引き

創立７０周年を迎えるにあたって、県内中小企業の皆さまに
感謝の意を伝えるために、保証料率を通常より０.２％引き下げ
ています。

次の❶または❷のいずれかの要件を満たす保証対象中小企業者
❶当協会のご利用実績がある方
❷申込金融機関との正常な融資取引が6ヶ月以上ある方

平成31年3月29日（金） 保証協会受付分まで

商品の特長

商品の概要

取扱期間

ご利用
いただける方

融資限度額

保証期間

資金使途

返済方法

担保/連帯保証人

貸付利率

信用保証料率

※金融機関・保証協会の審査の結果、ご希望に添えないこともございます。

福岡の統計 2018年9月〈平成30年9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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101.7 

101.6 

292,481 

12,927 
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15,522,274 

1,247 

14,068 

16 

183 

13 

926 

1.6

0.8

1.0

1.3

4.3

2.2

5.7

0.0

▲8.2

5.2

▲38.2

3.7

3.3

▲11.1

▲7.6

▲51.5

▲42.1

▲31.6

▲69.2

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会
（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店
（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店
（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会
（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」
（平成27年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

1.61 

125,868 

78,950 

170 

―  

―  

5,140,065 

4,770,118 

953,413 

―  

1,606,784 

581,356 

7,616 

5,999 

―  

―  

12,791 

2,159,600 

454,972 

1,239,280 

6.6

4.2

▲2.2

▲10.1

―

―

4.3

3.9

5.2

―

0.0

2.3

3.8

22.1

―

―

17.6

▲5.3

2.2

▲7.2

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

万人

台

人

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

JR西日本

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター
（福岡県内）

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

福岡北九州
高速道路公社
（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）（※2）

有効求人数（福岡県）（※2）

有効求職者（福岡県）（※2）

完全失業数（全国）（※2）

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）

PR
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Ⅱ．アジアの拠点都市に相応しい都市機能整備
１．将来を見据えた都市基盤整備
　⑴福岡空港の機能強化のための整備促進と利便性の向上
　⑵地下鉄七隈線延伸の早期整備
　⑶アイランドシティの整備促進
　①コンテナターミナルの早期整備
　②自動車専用道路アイランドシティ線の早期整備
　⑷都心部の開発推進と回遊性向上および交通渋滞の緩和
●天神ビッグバンの推進とウォーターフロント地区の再開発推進。
●博多駅・天神地区とウォーターフロント地区とのアクセスの向上。

　⑸歴史を活かした街づくり
●福岡城跡、元寇防塁跡及び旧唐津街道等の歴史的資源の保存と
景観形成・維持。

　⑹大規模開発と商店街等が共生する街づくり
●九州大学箱崎キャンパス跡地、青果市場跡地及び旧大名小学校跡
地など大規模開発に係る選定事業者と周辺の商店街・商工業者等
との情報交換や共同・連携への支援。

●周辺商店街等との回遊性の高い共存共栄可能な街づくりの推進。

２．安全・安心な街づくりの推進
　⑴飲酒運転撲滅の一層の強化
　⑵安全で快適な街づくり
　⑶防災意識の啓発活動推進および災害時の連携体制の構築

Ⅲ．地域を支える商工業者の持続・成長に向けた支援
１．中小企業・小規模事業者支援策の拡充、連携強化

２．企業のライフサイクルに対応したきめ細かい支援策の拡充
　⑴国家戦略特区を活用した創業支援の強化
●Fukuoka Growth Nextと連携した成長支援、インキュベーショ
ン施設運営の推進。
●創業間もない企業のマッチング強化や既存企業からの投資促進
のための制度創設。
●創業時の負担軽減（行政手続き窓口のワンストップ化、税負担の
軽減）。ほか

　⑵企業の持続的発展のための支援
●業務の効率化、生産性向上、経営革新（イノベーション）に資する
IT、IoTの活用促進やキャッシュレス決済の推進支援。ほか

　⑶円滑な事業承継に向けた支援
●福岡県事業承継支援ネットワークや福岡県事業引継ぎ支援セン
ターと連携した、事業承継支援の一層の促進。
●後継者不在の企業と創業希望者のマッチング機会を創出するた
めの「後継者人材バンク」の周知および活用促進。

３．人材確保への支援と多様な人材活用の推進
　⑴人材確保のための採用支援
●新卒採用やUIJターンを含めた中途人材採用のための支援の拡充。

　⑵女性・シニア・外国人・障がい者等の多様な人材活用や、働き
方改革の推進
●女性やシニアなど多様な人材活用や働き方改革を推進する経営
者の意識醸成への支援促進や実際に取り組む中小企業へのイン
センティブの付与などの施策拡充。
●外国人留学生の就職の受け入れ拡大促進。特区を活用した外国人人
材雇用の規制緩和。

　⑶地元企業を「知る」機会の創出支援

４．地域商業、商店街への支援
●消費税増税に伴う消費減退を回避するためのプレミアム付き地
域商品券への助成。
●商店街を構成する個店の集客力向上に資する講習会や店舗診断
に対する助成。

５．公共事業をはじめ地場企業の受注機会の拡大

　本提言は、「地域の活性化」や中小企業・小規模事業者の活力強化の
ための経済・産業振興、都市機能強化、商工業者の持続・成長支援
などの課題について総合的にとりまとめたものです。
　今年度は、「地域資源を活用した着地型観光の充実」「中小企業の
キャッシュレスの推進」「人材確保への支援と多様な人材活用の推進」
を重点項目と位置付けております。

〔提言概要〕

Ⅰ．福岡の強みを生かした経済・産業振興
１．食関連産業の振興やファッション等の
　　クリエイティブ関連産業の集積を通じた産業振興
　⑴食関連産業の振興
　⑵クリエイティブ（コンテンツ）関連産業の振興
●ファッション等のクリエイティブ産業の振興のための「福岡アジ
アコレクション」、「ファッションウィーク福岡」のリニューアル
事業等への支援の継続・拡充、国内外プロモーションの展開。
●クリエイティブ（コンテンツ）関連産業の振興。
●IoT・ICT等を活用してのビジネスチャンスの創出。

２．国際ビジネス促進による経済振興
●「ワンストップ海外展開相談窓口」運営への協力。ほか

３．「インバウンド」と「国内観光」の両輪による観光振興
　⑴「WITH THE KYUSHU　プロジェクト」の推進
●ラグビーワールドカップを契機とした九州への誘客および周遊
事業への協力。ほか

　⑵ MICEの推進
●国際会議などMICEの積極的な誘致・開催と、それに対応できる
ウォーターフロント地区の再開発の推進によるMICE拠点の整
備と周辺施設との連携。ほか

　⑶インバウンド訪日客の多様化への取り組み
●アジア各国への観光客誘致の拡大への働きかけ。
●欧米豪からの誘客促進、欧米豪との直行便就航の推進。ほか
　⑷ビッグイベントを活用した福岡のPR推進と経済効果の発現
　①ラグビーワールドカップ2019、2021年世界水泳選手権開催

に向けた取り組みの推進
●欧米豪からのインバウンド観戦客への積極的なPRの推進。
●スタジアムの改修や会場までのアクセス手段の整備など大会
準備の円滑な推進。

　②G20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議の成功に向けた機運醸
成と「おもてなし事業」の推進

　③2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み
　④ビッグイベント等の経済効果の最大化と持続化及び新たな

ビッグイベントの誘致
　⑸地域資源を活用した着地型観光の充実
　①伝統芸能の積極的活用

●「博多旧市街プロジェクト」の推進と「博多伝統芸能館」事業
の積極的活用と支援の強化。
●「博多芸妓」「博多独楽」「筑紫舞」「博多仁和加」など伝統芸能
の観光資源としての活用。

　②冷泉地区の観光拠点機能整備、御供所地区との回遊性向上
●体験型観光の仕組みづくりのための観光施設や事業者・店
舗等との連携によるプラットホームの構築。ほか

　③セントラルパーク構想の早期実現、福岡城跡・鴻臚館跡の整備
　④ナイトタイムエコノミーの推進
　⑹観光客受け入れ促進のための環境整備
●キャッシュレス決済の普及促進および導入促進制度の創設。
●飲食施設・商業施設のメニューや案内サインの多言語化対応支援。
●行政施設・公共空間・駅・大型商業施設等での無料Wi-Fi環境の拠
点拡大と機能向上。
●宿泊業、サービス業、飲食業など観光産業に従事する人材の確
保・育成の推進。
●違法民泊の排除と安全安心な宿泊施設の情報発信。ほか

　⑺宿泊税の導入について
●中小企業をはじめとする多様な事業者の意見を十分踏まえた、
観光振興への効果的な活用と適切な対応。

４．本社機能・政府機関などの誘致

商工会議所会員事業者の皆様からの声を基に、今後も提言や要望を行政等へ行います。
福岡の商工業の発展に関するご意見・ご提案について、是非当所までお寄せください。

企画広報グループ
E-mail：fkkikaku＠fukunet.or.jp

平成30年度　福岡市政に対する提言（概要）

ページに限りがあり提言項目のすべてを記載しておりませんが、
提言書全概要・本文については、当所ホームページにて公表
しております。https://www.fukunet.or.jp/teigen/

平成30年10月1日

重点

重点

重点

重点
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Ⅱ．アジアの拠点都市に相応しい都市機能整備
１．将来を見据えた都市基盤整備
　⑴福岡空港の機能強化のための整備促進と利便性の向上
　⑵地下鉄七隈線延伸の早期整備
　⑶アイランドシティの整備促進
　①コンテナターミナルの早期整備
　②自動車専用道路アイランドシティ線の早期整備
　⑷都心部の開発推進と回遊性向上および交通渋滞の緩和
●天神ビッグバンの推進とウォーターフロント地区の再開発推進。
●博多駅・天神地区とウォーターフロント地区とのアクセスの向上。
　⑸歴史を活かした街づくり
●福岡城跡、元寇防塁跡及び旧唐津街道等の歴史的資源の保存と
景観形成・維持。

　⑹大規模開発と商店街等が共生する街づくり
●九州大学箱崎キャンパス跡地、青果市場跡地及び旧大名小学校跡
地など大規模開発に係る選定事業者と周辺の商店街・商工業者等
との情報交換や共同・連携への支援。

●周辺商店街等との回遊性の高い共存共栄可能な街づくりの推進。

２．安全・安心な街づくりの推進
　⑴飲酒運転撲滅の一層の強化
　⑵安全で快適な街づくり
　⑶防災意識の啓発活動推進および災害時の連携体制の構築

Ⅲ．地域を支える商工業者の持続・成長に向けた支援
１．中小企業・小規模事業者支援策の拡充、連携強化

２．企業のライフサイクルに対応したきめ細かい支援策の拡充
　⑴国家戦略特区を活用した創業支援の強化
●Fukuoka Growth Nextと連携した成長支援、インキュベーショ
ン施設運営の推進。
●創業間もない企業のマッチング強化や既存企業からの投資促進
のための制度創設。
●創業時の負担軽減（行政手続き窓口のワンストップ化、税負担の
軽減）。ほか

　⑵企業の持続的発展のための支援
●業務の効率化、生産性向上、経営革新（イノベーション）に資する
IT、IoTの活用促進やキャッシュレス決済の推進支援。ほか

　⑶円滑な事業承継に向けた支援
●福岡県事業承継支援ネットワークや福岡県事業引継ぎ支援セン
ターと連携した、事業承継支援の一層の促進。
●後継者不在の企業と創業希望者のマッチング機会を創出するた
めの「後継者人材バンク」の周知および活用促進。

３．人材確保への支援と多様な人材活用の推進
　⑴人材確保のための採用支援
●新卒採用やUIJターンを含めた中途人材採用のための支援の拡充。
　⑵女性・シニア・外国人・障がい者等の多様な人材活用や、働き

方改革の推進
●女性やシニアなど多様な人材活用や働き方改革を推進する経営
者の意識醸成への支援促進や実際に取り組む中小企業へのイン
センティブの付与などの施策拡充。
●外国人留学生の就職の受け入れ拡大促進。特区を活用した外国人人
材雇用の規制緩和。

　⑶地元企業を「知る」機会の創出支援

４．地域商業、商店街への支援
●消費税増税に伴う消費減退を回避するためのプレミアム付き地
域商品券への助成。
●商店街を構成する個店の集客力向上に資する講習会や店舗診断
に対する助成。

５．公共事業をはじめ地場企業の受注機会の拡大

　本提言は、「地域の活性化」や中小企業・小規模事業者の活力強化の
ための経済・産業振興、都市機能強化、商工業者の持続・成長支援
などの課題について総合的にとりまとめたものです。
　今年度は、「地域資源を活用した着地型観光の充実」「中小企業の
キャッシュレスの推進」「人材確保への支援と多様な人材活用の推進」
を重点項目と位置付けております。

〔提言概要〕

Ⅰ．福岡の強みを生かした経済・産業振興
１．食関連産業の振興やファッション等の
　　クリエイティブ関連産業の集積を通じた産業振興
　⑴食関連産業の振興
　⑵クリエイティブ（コンテンツ）関連産業の振興
●ファッション等のクリエイティブ産業の振興のための「福岡アジ
アコレクション」、「ファッションウィーク福岡」のリニューアル
事業等への支援の継続・拡充、国内外プロモーションの展開。

●クリエイティブ（コンテンツ）関連産業の振興。
●IoT・ICT等を活用してのビジネスチャンスの創出。

２．国際ビジネス促進による経済振興
●「ワンストップ海外展開相談窓口」運営への協力。ほか

３．「インバウンド」と「国内観光」の両輪による観光振興
　⑴「WITH THE KYUSHU　プロジェクト」の推進
●ラグビーワールドカップを契機とした九州への誘客および周遊
事業への協力。ほか

　⑵ MICEの推進
●国際会議などMICEの積極的な誘致・開催と、それに対応できる
ウォーターフロント地区の再開発の推進によるMICE拠点の整
備と周辺施設との連携。ほか

　⑶インバウンド訪日客の多様化への取り組み
●アジア各国への観光客誘致の拡大への働きかけ。
●欧米豪からの誘客促進、欧米豪との直行便就航の推進。ほか
　⑷ビッグイベントを活用した福岡のPR推進と経済効果の発現
　①ラグビーワールドカップ2019、2021年世界水泳選手権開催

に向けた取り組みの推進
●欧米豪からのインバウンド観戦客への積極的なPRの推進。
●スタジアムの改修や会場までのアクセス手段の整備など大会
準備の円滑な推進。

　②G20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議の成功に向けた機運醸
成と「おもてなし事業」の推進

　③2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み
　④ビッグイベント等の経済効果の最大化と持続化及び新たな

ビッグイベントの誘致
　⑸地域資源を活用した着地型観光の充実
　①伝統芸能の積極的活用

●「博多旧市街プロジェクト」の推進と「博多伝統芸能館」事業
の積極的活用と支援の強化。
●「博多芸妓」「博多独楽」「筑紫舞」「博多仁和加」など伝統芸能
の観光資源としての活用。

　②冷泉地区の観光拠点機能整備、御供所地区との回遊性向上
●体験型観光の仕組みづくりのための観光施設や事業者・店
舗等との連携によるプラットホームの構築。ほか

　③セントラルパーク構想の早期実現、福岡城跡・鴻臚館跡の整備
　④ナイトタイムエコノミーの推進
　⑹観光客受け入れ促進のための環境整備
●キャッシュレス決済の普及促進および導入促進制度の創設。
●飲食施設・商業施設のメニューや案内サインの多言語化対応支援。
●行政施設・公共空間・駅・大型商業施設等での無料Wi-Fi環境の拠
点拡大と機能向上。
●宿泊業、サービス業、飲食業など観光産業に従事する人材の確
保・育成の推進。
●違法民泊の排除と安全安心な宿泊施設の情報発信。ほか
　⑺宿泊税の導入について
●中小企業をはじめとする多様な事業者の意見を十分踏まえた、
観光振興への効果的な活用と適切な対応。

４．本社機能・政府機関などの誘致

商工会議所会員事業者の皆様からの声を基に、今後も提言や要望を行政等へ行います。
福岡の商工業の発展に関するご意見・ご提案について、是非当所までお寄せください。

企画広報グループ
： ＠

平成30年度　福岡市政に対する提言（概要）

ページに限りがあり提言項目のすべてを記載しておりませんが、
提言書全概要・本文については、当所ホームページにて公表
しております。https://www.fukunet.or.jp/teigen/

平成30年10月1日

重点

重点

重点

重点

地場企業の経営動向調査 平成30年度 第2四半期（平成30年7～9月）

業況DIは足元では悪化。次期は
改善するも横ばいが続く見通し。

※DI値（ディフュージョン・インデックス：景気動向指数）

　「良くなった」とする回答割合から「悪くなった」とする回答割合を引いた数値。

■調査時点　平成30年9月末で実施

■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社

■回答企業　602社（回収率30.1％）

■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

REPORT

※詳細は当所ホームページに掲載しております。

　https://www.fukunet.or.jp/reports/

　福岡商工会議所の平成30年度第2四半期（平成30年7

～9月）の「地場企業の経営動向調査」の結果がまとまった。

〈調査結果の概要〉

　今四半期（平成30年7～9月）の地場企業の景況につい

て、「良くなった」と回答した企業（全業種）は22.0％（前期

比▲3.3ポイント）、「悪くなった」と回答した企業は29.2％

（前期比＋1.7ポイント）、「横ばい」であると回答した企業は

43.7％（前期比＋1.7ポイント）となった。景況判断指数DI

値は▲7.2（前期DI値▲2.2）となり、前期比で▲5.0ポイン

トと悪化した。

　業種別にみると、卸売業（前期▲13.3→今期▲9.3）で改

善となったが、運輸・倉庫業（＋27.9→▲11.2）、小売業

（▲27.4→▲35.4）、建設業（±0.0→▲6.9）、製造業（▲

6.3→▲12.6）、サービス業（＋6.9→＋4.8）では悪化と

なった。

　規模別にみると、中小企業・大企業ともに悪化し、特に

大企業は▲11.4（前期比▲14.4ポイント）と大幅な悪化と

なった。中小企業DI値は▲7.0（前期比▲4.6ポイント）。

　次期四半期（平成30年10月～12月）予測については、▲

0.7となっており、今期比＋6.5ポイントで、改善の見通しと

なる。

福岡商工会議所　調査 検索

（単位：％）■自社業況の総合判断（前年同期と比較して）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

1.7
1.9
2.5
0.0
1.5
0.0
2.4
1.6
2.9

20.3
17.5
17.5
23.1
10.8
22.2
23.8
20.3
20.0

43.7
51.5
33.8
38.0
36.9
44.4
48.6
44.1
37.1

24.4
21.4
26.3
27.8
38.5
30.6
18.1
24.0
31.4

4.8
4.9
6.3
4.6
9.2
2.8
3.3
4.9
2.9

5.1
2.9
13.8
6.5
3.1
0.0
3.8
5.1
5.7

▲   7.2
▲   6.9
▲12.6
▲   9.3
▲35.4
▲11.2
4.8

▲   7.0
▲11.4

今四半期（30年7～9月期）実績

非常に良く
なった

やや良く
なった 横ばい やや悪く

なった
非常に悪く
なった 未記入 ＤＩ値

0.8
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
1.9
0.7
2.9

19.4
17.5
18.8
26.9
13.8
16.7
19.0
19.9
11.4

41.2
50.5
30.0
34.3
38.5
50.0
43.8
40.4
54.3

19.1
14.6
22.5
16.7
30.8
19.4
17.6
19.0
20.0

1.8
1.0
2.5
0.0
4.6
2.8
1.9
1.8
2.9

17.6
16.5
25.0
22.2
12.3
11.1
15.7
18.2
8.6

▲   0.7
1.9

▲   4.9
10.2
▲21.6
▲   5.5
1.4

▲   0.2
▲   8.6

次四半期（30年10～12月期）予測

非常に良く
なる

やや良く
なる 横ばい やや悪く

なる
非常に悪く
なる 未記入 ＤＩ値

■自社業況の景況判断推移（業種別）

（調査時期）

（DI値）
40

30

20

10

0

▲10

▲20

▲30

▲40

▲50
H25.
7～9

H26.
1～3

H26.
7～9

H27.
1～3

H27.
7～9

H28.
1～3

H28.
7～9

H29.
1～3

H29.
7～9

H30.
1～3

全業種

建設業

製造業

卸売業

小売業

運輸・倉庫業

サービス業

次期予測
H30.10～12

H30.
7～9
（今期）
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お問い合わせ／福岡商工会議所　ビル管理グループ　TEL 092-441-1116 

当所敷地内
立体駐車場

当所へご入用の際は

是非ご利用

ください！

割安な料金設定。
安心して長時間駐車が可能！

特長

1
立体駐車場で警備員も常駐。
万全のセキュリティ！2
土日祝日・お盆期間・
年末年始も休まず営業！3

当所貸会議室をお申し込みの方へお知らせ

当所駐車場は現金でのお支払のほか、駐車サービ
ス券でもご利用いただけます。ご来場者様へのサー
ビスの一環としてご利用ください。
※サービス券を使用した分の駐車料金は会議室申込者様
のご負担となり、後日請求書をお送りいたします。お求め
はビル管理グループ窓口まで。（平日9:00～17:00）

P
1,600円

24時間最大料金

60分／200円
営業時間 7:00～22:00

※営業時間外の入出庫はできません

※駐車時間のカウントは駐車券を精算機に入れた時点で止まり
ますので、精算後に出庫をお待ちいただいている間は駐車料
金は発生いたしません。
※立体駐車場のため、以下の車輌が対象となります（全長
5m、車幅1.85m、車高1.55m、車重1.9t以下）

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

※一般料金は保険点数表から試算しておりますので、目安となります。　※詳細は、当所ホームページをご覧ください。

福岡商工会議所　福利厚生サービス事業

健診サービスのご案内
福岡商工会議所では、17の健診機関と提携し、各種健康診断を実施しています。
ぜひみなさまの健康管理にお役立てください。

割安な健診料金で充実の健診内容 従業員のご家族も受診可能 定期健診の項目も充足 年齢を問わず受診可能

会員料金
（税込）

一般料金
（税込）

コース
内容

コース

健

　診

　料

6,200円

7,400円

18,500円

23,700円

35,000円

42,200円

50,400円

59,700円

72,000円

87,400円

103,000円

123,400円

会員割引

―――

定期・雇入時
健診に対応した
コース

法定健診に
胃がん検査や
大腸がん検査等
を追加したコース

ミニ人間ドックに
腹部エコーや
血清反応検査等
を追加したコース

半日人間ドックに頭部MRI検査等を追加したコース

がんの発見を
目的とした検査

 法定健診 ミニ
人間ドック

半日人間ドック
Ⓐ・Ⓑ

半日人間ドック
＋脳ドック

1泊2日人間ドック
＋脳ドック

2泊3日人間ドック
＋脳ドック

PET

※PET検査で発見
　しにくい部位も
　あります。

ぜひ

お役立
て

くださ
い
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お問い合わせ／福岡商工会議所　ビル管理グループ　

当所敷地内
立体駐車場

当所へご入用の際は

是非ご利用

ください！

割安な料金設定。
安心して長時間駐車が可能！

特長

立体駐車場で警備員も常駐。
万全のセキュリティ！

土日祝日・お盆期間・
年末年始も休まず営業！

当所貸会議室をお申し込みの方へお知らせ

当所駐車場は現金でのお支払のほか、駐車サービ
ス券でもご利用いただけます。ご来場者様へのサー
ビスの一環としてご利用ください。
※サービス券を使用した分の駐車料金は会議室申込者様
のご負担となり、後日請求書をお送りいたします。お求め
はビル管理グループ窓口まで。（平日9:00～17:00）

円

時間最大料金

分／ 円
営業時間 ～

※営業時間外の入出庫はできません

※駐車時間のカウントは駐車券を精算機に入れた時点で止まり
ますので、精算後に出庫をお待ちいただいている間は駐車料
金は発生いたしません。
※立体駐車場のため、以下の車輌が対象となります（全長
5m、車幅1.85m、車高1.55m、車重1.9t以下）

お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　

※一般料金は保険点数表から試算しておりますので、目安となります。　※詳細は、当所ホームページをご覧ください。

福岡商工会議所　福利厚生サービス事業

健診サービスのご案内
福岡商工会議所では、 の健診機関と提携し、各種健康診断を実施しています。

ぜひみなさまの健康管理にお役立てください。

割安な健診料金で充実の健診内容 従業員のご家族も受診可能 定期健診の項目も充足 年齢を問わず受診可能

会員料金
（税込）

一般料金
（税込）

コース
内容

コース

健

　診

　料

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会員割引

―――

定期・雇入時
健診に対応した
コース

法定健診に
胃がん検査や
大腸がん検査等
を追加したコース

ミニ人間ドックに
腹部エコーや
血清反応検査等
を追加したコース

半日人間ドックに頭部MRI検査等を追加したコース

がんの発見を
目的とした検査

法定健診
ミニ

人間ドック
半日人間ドック
Ⓐ・Ⓑ

半日人間ドック
＋脳ドック

泊 日人間ドック
＋脳ドック

泊 日人間ドック
＋脳ドック

※PET検査で発見
　しにくい部位も
　あります。

ぜひ

お役立
て

くださ
い

身の丈ITの推進

IT（クラウド会計）導入で

不慣れな会計処理の悩みを解決

〈今回ITを導入した企業〉

フォトグラファー

服部喜一郎
福岡市博多区須崎町6-12

E-mail：kiichirouhattori@gmail.com

ポートレート撮影（プロ

フィール用、七五三、

成人式、ペットなど）

／商品撮影（料理、

車 、ヘルスビュー

ティー関連商品等）／

イベント撮影（結婚式

披露宴、各種パーティー、新年会忘年会等）

被写体に思いやりをもって寄り添い、その魅力

を引き出し、自然的美を写す。

IT活用による生産性アップ

の実現を支援します！

会員限定で60日間※無料

キープレゼント！

※最大90日間

●IT（クラウドサービス）導入前の状況

　カメラマン歴20年にして独立した私は、これからフリーカメラ

マンとして活動することに対し、多くの不安を抱えていました。

今までは会社に頼っていた営業戦略や会計処理など、一人でやっ

ていけるのだろうか。ただ写真を撮ることだけを考えていれば良

かったのが、そうではなくなりました。

　そんな時、福岡商工会議所で経営指導を受けていた知人から、

「福岡商工会議所の経営指導は、経営指導員や IT相談員から

色々アドバイスをもらえるので、とてもありがたい」と聞き、福岡

商工会議所の経営指導員を紹介してもらえる運びとなりました。

　経営分析に関する指導を受け、販管費や経常利益等を意識するようになりました

が、これまで自分で行っていた請求書や領収書の管理はとても煩雑でした。特に確

定申告の時期にはデスクに張り付いて会計処理をしなければならず、本業に専念で

きていないのが悩みでした。

　そこで、会計処理に関する相談に対してIT相談員を紹介していただき、クラウド

会計を導入すれば記帳等についてさらに合理化でき、仕事の効率化につながりそう

だと感じ、導入することにしました。

　クラウドサービス導入の他にも、経営指導員は常に、私にとって何が必要なことな

のかをリサーチして、相談に乗ってくれました。

　「世間の方がプロカメラマンに何を求めているのか」「多くのカメラマンがいる中で、

何を自分の武器にするのか」。経営指導員に相談をする中で、到底自分一人では思い

つかないような発想がいくつも生まれました。

　楽しむだけの写真だけではなく、プロとしてお客様に喜んでもらえる写真。そのた

めに必要な情報収集、そして必要な資金、そういった事を親切丁寧に教えていただ

けて、感謝しています。まだフリーカメラマンとして始まったばかり、これからも

日々いろいろな事を勉強していきたいです。

　売上・キャッシュフローレポートを自動で

作成するため、性格的にも、お金には無頓

着だった自分が、常日頃から売り上げのプ

ラスマイナスを意識するようになりました。

確定申告も自動で行うことができ、業務負

担が軽減しました。

クラウド会計を導入すると、計数分

析等に活用でき、販管費及び経常

利益等の分析に役立っただけでは

なく、日々行う記帳並びに確定申

告等の合理化につながり、営業活

動を行う時間が増えました。ご自身

も、当所で経営相談し意識が変化

したようで、「今後、増えた時間を

活かし、経営革新計画を考えたい」

と意欲的に話してくださいました。

また、クラウド会計の活用を始め、

IT活用の意識がさらに強くなりまし

た。今後、ホームページ等の活用

も検討し、集客数の増加、差別化

及び独自性について考えます。福

岡商工会議所の支援は伴走型支

援。さらなる経営の改善について、

これからも事業所の方と一緒に考

えて行きます！

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

福岡商工会議所

MFクラウドサービス
会員限定割引のご案内

導入を支援した

当所経営指導員の声

●クラウド会計導入

　手作業が自動化されたことはもちろん、

クラウドだからオフィスにいなくても会計処

理ができることで、空いた時間を有効活用

し、本業に専念できるようになりました。

その分作業時間の平準化が図れたことで、

受注の機会も増えています。

慣れない売上管理や

確定申告などの会計処理

会計処理が煩雑で、

本業に専念できない

ITを使って課題を解決！！

支援を受けた企業の声

パッと

フォトグラファー　服部喜一郎氏
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貴社設立の経緯をお聞かせください。

　30 数年前、現在会長をしている村上と一緒に設立しました。

それまで、私はサラリーマンとして大阪でマーケティングの仕事

をしていたのですが、福岡で事業を始めようと思ってUターンし

てきました。彼も福岡でマーケティングの事業を起こしたいと

考えていたので、一緒に創業することになりました。当時は、

広告専門の部署はあっても、マーケティングや企画専門の部署

が無い企業が多かったので、ジーコムの事業領域を、社外の

「マーケティング協力会社」として企業をサポートすることと設

定しました。

ジーコムさんは「マーケティングリサーチからコンサルティング

まで一貫したサービス」を提供するとのことですが、それはど

のようなサービスですか？

　当時は、ちょうど東京でバブルがはじける前後だったので、

福岡はまだ景気が良く、現状の把握や課題解決というよりは、

広告宣伝で売上げを伸ばしていくという企業が一般的でした。

しかし、あるときから広告を打っても売上げが伸びなくなってき

ます。それには様々な原因があるのですが、結論を言うとエン

ドユーザー（最終的に商品を利用する人）の消費行動の変化で

す。特に消費財やサービスを提供している企業は、生活者の

消費意識や消費行動を定期的に分析した上で、自社の商品や

サービスの評価を常に把握していれば、売上げが下がった原因

をすぐに突きとめることができます。それゆえバブル後、景気

低迷の時期になると、「ビジネスのことが分からなくなったらお

客様の声を聴け」ということがよく言われるようになりました。

こうしてマーケティングリサーチのニーズが高まっていき、仕事

は増えていきました。そしてコンサルティングでは、クライアン

トの社内に、新規事業ビジョンの作成や業務改善のプロジェク

トを立ち上げ、クライアントとジーコムが事務局となってプロ

ジェクトを動かしていく方式をとっています。つまり、私達はク

ライアントが自ら検討し、改善策や事業ビジョンを生み出すサ

ポートをしています。

ジーコムさんはリサーチのテーマをどのように決定するのでしょ

うか？

　独自調査テーマは、消費行動に関わるものから選んでいま

す。エンドユーザーである消費者にサービスや商品を提供して

いる企業は、生活者の消費行動や消費意識が一番気になるは

ずです。首都圏の情報や日本全体のデータは、国の統計や大

手シンクタンクの調査で知ることができます。しかしその統計

通りに福岡の人々が生活しているとは限らない。だから福岡・

九州を中心に旅行・飲食・働き方・趣味といった、毎年定点

で観測すべきテーマを、ジーコムが調査して発表しています。

リサーチをする際の質問項目はどのように作成するのでしょうか？

　それぞれのリサーチでは必ず仮説を立てます。例えば観光市

場では、「あるエリアで観光集客をしたいが、昔よりも想起率が

低そうだ」とか。このような仮説を立てたら、観光レジャーの

購入頻度や目的地の選定方法、競合との比較など、仮説を検

証する質問を用意する必要があります。生活者の観光レジャー

の行動プロセスをそれぞれの段階で拾っていく。どのような点

が競合に負けているのかということを突き止め、そこを補強す

ればいいのです。消費財メーカーも同様で、認知度のある商

品なのに売上げが伸びない理由が、売り場で競合品が手に取

られているからだと分かれば、自社製品を手に取ってもらうため

にはどうすべきかを考えればよいのです。消費者の行動プロセ

スをいくつかの段階に区切り、どこに原因があるのかを突きと

めることができるよう質問項目を決めていきます。

非常に興味深いです。ところで、社長は「マーケティング人材

の育成」が専門とのことですが、マーケティング人材とはどの

ような人材なのでしょうか？

　　

　ある課題を解決するために、まず現状を整理し、問題点の

仮説を立てて検証する。そして解決方法について、いくつかア

イデアを出し、そのアイデアで優先順位の高いものから実行に

移していく。この一連の考え方を課題解決アプローチと呼んで

いるのですが、これを実行することが「マーケティング人材」に

求められます。この能力はビジネスはもちろん、日常生活でも

必要なことだと思います。例えば最近体調が悪いと感じた時、

どこに原因があるかを考えますよね。残業が続いたからかもしれ

ないし、お酒を飲みすぎたからかもしれない。そんな時、その仮

説を検証し原因を突き止めて、仕事を早く終わらせるとか、お

酒を飲む量を減らすといった解決策を考えると思います。生活

改善をする時も、課題解決アプローチのような考え方をしてい

るのです。

マーケティング人材はどのようにして育成するのですか？

　自分で問題点に気づくことが一番重要なので、そのように

「気づく力」を身につけるために一対一のコーチングや、自分と

は異なる他者の考えを聞き、意見をすり合わせることが必要と

されるグループ討論を行います。意見の相違を小さくしていく

という作業を通じ、「組織は共通の目標に向かっていくことがで

きる」という気付きを得られますよね。その他、組織として人材

育成をする上では、時に上司が答えを示すのではなく、自分で

気づかせるために、投げかけをしていくことも必要だと思いま

す。上司は経験豊富なので答えはわかっていると思いますが、

「こんなことはチェックした？」とか、「他にどんなことが考えら

れる？」とか呼びかけることで、部下は日々の仕事の中で自ら

考えるようになります。すると自然に「現状把握・課題発見・

アイデア出し・優先順位の決定」という流れが習慣づき、マー

ケティング人材の育成が実現できるのです。

なるほど！ そんな社長が今までお仕事をされてきた中で、大切

にされているポリシーはありますか？

　事業者視点ではなくて利用者視点、つまりお客様の視点で

クライアントに提言させていただくことを常に意識しています。

事業者の方は長年やってきているビジネスそのものに関しては

詳しいのですが、時間が経つにつれ、エンドユーザーが見えな

くなってくるのです。クライアントに生活者目線で再度ビジネス

を考えていただくために、利用者の視点から提言するようにし

ています。そしてもう一つ意識しているのは、人材を採用する

ときに、その人のスキルではなく、人柄を重視して採用するこ

とです。ビジネスをする上で人柄や信用は非常に大切ですし、

この人と仕事をするのは楽しいと思っていただける人材がいれ

ば、ジーコムも良い印象を持っていただけますよね。安心して

お仕事を依頼していただくために、人柄の良い人材が集まった

信用される会社でありたいと思っています。

社長のお話を通して、常に生活者目線に立ち、事業者と生活

者がともに幸せになれるようなシステムを構築しているジーコ

ムさんの事業の素晴らしさを強く感じました。

新貝社長、貴重なお話をありがとうございました！

「リサーチとコンサルティングで
  地場企業をサポートする」

株式会社ジーコム 

代表取締役社長  新貝耕市さん

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

■今月の取材先　株式会社ジーコム　とは？

　「顧客を創るマーケティングリサーチ」と「組織を強くするビジネスコンサル

ティング」を軸としたサービスを展開する、福岡のマーケティング専門会社。

1986年の創立以来、独自のフレームワークで、福岡や九州を中心に企業の事

業課題解決をサポートしている。

■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を企画・運営していま
す。運営サイト「ガクログ」には、ここで紹介しき
れなかった内容や、オフショット
写真、学生の感想をご紹介しま
す。ぜひCHECKしてください!

http://www.gakulog.net/
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貴社設立の経緯をお聞かせください。

　30 数年前、現在会長をしている村上と一緒に設立しました。

それまで、私はサラリーマンとして大阪でマーケティングの仕事

をしていたのですが、福岡で事業を始めようと思ってUターンし

てきました。彼も福岡でマーケティングの事業を起こしたいと

考えていたので、一緒に創業することになりました。当時は、

広告専門の部署はあっても、マーケティングや企画専門の部署

が無い企業が多かったので、ジーコムの事業領域を、社外の

「マーケティング協力会社」として企業をサポートすることと設

定しました。

ジーコムさんは「マーケティングリサーチからコンサルティング

まで一貫したサービス」を提供するとのことですが、それはど

のようなサービスですか？

　当時は、ちょうど東京でバブルがはじける前後だったので、

福岡はまだ景気が良く、現状の把握や課題解決というよりは、

広告宣伝で売上げを伸ばしていくという企業が一般的でした。

しかし、あるときから広告を打っても売上げが伸びなくなってき

ます。それには様々な原因があるのですが、結論を言うとエン

ドユーザー（最終的に商品を利用する人）の消費行動の変化で

す。特に消費財やサービスを提供している企業は、生活者の

消費意識や消費行動を定期的に分析した上で、自社の商品や

サービスの評価を常に把握していれば、売上げが下がった原因

をすぐに突きとめることができます。それゆえバブル後、景気

低迷の時期になると、「ビジネスのことが分からなくなったらお

客様の声を聴け」ということがよく言われるようになりました。

こうしてマーケティングリサーチのニーズが高まっていき、仕事

は増えていきました。そしてコンサルティングでは、クライアン

トの社内に、新規事業ビジョンの作成や業務改善のプロジェク

トを立ち上げ、クライアントとジーコムが事務局となってプロ

ジェクトを動かしていく方式をとっています。つまり、私達はク

ライアントが自ら検討し、改善策や事業ビジョンを生み出すサ

ポートをしています。

ジーコムさんはリサーチのテーマをどのように決定するのでしょ

うか？

　独自調査テーマは、消費行動に関わるものから選んでいま

す。エンドユーザーである消費者にサービスや商品を提供して

いる企業は、生活者の消費行動や消費意識が一番気になるは

ずです。首都圏の情報や日本全体のデータは、国の統計や大

手シンクタンクの調査で知ることができます。しかしその統計

通りに福岡の人々が生活しているとは限らない。だから福岡・

九州を中心に旅行・飲食・働き方・趣味といった、毎年定点

で観測すべきテーマを、ジーコムが調査して発表しています。

リサーチをする際の質問項目はどのように作成するのでしょうか？

　それぞれのリサーチでは必ず仮説を立てます。例えば観光市

場では、「あるエリアで観光集客をしたいが、昔よりも想起率が

低そうだ」とか。このような仮説を立てたら、観光レジャーの

購入頻度や目的地の選定方法、競合との比較など、仮説を検

証する質問を用意する必要があります。生活者の観光レジャー

の行動プロセスをそれぞれの段階で拾っていく。どのような点

が競合に負けているのかということを突き止め、そこを補強す

ればいいのです。消費財メーカーも同様で、認知度のある商

品なのに売上げが伸びない理由が、売り場で競合品が手に取

られているからだと分かれば、自社製品を手に取ってもらうため

にはどうすべきかを考えればよいのです。消費者の行動プロセ

スをいくつかの段階に区切り、どこに原因があるのかを突きと

めることができるよう質問項目を決めていきます。

非常に興味深いです。ところで、社長は「マーケティング人材

の育成」が専門とのことですが、マーケティング人材とはどの

ような人材なのでしょうか？

　　

　ある課題を解決するために、まず現状を整理し、問題点の

仮説を立てて検証する。そして解決方法について、いくつかア

イデアを出し、そのアイデアで優先順位の高いものから実行に

移していく。この一連の考え方を課題解決アプローチと呼んで

いるのですが、これを実行することが「マーケティング人材」に

求められます。この能力はビジネスはもちろん、日常生活でも

必要なことだと思います。例えば最近体調が悪いと感じた時、

どこに原因があるかを考えますよね。残業が続いたからかもしれ

ないし、お酒を飲みすぎたからかもしれない。そんな時、その仮

説を検証し原因を突き止めて、仕事を早く終わらせるとか、お

酒を飲む量を減らすといった解決策を考えると思います。生活

改善をする時も、課題解決アプローチのような考え方をしてい

るのです。

マーケティング人材はどのようにして育成するのですか？

　自分で問題点に気づくことが一番重要なので、そのように

「気づく力」を身につけるために一対一のコーチングや、自分と

は異なる他者の考えを聞き、意見をすり合わせることが必要と

されるグループ討論を行います。意見の相違を小さくしていく

という作業を通じ、「組織は共通の目標に向かっていくことがで

きる」という気付きを得られますよね。その他、組織として人材

育成をする上では、時に上司が答えを示すのではなく、自分で

気づかせるために、投げかけをしていくことも必要だと思いま

す。上司は経験豊富なので答えはわかっていると思いますが、

「こんなことはチェックした？」とか、「他にどんなことが考えら

れる？」とか呼びかけることで、部下は日々の仕事の中で自ら

考えるようになります。すると自然に「現状把握・課題発見・

アイデア出し・優先順位の決定」という流れが習慣づき、マー

ケティング人材の育成が実現できるのです。

なるほど！ そんな社長が今までお仕事をされてきた中で、大切

にされているポリシーはありますか？

　事業者視点ではなくて利用者視点、つまりお客様の視点で

クライアントに提言させていただくことを常に意識しています。

事業者の方は長年やってきているビジネスそのものに関しては

詳しいのですが、時間が経つにつれ、エンドユーザーが見えな

くなってくるのです。クライアントに生活者目線で再度ビジネス

を考えていただくために、利用者の視点から提言するようにし

ています。そしてもう一つ意識しているのは、人材を採用する

ときに、その人のスキルではなく、人柄を重視して採用するこ

とです。ビジネスをする上で人柄や信用は非常に大切ですし、

この人と仕事をするのは楽しいと思っていただける人材がいれ

ば、ジーコムも良い印象を持っていただけますよね。安心して

お仕事を依頼していただくために、人柄の良い人材が集まった

信用される会社でありたいと思っています。

社長のお話を通して、常に生活者目線に立ち、事業者と生活

者がともに幸せになれるようなシステムを構築しているジーコ

ムさんの事業の素晴らしさを強く感じました。

新貝社長、貴重なお話をありがとうございました！

「リサーチとコンサルティングで
  地場企業をサポートする」

株式会社ジーコム 

代表取締役社長  新貝耕市さん

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

■今月の取材先　株式会社ジーコム　とは？

　「顧客を創るマーケティングリサーチ」と「組織を強くするビジネスコンサル

ティング」を軸としたサービスを展開する、福岡のマーケティング専門会社。

1986年の創立以来、独自のフレームワークで、福岡や九州を中心に企業の事

業課題解決をサポートしている。

■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を企画・運営していま
す。運営サイト「ガクログ」には、ここで紹介しき
れなかった内容や、オフショット
写真、学生の感想をご紹介しま
す。ぜひCHECKしてください!

http://www.gakulog.net/
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　「博多をどり」とは、東京新橋の「東（あずま）をどり」、京都祇

園の「都（みやこ）をどり」と並ぶ日本の伝統的な芸能の一つで

す。博多伝統芸能振興会（会長＝藤永憲一当所会頭）が、昭和

61年以降途絶えていた「博多をどり」を平成3年に復活させ、今

回で28回目を迎えることとなりました。

　芸どころ博多の伝統芸能の重要な担

い手である博多券番の芸妓衆が総出演

し、たくさんの邦楽・邦舞が披露され、

艶やかに舞台を彩ります。

【演目】

一、大和楽  四季の花／二、清元  梅ごよみ／三、民謡  春夏秋冬（一、初春三番叟

／二、天竜下れば／三、長崎ぶらぶら節／四、よさこい節／五、山中しぐれ／六、

菊と桔梗／七、田原坂／八、ちゃっきり節／九、鹿児島小原節／十、祝い目出度）

※第一部、第二部、第三部は同じ演目として上演いたします。

※演目・出演芸妓については変更になる場合があります。ご了承ください。

博多をどり
～知ろう！触れよう！博多伝統芸能の魅力～

「第二十八回 博多をどり」博多券番の出演芸妓衆

美恵子 はと奴 愛佳 綾子 敬子（半玉） 藤子 佳美 こまこ 豆みつ 梅香 小桃 和可奈 桜子 こ春 麗華（半玉） 琴音（半玉） 乃 （々半玉）

＝地方 ＝立方

【ローソンチケット】Lコード83710
●ホームページで購入
●予約電話番号：0570-084-008
電話予約後「ローソン」「ミニストップ」
店頭で購入

●ローソン・ミニストップ店内のLoppiに直接入力して購入

【チケットぴあ】Pコード488-959
●ホームページで購入
●予約電話番号：0570-02-9999
電話予約後「チケットぴあ」
「セブン-イレブン」「ファミリーマート」店頭で購入
●チケットぴあ店頭で直接購入

博多の伝統
芸能。

これを観れば

あなたも“博多
通”。

●開催概要

第二十八回 博多をどり

時間：第一部  11:00～12:30（開場 10:30～）

　　　第二部  13:30～15:00（開場 13:00～）

　　　第三部  16:00～17:30（開場 15:30～）

料金：S席 6,000円

　　　A席 4,000円

　　　B席 2,000円

開催日：平成30年12月8日（土）

二世　花柳 壽應  監修

福岡親善大使プレゼンツ!!

博多伝統芸能館 公演紹介
　毎年恒例の「博多をどり」以外に、「博多伝統芸能館」公

演で博多芸妓の艶やかな唄と舞を楽しむことができます！

　こちらの舞台は客席25席ほどですが、芸妓さんとの距

離が近く、大きな舞台とは違い一体感のある雰囲気で鑑

賞することができます!!  演舞に加え、お座敷遊び体験や

記念撮影も楽しむことができます。また、博多を代表す

る伝統芸能団体も出演します。

早速
中へ...

博多の伝統を

感じられる施設内にも

ご注目ください！

すると...エントランス
で、

博多帯オブジェを発
見！

博多織を代表する柄「博多献上」があしらわれた廊下!

さらに
奥へ

進む
と..
.

そこには舞台が！
客席とは驚きの近さ！

演舞鑑賞のあとは

お座敷遊び体験や質問タイム、
写真撮影が楽しめます!

記念撮影

●日時：11月16日（金）16:00～16:50
●出演団体：博多芸妓
●参加費：3,000円（お一人様）
●定員：20名（先着順）

12月以降の公演スケジュールは、ホームページよりご確認ください！

お問い合わせ

博多伝統芸能振興会（地域振興部内）

E-mail：fkkdentou＠fukunet.or.jp

〈チケット取り扱い所〉

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!!

博多伝統芸能館

博多伝統芸能館公式SNS

私たち
が実際

に

訪問し
ました！

博多伝統芸能館
福岡市博多区冷泉町2-20

博多の総鎮守・櫛田神社
清道の目と鼻の先にある
「博多伝統芸能館」

チケットは「チケットぴあ」
または「ローソンチケット」で
お買い求めください。

鑑賞中

11月公演

ご希望の日時・出演者数・プログラム内容で開催する
公演です。また、会場を市内のホテルや料亭等に変え
て実施する“派遣型公演”も承っております。
会社の行事や遠方からのお客様のご接待の際に是非ご
利用ください。
●公演時間：60分程度
●定員：1～25名（イス席・座布団席選択可）

リクエスト型公演

負け
たら罰

杯!

中身は
ジュー

スです
(笑)

芸妓さんの演舞は独特の
緊張感と迫力が...！
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　「博多をどり」とは、東京新橋の「東（あずま）をどり」、京都祇

園の「都（みやこ）をどり」と並ぶ日本の伝統的な芸能の一つで

す。博多伝統芸能振興会（会長＝藤永憲一当所会頭）が、昭和

61年以降途絶えていた「博多をどり」を平成3年に復活させ、今

回で28回目を迎えることとなりました。

　芸どころ博多の伝統芸能の重要な担

い手である博多券番の芸妓衆が総出演

し、たくさんの邦楽・邦舞が披露され、

艶やかに舞台を彩ります。

【演目】

一、大和楽  四季の花／二、清元  梅ごよみ／三、民謡  春夏秋冬（一、初春三番叟

／二、天竜下れば／三、長崎ぶらぶら節／四、よさこい節／五、山中しぐれ／六、

菊と桔梗／七、田原坂／八、ちゃっきり節／九、鹿児島小原節／十、祝い目出度）

※第一部、第二部、第三部は同じ演目として上演いたします。

※演目・出演芸妓については変更になる場合があります。ご了承ください。

博多をどり
～知ろう！触れよう！博多伝統芸能の魅力～

「第二十八回 博多をどり」博多券番の出演芸妓衆

美恵子 はと奴 愛佳 綾子 敬子（半玉） 藤子 佳美 こまこ 豆みつ 梅香 小桃 和可奈 桜子 こ春 麗華（半玉） 琴音（半玉） 乃 （々半玉）

＝地方 ＝立方

【ローソンチケット】 コード

●ホームページで購入
●予約電話番号：0570-084-008
電話予約後「ローソン」「ミニストップ」
店頭で購入

●ローソン・ミニストップ店内のLoppiに直接入力して購入

【チケットぴあ】 コード

●ホームページで購入
●予約電話番号：0570-02-9999
電話予約後「チケットぴあ」
「セブン-イレブン」「ファミリーマート」店頭で購入
●チケットぴあ店頭で直接購入

博多の伝統
芸能。

これを観れば

あなたも“博多
通”。

●開催概要

第二十八回 博多をどり

時間：第一部  11:00～12:30（開場 10:30～）

　　　第二部  13:30～15:00（開場 13:00～）

　　　第三部  16:00～17:30（開場 15:30～）

料金：S席 6,000円

　　　A席 4,000円

　　　B席 2,000円

開催日：平成30年12月8日（土）

二世　花柳 壽應  監修

福岡親善大使プレゼンツ!!

博多伝統芸能館 公演紹介
　毎年恒例の「博多をどり」以外に、「博多伝統芸能館」公

演で博多芸妓の艶やかな唄と舞を楽しむことができます！

　こちらの舞台は客席25席ほどですが、芸妓さんとの距

離が近く、大きな舞台とは違い一体感のある雰囲気で鑑

賞することができます!!  演舞に加え、お座敷遊び体験や

記念撮影も楽しむことができます。また、博多を代表す

る伝統芸能団体も出演します。

早速
中へ...

博多の伝統を

感じられる施設内にも

ご注目ください！

すると...エントランス
で、

博多帯オブジェを発
見！

博多織を代表する柄「博多献上」があしらわれた廊下!

さらに
奥へ

進む
と..
.

そこには舞台が！
客席とは驚きの近さ！

演舞鑑賞のあとは

お座敷遊び体験や質問タイム、
写真撮影が楽しめます!

記念撮影

●日時：11月16日（金）16:00～16:50
●出演団体：博多芸妓
●参加費：3,000円（お一人様）
●定員：20名（先着順）

12月以降の公演スケジュールは、ホームページよりご確認ください！

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
E-mail：fkkdentou＠fukunet.or.jp

〈チケット取り扱い所〉

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!!

@hakatadentougeinoukan

博多伝統芸能館

博多伝統芸能館公式SNS

私たち
が実際

に

訪問し
ました！

博多伝統芸能館
福岡市博多区冷泉町2-20

博多の総鎮守・櫛田神社
清道の目と鼻の先にある
「博多伝統芸能館」

チケットは「チケットぴあ」
または「ローソンチケット」で
お買い求めください。

鑑賞中

11月公演

ご希望の日時・出演者数・プログラム内容で開催する
公演です。また、会場を市内のホテルや料亭等に変え
て実施する“派遣型公演”も承っております。
会社の行事や遠方からのお客様のご接待の際に是非ご
利用ください。
●公演時間：60分程度
●定員：1～25名（イス席・座布団席選択可）

リクエスト型公演

負け
たら罰

杯!

中身は
ジュー

スです
(笑)

芸妓さんの演舞は独特の
緊張感と迫力が...！
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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。
：

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　

福Showひろば福Showひろばホットニュースホットニュース

福岡市博多区博多駅前2-9-17-312

TEL：080-5212-5490

FAX：092-510-0521

https://os-pocket.com/

E-mail：ishihara@os-pocket.com

営業内容

記帳代行・経理業務代行・給料計算

その他領収書の整理ファイリングや名刺

整理など

月に一度の打ち合わせで、必要な資料の追加や業務効率などを

しっかり話し合いながら、貴社に合った業務内容を作り上げていきます

office support ポケット

office support ポケット

経理事務と一般事務の

2人分が月に50,000円より

福岡市中央区荒戸2-1-22

斉藤ビル1F

TEL：092-406-4938

FAX：092-406-4938

minnanoitalian.com/

E-mail：hiroki.5017.nisiyan@alto.ocn.ne.jp

営業内容

ランチ　⇒パスタ、ピザ、定食各種等

ディナー⇒イタリアン、欧風料理、

　　　　　チーズフォンデュ等

パスタやピザはもちろん。当店でしか食べられない

ミートパイや大人気のチーズフォンデュ

みんなのイタリアン

みんなのイタリアン

ミートパイとチーズフォンデュが

人気のイタリアン！

▼

様々なメディアに

紹介されたミートパイ

㈱へいせい　福岡西店（へいせいのふどうさん）

福岡市西区徳永北9番34号

学研都市ビル参番館108号室

TEL：092-807-8555

FAX：092-807-3555

http://www.f-heisei.com/

営業時間：10:00～18:00

定休日：ＧＷ・盆・年末年始

営業内容

不動産売買仲介、買取、賃貸管理、

相続相談

どんなことでもお気軽にご相談ください。

HPやfacebookも随時更新中♪

㈱へいせい　福岡西店
（へいせいのふどうさん）

不動産業全般・住宅・リフォーム・お掃除など

ワンストップでお客様のご要望にお応えします！

「信頼のパートナー」としてお客様の

夢や希望の実現をサポート！

▼

今年の3月から

学研都市にOPENしました♪

▼

スカイプでの打合せ

福岡市中央区大名2-9-35

トウセン天神ビル9F

TEL：092-600-4503

http://office-cocokala.work

E-mail：info@office-cocokala.work

営業内容

総務部門の伴走型サポート事業を中心に

総務業務の見える化、規程チェック、そ

の他総務部門のサポートおよび教育研修

上場企業子会社総務管理職を定年退職。福岡の会社の

総務をサポートするために立ち上がりました！

オフィスここから

オフィスここから

　“オフィスここから”は、長年の総務管

理職経験で実践してきた辞書に載らない

ノウハウで総務を見える化、効率化する

ことで組織的で強い総務を作るためのサ

ポートを行っていきます。

　「総務は会社の顔である」と言われま

す。総務は専門家として日常業務を熟す

ことに加え社員や経営者が困ったときに

は相談でき満足されるオフィス・コンシェ

ルジュ的な役割も必要です。

属人化に陥りやすい総務業務を

辞書にはないノウハウで改善します

▼

総務業務の見える化の

ステップです

すこやか鍼灸院

福岡市南区柳河内1-9-20

TEL：092-983-3076

http://www1.bbiq.jp/sukoyakasan

※完全予約制

休診日：月・木

※土・日は開けています。

営業内容

鍼（はり）・灸（きゅう）の施術

ダイエット鍼（痩せ鍼）

お肌にやさしい化粧品の販売

すこやか鍼灸院
意外と知られていない鍼（はり）灸（きゅう）の効き目！

諦めていたその症状に…鍼灸施術で対応します！

首コリ、肩コリ、目の疲れ…

その症状に慣れていませんか？

▼

明るく清潔な院内

完全予約制

で賑わうお店づくりをしています！ みん

なでワイワイ肩ひじ張らずに安心してお越

し頂けます！ コース料理ももちろんご準

備しておりますので、団体様も大丈夫！ 

20名から貸切可

　当店は、ハレの日利用だけじゃなく、

普段使いにピッタリなイタリアンです！ 小

さいお子様から老夫婦まで、いろんなお

客様が来店してくれます！ 家族でカップ

ルで、ご友人や同僚と、様々なお客さま

　総合建設業として地域密着・地域貢献

の経営を行っております。お客様と共に

咲顔（えがお）になること・地域と共に発

展していくことで、「なくてはならない」不

動産会社となることを目指しています。

不動産のことでお困りではないですか？ 

誠実・地域密着をモットーに、不動産の

売買・賃貸管理業務など住まいと暮らし

に関わるあらゆるサービスをご提供してい

ます。

　ひとりのパートさんを雇用すると机・椅

子、作業する部屋が必要になります。そ

して何より面倒な給与計算業務が発生し

ます。

　「office support ポケット」は、そのよ

うな皆様のお手間を軽減したいという想

いから業務を始めました。

　どんな些細な内容でもかまいません。

まずは90分の無料ヒアリングでお困りご

とを話してみませんか。

福岡市中央区天神2-3-10-716

TEL：090-7479-6759

FAX：092-518-1354

Instagram：rebius1966

E-mail：rebius1966@gmail.com

営業内容

クーポンアプリさぽーれ、店舗アプリ、

健康食品

ノーリスク広告・儲かる広告・お客様はクーポン利用で

ポイントゲット

レビウス

レビウス

貴店に50円の送客収入。対象業種：飲

食店、美容院、エステサロン、ネイルサ

ロン、マッサージ。さぽーれで地域活性

化！ お問い合わせお待ちしています。

全国で展開、クーポンアプリさぽー

れ。ポイント①掲載無料（1クーポン利

用で300円の広告費） ②お客様がクー

ポン利用でお客様に100P還元 ③貴店

登録のお客様が他店でクーポン利用で

業界を覆す新常識クーポンアプリ

さぽーれ　掲載店募集中！

　当院では、鍼（はり）・灸（きゅう）＋

マッサージ、天然鉱石を用いた温熱療法

など受けてみて「ああ、楽になったなぁ」

と思われる施術を行っています。最近は、

パソコン・スマホ…を長時間使い続ける

ことが原因で起こる、目の疲れ・頭痛・

首～肩～背中のコリ・ハリ・痛みを症状

としてお持ちの方が多いです。鍼灸施術

で症状を改善することができます。お気

軽にご相談ください。

30 2018  NOVEMBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・ 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：https://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 ひろば福 ひろばホットニュースホットニュース

福岡市博多区博多駅前2-9-17-312

TEL：080-5212-5490

FAX：092-510-0521

https://os-pocket.com/

E-mail：ishihara@os-pocket.com

営業内容

記帳代行・経理業務代行・給料計算

その他領収書の整理ファイリングや名刺

整理など

月に一度の打ち合わせで、必要な資料の追加や業務効率などを

しっかり話し合いながら、貴社に合った業務内容を作り上げていきます

office support ポケット

office support ポケット

経理事務と一般事務の

2人分が月に50,000円より

福岡市中央区荒戸2-1-22

斉藤ビル1F

TEL：092-406-4938

FAX：092-406-4938

minnanoitalian.com/

E-mail：hiroki.5017.nisiyan@alto.ocn.ne.jp

営業内容

ランチ　⇒パスタ、ピザ、定食各種等

ディナー⇒イタリアン、欧風料理、

　　　　　チーズフォンデュ等

パスタやピザはもちろん。当店でしか食べられない

ミートパイや大人気のチーズフォンデュ

みんなのイタリアン

みんなのイタリアン

ミートパイとチーズフォンデュが

人気のイタリアン！

▼

様々なメディアに

紹介されたミートパイ

㈱へいせい　福岡西店（へいせいのふどうさん）

福岡市西区徳永北9番34号

学研都市ビル参番館108号室

TEL：092-807-8555

FAX：092-807-3555

http://www.f-heisei.com/

営業時間：10:00～18:00

定休日：ＧＷ・盆・年末年始

営業内容

不動産売買仲介、買取、賃貸管理、

相続相談

どんなことでもお気軽にご相談ください。

HPやfacebookも随時更新中♪

㈱へいせい　福岡西店
（へいせいのふどうさん）

不動産業全般・住宅・リフォーム・お掃除など

ワンストップでお客様のご要望にお応えします！

「信頼のパートナー」としてお客様の

夢や希望の実現をサポート！

▼

今年の3月から

学研都市にOPENしました♪

▼

スカイプでの打合せ

福岡市中央区大名2-9-35

トウセン天神ビル9F

TEL：092-600-4503

http://office-cocokala.work

E-mail：info@office-cocokala.work

営業内容

総務部門の伴走型サポート事業を中心に

総務業務の見える化、規程チェック、そ

の他総務部門のサポートおよび教育研修

上場企業子会社総務管理職を定年退職。福岡の会社の

総務をサポートするために立ち上がりました！

オフィスここから

オフィスここから

　“オフィスここから”は、長年の総務管

理職経験で実践してきた辞書に載らない

ノウハウで総務を見える化、効率化する

ことで組織的で強い総務を作るためのサ

ポートを行っていきます。

　「総務は会社の顔である」と言われま

す。総務は専門家として日常業務を熟す

ことに加え社員や経営者が困ったときに

は相談でき満足されるオフィス・コンシェ

ルジュ的な役割も必要です。

属人化に陥りやすい総務業務を

辞書にはないノウハウで改善します

▼

総務業務の見える化の

ステップです

すこやか鍼灸院

福岡市南区柳河内1-9-20

TEL：092-983-3076

http://www1.bbiq.jp/sukoyakasan

※完全予約制

休診日：月・木

※土・日は開けています。

営業内容

鍼（はり）・灸（きゅう）の施術

ダイエット鍼（痩せ鍼）

お肌にやさしい化粧品の販売

すこやか鍼灸院
意外と知られていない鍼（はり）灸（きゅう）の効き目！

諦めていたその症状に…鍼灸施術で対応します！

首コリ、肩コリ、目の疲れ…

その症状に慣れていませんか？

▼

明るく清潔な院内

完全予約制

で賑わうお店づくりをしています！ みん

なでワイワイ肩ひじ張らずに安心してお越

し頂けます！ コース料理ももちろんご準

備しておりますので、団体様も大丈夫！ 

20名から貸切可

　当店は、ハレの日利用だけじゃなく、

普段使いにピッタリなイタリアンです！ 小

さいお子様から老夫婦まで、いろんなお

客様が来店してくれます！ 家族でカップ

ルで、ご友人や同僚と、様々なお客さま

　総合建設業として地域密着・地域貢献

の経営を行っております。お客様と共に

咲顔（えがお）になること・地域と共に発

展していくことで、「なくてはならない」不

動産会社となることを目指しています。

不動産のことでお困りではないですか？ 

誠実・地域密着をモットーに、不動産の

売買・賃貸管理業務など住まいと暮らし

に関わるあらゆるサービスをご提供してい

ます。

　ひとりのパートさんを雇用すると机・椅

子、作業する部屋が必要になります。そ

して何より面倒な給与計算業務が発生し

ます。

　「office support ポケット」は、そのよ

うな皆様のお手間を軽減したいという想

いから業務を始めました。

　どんな些細な内容でもかまいません。

まずは90分の無料ヒアリングでお困りご

とを話してみませんか。

福岡市中央区天神2-3-10-716

TEL：090-7479-6759

FAX：092-518-1354

Instagram：rebius1966

E-mail：rebius1966@gmail.com

営業内容

クーポンアプリさぽーれ、店舗アプリ、

健康食品

ノーリスク広告・儲かる広告・お客様はクーポン利用で

ポイントゲット

レビウス

レビウス

貴店に50円の送客収入。対象業種：飲

食店、美容院、エステサロン、ネイルサ

ロン、マッサージ。さぽーれで地域活性

化！ お問い合わせお待ちしています。

全国で展開、クーポンアプリさぽー

れ。ポイント①掲載無料（1クーポン利

用で300円の広告費） ②お客様がクー

ポン利用でお客様に100P還元 ③貴店

登録のお客様が他店でクーポン利用で

業界を覆す新常識クーポンアプリ

さぽーれ　掲載店募集中！

　当院では、鍼（はり）・灸（きゅう）＋

マッサージ、天然鉱石を用いた温熱療法

など受けてみて「ああ、楽になったなぁ」

と思われる施術を行っています。最近は、

パソコン・スマホ…を長時間使い続ける

ことが原因で起こる、目の疲れ・頭痛・

首～肩～背中のコリ・ハリ・痛みを症状

としてお持ちの方が多いです。鍼灸施術

で症状を改善することができます。お気

軽にご相談ください。

31福岡商工会議所 NEWS ︱ 2018  NOVEMBER



more

info

オー フィル ドゥ ジュール
☎092-231-8607
福岡市中央区桜坂1-14-9
営10:00～19:00
㉁水曜（月に一度、連休あり）
Pなし

yokamon 6

焼き菓子も販売していま

す。ケーキと同じく、どれも

手のこんだ逸品。お土産

にいかがですか？

会議所
NEWS

の

編集部
が街で

見つけ
た

“よか
もん”を

ご紹介
♪いわた　 散歩

あまりの美しさに 

目を奪われる 

とっておきのケーキ
　 

まるで宝石

ケーキ各種 右から プレシュー ショコラ  ￥580
ル ミエル  ￥500、マダガスカル  ￥540
ミューラー  ￥490、ティラミス  ￥390

（価格は全て税抜）

ずっと眺めていたいほど

の美しさ　 どれも魅力的

で、きっと迷ってしまいま

すよ。

オーナーシェフ 吉開雄資さん

「オー フィル ドゥ ジュール」のコンセプト

は“グルモンディーズ”。フランス語で、欲

張り、食いしん坊という意味です。このお

店を開くにあたって意識したのは、フラン

ス人においしいといわれるものをつくるこ

と。フランスで修業中、「おいしい」は万国

共通、世界を感動させる味があることを

肌で感じました。オープンにあたっては、

乳製品やフルーツなど、九州の素材の良

さに魅力を感じ、地元・福岡の地を選

びました。ハーブは糸島の久保田農

園さんのものを使用しています。

福岡のケーキ業界に新風を吹かせた

い。おいしさを追求するのはもちろ

んですが、色や形、素材の組み合わせ

などを独自に創造、発信して、福岡の皆

さんの選択肢をもう一つ増やすことができ

たら…と思っています。

Facebook

「フランスで約7年間働き、パリの5つ星ホテルで

腕を磨いた実力派シェフが営む人気店がある」…。

そんな噂を聞きつけて、やって来ました！ 閑静な住

宅街に佇むケーキ屋さん「オー フィル ドゥ ジュール」

　 ショーケースには、まるで宝石のように美しい

ケーキたちが並びます　　 どれも素敵ですが、今回

特にご紹介したいのは、ころんと愛らしい、まるで

真珠のような輝きを放つ「マダガスカル」。ムース、

シロップ、グラッサージュ、すべての層にマダガス

カル産バニラビーンズをたっぷり使用してあり、中に

はジェノワーズ生地とホワイトチョコのガナッシュ

が　一口食べるたびに感じる、繊細なバニラの味わ

いを堪能してください　　 どれも、フォークを入れ

るのがもったいないくらい美しいケーキたち。味はも

ちろん、見た目も味わいながら、一口ずつゆっくり

いただくと、とっても幸せな気持ちで満たされまし

た。皆さんもぜひご堪能あれ
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防災ハンドブック

風水害だけでなく、今や大地震の恐怖にもさらされている九州・日本。

いざという時にどう行動し、どうやって身を守るか。

災害を未然に防ぐ方法や日常の危機管理、

非常時の対処法などをコンパクトにまとめた実用マニュアル。

～ きょう、そして明日の「万が一」のために ～

企業PRやノベルティ、社員配布に最適！

■手帳型B7サイズ（たて128ミリ×よこ92ミリ）、20ページ程度

名入れスペース

●主な掲載項目

・避難行動

・緊急連絡網

・各種防災情報

・災害時伝言ダイヤル

・災害時避難場所

〒815-0035　福岡市東区松田3-9-32

TEL 092-621-8711(担当：諸隈)
https://dspcorp.jp/

防災関連印刷媒体のご案内［地震］ ［風水害］

など

PR

PR



福岡商工会議所が支援する

地域活性化

食べ飲み歩き
事業

第16回よござっしょはしご酒大会
（第1回なんかせんばはしご酒大会参加）

11/13㈫～11/15㈭
ざっしょ自慢のお店が大集合! 楽しいお店、新

しい仲間に出逢える3日間!! この機会に是非

お越しください!!

地域
ごと
に

楽し
いイ
ベン
トが

盛り
だく
さん

詳細
は各

HPを

チェ
ック
！

第6回食べ飲みウォーク「遊バル香椎」

11/13㈫～11/15㈭
昼も! 夜も! 香椎の町のいろいろなお店をはし

ごして楽しむお得な3日間! 参加店舗ごとのお

得なメニューを1チケットもしくは2チケットで

楽しむことができます。

お申し込み・お問い合わせ／総務・人事グループ　TEL 092-441-1110　FAX 092-474-3200

2019年
福岡商工会議所

〈申込方法〉福岡商工会議所ホームページからお申し込みください。

　　　　　参加証は参加料の入金確認後、会の2週間前までにお送りします。

〈申込締切〉2018年12月14日（金）

2019年 1月7日（月）12:00～13:30
会　場：ホテルニューオータニ博多 4階 鶴の間

参加料：お一人様 6,000円（税込）

対　象：福岡商工会議所の会員企業に限る

福岡経済の発展を願う年の始めの祝賀会

新年祝賀会 1時間半ゆっくり交流を！

木 火

2018年

上川端商店街振興組合

川端中央商店街振興組合

博多リバレイン専門店振興会

吉塚商店街

比恵商店連合会

博多阪急

岩田屋本店     

福岡三越

新天町商店街

大丸福岡天神店

柳橋連合市場協同組合

唐人町商店街振興組合

六本松商店連合会

大橋商店連合会

老司商店会

西新勝鷹水神通り商店街

西新中央商店街

西新中西商店街

西新名店街  

ハトヤ新道商店街

はとや通り商店街 

美食街B-dish

藤崎通り商店街

飯倉商店街

野芥商工連盟会

イオンマリナタウン専門店街

下山門商店会
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