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今月のTOPIC
リテールマーケティング（販売士）
検定試験受験企業に聞く

常に進化する社員であるために。
職場で活きる資格

輝く　 
販売士



漫画家

福博新景

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

お正月
今年だけじゃない
これまですべてのお正月
コマ落としのように思い出す
澄みきった空
富士の山
白砂青松
のどかな海
年神様のお迎え
日の丸もあたらしくして
「元旦はうちに居るとよ」
凧揚げしたいのに
お姉ちゃんの羽根つきの
相手でもいいから外へ出たい
でもそのうち、餅の魅力に勝てなくて
火鉢で焼いているうちに
家の中で静かに過ごす
お正月にもなじんで
そんなこんなもふくめて
去りゆく平成のお正月
おめでとう
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特集1

26 明倫国際法律事務所
代表　田中 雅敏氏

ミライロしごと図鑑

28 株式会社ワクフリ
代表取締役　髙島 卓也氏

カンパニーズチャレンジ

〈掲載広告〉
●共済制度受託会社10 社…P07
●福岡県信用保証協会…P20
●エコ・ウェイブ・ふくおか会議…P21
●ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社…P33
●株式会社九電工…裏表紙

〈【同封】 福商 折込みチラシ〉
●劇団四季「ライオンキング」のご案内
●小売商業部会講演会のご案内
●ナイスパートナー・長期休業補償創設のご案内

〈【同封】 福商ビジネス情報便〉
●株式会社サンネットワーク
●株式会社サポート
●株式会社ブレイクスルー
●株式会社エフティグループ（エフティー九州）
●西日本新聞社
●株式会社経済法令研究会
●アダプター株式会社
●株式会社あしたのチーム
●株式会社セールスアカデミー
●福岡社会保険労務士法人
●株式会社オートメイション・テクノロジー
●ほけんの窓口グループ株式会社　外商部　福岡法人営業課
●北九州商工会議所
●NBCコンサルタンツ株式会社
●スタートップ会計株式会社
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経済産業省 九州経済産業局　塩田 康一局長／
福岡県　小川 洋知事／福岡市　髙島 宗一郎市長
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輝く　販売士
株式会社ふくや　人事課長　中山 徹也さん

今月号は、特定商工業者として
登録のある事業所様にも
お送りしております。
福岡経済の動向や経営・ビジネスに
役立つ情報を掲載しておりますので、
お手隙の折にでも、
ご一読いただけますと幸いです。
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〈優秀な人材を採用・育成したい〉
検定対策講座、新規セミナー
福商「おもてなしコンクール」

〈報告〉
福岡県商工会議所連合会　平成30年度提言・要望書の概要

〈海外展開〉
個別商談会&九州フェア 出展者募集

〈お知らせ〉
FASHION  MONTH  FUKUOKA  ASIA
FUKUOKA  ASIA   COLLECTION  2019  SPRING-SUMMER
セミナー・教育
博多伝統芸能館公演
福商優待サービス

〈福岡商工会議所の活動〉
FCCI  NEWS 会議所の動き

〈ビジネスネットワーク〉
新規会員のご紹介
会員企業の商品・サービス紹介“ホットニュース”
新入会員交流会
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〈専門家に聞く〉
税務Q&A
危機管理情報室

〈役に立つ情報〉
時代を読み解くツボ
消費税率引き上げに伴う
反動減対策をどう考えるか？

トレンド通信
『ニーズがあるのに売れない』時は

敷居を下げて売る

福岡の統計
身の丈ITの推進

〈ホッとひと息〉
今月のよかもん

謹んで新年のお慶びを
申し上げます

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

謹んで新春のご挨拶を
　　　　　  申し上げます

昨年6月から福岡商工会議所会頭を
務めさせていただいております。

本年も商工会議所の活動を通じ、「地
域経済の活性化」「中小企業の活力強
化」という商工会議所の目的を果たすべ
く、全力で取り組んでまいります。

2018年（平成30年）を振り返って

世界経済は景気拡大を維持しながら
も、反グローバリズムや保護主義の台頭
など自由貿易と逆行する動きや米中貿易
摩擦など先行きが非常に不透明な状況
にあります。特に米中貿易摩擦の激化
は、世界経済に大きな悪影響を及ぼす
のではないかと懸念されており、日本経
済においても例外ではありません。一方
で、昨年はＴＰＰ１１の成立や日ＥＵ経済
連携協定の署名など自由貿易体制に大
きな進展がありました。

国内情勢に目を向けると、日本経済

は、設備投資の増加や雇用環境の改
善など、緩やかながらも回復基調が続い
ており、中小企業においても、回復の
傾向を示しています。

ただ、景気の回復と人口減少が相
まって人手不足が深刻化し、個人消費
の動きが依然として力強さを欠くため、人
件費や原材料価格の上昇などのコスト増
を価格転嫁することが容易でないなど、
中小企業においては景気回復の実感を
十分には得られていない状況であります。

また、全国的に大規模自然災害が続
き、被災した企業の事業継続や増大す
るインバウンド客の安全確保などの課題

が浮き彫りとなりました。
福岡市は日本で最も元気な街と言わ

れており、昨年もG20 財務大臣・中
央銀行総裁会議の福岡開催決定や福
岡ソフトバンクホークスの日本一など明
るい話題がありました。また、「天神ビッ
グバン」をはじめとする街の再開発プロ
ジェクトや、九州の玄関口となる福岡空
港や博多港の整備・拡充も進展し、
更なる街の活性化が期待されています。

2019年（平成31年）の抱負

個々の中小・小規模事業者では、人
手不足の深刻化や後継者不在による事
業承継問題、生産性向上など、企業の存
続に関わる課題に直面しています。さらに
今年４月には働き方改革関連法の施行、
10月には消費税率引き上げ・軽減税率
導入を控え、それらへの対応も急務です。

こうした課題に対しては、2018 年 4
月にスタートした当所の3カ年中期方針
において重点項目と位置付けて取り組ん
でいます。今後も引き続き、課題の解決
策を一緒に考えていくという「伴走型」支
援で、地域の経済・雇用を支える商工
業者の成長を後押ししてまいります。

1. 人手不足への対応
売り手市場と言われる中で、「会社合

同説明会」や大学での職種研究会など
を通じ、１人でも多くの学生に地元中小
企業を知ってもらいたいと思っておりま
す。一方で、人手不足を補うために、
事例紹介や実機を用いた操作体験など
IT技術導入支援の充実により業務効率
化・生産性向上を後押しします。 

2. 「創業」と「事業承継」への支援
中小企業における事業承継について

は、昨年の税制改正で「事業承継税制」
の抜本的拡充が実現し、福岡県事業承
継支援ネットワークの設立など、円滑な
事業承継支援の体制が整備されました。

今年は「個人事業者の事業承継税
制」の創設を国に要望しており、更なる
制度の充実を目指しています。また、６０
歳を超える経営者には事業承継診断を
実施し「事業承継の準備の重要性・必
要性」を認識してもらうと同時に、支援
ニーズを把握し各種支援機関と連携して
円滑な事業承継を支援してまいります。

一方で、第2創業はじめ新しいビジネ
ス創出や福岡発のベンチャー企業育成
など、地域経済の活力となる創業支援
にも力を入れてまいります。

3. 消費税率引き上げへの対応
１０月に予定されている消費税率の引

き上げと我が国初となる軽減税率導入に
向けた準備が急務となります。これを機
会にレジや経理面のＩＴ化やキャッシュレ
ス決済の流れが進むと見込まれており、
中小・小規模事業者がきちんと対応で
きるよう支援してまいります。

また、消費の反動減、価格転嫁対策
など国の施策をしっかり事業者に繋げて
まいります。

4. ビッグイベントを活かした観光振興
今年は6月に「Ｇ２０福岡財務大臣・

中央銀行総裁会議」が、9月～11月に
は「ラグビーワールドカップ」が開催されま
すが、これらは、福岡・九州を世界に
PRする絶好の機会と捉えております。
福岡商工会議所では関係機関と連携し
て、開催に向けて気運醸成イベントやお
もてなし事業に取り組みます。

また、ラグビーワールドカップは、九州
では福岡、熊本、大分の3 県で計 10
試合があり、欧米豪からの観光客の増
加も見込まれています。これに合わせて、
九州商工会議所連合会では9月に熊本
市で、熊本地震からの復興をPRする九
州・沖縄の食と観光物産展を開催しま
す。また同時に、九州・沖縄の約 40
のお祭りを一堂に集めたイベント「祭りア
イランド九州」を官民一体となって開催し

ます。九州・沖縄の元気と魅力を発信
することで、2020年東京オリンピック・
パラリンピックの際、あるいはそれ以降に
も、国内外から多くの皆さんが九州を訪
れていただけるようになるのではないかと
考えております。

創立１４０周年を迎え、
その伝統を次の時代へ

福岡商工会議所は本年、創立 140
周年を迎えます。明治12年（1879年）
の創立以来、育まれてきた福岡商工会
議所の伝統を次の時代へ繋げ、新しい
歴史を刻んでいかなければなりません。

福岡商工会議所は「商工業の改善・
発達」と「福岡の発展」を理念に掲げて
活動しています。140周年を迎えるにあ
たり、あらためて会員や地域の皆様に感
謝の意を表するとともに、創立の原点に
立ち返り、福岡の経済を支える経営者
の皆様の期待に応えられるよう、新たな
決意を持って取り組んでまいります。

元号が改まる新時代に相応しい
風を・・・「改元新風」

今年は元号が改まり、新たな歴史が幕
を開けます。明治・大正・昭和・平成
と続いてきた日本の歩みを改めて振り返
りながら、新しい元号が辿るこれからの
時代に向けて、確かな歩み、清新な一
歩を踏み出さなければなりません。福岡
商工会議所も、新しい風、清新の気運
あふれる風の下でこれからの時代をにら
んで、確かな歩みを進めてまいります。

最後になりますが、皆様の一層のご支
援とご協力を心からお願いしますとともに、
本年が皆様にとって明るい未来が展望で
きる年になりますよう心から祈念いたします。

改元と創立140周年に相応しい新しい風の下で・・・
会頭 藤永憲一　今年の意気込み

会社合同説明会（2018.5.21）

ラグビーワールドカップ2019TM

開催都市特別サポーター（福岡）委嘱式（2018.9.30）

特 集
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を価格転嫁することが容易でないなど、
中小企業においては景気回復の実感を
十分には得られていない状況であります。

また、全国的に大規模自然災害が続
き、被災した企業の事業継続や増大す
るインバウンド客の安全確保などの課題

が浮き彫りとなりました。
福岡市は日本で最も元気な街と言わ

れており、昨年もG20 財務大臣・中
央銀行総裁会議の福岡開催決定や福
岡ソフトバンクホークスの日本一など明
るい話題がありました。また、「天神ビッ
グバン」をはじめとする街の再開発プロ
ジェクトや、九州の玄関口となる福岡空
港や博多港の整備・拡充も進展し、
更なる街の活性化が期待されています。

2019年（平成31年）の抱負

個々の中小・小規模事業者では、人
手不足の深刻化や後継者不在による事
業承継問題、生産性向上など、企業の存
続に関わる課題に直面しています。さらに
今年４月には働き方改革関連法の施行、
10月には消費税率引き上げ・軽減税率
導入を控え、それらへの対応も急務です。

こうした課題に対しては、2018 年 4
月にスタートした当所の3カ年中期方針
において重点項目と位置付けて取り組ん
でいます。今後も引き続き、課題の解決
策を一緒に考えていくという「伴走型」支
援で、地域の経済・雇用を支える商工
業者の成長を後押ししてまいります。

1. 人手不足への対応
売り手市場と言われる中で、「会社合

同説明会」や大学での職種研究会など
を通じ、１人でも多くの学生に地元中小
企業を知ってもらいたいと思っておりま
す。一方で、人手不足を補うために、
事例紹介や実機を用いた操作体験など
IT技術導入支援の充実により業務効率
化・生産性向上を後押しします。 

2. 「創業」と「事業承継」への支援
中小企業における事業承継について

は、昨年の税制改正で「事業承継税制」
の抜本的拡充が実現し、福岡県事業承
継支援ネットワークの設立など、円滑な
事業承継支援の体制が整備されました。

今年は「個人事業者の事業承継税
制」の創設を国に要望しており、更なる
制度の充実を目指しています。また、６０
歳を超える経営者には事業承継診断を
実施し「事業承継の準備の重要性・必
要性」を認識してもらうと同時に、支援
ニーズを把握し各種支援機関と連携して
円滑な事業承継を支援してまいります。

一方で、第2創業はじめ新しいビジネ
ス創出や福岡発のベンチャー企業育成
など、地域経済の活力となる創業支援
にも力を入れてまいります。

3. 消費税率引き上げへの対応
１０月に予定されている消費税率の引

き上げと我が国初となる軽減税率導入に
向けた準備が急務となります。これを機
会にレジや経理面のＩＴ化やキャッシュレ
ス決済の流れが進むと見込まれており、
中小・小規模事業者がきちんと対応で
きるよう支援してまいります。

また、消費の反動減、価格転嫁対策
など国の施策をしっかり事業者に繋げて
まいります。

4. ビッグイベントを活かした観光振興
今年は6月に「Ｇ２０福岡財務大臣・

中央銀行総裁会議」が、9月～11月に
は「ラグビーワールドカップ」が開催されま
すが、これらは、福岡・九州を世界に
PRする絶好の機会と捉えております。
福岡商工会議所では関係機関と連携し
て、開催に向けて気運醸成イベントやお
もてなし事業に取り組みます。

また、ラグビーワールドカップは、九州
では福岡、熊本、大分の3 県で計 10
試合があり、欧米豪からの観光客の増
加も見込まれています。これに合わせて、
九州商工会議所連合会では9月に熊本
市で、熊本地震からの復興をPRする九
州・沖縄の食と観光物産展を開催しま
す。また同時に、九州・沖縄の約 40
のお祭りを一堂に集めたイベント「祭りア
イランド九州」を官民一体となって開催し

ます。九州・沖縄の元気と魅力を発信
することで、2020年東京オリンピック・
パラリンピックの際、あるいはそれ以降に
も、国内外から多くの皆さんが九州を訪
れていただけるようになるのではないかと
考えております。

創立１４０周年を迎え、
その伝統を次の時代へ

福岡商工会議所は本年、創立 140
周年を迎えます。明治12年（1879年）
の創立以来、育まれてきた福岡商工会
議所の伝統を次の時代へ繋げ、新しい
歴史を刻んでいかなければなりません。

福岡商工会議所は「商工業の改善・
発達」と「福岡の発展」を理念に掲げて
活動しています。140周年を迎えるにあ
たり、あらためて会員や地域の皆様に感
謝の意を表するとともに、創立の原点に
立ち返り、福岡の経済を支える経営者
の皆様の期待に応えられるよう、新たな
決意を持って取り組んでまいります。

元号が改まる新時代に相応しい
風を・・・「改元新風」

今年は元号が改まり、新たな歴史が幕
を開けます。明治・大正・昭和・平成
と続いてきた日本の歩みを改めて振り返
りながら、新しい元号が辿るこれからの
時代に向けて、確かな歩み、清新な一
歩を踏み出さなければなりません。福岡
商工会議所も、新しい風、清新の気運
あふれる風の下でこれからの時代をにら
んで、確かな歩みを進めてまいります。

最後になりますが、皆様の一層のご支
援とご協力を心からお願いしますとともに、
本年が皆様にとって明るい未来が展望で
きる年になりますよう心から祈念いたします。

改元と創立140周年に相応しい新しい風の下で・・・
会頭 藤永憲一　今年の意気込み

会社合同説明会（2018.5.21）

ラグビーワールドカップ2019TM

開催都市特別サポーター（福岡）委嘱式（2018.9.30）

特 集
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平成31年の新春を迎え、
謹んでお慶び申し上げます。

　昨年の九州経済を振り返りますと、生産は主力
の自動車や半導体関連が旺盛な海外需要に支え
られ高い水準で推移しました。個人消費もインバ
ウンドの増加等を背景に堅調に推移するなど、一
部に厳しさは残るものの、総じてみれば、九州地
域の経済は緩やかに改善した一年でした。

　九州には、農林水産・食料品、医療・バイオ、
環境・エネルギーなど高いポテンシャルを持つ産
業が存在し、各地で特色ある取組が展開されてい
ます。

　一方で、人口減少・少子高齢化等による人手
不足や後継者問題などの課題が、九州でも顕在
化しています。事業承継の円滑化を図るととも
に、IoTやAIの導入・実装等による生産性革命の
実現を通じて競争力を強化し、地域経済を支える
産業を活性化させる必要があります。

　九州経済産業局では、以下の施策を通じて、

九州経済の持続可能な成長の実現に向けて精力
的に取り組んでまいります。

　第4次産業革命の実現に向けて、「九州IoTコ
ミュニティ」を核として、「地方版IoT推進ラボ」等
と連携し、IoTやAIの導入・実装等を通じた生産
性向上や新しいサービスの創出を目指します。ま
た、生産性向上特別措置法や中小企業等経営強
化法等に基づく税制や、補助金等を通じて、中小
企業・小規模事業者の生産性向上や経営力強化
につながる設備等の導入を積極的に支援します。

　また、地域の特性・強みを生かして高い付加
価値を創出し、成長分野での需要を地域内に取
り込み経済的な波及効果をもたらす企業として、
九州からも多くの「地域未来牽引企業」が選定さ
れています。地域未来投資促進法に基づき、地
域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に
挑戦する取組を、予算・税制・金融・規制緩和
などの面から重点的に支援します。

　さらに、中国・韓国との「環黄海経済・技術交
流会議」や、ASEAN諸国へのミッション団派遣

等を通じて、アジア地域との経済・産業交流を
推進するとともに、「国内・海外販路開拓強化支
援事業」や「新輸出大国コンソーシアム」の専門家
派遣制度等を活用し、農林水産物・食品の輸出
拡大や、地域の特色を活かした新製品の開発や
販路開拓の取組を支援します。

　多くの中小企業・小規模事業者にとって喫緊の
課題である人材確保については、若者や女性、シ
ニア人材等と企業とのマッチング・定着促進を図
るほか、円滑な事業承継の促進に向けて、各県
に設置した「事業引継支援センター」や関係機関
と連携して引き続き支援してまいります。

　熊本地震等からの復旧・復興を引き続き支援す
るとともに、各地で相次ぐ自然災害への対応とし
て、BCP策定等を通じた中小企業の経営強靭化
に取り組みます。また、キャッシュレス化の推進、
消費税率の引き上げ対策、消費者保護について
も、積極的な情報提供等に取り組んでまいります。

　九州経済の成長を支えるエネルギーの安定供
給確保に万全を期します。九州が豊富なポテン
シャルを有する地熱等の再生可能エネルギーの導
入促進を図るとともに、九州で最先端の研究開発
が進む水素利用や、省エネルギーの推進、環境・
リサイクル産業の振興に、関係機関と連携して引
き続き取り組んでまいります。

　今年は新しい元号を迎える節目の年になりま
す。関係機関の皆様とともに、九州経済の持続的
な成長に向けて、施策を総動員して取り組んでま
いります。

　本年が皆様方にとって実り多い飛躍の年になる
ことを願いまして、新年の御挨拶といたします。

九州経済産業局長　塩田 康一

　未来を拓く
　　　商工会議所

新年あけまして
　　おめでとうございます。

福岡県は、一昨年、昨年と2年連続
で豪雨災害に見舞われました。県では、
それぞれの被災地の復旧・復興に、全
力で取り組んできました。
経済に目を転じると、わが国の経済が
緩やかに回復している中にあって、本県
は、それよりもさらに先を進み、景気は
緩やかに拡大しています。雇用も、有効
求人倍率は1.58倍と最高水準で推移し、
就業者数もこの1年間で47,000人増え
ました。福岡県は大変元気です。

4月30日、天皇陛下が御退位され、
皇位の継承が行われます。歴史の大き
な転換点を迎えようとしています。

今年は、まず何より、被災地の復
旧・復興を加速させます。そして、各
地域で雇用を増やし、元気な福岡県を
より一層元気にし、一方で、色々な問
題を抱えておられる方々に寄り添う、温
かみのある行政に力を入れていきます。

本県の雇用の約8割を担い、県経済
の発展と活力の原動力である中小企業
を振興するため、それぞれの企業の成
長段階と事業環境に応じたきめ細かな
支援を行うとともに、事業承継にしっか
り取り組んでまいります。
また、引き続き、自動車、水素エネ
ルギー、バイオ、ロボット、IoTなど先
端成長産業を育成します。
昨年、国から全国7つの特区の中で最
も高く評価された「グリーンアジア国際

戦略総合特区」は、すでに設備投資額
2,000億円を突破し、約1,500人の新
たな雇用が生まれています。引き続き、
一つでも多くの事業化を実現します。

これから、本県では、アジア初のラ
グビーワールドカップの開催をはじめ、
国際イベントが目白押しです。
これらを契機として、国内外から多く
の観光客を誘致し、県内各地、そして
九州への周遊を図るため、空港、港湾
の整備など玄関口の利便性の向上と安
心して観光してもらうための受入環境の
整備を進めていきます。そして、市町
村、ひいては県全体の観光の魅力を底
上げし、本県の観光における競争力を
高めてまいります。

このようにして、福岡県を「日本海側
の、かつ、アジアを向いた一大拠点」と
して成長させ、九州をけん引し、わが国
のバランスの取れた発展に貢献してまい
ります。

新年が県民の皆様にとって、素晴らし
い一年となりますよう心からお祈りいた
します。

福岡県、九州を
　　 もっと元気に

九州経済の
持続的な成長に向けて

福岡県知事　小川 洋

明けましておめでとうございます。
平成31年の新春を迎え、
謹んでお喜び申しあげます。

各地商工会議所の皆さまにおかれまし
ては、各地域の経済の発展、また日本商
工会議所の諸事業に対して、日頃から一
方ならぬご支援・ご協力を賜り、年頭に
当たり厚く御礼申しあげます。

世界経済は、IMFによれば、2018年
の経済成長率はプラス3.7％を維持する
ものの、2019年の見通しはプラス3.9％
からプラス3.7％に下方修正されました。
これは、主に米国トランプ政権の保護主
義的な貿易政策が、米中貿易摩擦などの
形で徐々に具体化してきたことなどを反映
したものであり、貿易摩擦が今後さらに
過激化すれば、さらなる下方修正リスク
もないとは言い切れません。

米中貿易摩擦は、今後交渉の中で部分
的な妥協はあり得るのかもしれませんが、
単なる貿易摩擦ではなく、安全保障を含
めた最新技術の主導権争いに端を発した
米中間の覇権争いと捉えるべきであり、
従って長く続くことを覚悟すべきだと思い
ます。われわれ経済人は、そのような状
況の中でどのように生き残っていくべきか
を模索していく必要があります。

一方、トランプ政権の極めて不安定な
政策は、日本に主体的な対応を求めてい
ます。米国が TPPからの離脱を決めた
後、日本が国際社会で初めて主導的な役
割を果たして、残った国々でTPP11を成
立させることができ、昨年末には無事発効
いたしました。日EU・EPAも、トランプ
政権の動きを見てEUが急に熱心となり、
署名にまで進むことができましたし、日中
関係も中国側の態度に変化があり、両国
首脳の相互往来を経て、新たな次元での
関係強化が確認された年となりました。

わが国の国内情勢に目を転じれば、依
然として個人消費に力強さを欠くものの、
経済が引き続き緩やかな拡大傾向を続け
る中で、需給ギャップも一昨年よりプラス
に転じ、賃金も上昇を続けており、もはや
デフレではない状況に達したといえます。
今こそ、人手不足・少子高齢化・低い生
産性・地方の疲弊など、わが国の構造的
課題の解決に向け、生産性の向上などの
サプライサイドの経済政策を推し進めると
ともに、社会保障の持続可能性の向上と

財政健全化にも取り組むべきであります。
昨年秋には安倍総理の3選も決まり、世
界に誇るべき安定的な政権運営基盤が整
いました。是非ともアベノミクスをステージ
アップさせ、「足元の安心」から「将来の安
心」により軸足を移した経済財政政策の検
討と推進を望みたいと思います。

内外情勢がこのように大きく変化する
中、民間企業も自己変革に取り組まねば
なりません。深刻化する人手不足にどう
対応していくのか、AI・IoTなどの第4次
産業革命における技術革新をどのように
活用して自らの生産性を高めていくのか、
海外市場を自らの成長にどう結びつけて
いけばよいのか。不確実・不透明な時代
であるからこそ、企業経営者は目の前の
課題をむしろチャンスとして前向きに捉
え、自ら果敢に挑戦すべき時を迎えてい
ます。

そうした中、われわれ商工会議所は、
地域の経営者に寄り添いながら、変化の
波を新たな成長へとつなげていく動きを後
押しする使命があります。まさに、企業
の発展が地域経済社会の発展につなが
り、そして日本全体の発展につながってい
くべきであり、商工会議所創立から140
年を経た今こそ、渋沢栄一翁が述べた
「公益と私益の両立」の原点に立ち返り、
自覚も新たに活動すべきであります。

私もまた、「中小企業に日本の課題が最
も早く押し寄せる故に、中小企業の課題
を解決することが日本経済の成長に直結
するものだ」との信念の下、本年、商工
会議所が取り組むべきものとして、以下
の課題を掲げ、重点的に取り組んでまい
りたいと思います。

1点目は、「人手不足への対応と生産性
向上」に向けた取り組みです。人手不足
が中小企業の最大の経営課題となってい
る今、人材の確保・定着や生産性の向上
に最優先に取り組まなくてはなりません。
女性・高齢者・外国人など、多様な人材
の活用とともに、業務運営の見直しも含
めた働き方改革の推進や、IT・IoT、ロ
ボット、AIなど革新的技術の活用を通じ
て生産性の向上を図っていく必要がありま
す。日本の全企業数の99.7％を占める
中小企業の生産性向上なくして、わが国
全体の生産性向上と持続的成長は不可
能です。商工会議所としても、経営者の
「気づき」を促し、身の丈に合った形で

IT・IoTやAIを身近な経営改善に活用い
ただけるよう、すそ野の広い支援事業を
積極的に展開してまいります。

2点目は、「中小企業の活力強化と地方
創生」への取り組みです。経営者の高齢
化や後継者不足により、地域経済の基盤
である中小企業の廃業数は増加を続けて
います。昨年、事業承継税制が抜本拡充
されたことをテコに、円滑な事業承継を
支援し、価値ある事業の存続を図るとと
もに、新たな創業も促していかなくてはな
りません。地域において中核となる企業
の存続と新たな創業は、そのまま地域の
活性化とわが国の成長につながる極めて
重要な課題です。商工会議所は、国の支
援施策もフル活用させていただき、地方
銀行などの協力も得ながら、引き続き円
滑な事業承継、創業支援に取り組んでま
いります。また、農商工連携、地域資源
を活用した観光振興、中小企業の海外展
開など、域外需要の獲得と真の地方創生
に向けてさらに取り組みを強化してまいり
ます。

特に本年は、日本が議長国を務める
G20サミットやラグビーワールドカップが
予定されており、また2020年には、い
よいよ東京オリンピック・パラリンピック
の開催を迎えるなど、世界的なビッグイベ
ントが続きます。これらは、わが国の魅
力を世界にアピールする絶好の機会であ
り、インバウンドのみならず国内観光を含
めた観光振興により、地域活性化に尽力
してまいりたいと思います。

3点目は、2019年10月1日に予定され
ている「消費税率引き上げ」への対応で
す。消費税率引き上げ前後の需要変動に
対する平準化対策に関しては、取引価格
への円滑な価格転嫁が大前提であり、そ
のためには中小事業者への十分な配慮と
支援が必要です。また軽減税率に関して
は、導入まで残り1年を切っている中で、
昨年9月時点での日商の調査によると、
多くの事業者が未だ準備に取り掛かって
いない状況が明らかになりました。軽減
税率は日本として初めての経験となります
ので、一刻も早く準備を進めることが必
要です。これまでも多くの商工会議所で
説明会・相談会を実施してきましたが、
引き続き国との連携を密にし、広報活動
や事業者からの相談などに取り組み、事
業者の円滑な対応を支援してまいります。

最後に、今春には天皇陛下がご譲位さ
れ、「平成」が終わり新しい時代の幕開け
となります。日本商工会議所は「未来を
拓く商工会議所」として、全国515商工
会議所のみならず、青年部、女性会との
連携も今まで以上に強化し、前述の課題
解決に尽力するとともに、企業、地域、
ひいては日本経済の持続的成長の実現に
向けて全力で取り組んでまいります。

日本商工会議所会頭　三村 明夫
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平成31年の新春を迎え、
謹んでお慶び申し上げます。

　昨年の九州経済を振り返りますと、生産は主力
の自動車や半導体関連が旺盛な海外需要に支え
られ高い水準で推移しました。個人消費もインバ
ウンドの増加等を背景に堅調に推移するなど、一
部に厳しさは残るものの、総じてみれば、九州地
域の経済は緩やかに改善した一年でした。

　九州には、農林水産・食料品、医療・バイオ、
環境・エネルギーなど高いポテンシャルを持つ産
業が存在し、各地で特色ある取組が展開されてい
ます。

　一方で、人口減少・少子高齢化等による人手
不足や後継者問題などの課題が、九州でも顕在
化しています。事業承継の円滑化を図るととも
に、IoTやAIの導入・実装等による生産性革命の
実現を通じて競争力を強化し、地域経済を支える
産業を活性化させる必要があります。

　九州経済産業局では、以下の施策を通じて、

九州経済の持続可能な成長の実現に向けて精力
的に取り組んでまいります。

　第4次産業革命の実現に向けて、「九州IoTコ
ミュニティ」を核として、「地方版IoT推進ラボ」等
と連携し、IoTやAIの導入・実装等を通じた生産
性向上や新しいサービスの創出を目指します。ま
た、生産性向上特別措置法や中小企業等経営強
化法等に基づく税制や、補助金等を通じて、中小
企業・小規模事業者の生産性向上や経営力強化
につながる設備等の導入を積極的に支援します。

　また、地域の特性・強みを生かして高い付加
価値を創出し、成長分野での需要を地域内に取
り込み経済的な波及効果をもたらす企業として、
九州からも多くの「地域未来牽引企業」が選定さ
れています。地域未来投資促進法に基づき、地
域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に
挑戦する取組を、予算・税制・金融・規制緩和
などの面から重点的に支援します。

　さらに、中国・韓国との「環黄海経済・技術交
流会議」や、ASEAN諸国へのミッション団派遣

等を通じて、アジア地域との経済・産業交流を
推進するとともに、「国内・海外販路開拓強化支
援事業」や「新輸出大国コンソーシアム」の専門家
派遣制度等を活用し、農林水産物・食品の輸出
拡大や、地域の特色を活かした新製品の開発や
販路開拓の取組を支援します。

　多くの中小企業・小規模事業者にとって喫緊の
課題である人材確保については、若者や女性、シ
ニア人材等と企業とのマッチング・定着促進を図
るほか、円滑な事業承継の促進に向けて、各県
に設置した「事業引継支援センター」や関係機関
と連携して引き続き支援してまいります。

　熊本地震等からの復旧・復興を引き続き支援す
るとともに、各地で相次ぐ自然災害への対応とし
て、BCP策定等を通じた中小企業の経営強靭化
に取り組みます。また、キャッシュレス化の推進、
消費税率の引き上げ対策、消費者保護について
も、積極的な情報提供等に取り組んでまいります。

　九州経済の成長を支えるエネルギーの安定供
給確保に万全を期します。九州が豊富なポテン
シャルを有する地熱等の再生可能エネルギーの導
入促進を図るとともに、九州で最先端の研究開発
が進む水素利用や、省エネルギーの推進、環境・
リサイクル産業の振興に、関係機関と連携して引
き続き取り組んでまいります。

　今年は新しい元号を迎える節目の年になりま
す。関係機関の皆様とともに、九州経済の持続的
な成長に向けて、施策を総動員して取り組んでま
いります。

　本年が皆様方にとって実り多い飛躍の年になる
ことを願いまして、新年の御挨拶といたします。

九州経済産業局長　塩田 康一

　未来を拓く
　　　商工会議所

新年あけまして
　　おめでとうございます。

福岡県は、一昨年、昨年と2年連続
で豪雨災害に見舞われました。県では、
それぞれの被災地の復旧・復興に、全
力で取り組んできました。
経済に目を転じると、わが国の経済が
緩やかに回復している中にあって、本県
は、それよりもさらに先を進み、景気は
緩やかに拡大しています。雇用も、有効
求人倍率は1.58倍と最高水準で推移し、
就業者数もこの1年間で47,000人増え
ました。福岡県は大変元気です。

4月30日、天皇陛下が御退位され、
皇位の継承が行われます。歴史の大き
な転換点を迎えようとしています。

今年は、まず何より、被災地の復
旧・復興を加速させます。そして、各
地域で雇用を増やし、元気な福岡県を
より一層元気にし、一方で、色々な問
題を抱えておられる方々に寄り添う、温
かみのある行政に力を入れていきます。

本県の雇用の約8割を担い、県経済
の発展と活力の原動力である中小企業
を振興するため、それぞれの企業の成
長段階と事業環境に応じたきめ細かな
支援を行うとともに、事業承継にしっか
り取り組んでまいります。
また、引き続き、自動車、水素エネ
ルギー、バイオ、ロボット、IoTなど先
端成長産業を育成します。
昨年、国から全国7つの特区の中で最
も高く評価された「グリーンアジア国際

戦略総合特区」は、すでに設備投資額
2,000億円を突破し、約1,500人の新
たな雇用が生まれています。引き続き、
一つでも多くの事業化を実現します。

これから、本県では、アジア初のラ
グビーワールドカップの開催をはじめ、
国際イベントが目白押しです。
これらを契機として、国内外から多く
の観光客を誘致し、県内各地、そして
九州への周遊を図るため、空港、港湾
の整備など玄関口の利便性の向上と安
心して観光してもらうための受入環境の
整備を進めていきます。そして、市町
村、ひいては県全体の観光の魅力を底
上げし、本県の観光における競争力を
高めてまいります。

このようにして、福岡県を「日本海側
の、かつ、アジアを向いた一大拠点」と
して成長させ、九州をけん引し、わが国
のバランスの取れた発展に貢献してまい
ります。

新年が県民の皆様にとって、素晴らし
い一年となりますよう心からお祈りいた
します。

福岡県、九州を
　　 もっと元気に

九州経済の
持続的な成長に向けて

福岡県知事　小川 洋

明けましておめでとうございます。
平成31年の新春を迎え、
謹んでお喜び申しあげます。

各地商工会議所の皆さまにおかれまし
ては、各地域の経済の発展、また日本商
工会議所の諸事業に対して、日頃から一
方ならぬご支援・ご協力を賜り、年頭に
当たり厚く御礼申しあげます。

世界経済は、IMFによれば、2018年
の経済成長率はプラス3.7％を維持する
ものの、2019年の見通しはプラス3.9％
からプラス3.7％に下方修正されました。
これは、主に米国トランプ政権の保護主
義的な貿易政策が、米中貿易摩擦などの
形で徐々に具体化してきたことなどを反映
したものであり、貿易摩擦が今後さらに
過激化すれば、さらなる下方修正リスク
もないとは言い切れません。

米中貿易摩擦は、今後交渉の中で部分
的な妥協はあり得るのかもしれませんが、
単なる貿易摩擦ではなく、安全保障を含
めた最新技術の主導権争いに端を発した
米中間の覇権争いと捉えるべきであり、
従って長く続くことを覚悟すべきだと思い
ます。われわれ経済人は、そのような状
況の中でどのように生き残っていくべきか
を模索していく必要があります。

一方、トランプ政権の極めて不安定な
政策は、日本に主体的な対応を求めてい
ます。米国が TPPからの離脱を決めた
後、日本が国際社会で初めて主導的な役
割を果たして、残った国々でTPP11を成
立させることができ、昨年末には無事発効
いたしました。日EU・EPAも、トランプ
政権の動きを見てEUが急に熱心となり、
署名にまで進むことができましたし、日中
関係も中国側の態度に変化があり、両国
首脳の相互往来を経て、新たな次元での
関係強化が確認された年となりました。

わが国の国内情勢に目を転じれば、依
然として個人消費に力強さを欠くものの、
経済が引き続き緩やかな拡大傾向を続け
る中で、需給ギャップも一昨年よりプラス
に転じ、賃金も上昇を続けており、もはや
デフレではない状況に達したといえます。
今こそ、人手不足・少子高齢化・低い生
産性・地方の疲弊など、わが国の構造的
課題の解決に向け、生産性の向上などの
サプライサイドの経済政策を推し進めると
ともに、社会保障の持続可能性の向上と

財政健全化にも取り組むべきであります。
昨年秋には安倍総理の3選も決まり、世
界に誇るべき安定的な政権運営基盤が整
いました。是非ともアベノミクスをステージ
アップさせ、「足元の安心」から「将来の安
心」により軸足を移した経済財政政策の検
討と推進を望みたいと思います。

内外情勢がこのように大きく変化する
中、民間企業も自己変革に取り組まねば
なりません。深刻化する人手不足にどう
対応していくのか、AI・IoTなどの第4次
産業革命における技術革新をどのように
活用して自らの生産性を高めていくのか、
海外市場を自らの成長にどう結びつけて
いけばよいのか。不確実・不透明な時代
であるからこそ、企業経営者は目の前の
課題をむしろチャンスとして前向きに捉
え、自ら果敢に挑戦すべき時を迎えてい
ます。

そうした中、われわれ商工会議所は、
地域の経営者に寄り添いながら、変化の
波を新たな成長へとつなげていく動きを後
押しする使命があります。まさに、企業
の発展が地域経済社会の発展につなが
り、そして日本全体の発展につながってい
くべきであり、商工会議所創立から140
年を経た今こそ、渋沢栄一翁が述べた
「公益と私益の両立」の原点に立ち返り、
自覚も新たに活動すべきであります。

私もまた、「中小企業に日本の課題が最
も早く押し寄せる故に、中小企業の課題
を解決することが日本経済の成長に直結
するものだ」との信念の下、本年、商工
会議所が取り組むべきものとして、以下
の課題を掲げ、重点的に取り組んでまい
りたいと思います。

1点目は、「人手不足への対応と生産性
向上」に向けた取り組みです。人手不足
が中小企業の最大の経営課題となってい
る今、人材の確保・定着や生産性の向上
に最優先に取り組まなくてはなりません。
女性・高齢者・外国人など、多様な人材
の活用とともに、業務運営の見直しも含
めた働き方改革の推進や、IT・IoT、ロ
ボット、AIなど革新的技術の活用を通じ
て生産性の向上を図っていく必要がありま
す。日本の全企業数の99.7％を占める
中小企業の生産性向上なくして、わが国
全体の生産性向上と持続的成長は不可
能です。商工会議所としても、経営者の
「気づき」を促し、身の丈に合った形で

IT・IoTやAIを身近な経営改善に活用い
ただけるよう、すそ野の広い支援事業を
積極的に展開してまいります。

2点目は、「中小企業の活力強化と地方
創生」への取り組みです。経営者の高齢
化や後継者不足により、地域経済の基盤
である中小企業の廃業数は増加を続けて
います。昨年、事業承継税制が抜本拡充
されたことをテコに、円滑な事業承継を
支援し、価値ある事業の存続を図るとと
もに、新たな創業も促していかなくてはな
りません。地域において中核となる企業
の存続と新たな創業は、そのまま地域の
活性化とわが国の成長につながる極めて
重要な課題です。商工会議所は、国の支
援施策もフル活用させていただき、地方
銀行などの協力も得ながら、引き続き円
滑な事業承継、創業支援に取り組んでま
いります。また、農商工連携、地域資源
を活用した観光振興、中小企業の海外展
開など、域外需要の獲得と真の地方創生
に向けてさらに取り組みを強化してまいり
ます。

特に本年は、日本が議長国を務める
G20サミットやラグビーワールドカップが
予定されており、また2020年には、い
よいよ東京オリンピック・パラリンピック
の開催を迎えるなど、世界的なビッグイベ
ントが続きます。これらは、わが国の魅
力を世界にアピールする絶好の機会であ
り、インバウンドのみならず国内観光を含
めた観光振興により、地域活性化に尽力
してまいりたいと思います。

3点目は、2019年10月1日に予定され
ている「消費税率引き上げ」への対応で
す。消費税率引き上げ前後の需要変動に
対する平準化対策に関しては、取引価格
への円滑な価格転嫁が大前提であり、そ
のためには中小事業者への十分な配慮と
支援が必要です。また軽減税率に関して
は、導入まで残り1年を切っている中で、
昨年9月時点での日商の調査によると、
多くの事業者が未だ準備に取り掛かって
いない状況が明らかになりました。軽減
税率は日本として初めての経験となります
ので、一刻も早く準備を進めることが必
要です。これまでも多くの商工会議所で
説明会・相談会を実施してきましたが、
引き続き国との連携を密にし、広報活動
や事業者からの相談などに取り組み、事
業者の円滑な対応を支援してまいります。

最後に、今春には天皇陛下がご譲位さ
れ、「平成」が終わり新しい時代の幕開け
となります。日本商工会議所は「未来を
拓く商工会議所」として、全国515商工
会議所のみならず、青年部、女性会との
連携も今まで以上に強化し、前述の課題
解決に尽力するとともに、企業、地域、
ひいては日本経済の持続的成長の実現に
向けて全力で取り組んでまいります。

日本商工会議所会頭　三村 明夫

05福岡商工会議所 NEWS ︱ 2019  JANUARY



成長を続ける“福岡市”を、
アジアのリーダー都市へ

福岡市長　髙島 宗一郎

新年あけまして
　　おめでとうございます。

昨年、市民の皆様にご信任いただき、
引き続き、福岡市政の舵取りを担わせ
ていただくことになりました。新しい年
を迎え、改めて、皆様のご期待に応え
ていく決意を新たにしております。 

第3次産業が9 割を占める福岡市は、
人を呼び込むことで経済が活性化するこ
とから、観光振興や国際会議の誘致に
力を入れてきました。その結果、クルー
ズ船の寄港回数が3 年連続で日本一と
なるなど観光客が増加し、年間 2,000
万人以上の方が福岡市を訪れるようにな
りました。企業立地や創業も進み、都

市経済の成長により政令指定都市で唯
一、市税収入が5 年連続過去最高を更
新し続けています。 

この成長の果実により、すべての小
中学校へのエアコンの設置、7年間で
約13,000人分の保育所整備、高齢者
乗車券へのタクシー券の導入など、生
活の質を向上させるさまざまな取り組み
を行うことができています。 今後も、経
済政策で都市の成長を加速させ、すべ
ての市民の皆様にとって住みやすいと
言っていただけるようなまちにしていきた
いと考えています。 

そのためには、回り始めた「都市の成
長」と「生活の質の向上」の好循環を確
固たるものにすることが大切です。引き

続き、成長に伴う需要の拡大に対応す
るため、「天神ビッグバン」や「ウォーター
フロントネクスト」を進めるとともに、福
岡市の成長を牽引するような企業を創出
するため、スタートアップ支援に力を入
れていきます。 

また、今年開催される「G20 福岡財
務大臣・中央銀行総裁会議」と、「ラグ
ビーワールドカップ」は、世界に「福岡」
を発信し、福岡市がさらに成長していく
チャンスだと考えています。市民や企業
の皆様と一丸となり、オール福岡で大
成功を収めたいと思いますのでよろしく
お願いいたします。

今年も、「人と環境と都市活力の調和
がとれたアジアのリーダー都市」を目指
し、そして、未来の日本のロールモデル

（模範）となれるよう、福岡を次のステー
ジ に 飛 躍 させるた め の チャレン ジ

「FUKUOKA NEXT」を市民・企業の
皆様とともに進めてまいります。 

最後に、皆様の今年一年のご健勝と
ご活躍を心より祈念いたしまして、新年
の挨拶とさせていただきます。
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成長を続ける“福岡市”を、
アジアのリーダー都市へ

福岡市長　髙島 宗一郎

新年あけまして
　　おめでとうございます。

昨年、市民の皆様にご信任いただき、
引き続き、福岡市政の舵取りを担わせ
ていただくことになりました。新しい年
を迎え、改めて、皆様のご期待に応え
ていく決意を新たにしております。 

第3次産業が9 割を占める福岡市は、
人を呼び込むことで経済が活性化するこ
とから、観光振興や国際会議の誘致に
力を入れてきました。その結果、クルー
ズ船の寄港回数が3 年連続で日本一と
なるなど観光客が増加し、年間 2,000
万人以上の方が福岡市を訪れるようにな
りました。企業立地や創業も進み、都

市経済の成長により政令指定都市で唯
一、市税収入が5 年連続過去最高を更
新し続けています。 

この成長の果実により、すべての小
中学校へのエアコンの設置、7年間で
約13,000人分の保育所整備、高齢者
乗車券へのタクシー券の導入など、生
活の質を向上させるさまざまな取り組み
を行うことができています。 今後も、経
済政策で都市の成長を加速させ、すべ
ての市民の皆様にとって住みやすいと
言っていただけるようなまちにしていきた
いと考えています。 

そのためには、回り始めた「都市の成
長」と「生活の質の向上」の好循環を確
固たるものにすることが大切です。引き

続き、成長に伴う需要の拡大に対応す
るため、「天神ビッグバン」や「ウォーター
フロントネクスト」を進めるとともに、福
岡市の成長を牽引するような企業を創出
するため、スタートアップ支援に力を入
れていきます。 

また、今年開催される「G20 福岡財
務大臣・中央銀行総裁会議」と、「ラグ
ビーワールドカップ」は、世界に「福岡」
を発信し、福岡市がさらに成長していく
チャンスだと考えています。市民や企業
の皆様と一丸となり、オール福岡で大
成功を収めたいと思いますのでよろしく
お願いいたします。

今年も、「人と環境と都市活力の調和
がとれたアジアのリーダー都市」を目指
し、そして、未来の日本のロールモデル

（模範）となれるよう、福岡を次のステー
ジ に 飛 躍 させるた め の チャレン ジ

「FUKUOKA NEXT」を市民・企業の
皆様とともに進めてまいります。 

最後に、皆様の今年一年のご健勝と
ご活躍を心より祈念いたしまして、新年
の挨拶とさせていただきます。

水野　勝彦

明石　征大

西日本営業局  福岡市博多区上川端町12－20
　　　　　　  ふくぎん博多ビル９階  ☎282－8010㈹
福岡総合支社  福岡市博多区冷泉町５－35  ☎291－8631㈹

本部長兼福岡支社長   榎本　真一

大同生命保険株式会社
九 州 北 部 地 区
営　業　本　部

福岡支社　福岡市中央区西中洲12－33
　　　　　福岡大同生命ビル　☎711－9386

明治安田生命保険相互会社
常務執行役員　福岡本部長　清水　義朗
　　　　理事　福岡支社長　副島　健二

福岡本部　福岡市博多区中洲５－６－20
　　　　　明治安田生命福岡ビル8F　☎271－5376
福岡支社　福岡市博多区中洲５－６－20
　　　　　明治安田生命福岡ビル2F　☎271－5221

福岡支社

支社長   隈元　正徹

福岡市博多区博多駅前２丁目９－28
福岡商工会議所ビル７Ｆ　☎431－8056

アクサ生命保険株式会社

福岡支社

支社長　片山　栄治

福岡市中央区長浜１－１－35
新KBCビル6F　☎717－8018

ジブラルタ生命保険株式会社

福岡支社

支社長　北村　雄峰

福岡市博多区下川端町３番１号
リバレインオフィス10階　☎262－1131

三井生命保険株式会社

福岡支店

支店長   篠田　正一

福岡市中央区赤坂１－16－14
三井住友海上福岡赤坂ビル２階　☎722－6048

三井住友海上
火災保険株式会社

住友生命保険相互会社

福岡支社　福岡市中央区天神２丁目８－34
　　　　　住友生命福岡ビル６Ｆ　☎721－5123

福 岡 支 社 長   毛利　聡志
九州総合法人部長   浅倉　良彦

芦生　利仁

福岡市博多区店屋町８－30　☎291－4151

九州ブロック長
兼 福岡支社長

前田　晃宏福岡総合支社
理 事 支 社 長

福岡総合支社
担 当 支 社 長 髙橋　宏通

日本生命保険相互会社

福岡総合支社　福岡市中央区天神１丁目14－１
　　　　　　　日本生命福岡ビル7F　☎713－7930

執 　 行 　 役 　 員
西日本営業本部長
兼 西日本営業局長

福 岡 総 合 支 社 長

福岡支社

富国生命保険相互会社

福祉プランの確立は企業繁栄の第一歩！
福岡商工会議所
の共済制度

会員事業所（生命）共済
特 定 退 職 金 共 済

万一の災害に備えて
従業員の退職金の準備に

福岡商工会議所 会員組織・共済グループ
福岡市博多区博多駅前２丁目９－28　福岡商工会議所ビル6Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎441－2845
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リテールマーケティング（販売士）検定試験受験企業に聞く

常に進化する社員であるために。
職場で活きる資格

株式会社ふくや

『リテールマーケティング（販売士）検
定試験』は、現場で役立つ販売接客の
技術だけでなく、在庫管理からマーケ
ティング、労務・経営管理に至る幅広
い知識が身につく流通・小売分野で唯
一の公的資格試験です。試験科目は

「小売業の類型」「マーチャンダイジン
グ」「ストアオペレーション」「マーケティ
ング」「販売・経営管理」計 5 科目で構
成され、小売業の基礎知識がバランス
よく身につきます。人材育成の一環とし
て取り入れている企業も多く、今回は、
実際に販売士資格の取得を人事制度に
活用している株式会社ふくやの人事課
長  中山徹也さんにお話を伺いました。

―― 仕事内容を教えてください。

　現在は人事課の責任者として、人事労

務のマネジメントに携わっています。その

なかでも採用や正社員登用等の人材確

保と、研修の実施や資格取得支援といっ

た人材育成をメインで担当しています。

―― 人材育成の取り組みについてお聞
かせください。

　弊社の従業員に対し、階層ごとの研

修を実施しています。具体的には、入

社後 3 か月間の新入社員研修や、新任

管理職研修、現場のリーダーを対象と

した新任評価者に対する研修等です。

　他にも、若手社員を対象としたメン

ター制度※の整備も担当しています。業

務をサポートする現場の先輩メンターに

加え、他部門の部長を「部長メンター」

に設定し、おおよそ3 か月に一度、悩

みを相談するメンタリングの機会を設け

るといった取り組みも行っています。

※会社や配属部署における上司とは別に指導・相談役と
なる先輩社員が新入社員をサポートする制度

―― 最近の人材確保事情については
いかがですか。

　2016年6月に、パート・アルバイト社

員に対する正社員登用制度の見直しを行

いました。長期安定雇用と安心感を持っ

て日々の業務に取り組んでほしいという

観点から対象の幅を拡げ、制度設計を

改めました。実際に、制度を更改してか

ら80 名ほど正社員に登用した実績がご

ざいます。正社員登用には、勤続年数

や出勤率等の様々な要件を設定しており

ますが、実は、そこでリテールマーケティ

ング（販売士）検定を活用しています。

―― どのように販売士資格を活用され
ていますか。

　弊社のパート・アルバイト社員を正

社員に登用するにあたって、業種団体

の主宰する辛子めんたいこ表示・衛生

管理士の資格か、3 級販売士の資格を

取得することを要件としています。弊社

の正社員登用のタイミングは年に一度

です。正社員を目指している方は、資

格取得のため年 2 回の試験に向けて勉

強に励んでいます。

―― 株式会社ふくやの目指す人材像は
どのようなものですか。

　弊社の求める人材の方針として、「常に

進化する社員」という考え方があります。

　この業界は時代の変化の影響を非常に

受けやすい業界だと思っています。明太

子でいえば、お中元やお歳暮に代表され

るフォーマルギフトが昔から定番です

が、最近だとカジュアルなお土産物や、

日ごろ口にするお惣菜に明太子が使われ

るシーンも増えてまいりました。弊社

も、コンビニとのコラボによる明太子お

にぎりを展開しました。こういった新し

い動きをいつでもとれるように、我々が

常に進化して時代に適応していかなけれ

ばならないと思っています。

　環境はどんどん変わっていきますか

ら、弊社の社員は、「時代にあわせて

自分たちも変わっていかなければいけ

ない」という自覚をもって取り組める

人材であってほしいと思っており、そ

のために自社で資格取得の補助等、自

己啓発の支援に取り組んでいます。3

級販売士の資格取得は、その土台とな

りうる知識や心構えなどを身につけら

れる良い機会と捉えています。

―― 社員の資格取得支援の取り組み
内容を教えてください。

　弊社では、販売士に限らず支援対象

に認定している資格を現時点で 150 ほ

ど指定しており、試験に合格したら検

定料を会社が負担するという形で取り

組んでいます。この取り組みは昔から

行っているもので、語学や技術系の資

人事課長  中山徹也さん

自社の人材育成について語る中山さん

格を含めて業務に関するものを幅広く

支援の対象に認定しています。「部下の

目標設定に資格を取り入れたい」といっ

た要望に応じて新たに対象を追加する

こともありますし、その時々の情勢を見

つつ、認定対象を検討しながら実施し

ています。検定試験は結果がはっきり

としている分、がんばりがいがあると

思っていますし、この取り組みが社員の

資格取得のモチベーションに繋がれば

と思っています。

―― 販売士という資格はどのような位
置づけですか。

　3 級販売士の資格は、弊社に総合職

で入社した社員にとって必須の資格で

あると思っています。他の試験は自己

研鑽や目標達成のために各自取り組ん

でいるものですが、販売士についての

み、社員が入社した際に必ず取得する

ことを求めています。認定資格で必須

としているものはこの資格だけです。弊

社では昭和 50 年代からこの資格の取

得を必須としていたと聞いていますね。

―― 販売士資格がどのように役立って
いますか。

　総合職で入社した社員は3 級販売士

の取得が必須であり、パート・アルバ

イト社員の正社員登用にも要件のひと

つとしていることは先ほどご説明した通

りです。弊社では早い段階でこの資格

を取得してもらっているので、社員が弊

社でしっかり働くにあたっての基礎作り

にこの資格を活用しています。販売士

は、弊社で働くうえでの社員としての基

礎を形作っている資格であり、今後活

躍してもらうためのベースとして、この

資格があると思っております。

―― 最後にこれから販売士の資格取
得へチャレンジする方々へメッセージを
お願いします。

　この資格は、挑戦する級数によって

試験の難易度や学習する範囲も異なり

ますので、弊社で取得を必須にしてい

る3 級についてお話しさせていただきま

すが、これは小売店で働く上で知って

おかなければならない基礎知識が網羅

されていると思っております。

　その知識をしっかり身につけ、働く上

での基礎固めをして、常に進化してい

く社員として活 躍していくためにも、

しっかり勉強して今後のステップアップ

に繋げていってほしいと思っています。

   

　リテールマーケティング（販売士）検定試験の合格者には、販売の
プロとして「販売士」という称号を付与しており、「流通・小売業界で
必須の定番資格」として、社会的にも高い信頼と評価を得ています。
受験者は、小売業従事者だけではなく、製造業や卸売業、サービス
業、さらには流通業界への就職を目指している学生にまで広がって
おり、合格者は「販売士」として流通業界の各分野で活躍しています。
　キャリアアップや就職のために、あなたもぜひチャレンジしてみませんか？

■ 試験日：2月20日（水）
■ 申込締切：1月18日（金）
■ 受験料：1級7,710円、2級5,660円
　　　　　 3級4,120円

第 83 回 1～ 3 級 リテールマー ケティング（販売士）試験 申込
受付中！
申込
受付中！

輝く　 
販売士

〈会社概要〉

株式会社ふくや
FUKUYA Co.,Ltd.
所在地：福岡市博多区中洲2-6-10
代表者：代表取締役社長　川原武浩
創　業： 昭和23年10月5日 
事業内容： 味の明太子の製造・販売　各種食料品の　
　　　　　 卸・小売
URL：https://www.fukuya.com/

特 集 2
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リテールマーケティング（販売士）検定試験受験企業に聞く

常に進化する社員であるために。
職場で活きる資格

株式会社ふくや

『リテールマーケティング（販売士）検
定試験』は、現場で役立つ販売接客の
技術だけでなく、在庫管理からマーケ
ティング、労務・経営管理に至る幅広
い知識が身につく流通・小売分野で唯
一の公的資格試験です。試験科目は

「小売業の類型」「マーチャンダイジン
グ」「ストアオペレーション」「マーケティ
ング」「販売・経営管理」計 5 科目で構
成され、小売業の基礎知識がバランス
よく身につきます。人材育成の一環とし
て取り入れている企業も多く、今回は、
実際に販売士資格の取得を人事制度に
活用している株式会社ふくやの人事課
長  中山徹也さんにお話を伺いました。

―― 仕事内容を教えてください。

　現在は人事課の責任者として、人事労

務のマネジメントに携わっています。その

なかでも採用や正社員登用等の人材確

保と、研修の実施や資格取得支援といっ

た人材育成をメインで担当しています。

―― 人材育成の取り組みについてお聞
かせください。

　弊社の従業員に対し、階層ごとの研

修を実施しています。具体的には、入

社後 3 か月間の新入社員研修や、新任

管理職研修、現場のリーダーを対象と

した新任評価者に対する研修等です。

　他にも、若手社員を対象としたメン

ター制度※の整備も担当しています。業

務をサポートする現場の先輩メンターに

加え、他部門の部長を「部長メンター」

に設定し、おおよそ3 か月に一度、悩

みを相談するメンタリングの機会を設け

るといった取り組みも行っています。

※会社や配属部署における上司とは別に指導・相談役と
なる先輩社員が新入社員をサポートする制度

―― 最近の人材確保事情については
いかがですか。

　2016年6月に、パート・アルバイト社

員に対する正社員登用制度の見直しを行

いました。長期安定雇用と安心感を持っ

て日々の業務に取り組んでほしいという

観点から対象の幅を拡げ、制度設計を

改めました。実際に、制度を更改してか

ら80 名ほど正社員に登用した実績がご

ざいます。正社員登用には、勤続年数

や出勤率等の様々な要件を設定しており

ますが、実は、そこでリテールマーケティ

ング（販売士）検定を活用しています。

―― どのように販売士資格を活用され
ていますか。

　弊社のパート・アルバイト社員を正

社員に登用するにあたって、業種団体

の主宰する辛子めんたいこ表示・衛生

管理士の資格か、3 級販売士の資格を

取得することを要件としています。弊社

の正社員登用のタイミングは年に一度

です。正社員を目指している方は、資

格取得のため年 2 回の試験に向けて勉

強に励んでいます。

―― 株式会社ふくやの目指す人材像は
どのようなものですか。

　弊社の求める人材の方針として、「常に

進化する社員」という考え方があります。

　この業界は時代の変化の影響を非常に

受けやすい業界だと思っています。明太

子でいえば、お中元やお歳暮に代表され

るフォーマルギフトが昔から定番です

が、最近だとカジュアルなお土産物や、

日ごろ口にするお惣菜に明太子が使われ

るシーンも増えてまいりました。弊社

も、コンビニとのコラボによる明太子お

にぎりを展開しました。こういった新し

い動きをいつでもとれるように、我々が

常に進化して時代に適応していかなけれ

ばならないと思っています。

　環境はどんどん変わっていきますか

ら、弊社の社員は、「時代にあわせて

自分たちも変わっていかなければいけ

ない」という自覚をもって取り組める

人材であってほしいと思っており、そ

のために自社で資格取得の補助等、自

己啓発の支援に取り組んでいます。3

級販売士の資格取得は、その土台とな

りうる知識や心構えなどを身につけら

れる良い機会と捉えています。

―― 社員の資格取得支援の取り組み
内容を教えてください。

　弊社では、販売士に限らず支援対象

に認定している資格を現時点で 150 ほ

ど指定しており、試験に合格したら検

定料を会社が負担するという形で取り

組んでいます。この取り組みは昔から

行っているもので、語学や技術系の資

人事課長  中山徹也さん

自社の人材育成について語る中山さん

格を含めて業務に関するものを幅広く

支援の対象に認定しています。「部下の

目標設定に資格を取り入れたい」といっ

た要望に応じて新たに対象を追加する

こともありますし、その時々の情勢を見

つつ、認定対象を検討しながら実施し

ています。検定試験は結果がはっきり

としている分、がんばりがいがあると

思っていますし、この取り組みが社員の

資格取得のモチベーションに繋がれば

と思っています。

―― 販売士という資格はどのような位
置づけですか。

　3 級販売士の資格は、弊社に総合職

で入社した社員にとって必須の資格で

あると思っています。他の試験は自己

研鑽や目標達成のために各自取り組ん

でいるものですが、販売士についての

み、社員が入社した際に必ず取得する

ことを求めています。認定資格で必須

としているものはこの資格だけです。弊

社では昭和 50 年代からこの資格の取

得を必須としていたと聞いていますね。

―― 販売士資格がどのように役立って
いますか。

　総合職で入社した社員は3 級販売士

の取得が必須であり、パート・アルバ

イト社員の正社員登用にも要件のひと

つとしていることは先ほどご説明した通

りです。弊社では早い段階でこの資格

を取得してもらっているので、社員が弊

社でしっかり働くにあたっての基礎作り

にこの資格を活用しています。販売士

は、弊社で働くうえでの社員としての基

礎を形作っている資格であり、今後活

躍してもらうためのベースとして、この

資格があると思っております。

―― 最後にこれから販売士の資格取
得へチャレンジする方々へメッセージを
お願いします。

　この資格は、挑戦する級数によって

試験の難易度や学習する範囲も異なり

ますので、弊社で取得を必須にしてい

る3 級についてお話しさせていただきま

すが、これは小売店で働く上で知って

おかなければならない基礎知識が網羅

されていると思っております。

　その知識をしっかり身につけ、働く上

での基礎固めをして、常に進化してい

く社員として活 躍していくためにも、

しっかり勉強して今後のステップアップ

に繋げていってほしいと思っています。

   

　リテールマーケティング（販売士）検定試験の合格者には、販売の
プロとして「販売士」という称号を付与しており、「流通・小売業界で
必須の定番資格」として、社会的にも高い信頼と評価を得ています。
受験者は、小売業従事者だけではなく、製造業や卸売業、サービス
業、さらには流通業界への就職を目指している学生にまで広がって
おり、合格者は「販売士」として流通業界の各分野で活躍しています。
　キャリアアップや就職のために、あなたもぜひチャレンジしてみませんか？

■ 試験日：2月20日（水）
■ 申込締切：1月18日（金）
■ 受験料：1級7,710円、2級5,660円
　　　　　 3級4,120円

第 83 回 1～ 3 級 リテールマー ケティング（販売士）試験 申込
受付中！
申込
受付中！

輝く　 
販売士

〈会社概要〉

株式会社ふくや
FUKUYA Co.,Ltd.
所在地：福岡市博多区中洲2-6-10
代表者：代表取締役社長　川原武浩
創　業： 昭和23年10月5日 
事業内容： 味の明太子の製造・販売　各種食料品の　
　　　　　 卸・小売
URL：https://www.fukuya.com/

特 集 2
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11.25ホークス

パレードに参加する同実行委員会の藤永会長（写真右）【写真提供：福岡ソフトバンクホークス】

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

福岡ソフトバンクホークス 日本一祝賀パレード
　当所や福岡県・福岡市などで構成する福

岡ソフトバンクホークス日本一祝賀パレード

実行委員会（会長＝藤永会頭）は 11月 25

日、2 年連続の日本一に輝いた福岡ソフトバ

ンクホークスの日本一祝賀パレードを開催。

37万人ものファンが詰めかけた。

　当日は、選手やコーチらを乗せた車やバ

スなどが、明治通り約 2.3kmを行進。沿道

を埋め尽くしたファンからは大きな拍手と歓

喜の声があがり、選手らとともに日本一の喜

びを分かち合った。また、パレード終了後

も福博の街は人で溢れ、パレードの余韻と

熱気が冷めやらぬ一日となった。県の試算

によると、日本一による経済効果は 313 億

円ともいわれており、本パレードもその一助

となり市民のみならず福岡の街に大きな活

力を与えた。

FCCI NEWS 会議所の動き

11.27

　当所は11月27日、鹿児島商工会議所と

の部会長・副部会長交流会を開催した。

　本交流会は、他の商工会議所との議員

同士の交流を図ることを目的として初めて

開催し、福岡からは11名、鹿児島からは9

名の部会長・副部会長が参加。

　会議では、双方の商工会議所全体の事

業概要や、部会での取り組み等について説

明し、意見交換を行った。

　会議終了後には、引き続き懇親会を開催

し、今後も継続して交流を図っていくこと

とした。

活発な意見交換が行われた

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

部　会

鹿児島商工会議所との部会長・
副部会長交流会

11.21

　福商ビジネス倶楽部は11月21日、当所

にて11月例会を開催。48 名が参加した。

　今月は「キャッチフレーズでセルフプロ

デュース」をテーマにワークショップを開

催。二人一組となり、発想の花火ワーク

により自分のキャッチフレーズの要素探し

に取り組んだ。参加者からは、「自分を見

つめ直す良い機会となり勉強になった」と

いった声が聞かれた。

発想の花火ワークに取り組む参加者たち

●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
11月例会

12.13

　福商ビジネス倶楽部は12月13日、一般

社団法人イマココラボ公認ファシリテー

ター・亀井直人氏をお招きし12月例会を

実施。34 名が参加した。今回は、2～3 名

で 1 組のチームとなり 、 カードゲーム

「2030SDGs」を通じて、2015 年9月の国

連サミットで採択された「持続可能な開発

目標（SDGs）」に関して、2030 年までの

地球規模での取り組みを体験。参加者か

らは「ゲームを通じ、小さな行動でも世界

を変えることができると体感した」といっ

た声があがった。

カードゲームを通じて交流を深める参加者たち

●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
12月例会

12.8

　博多伝統芸能振興会（会長＝藤永会

頭）は 12 月 8 日、博多座で「第二十八回 

博多をどり」を開催。当日は 3 回の公演

を行い、計3,113 名が来場した。

　二世花柳壽應師匠、花柳輔太朗師匠

ほか各一門の指導のもと芸妓衆は稽古を

重ね、大和楽「四季の花」や九州各地の

民謡を披露。新人芸妓も加わり一段と華

やかな「博多をどり」となった。各部のト

リを飾る「祝い目出度」が披露されると、

圧巻のパフォーマンスに盛大な拍手が送

られた。

艶やかな踊りを披露する芸妓衆

伝統芸能

第二十八回 博多をどり

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

12.1

　福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永

会頭）は12月1日、自由民主党、公明党と

それぞれ懇談会を開催。自由民主党から

は原田義昭環境大臣など10 名の地元選出

の国会議員が、公明党からは山口那津男

代表のほか、国会議員や地方議員など41

名が出席した。

　自由民主党の原田大臣は「提供いただい

た問題点に対し、しっかり応えられるよう

頑張りたい」、公明党の山口代表は「各地

域の将来の課題について全力を挙げて取

り組んでいく」と応じた。

県内各地域の中小企業や経済の現状について意見交換を行った

●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
自由民主党／公明党との懇談会

11.28

　福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永

会頭）は11月28日、『福岡県の中小企業・

小規模事業者対策に対する提言・要望』

『「平成 29 年九州北部豪雨」災害からの復

旧・復興に関する第二次要望』を、小川洋

県知事、井上順吾県議会議長に提出した。

　小川知事は「中小企業が元気にならない

と地域は元気にならない。商工会議所と一

緒に中小企業の発展に尽力したい」、井上

議長は「県内各地域が持ち味を生かした発

展をできるよう、これからも知恵をいただ

きたい」とそれぞれ応じた。

小川県知事に要望書を提出する藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

要　望

福岡県商工会議所連合会
福岡県・福岡県議会への要望活動

11.8、11.21

　当所は11月8日に筑紫女学園大学で職

種研究会を、21日には宮崎大学地域資源

創成学部と共催で業界研究・企業研究会

を開催。それぞれ当所会員企業 4 社が参

加した。会員企業の様々な業種や職種に

ついて、業界の展望や地方企業ならでは

の面白さなどを企業の採用担当者より説

明。学生からは、「漠然としたイメージしか

なかったが、話を聞いて挑戦してみたいと

思う職種があった」「業界について興味を

持った」などの声が寄せられ、企業に積極

的に質問する学生も見られた。

業界の展望等について説明する企業の担当者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

筑紫女学園大学、宮崎大学地域資
源創成学部 業界研究・企業研究会

11.30

　当所エネルギー部会（部会長＝出光芳

秀・㈱ 新出光顧問）は、エネルギー問

題・環境問題への理解を深めるとともに、

会員間の交流を深めることを目的に視察

会を開催。出光部会長を含め、部会員

16 名が参加。今回は長崎県にあるLP ガ

スの輸入および出荷を行っている九州液

化瓦斯福島基地を訪問。受託運営してい

る隣接した国家石油ガス備蓄基地とあわ

せて説明を受けた。参加者は設備以外に

安全対策にも大変関心を持たれていた。

熱心に説明をうける参加者たち

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

部　会

エネルギー部会
視察会

11.21

　当所理財部会（部会長＝工藤賢二・福岡

信用金庫  会長）は、不動産市況アナリス

トの幸田昌則氏を講師に迎え「金融情勢の

変化で市場は一変。2019 年はどうなる？」

と題して講演会を開催。講演では、多くの

データを基に市場の実態を解説いただい

た。「市場の主役は高齢者、富裕層、企業

となり、顧客ニーズの多様化にしっかり対

応できるヒアリング力・提案力が求められ

る時代になる。資金繰りとは無縁だった不

動産業界も今後は経営リスクをしっかり把

握し、ゼロベースから自社の経営を見直す

時がやってきた」と述べた。

理財部会員を中心に74 名が参加し、幸田氏の講演に熱心に耳を傾けた

●経理・財務グループ　TEL 092-441-1115

部　会

理財部会秋季講演会

11.26

参加者らは矢野氏が語る常に前向きな考え方に熱心に耳を傾けた

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

部　会

　当所小売商業部会（部会長＝小野浩

司・㈱ベスト電器  代表取締役社長）は11

月 26 日、㈱大創産業・矢野博丈会長兼

ファウンダーを講師に迎え「生きる～恵ま

れない幸せ～」をテーマに講演会・交流

会を開催。講演会には164 名が参加した。

　矢野氏は、100 円ショップダイソーを、

業界を牽引する企業に成長させるまでに

迎えた数々の苦難をどう乗り越えてきたの

か、その波乱万丈な経歴について熱く講

演。どんな試練も経験だと受け入れ、常に

必死に立ち向かうことが大切だと述べた。

小売商業部会
講演会・交流会
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11.25ホークス

パレードに参加する同実行委員会の藤永会長（写真右）【写真提供：福岡ソフトバンクホークス】

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

福岡ソフトバンクホークス 日本一祝賀パレード
　当所や福岡県・福岡市などで構成する福

岡ソフトバンクホークス日本一祝賀パレード

実行委員会（会長＝藤永会頭）は 11月 25

日、2 年連続の日本一に輝いた福岡ソフトバ

ンクホークスの日本一祝賀パレードを開催。

37万人ものファンが詰めかけた。

　当日は、選手やコーチらを乗せた車やバ

スなどが、明治通り約 2.3kmを行進。沿道

を埋め尽くしたファンからは大きな拍手と歓

喜の声があがり、選手らとともに日本一の喜

びを分かち合った。また、パレード終了後

も福博の街は人で溢れ、パレードの余韻と

熱気が冷めやらぬ一日となった。県の試算

によると、日本一による経済効果は 313 億

円ともいわれており、本パレードもその一助

となり市民のみならず福岡の街に大きな活

力を与えた。

FCCI NEWS 会議所の動き

11.27

　当所は11月27日、鹿児島商工会議所と

の部会長・副部会長交流会を開催した。

　本交流会は、他の商工会議所との議員

同士の交流を図ることを目的として初めて

開催し、福岡からは11名、鹿児島からは9

名の部会長・副部会長が参加。

　会議では、双方の商工会議所全体の事

業概要や、部会での取り組み等について説

明し、意見交換を行った。

　会議終了後には、引き続き懇親会を開催

し、今後も継続して交流を図っていくこと

とした。

活発な意見交換が行われた

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

部　会

鹿児島商工会議所との部会長・
副部会長交流会

11.21

　福商ビジネス倶楽部は11月21日、当所

にて11月例会を開催。48 名が参加した。

　今月は「キャッチフレーズでセルフプロ

デュース」をテーマにワークショップを開

催。二人一組となり、発想の花火ワーク

により自分のキャッチフレーズの要素探し

に取り組んだ。参加者からは、「自分を見

つめ直す良い機会となり勉強になった」と

いった声が聞かれた。

発想の花火ワークに取り組む参加者たち

●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
11月例会

12.13

　福商ビジネス倶楽部は12月13日、一般

社団法人イマココラボ公認ファシリテー

ター・亀井直人氏をお招きし12月例会を

実施。34 名が参加した。今回は、2～3 名

で 1 組のチームとなり 、 カードゲーム

「2030SDGs」を通じて、2015 年9月の国

連サミットで採択された「持続可能な開発

目標（SDGs）」に関して、2030 年までの

地球規模での取り組みを体験。参加者か

らは「ゲームを通じ、小さな行動でも世界

を変えることができると体感した」といっ

た声があがった。

カードゲームを通じて交流を深める参加者たち

●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
12月例会

12.8

　博多伝統芸能振興会（会長＝藤永会

頭）は 12 月 8 日、博多座で「第二十八回 

博多をどり」を開催。当日は 3 回の公演

を行い、計3,113 名が来場した。

　二世花柳壽應師匠、花柳輔太朗師匠

ほか各一門の指導のもと芸妓衆は稽古を

重ね、大和楽「四季の花」や九州各地の

民謡を披露。新人芸妓も加わり一段と華

やかな「博多をどり」となった。各部のト

リを飾る「祝い目出度」が披露されると、

圧巻のパフォーマンスに盛大な拍手が送

られた。

艶やかな踊りを披露する芸妓衆

伝統芸能

第二十八回 博多をどり

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

12.1

　福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永

会頭）は12月1日、自由民主党、公明党と

それぞれ懇談会を開催。自由民主党から

は原田義昭環境大臣など10 名の地元選出

の国会議員が、公明党からは山口那津男

代表のほか、国会議員や地方議員など41

名が出席した。

　自由民主党の原田大臣は「提供いただい

た問題点に対し、しっかり応えられるよう

頑張りたい」、公明党の山口代表は「各地

域の将来の課題について全力を挙げて取

り組んでいく」と応じた。

県内各地域の中小企業や経済の現状について意見交換を行った

●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
自由民主党／公明党との懇談会

11.28

　福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永

会頭）は11月28日、『福岡県の中小企業・

小規模事業者対策に対する提言・要望』

『「平成 29 年九州北部豪雨」災害からの復

旧・復興に関する第二次要望』を、小川洋

県知事、井上順吾県議会議長に提出した。

　小川知事は「中小企業が元気にならない

と地域は元気にならない。商工会議所と一

緒に中小企業の発展に尽力したい」、井上

議長は「県内各地域が持ち味を生かした発

展をできるよう、これからも知恵をいただ

きたい」とそれぞれ応じた。

小川県知事に要望書を提出する藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

要　望

福岡県商工会議所連合会
福岡県・福岡県議会への要望活動

11.8、11.21

　当所は11月8日に筑紫女学園大学で職

種研究会を、21日には宮崎大学地域資源

創成学部と共催で業界研究・企業研究会

を開催。それぞれ当所会員企業 4 社が参

加した。会員企業の様々な業種や職種に

ついて、業界の展望や地方企業ならでは

の面白さなどを企業の採用担当者より説

明。学生からは、「漠然としたイメージしか

なかったが、話を聞いて挑戦してみたいと

思う職種があった」「業界について興味を

持った」などの声が寄せられ、企業に積極

的に質問する学生も見られた。

業界の展望等について説明する企業の担当者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

筑紫女学園大学、宮崎大学地域資
源創成学部 業界研究・企業研究会

11.30

　当所エネルギー部会（部会長＝出光芳

秀・㈱ 新出光顧問）は、エネルギー問

題・環境問題への理解を深めるとともに、

会員間の交流を深めることを目的に視察

会を開催。出光部会長を含め、部会員

16 名が参加。今回は長崎県にあるLP ガ

スの輸入および出荷を行っている九州液

化瓦斯福島基地を訪問。受託運営してい

る隣接した国家石油ガス備蓄基地とあわ

せて説明を受けた。参加者は設備以外に

安全対策にも大変関心を持たれていた。

熱心に説明をうける参加者たち

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

部　会

エネルギー部会
視察会

11.21

　当所理財部会（部会長＝工藤賢二・福岡

信用金庫  会長）は、不動産市況アナリス

トの幸田昌則氏を講師に迎え「金融情勢の

変化で市場は一変。2019 年はどうなる？」

と題して講演会を開催。講演では、多くの

データを基に市場の実態を解説いただい

た。「市場の主役は高齢者、富裕層、企業

となり、顧客ニーズの多様化にしっかり対

応できるヒアリング力・提案力が求められ

る時代になる。資金繰りとは無縁だった不

動産業界も今後は経営リスクをしっかり把

握し、ゼロベースから自社の経営を見直す

時がやってきた」と述べた。

理財部会員を中心に74 名が参加し、幸田氏の講演に熱心に耳を傾けた

●経理・財務グループ　TEL 092-441-1115

部　会

理財部会秋季講演会

11.26

参加者らは矢野氏が語る常に前向きな考え方に熱心に耳を傾けた

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

部　会

　当所小売商業部会（部会長＝小野浩

司・㈱ベスト電器  代表取締役社長）は11

月 26 日、㈱大創産業・矢野博丈会長兼

ファウンダーを講師に迎え「生きる～恵ま

れない幸せ～」をテーマに講演会・交流

会を開催。講演会には164 名が参加した。

　矢野氏は、100 円ショップダイソーを、

業界を牽引する企業に成長させるまでに

迎えた数々の苦難をどう乗り越えてきたの

か、その波乱万丈な経歴について熱く講

演。どんな試練も経験だと受け入れ、常に

必死に立ち向かうことが大切だと述べた。

小売商業部会
講演会・交流会
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　福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永会頭）では、福岡県下19の商工会議所、約4万5千社の会員企業の声を集約し、各地商工業者
の皆様の意見として、行政への提言要望活動を行っています。
　11月28日には、福岡県知事・福岡県議会議長に対し、下記の内容について提言要望活動を行いました。

福岡県の中小企業・小規模事業者対策に
対する提言・要望

Ⅰ 地方創生の中核を担う中小企業・
 小規模事業者の活動基盤の強化
１．商工会議所を中核とした中小企業・小規模事業者の支援体
制の抜本的強化

２．チャレンジする中小企業・小規模事業者の成長を後押しす
る施策の展開
●プレミアム付き地域商品券発行支援を通じた消費喚起・拡
大　●高度専門的な相談対応のための専門家相談・派遣の
拡充　●経営革新支援の拡充　●中小企業の販路拡大支
援の拡充　●創業支援の拡充　●事業承継・引継ぎ支援
の推進　●自動車産業への参入支援　●ベンチャー、急成
長企業に対する支援　●身の丈ITの導入支援　●キャッ
シュレス決済の導入支援　

３．中小企業・小規模事業者の経営力強化のための施策の推進
●消費増税への対応に向けた取り組みの強化　●下請取引
の適正化　●中小企業金融対策の一層の拡充　●中小企
業の再生支援の迅速化　●中小企業の官公需受注機会の
確保　●人材不足解消に向けた対応強化

Ⅱ 地域資源を活用した地域の活力創出
１．地域資源を活かした経済・産業の振興
●「インバウンド」と「国内観光」の両輪による観光振興　
●クールジャパン・フクオカの推進　●2019年ラグビーワー
ルドカップの機を活かした県内の観光資源などの積極的な
PRや、2020年東京オリンピック・パラリンピックのキャン

プ誘致やプロモーションの推進
２．賑わいのある街づくりの推進
●中心市街地活性化に向けた支援　●安全・安心な街づく
りの推進

３．本社機能・研究開発拠点・政府機関の地方移転

Ⅲ 中小企業・小規模事業者の活動基盤である
 社会資本の整備
１．真に必要なインフラの整備
２．異常気象など自然災害に対応する、治水対策・インフラの整備
３．社会資本の整備促進
●空港の整備促進　●港湾の整備促進　●幹線道路などの
早期整備

「平成29年7月九州北部豪雨」災害からの
復旧・復興に関する第二次要望
１．事業者の早期復旧への支援、共に助け合う仕組みづくり
２．中小企業等グループ補助金の措置拡大について、国への働
きかけを。

３．ものづくり補助金の九州北部豪雨災害型での運用について、
国への働きかけを。

４．小規模事業者持続化補助金（九州北部豪雨災害型）の継続
について、国への働きかけを。

５．中小企業被災資産復旧事業費補助金の創設
６．復興のためのプレミアム付き商品券の発行支援

要望全文をホームページに掲載しています。
【トップページ → 提言・要望】

福岡県商工会議所連合会
平成30年度提言・要望書の概要

報告

福岡商工会議所では、会員事業者の皆様のご意見を基に、提言要望活動を行っています。
福岡の商工業の発展に関するご意見・ご提案について、ぜひ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

小川知事に要望書を提出した福商連会長・副会長商工会議所の会頭・副会頭

筑後商工会議所
大藪副会頭

田川商工会議所
谷口会頭

福岡商工会議所
藤永会頭

北九州商工会議所
利島会頭

飯塚商工会議所
加藤副会頭

大牟田商工会議所
永松副会頭

久留米商工会議所
本村会頭

福岡県
小川知事

直方商工会議所
永冨会頭

苅田商工会議所
三原会頭
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勘案すると、家電や衣料品・アクセサリーなどに対して何
らかの対策を講ずるか否かが、一つの論点となろう。

　第三に、19年10月の消費増税による家計の純負担額
は2兆～3兆円と、前回（約8兆円）を大幅に下回る見込
みだ。家計の実質可処分所得の増加を1年分抑える程度
の影響であり、雇用・所得環境の改善が続く中、増税時
には一定の反動減対策が実施されることを勘案すると、
景気が腰折れする可能性は限定的である。

　しかしながら、第四に、「2019年問題」という日本経済
が抱える「テールリスク（確率的には極めて低いものの、
万が一発生すると甚大な悪影響を及ぼすリスク）」の存在
には細心の注意が必要だ。「トランプ政権の迷走」といっ
た複数のリスク要因が顕在化すると、日本の実質GDP
（国内総生産）は最悪のケースで4％程度悪化する。こう
した点を踏まえて、筆者は、中長期的に財政再建を進め
る上で、今回消費増税の「成功体験」をつくることが極め
て重要であり、ある種の「民主主義のコスト」として、万
全の駆け込み・反動減対策が必要だと考えている。

　第五に、現在検討されている反動減対策の多くは高所
得者ほど恩恵を受ける内容だ。国民的な理解を得つつ、
景気の振幅を抑えるためにもメリハリを利かせた制度設計
が不可欠である。例えば、プレミアム商品券の利用対象
を増税後に負担増となる低所得者や、40歳代の子育て世
代とすることなどが考えられる。また、住宅関連では、耐
震・省エネ・バリアフリーに資するリフォーム支援策など
を柱とすることも一案であろう。

（11月22日執筆）

　消費税率引き上げに伴う反動減対策に関する議論が盛
り上がっている。

　安倍総理は2018年10月15日の臨時閣議において、19
年10月に消費税率を法定通り10％へ引き上げる予定であ
り、「あらゆる施策を総動員し、経済に影響を及ぼさない
よう、全力で対応する」と述べた。

　この決定を受けて、筆者は、おかげさまで従来にも増
して多忙になった。

　10月21日の朝には、NHKの看板番組である「日曜討
論」にスタジオ生出演させていただいた。また、岸田文
雄・政務調査会長が本部長を務めている、自由民主党の
経済成長戦略本部でも「消費税率引き上げに伴う駆け込
み・反動減対策について有識者ヒアリング」という議題で、
1時間程度お話しさせていただく貴重な機会を賜った。

　筆者は、消費税率引き上げに伴う反動減対策に関連し
て、留意するべきポイントは以下の5点だと考えている。

　第一に、所得階層別のデータを用いた分析を行うと、
前回（14年4月）の消費増税時には、高所得世帯ほど駆
け込み需要が大きいという傾向が見られた。この点を踏ま
えれば、景気という側面だけから考えると、高所得者に
対して手厚い反動減対策を講ずる方が効率的である。し
かしながら、高所得者への手厚い対策は「逆進性」を強
めることになるので、到底国民の理解は得られないだろ
う。すなわち、言葉を換えれば、消費税の反動減対策
策定の難しさの本質は、「増税に伴う景気変動を平準化す
る」という「効率性」の問題と、「消費増税に伴う逆進性を
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ある点にほかならないのである。
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駆け込み需要が発生した。今回、住宅や自動車に対して
は、手厚い反動減対策が講じられるとみられていることを

消費税率引き上げに伴う
反動減対策をどう考えるか？

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。
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運輸・港湾・貿易部会主催講演会
「アマゾンと物流大戦争」

-------------------------------------------------------
㈱イー・ロジット代表取締役社長の
角井亮一氏を講師にお迎えし、アマ
ゾンが仕掛ける革命から物流業界の
いま・今後の動向などについてご講
演いただきます。 ●日時＝1月18日（金）15:00～
17:00●場所＝TKP博多駅前シティセンター 8階
ホールA（福岡市博多区博多駅前 3-2-1日本生命
博多駅前ビル8F）●講師＝角井 亮一氏（㈱イー・
ロジット 代表取締役 兼 チーフコンサルタント）●
参加費＝無料●定員100 名（先着順）●申込方法
＝当所HPにてお申し込み●申込締切＝1月15日

（火）●お問い合わせ＝地域振興グループ TEL 
092-441-1118

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。多商品
の開発や仕入、販売、物流などを効率的かつ効
果的に行う能力が身につきます。●申込期間＝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151回　2・3級
日商簿記

-------------------------------------------------------
簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理し
て、経営成績と財務状態を明らかにする技能で
す。●申込期間＝1月7日（月）～1月22日（火）●
受験料＝2 級 4,630 円、3 級 2,800 円●検定対
策講座あり

第24回　1～3級
ビジネス会計

-------------------------------------------------------
財務諸表に関する分析力を問うもので、数値を理
解し企業状況を把握することにより、ビジネスに役
立てていくことに重点をおいた検定です。●申込期
間＝12月25日（火）～2019年2月1日（金）●受験
料＝1級 10,800円、2級 6,480円、3級 4,320円

第26回　Ⅱ種・Ⅲ種
メンタルヘルス・
マネジメント

-------------------------------------------------------
現代社会において、心の不調による休職や離職
は増加傾向にあります。自社の役割に応じて、必
要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処法を
習得します。●申込期間＝1月9日（水）～2月8日

（金）●受験料＝Ⅱ種 6,480円、Ⅲ種 4,320円●検
定対策講座あり

セミナー・教育

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

博多の伝統芸能を身近に感じてみま
せんか？ 博多芸妓をはじめ、博多を
代表する伝統芸能団体の唄や舞を楽
しみ、簡単なお座敷遊びまで体験し
ていただけます!!
 【①博多芸妓出演 50 分公演】●日時＝1月26日

（土）［第 1 部］13:30～14:20［第 2 部］15:00～
15:50●出演団体＝博多芸妓●参加費＝3,000円

（お一人様）
【②2団体出演 90分公演】●日時＝2月16日（土）
［第1部］13:00～14:30［第2部］15:00～16:30●
出演団体＝博多芸妓、（一社）日本国際文化協会九
州センター●参加費＝5,000円（お一人様）

【①②共通】●場所＝博多伝統芸能館（福岡市博多
区冷泉町2-20）●定員＝各回20名（先着順）●お
問い合わせ＝博多伝統芸能振興会（地域振興部
内）TEL 092-441-1118（当日080-2705- 5462）
※お申し込み状況により開催中止となる場合があります。
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

九州交響楽団
親と子のためのコンサート
-------------------------------------------------------

恒例の「親と子のためのコンサート」。本格的なク
ラシックからポピュラーまで、テレビでおなじみの
青島広志さんがお子様にもわかりやすく解説しま
す。3 歳のお子様から入場可。青島さんと音楽を

楽しみましょう！＜曲目＞ハチャトゥリアン／剣の
舞、ブラームス／ハンガリー舞曲 第5番、ディズ
ニー・メドレー、さんぽ（「となりのトトロ」）、手の
ひらを太陽に、ビゼー／歌劇「カルメン」前奏曲  ほ
か●優待内容＝【良席（限定 20 席）】大人 3,000
円、子供（3 才～中学生）1,500 円、バルコニー
2,500 円（大人のみ）●対象日程＝3月24日（日）
15:00 開演●申込締切＝3月8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

大黒摩季　MAKI OHGURO
MUSIC MUSCLE TOUR 2019
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【全席指定  特別先行販売】6,800円
→6,120円●対象日程＝5月6日（月・休）●申込締
切＝2月15日（金）●場所＝福岡市民会館●申込方
法＝当所HPよりパスワード［maki0506］を入力の
上、お申し込み

劇団四季『ライオンキング』
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】10,800円
→9,720円、【良席プラン】21,600円（各日2 名 1
組限定）●対象日程＝4月10日（水）～8月31日

（土）●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または
同封チラシのFAXにてお申し込み
※2歳以下入場不可（有料託児サービスあり）
※3月24日（日）～4月7日（日）までの公演は対象
外とさせて頂きます。
※チケット予約の可否については、1月28日（月）
以降にご連絡いたします。
※ご希望の日程にそえない場合がございます。ご
了承ください。

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。

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。

イベント

試
験
日

2/20
（水）

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。

試
験
日

2/24
（日）

試
験
日

3/10
（日）

試
験
日

3/17
（日）

©Gakken Plus
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運輸・港湾・貿易部会主催講演会
「アマゾンと物流大戦争」

-------------------------------------------------------
㈱イー・ロジット代表取締役社長の
角井亮一氏を講師にお迎えし、アマ
ゾンが仕掛ける革命から物流業界の
いま・今後の動向などについてご講
演いただきます。 ●日時＝1月18日（金）15:00～
17:00●場所＝TKP博多駅前シティセンター 8階
ホールA（福岡市博多区博多駅前 3-2-1日本生命
博多駅前ビル8F）●講師＝角井 亮一氏（㈱イー・
ロジット 代表取締役 兼 チーフコンサルタント）●
参加費＝無料●定員100 名（先着順）●申込方法
＝当所HPにてお申し込み●申込締切＝1月15日

（火）●お問い合わせ＝地域振興グループ TEL 
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第83回　1～3級
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-------------------------------------------------------
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1級 7,710円、2級 5,660円、3級 4,120円
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て、経営成績と財務状態を明らかにする技能で
す。●申込期間＝1月7日（月）～1月22日（火）●
受験料＝2 級 4,630 円、3 級 2,800 円●検定対
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財務諸表に関する分析力を問うもので、数値を理
解し企業状況を把握することにより、ビジネスに役
立てていくことに重点をおいた検定です。●申込期
間＝12月25日（火）～2019年2月1日（金）●受験
料＝1級 10,800円、2級 6,480円、3級 4,320円

第26回　Ⅱ種・Ⅲ種
メンタルヘルス・
マネジメント

-------------------------------------------------------
現代社会において、心の不調による休職や離職
は増加傾向にあります。自社の役割に応じて、必
要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処法を
習得します。●申込期間＝1月9日（水）～2月8日

（金）●受験料＝Ⅱ種 6,480円、Ⅲ種 4,320円●検
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博多伝統芸能館　公演
-------------------------------------------------------

博多の伝統芸能を身近に感じてみま
せんか？ 博多芸妓をはじめ、博多を
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ていただけます!!
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（土）［第 1 部］13:30～14:20［第 2 部］15:00～
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区冷泉町2-20）●定員＝各回20名（先着順）●お
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内）TEL 092-441-1118（当日080-2705- 5462）
※お申し込み状況により開催中止となる場合があります。
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

九州交響楽団
親と子のためのコンサート
-------------------------------------------------------

恒例の「親と子のためのコンサート」。本格的なク
ラシックからポピュラーまで、テレビでおなじみの
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※2歳以下入場不可（有料託児サービスあり）
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外とさせて頂きます。
※チケット予約の可否については、1月28日（月）
以降にご連絡いたします。
※ご希望の日程にそえない場合がございます。ご
了承ください。
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と考えているのです。

　話をたんすと着物に戻すと、和服をおしゃれ
着として挑戦してみたいという20代、30代は都
市部に結構います。夏まつりや花火大会で浴衣
を着る若者も増えています。着物のレンタルや
古着を扱うお店も数多くあります。要は、需要
が無いのではなく、これまでのような買い取りと
いった恒久的な所有を前提とした消費スタイル
が若い世代になじまないということでしょう。近
年、自動車の販売業界では、所有するのではな
く、毎月一定の金額を払えば車に乗り続けられ
るリース契約を若者向けに提供する会社が増え
てきました。楽器教室での楽器レンタルも増え
ています。

　こうしたアイデアに沿って考えれば、桐たんす
と着物（中身は高級品でなく古着でも）をセット
にしてリースするビジネスもあり得るでしょう。そ
の際の桐たんすは家財として所有する従来の価
値を押し出したものではなく、小ぶりで1人暮ら
しのマンションにもなじむサイズとデザインにす
る必要があります。

　「良いものをつくっても売れない」状態を打破
するためには、消費者目線でこれまで常識だっ
たビジネスモデルの見直しが必要な時代を迎え
ているのかもしれません。

　東京ビッグサイトで開かれていた雑貨やインテ
リアの国際見本市「IFFT／インテリア ライフス
タイル リビング」で、さまざまな事業者の方と
お話しができました。中でも、先進的なものづ
くりをしている和歌山県の東福太郎さんという
桐たんすづくりの職人と面白い議論をしました。

　高級家具の代表的な存在である桐たんすの
需要は急激に減少しており、桐に限らず伝統的
な家具全体の需要が減っています。1人暮らし
や2人暮らしが増え、集合住宅に住む人の比率
が増えたことや桐たんすに収納する和服の需要
が減っていることなどが理由です。そこで東さ
んは、軽くて断熱性や抗菌性を持つ桐の良さを
知ってもらおうと、桐の食器や弁当箱などデザ
イン性の高い雑貨類をつくっています。

　東さんとお話ししたのは、単に「物」として見
るとどんなに機能性があったとしても2万円の弁
当箱は高価に感じる人が多いということ。しか
し、ダイエットを成功させるための道具だと考え
て、その中身に当たる弁当のレシピ集や料理教
室、総菜店などとのコラボレーション企画まで
セットにして提供すればさほど高いとは感じない
のではないかといった話です。ゴルフを始める
人に向けてゴルフクラブのセットやゴルフレッス
ンをセットにして提供する考え方と同様です。
お客さま目線で考えるとお弁当箱は器ですが、
器はそもそも中身を楽しんだり活用したりするた
めの道具であり、お客さまが求めているのは

「器と中身」の両方によってもたらされる満足とい
えます。

　実際に、日本酒の蔵元が高級品を海外へ売
るために、高級な酒器とコラボレーションした
セット商品をつくるケースが増えています。中身
のつくり手も「器」のつくり手と同じように、両
方がそろって商品の価値を高めることが有効だ
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日
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究
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上
席
研
究
員
　
渡
辺 

和
博

トレンド通信

ニ

渡辺 和博／わたなべ・かずひろ

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

『
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経営者向けセミナーの企画運営と優良コンサルタントの提案・仲介

建築物設備工事・アパレルワークウェアの企画販売

印刷物の企画・販売

マーケティング・コミュニケーションサービスの提供

税務業務（相続・事業承継含む）

美容室

訪問介護

不動産売買・管理

税理士業（相続税、創業支援、医療・歯科・薬局）

スポーツトレーナー業

内装仕上げ

中小零細企業対象　経営コンサルタント

ECコンサルティング業務

新電力の販売

社会保険労務士業

立ち喰いうどん店

カメラマン

印鑑販売

弦楽器の販売、修理、製作

省エネコンサルティング

人材育成コンサルタント

食品加工機械の設計、製造及び販売

クライアントの事業支援コーディネーター

木材の卸売

ホームページの制作

補助金申請

食品卸売

会計支援

福岡市東区大岳3-14-10

福岡市博多区博多駅前3-27-25  第2岡部ビル9階

福岡市博多区博多駅東1-3-22

福岡市博多区博多駅東3-1-29  博多第2ムカヰビル8階

福岡市博多区博多駅東3-11-14  アバンダント90  5階

福岡市博多区博多駅南3-15-28 -1階

福岡市博多区住吉2-14-1  エトランジェ博多16-503

福岡市博多区祇園町4-61  FORECAST博多祇園8階

福岡市博多区御供所町4-17  博多桶屋町ビル2階C号

福岡市博多区那珂3-25-20  アムール板付7-406号

福岡市博多区板付7-1-4 -712

福岡市中央区天神2-3-10  天神パインクレスト716

福岡市中央区大名1-5-3  エスパース大名ビル5階

福岡市中央区警固2-13-17  サムティ警固タワー1階

福岡市中央区赤坂1-6-15  日新ビル3階

福岡市中央区長浜2-5  港ビル102

福岡市南区多賀1-19-42-204

福岡市南区向野2-16-5

福岡市南区横手南町6-36

福岡市早良区西新5-15-55-205

福岡市早良区西新7-2-46-601

福岡市早良区祖原30-5

福岡市西区拾六町2-12-35-502

糟屋郡篠栗町津波黒108-2

春日市岡本1-5 ブレイクスルー福岡春日306号

飯塚市東徳前1-6 ホワイトコーポ201

東京都中央区湊1-13-4

東京都港区南青山2-26-37 VORT外苑前Ⅰ7階

事業上の失敗経験を文章化し、経営者向けの情報として提供します

小さなことでも、ご要望をもとに柔軟なプランを提供します

販促プロモーション活動をお手伝いします

販売促進・広告・マーケティング活動全般をお手伝いします

税務・会計・労務サービスをワンストップでご提供します

心地よい空間でゆったりとした時間を過ごしていただける美容室です

障がい福祉サービスの訪問介護のことならお任せください。～相談可～

私達は不動産業をとおして豊かな社会の実現に貢献する企業です

税理士×薬剤師として地域貢献できるよう全力で支援します

運動をすることで、病院に行かなくていい体作りを約束します

福岡県内の内装・美装はお任せください

売上UP、チーム作り、経営の不安解消のサポートをしています

ECに特化したコンサルティングシステムを開発中

新電力総合代理店。最安値を提案し電気代の一部を復興支援に寄付

働き方改革、支援します

しいたけのだしをベースとした立ち喰いスタイルのお店です!!

広告プランニング、撮影、デザインを一気通貫で行っています

『はんこ屋さん21』のサービスを通して地域への貢献を目指します

バイオリン等の販売、修理製作を当地で38年間やっています

省エネ機器導入のための補助金申請代行、設置工事を行っています

コミュニケーションの改善で離職を防ぎます

焼鳥や串カツなど串物の仕込みに最適な串刺機を提案します

農業、製造業の産業発展にコーディネーターとして貢献します

木材販売を九州一円でしながら、ランニングスクールも来春開校!

福岡でマジメなホームページ・デザイン制作会社です

補助金・経費削減・TPM上場支援など経営サポートが得意です

関東での福岡県産品の販路拡大のお手伝いをします

3000人以上の起業家を支援してきた起業の専門会計事務所

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-603-0440

092-482-2527

092-477-6300

092-434-6581

092-292-8894

092-710-7189

092-409-9494

092-292-5585

092-980-2749

092-985-8534

092-558-4434

092-515-8997

092-717-8850

092-401-4050

092-724-3485

080-6418-5344

090-9584-1149

092-555-3992

092-501-5960

092-409-4811

090-7299-6683

092-707-6327

092-834-4638

070-2630-4679

092-573-8570

0948-43-8260

03-5566-2203

03-6913-1246

南
区

営業内容／事業所名

ホテル事業

ソフトウェアの開発

不動産販売

文具雑貨の販売

ソフトウエア開発及び販売

飲食部

化粧品企画・販売

各種生活用品の販売および輸出入

ネイティヴが教える天神の語学学校

（株）帝国ホテル 福岡営業所

（株）アイルーク

（株）リバイス

（株）スティックウィズ

（株）Nelsite

（株）クロッシングインターナショナル

（株）WONDER＆CO

（株）グッドインフィニティ

福岡韓国語学校ウリ

博
多
区

中
央
区

中
央
区

青果卸売

業務請負業

便利グッズ販売

注文住宅事業

サーキット運営

（株）オールドニュー

（株）Hatsuma

赤星淑子

（株）斉藤工務店

（株）オートポリス

営業内容／事業所名

通信販売業（衣料品等小売）

プロパンガス、ガス器具の販売およびガス工事請負

小売業（名刺入れ）

電気通信工事業

司法書士

ビル管理清掃業

建設業（内装仕上工事業）

建築資材の卸

建設業（型枠工事）

（株）マイクロトレード

（株）ニチエネ西日本

ダイトーグループ

首藤電気工事

やまの司法書士事務所

（有）川辺クリーン商会

（株）ディ・テック

（株）ファルコン

大﨑建設（株）

営業内容／事業所名

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...

早
良
区

西
区

糟
屋
郡

春
日
市

飯
塚
市

東
京
都

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

日程
曜日

申込期日
受付時間

場所

定員

料金

支払方法

申込方法

備考

2018年度生活習慣病健診
　当所では、事業所の従業員とその家族の健康管理をサポートすることで、生産性の向上や業績の改
善に繋げることを目的に、会員事業所並びに特定商工業者の経営者、従業員およびそのご家族を対象
とした生活習慣病健診を実施しています。
　生活習慣病健診では、労働安全法に基づく「定期健康診断」や「雇入時健康診断」の項目も充足して
いますので、この機会に是非ご活用ください。

1～3月

◎オプション項目・その他詳細はHPにてご確認ください。
◎生活習慣病健診のほか、女性検診も実施しております。内容はHPにてご確認ください。

当所HPよりお申し込みください。

毎週月・火・木曜日

14:00～15:30

各日10名

健診機関より受診後、
請求書を発送

2019年1月～3月 ※但し、1月1日～3日及び祝祭日を除く
毎週木・金曜日

13:30～15:00

各日15名
会員限定  4,630円（税込）

※オプション検査については、直接健診機関にお問い合わせください。

生活習慣病健診

2019年3月15日（金）まで
毎週水・金曜日

受診予定日2ヶ月前まで
13:00～14:30

各日30名

健診機関より受診後、請求書を発送
※月末締め翌月上旬～中旬発行になります。

健診機関より受診後、請求書を発送
※月末締め翌月発行になります。

桜十字博多駅
健診クリニック

福岡市博多区博多駅中央街8-1
JRJPビル8F

（公財）福岡県すこやか健康事業団
福岡国際総合健診センター
福岡市中央区天神2-13-7
福岡平和ビル2F

（一財）西日本産業衛生会
 福岡健診診療所
福岡市博多区博多駅前2-20-1

大博多ビル6F
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省エネ機器導入のための補助金申請代行、設置工事を行っています

コミュニケーションの改善で離職を防ぎます

焼鳥や串カツなど串物の仕込みに最適な串刺機を提案します

農業、製造業の産業発展にコーディネーターとして貢献します

木材販売を九州一円でしながら、ランニングスクールも来春開校!

福岡でマジメなホームページ・デザイン制作会社です

補助金・経費削減・TPM上場支援など経営サポートが得意です

関東での福岡県産品の販路拡大のお手伝いをします

3000人以上の起業家を支援してきた起業の専門会計事務所

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-603-0440

092-482-2527

092-477-6300

092-434-6581

092-292-8894

092-710-7189

092-409-9494

092-292-5585

092-980-2749

092-985-8534

092-558-4434

092-515-8997

092-717-8850

092-401-4050

092-724-3485

080-6418-5344

090-9584-1149

092-555-3992

092-501-5960

092-409-4811

090-7299-6683

092-707-6327

092-834-4638

070-2630-4679

092-573-8570

0948-43-8260

03-5566-2203

03-6913-1246

南
区

営業内容／事業所名

ホテル事業

ソフトウェアの開発

不動産販売

文具雑貨の販売

ソフトウエア開発及び販売

飲食部

化粧品企画・販売

各種生活用品の販売および輸出入

ネイティヴが教える天神の語学学校

（株）帝国ホテル 福岡営業所

（株）アイルーク

（株）リバイス

（株）スティックウィズ

（株）Nelsite

（株）クロッシングインターナショナル

（株）WONDER＆CO

（株）グッドインフィニティ

福岡韓国語学校ウリ

博
多
区

中
央
区

中
央
区

青果卸売

業務請負業

便利グッズ販売

注文住宅事業

サーキット運営

（株）オールドニュー

（株）Hatsuma

赤星淑子

（株）斉藤工務店

（株）オートポリス

営業内容／事業所名

通信販売業（衣料品等小売）

プロパンガス、ガス器具の販売およびガス工事請負

小売業（名刺入れ）

電気通信工事業

司法書士

ビル管理清掃業

建設業（内装仕上工事業）

建築資材の卸

建設業（型枠工事）

（株）マイクロトレード

（株）ニチエネ西日本

ダイトーグループ

首藤電気工事

やまの司法書士事務所

（有）川辺クリーン商会

（株）ディ・テック

（株）ファルコン

大﨑建設（株）

営業内容／事業所名

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...

早
良
区

西
区

糟
屋
郡

春
日
市

飯
塚
市

東
京
都

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

日程
曜日

申込期日
受付時間

場所

定員

料金

支払方法

申込方法

備考

2018年度生活習慣病健診
　当所では、事業所の従業員とその家族の健康管理をサポートすることで、生産性の向上や業績の改
善に繋げることを目的に、会員事業所並びに特定商工業者の経営者、従業員およびそのご家族を対象
とした生活習慣病健診を実施しています。
　生活習慣病健診では、労働安全法に基づく「定期健康診断」や「雇入時健康診断」の項目も充足して
いますので、この機会に是非ご活用ください。

1～3月

◎オプション項目・その他詳細はHPにてご確認ください。
◎生活習慣病健診のほか、女性検診も実施しております。内容はHPにてご確認ください。

当所HPよりお申し込みください。

毎週月・火・木曜日

14:00～15:30

各日10名

健診機関より受診後、
請求書を発送

2019年1月～3月 ※但し、1月1日～3日及び祝祭日を除く
毎週木・金曜日

13:30～15:00

各日15名
会員限定  4,630円（税込）

※オプション検査については、直接健診機関にお問い合わせください。

生活習慣病健診

2019年3月15日（金）まで
毎週水・金曜日

受診予定日2ヶ月前まで
13:00～14:30

各日30名

健診機関より受診後、請求書を発送
※月末締め翌月上旬～中旬発行になります。

健診機関より受診後、請求書を発送
※月末締め翌月発行になります。

桜十字博多駅
健診クリニック

福岡市博多区博多駅中央街8-1
JRJPビル8F

（公財）福岡県すこやか健康事業団
福岡国際総合健診センター
福岡市中央区天神2-13-7
福岡平和ビル2F

（一財）西日本産業衛生会
 福岡健診診療所
福岡市博多区博多駅前2-20-1

大博多ビル6F
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対価などが含まれていると考えられ、この点において、
一般的な不動産の貸付け（賃貸）とは異なると考えられ
ます。

3．民泊による収入の所得区分
　上記1,2のような住宅宿泊事業の性質や事業規模・期
間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿
泊事業を行うことにより得る所得は、原則として雑所得
に区分されると考えられます。
　ただし、不動産賃貸業を営んでいる者が、契約期間の
満了等による不動産の貸付け終了後、次の賃貸契約が
締結されるまでの間、当該不動産を利用して一時的に住
宅宿泊事業を行った場合に得る所得は、雑所得とせず、
不動産所得に含めても差し支えありません。
　また、専ら住宅宿泊事業による所得により生計を立て
ているなど、その住宅宿泊事業が、所得税法上の事業
として行われていることが明らかな場合には、その所得
は事業所得に該当します。
（注）給与所得者で、住宅宿泊事業を営むことで生じる所得（利益）が年
20万円以下で、その他に所得がない場合には、確定申告は不要です。

4．民泊に関する課税関係等について
　民泊に関する課税関係については、所得区分、必要経
費の具体例等、住宅借入金等特別控除の適用関係、居
住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係、消費税
の適用関係に関して、国税庁ホームページに「住宅宿泊
事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税
関係等について（情報）」が公表されています。

　民泊をとりまく税務上の取扱いは複雑ですので、民泊
を始められることを検討されている場合には、早めにお
近くの税理士にご相談ください。

　給与所得者が自宅の空き部屋を住宅宿
泊事業者としての届出を行ったうえで民泊
施設として活用し、給与収入以外の副収入

を得た場合、その収入は不動産所得に該当するのでしょ
うか。

　副業としての民泊による収入は、不動産
所得ではなく雑所得に該当すると考えられ
ます。

1．住宅宿泊事業法の施行
　近年の外国人旅行者増などに伴う宿泊施設不足から
自宅の空き室などを短期で貸す、いわゆる「民泊」を行う
人の増加に対応するため、平成30年6月に「住宅宿泊事
業法」が施行され、民泊を行うための法律上のルールが
整備されました。
※平成30年11月末現在、全国で約12,000件の届出
　参考「観光庁　民泊制度ポータルサイト」
　http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html

　この住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業を「旅館業
法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に
人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1
年間で180日を超えないもの」と定義されています。
　また、同法ではこの事業に使用される家屋を、①台
所・浴室・便所・洗面設備など、その家屋を生活の本
拠として使用するために必要な設備が設けられており、
かつ、②現に人の生活の本拠として使用されていること等
の要件を満たすものと定めています。

2．民泊による受領する対価
　住宅宿泊事業は、宿泊者の安全等の確保や一定程度
の宿泊サービスの提供が宿泊施設の提供者に義務付け
られており、利用者から受領する対価には、 部屋の使用
料のほか、寝具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱
費、室内清掃費、日用品費、観光案内等の役務提供の

税務Q&A
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　南立 清治

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

Q

民泊による収入の
　　所得税法上の区分等

A

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shin
koku/0018005-115/0018005-115.pdf
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対価などが含まれていると考えられ、この点において、
一般的な不動産の貸付け（賃貸）とは異なると考えられ
ます。

3．民泊による収入の所得区分
　上記1,2のような住宅宿泊事業の性質や事業規模・期
間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿
泊事業を行うことにより得る所得は、原則として雑所得
に区分されると考えられます。
　ただし、不動産賃貸業を営んでいる者が、契約期間の
満了等による不動産の貸付け終了後、次の賃貸契約が
締結されるまでの間、当該不動産を利用して一時的に住
宅宿泊事業を行った場合に得る所得は、雑所得とせず、
不動産所得に含めても差し支えありません。
　また、専ら住宅宿泊事業による所得により生計を立て
ているなど、その住宅宿泊事業が、所得税法上の事業
として行われていることが明らかな場合には、その所得
は事業所得に該当します。
（注）給与所得者で、住宅宿泊事業を営むことで生じる所得（利益）が年
20万円以下で、その他に所得がない場合には、確定申告は不要です。

4．民泊に関する課税関係等について
　民泊に関する課税関係については、所得区分、必要経
費の具体例等、住宅借入金等特別控除の適用関係、居
住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係、消費税
の適用関係に関して、国税庁ホームページに「住宅宿泊
事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税
関係等について（情報）」が公表されています。

　民泊をとりまく税務上の取扱いは複雑ですので、民泊
を始められることを検討されている場合には、早めにお
近くの税理士にご相談ください。

　給与所得者が自宅の空き部屋を住宅宿
泊事業者としての届出を行ったうえで民泊
施設として活用し、給与収入以外の副収入

を得た場合、その収入は不動産所得に該当するのでしょ
うか。

　副業としての民泊による収入は、不動産
所得ではなく雑所得に該当すると考えられ
ます。

1．住宅宿泊事業法の施行
　近年の外国人旅行者増などに伴う宿泊施設不足から
自宅の空き室などを短期で貸す、いわゆる「民泊」を行う
人の増加に対応するため、平成30年6月に「住宅宿泊事
業法」が施行され、民泊を行うための法律上のルールが
整備されました。
※平成30年11月末現在、全国で約12,000件の届出
　参考「観光庁　民泊制度ポータルサイト」
　http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html

　この住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業を「旅館業
法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に
人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1
年間で180日を超えないもの」と定義されています。
　また、同法ではこの事業に使用される家屋を、①台
所・浴室・便所・洗面設備など、その家屋を生活の本
拠として使用するために必要な設備が設けられており、
かつ、②現に人の生活の本拠として使用されていること等
の要件を満たすものと定めています。

2．民泊による受領する対価
　住宅宿泊事業は、宿泊者の安全等の確保や一定程度
の宿泊サービスの提供が宿泊施設の提供者に義務付け
られており、利用者から受領する対価には、 部屋の使用
料のほか、寝具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱
費、室内清掃費、日用品費、観光案内等の役務提供の

税務Q&A
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　南立 清治

（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）
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民泊による収入の
　　所得税法上の区分等

A

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shin
koku/0018005-115/0018005-115.pdf

　第14回金融・世界経済に関する首脳会合（G20大阪サ

ミット）に伴う関係閣僚会議として、2019年6月8日（土）

及び9日（日）の日程で、福岡市内において、G20福岡財
務大臣・中央銀行総裁会議が開催されます。
　福岡県警では、サミットを成功させるために警戒警備や
交通規制等を行います。

G20福岡財務大臣・
中央銀行総裁会議の開催に向けて
～会議の成功には、県民の皆さまのご協力が必要です～

お問い合わせ先
福岡県警察本部警備部
G20サミット対策課
TEL 092-641-4141

危機管理
情報室

G20サミットを成功させよう
開催日： 2019年6月8日、9日
会　場 ：ヒルトン福岡シーホーク

交通規制等に関するQ＆A

交通規制のエリア等は、
　　　　決定次第広報します。

　会議当日は、交通規制や検問を行いますか？

　福岡市都心部において、大規模な交通規
制の他、検問や警戒警備を行う予定です。
　詳しい交通規制については、随時チラシや
県警ホームページ等で広報を行います。

Q

A

　会議期間中、福岡市内への車の乗り入れは
できますか？

　車の乗り入れはできますが、福岡市都心部

では、いたる所で交通規制が行われるため大
変な混雑が予想されます。
　マイカーの使用は控えて、公共交通機関の
利用へのご協力をお願いします。

Q

A

　弊社は、会議期間中も福岡市都心部に荷
物を搬入しなければなりません。
　どのようにしたら良いですか？

　交通渋滞により、荷物の搬入時間が大幅
に遅れるおそれがあります。
　荷物の取りまとめや前倒し配送による運行
台数の削減をはじめ、配送時間を夜間・早朝
へシフトするなどの対応をお願いします。

Q

A
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福岡商工会議所の

検定対策講座

メンタルヘルス・マネジメント対策講座

■開催日時／2月17日（日）10:00～17:00　
■場所／福岡商工会議所会議室
■受講料／10,290円（税込・当日資料代込）
※重要項目の整理と演習になりますので、必ず事前に書店等でテキストをお求め
　いただきご一読の上当日お持ちください。

学習の総仕上げとして重要ポイントの再確認と練習問題による演習を行
い、合格を目指す対策講座です。

2018年度 2月検定向け
日商簿記検定直前最終チェック講座

合格までの“あと一歩”を応援します！ 独学の方にオススメ！ 宅地建物取引士
資格取得セミナー

新規セミナーのご案内

使用テキスト メンタルヘルス・マネジメント検定試験
公式テキストⅡ種　第4版2017年6月改訂

■会場・講師／大原簿記情報専門学校福岡校・同校専任講師
※開催日によって会場・講師が異なる場合があります。
※会場地図は受講票と一緒にお送りします。

3 級直前最終チェック講座 （2日間コース）
■日程／2月3日（日）・2月10日（日）の2日間
■時間／いずれも10:00～17:00
■受講料／9,260円（2日間分・税込・テキスト代込）

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/

2 級直前最終チェック講座 （3日間コース）
■日程／1月26日（土）・2月2日（土）・2月9日（土）の3日間
■時間／いずれも12:00～17:00
■受講料／10,800円（3日間分・税込・テキスト代込）

宅建登録講習（宅建従業者対象）説明会
■開催日時／2月7日（木） 19:00～19:20
■対象／宅地建物取引業に従事し、講習終了時まで有効な
　　　　宅建従業者証をお持ちの方
■内容／1.大原学園　宅建登録講習のスケジュールの紹介
　　　　2.申込方法のご案内

宅建「2019年10月」受験対策講座説明会
■開催日時／2月7日（木） 19:30～20:20
■対象／どなたでも参加できます（年齢・性別・国籍不問）
■内容／1.試験の概要　2.学習科目と勉強法
　　　　3.講座案内・申込方法のご案内

■場所／福岡商工会議所
■講師／資格の大原福岡校　専任講師
■受講料／無料
■申込方法／当所ホームページにて詳細をご確認ください。

主催／福岡商工会議所・資格の大原

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」のご案内創立70周年記念保証商品「みらい70」のご案内
― おかげさまで70周年。これからも、がんばる企業を応援します！ ― 

 『みらい７０』は、当協会が創立70周年を迎えるにあたって、
当協会をご利用いただく県内中小企業の皆さまへ感謝の意を伝えるとともに、
企業の明るい 「みらい」 に向けた成長・発展を支援する保証商品です。

通常の保証料率から、　　　引下げた保証料率を適用します！0.2％
料率区分

通常
1

1.90%
2

1.75%
3

1.55%
4

1.35%
5

1.15%
6

1.00%
7

0.80%
8

0.60%
9

0.45%
財務なし

1.15%

詳しくは
お問い合わせ

ください。

1
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2
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3

1.35%

4

1.15%

5

0.95%

6

0.80%

7

0.60%

8

0.40%

9

0.25%

財務なし

0.95%

料率区分

みらい７０

取扱期間

※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。

２０１９年３月２９日（金） 保証協会受付分まで
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福岡商工会議所の

検定対策講座

メンタルヘルス・マネジメント対策講座

■開催日時／2月17日（日）10:00～17:00　
■場所／福岡商工会議所会議室
■受講料／10,290円（税込・当日資料代込）
※重要項目の整理と演習になりますので、必ず事前に書店等でテキストをお求め
　いただきご一読の上当日お持ちください。

学習の総仕上げとして重要ポイントの再確認と練習問題による演習を行
い、合格を目指す対策講座です。

2018年度 2月検定向け
日商簿記検定直前最終チェック講座

合格までの“あと一歩”を応援します！ 独学の方にオススメ！ 宅地建物取引士
資格取得セミナー

新規セミナーのご案内

使用テキスト メンタルヘルス・マネジメント検定試験
公式テキストⅡ種　第4版2017年6月改訂

■会場・講師／大原簿記情報専門学校福岡校・同校専任講師
※開催日によって会場・講師が異なる場合があります。
※会場地図は受講票と一緒にお送りします。

3 級直前最終チェック講座 （2日間コース）
■日程／2月3日（日）・2月10日（日）の2日間
■時間／いずれも10:00～17:00
■受講料／9,260円（2日間分・税込・テキスト代込）

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/

2 級直前最終チェック講座 （3日間コース）
■日程／1月26日（土）・2月2日（土）・2月9日（土）の3日間
■時間／いずれも12:00～17:00
■受講料／10,800円（3日間分・税込・テキスト代込）

宅建登録講習（宅建従業者対象）説明会
■開催日時／2月7日（木） 19:00～19:20
■対象／宅地建物取引業に従事し、講習終了時まで有効な
　　　　宅建従業者証をお持ちの方
■内容／1.大原学園　宅建登録講習のスケジュールの紹介
　　　　2.申込方法のご案内

宅建「2019年10月」受験対策講座説明会
■開催日時／2月7日（木） 19:30～20:20
■対象／どなたでも参加できます（年齢・性別・国籍不問）
■内容／1.試験の概要　2.学習科目と勉強法
　　　　3.講座案内・申込方法のご案内

■場所／福岡商工会議所
■講師／資格の大原福岡校　専任講師
■受講料／無料
■申込方法／当所ホームページにて詳細をご確認ください。

主催／福岡商工会議所・資格の大原

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
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当協会をご利用いただく県内中小企業の皆さまへ感謝の意を伝えるとともに、
企業の明るい 「みらい」 に向けた成長・発展を支援する保証商品です。

通常の保証料率から、　　　引下げた保証料率を適用します！0.2％
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※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。

２０１９年３月２９日（金） 保証協会受付分まで

福岡の統計 2018年11月〈平成30年11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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対前年同月比％（▲減）
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人

円

台
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㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円
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百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会

（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店

（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店

（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会

（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」

（平成27年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額
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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

■座長／浅野直人（福岡大学名誉教授）
■関係行政機関／経済産業省 九州経済産業局、
　　　　　　　　環境省 九州地方環境事務所、福岡県、福岡市

エコ･ウェイブ･
ふくおか会議
参加団体
（50音順）

㈱岩田屋三越、㈱ＮＴＴドコモ 九州支社、
国立大学法人 九州大学、九州電力㈱、九州旅客鉄道㈱、
㈱九電工、コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱、西部ガス㈱、
学校法人 西南学院、独立行政法人 都市再生機構 九州支社、
㈱西日本シティ銀行、㈱西日本新聞社、西日本鉄道㈱、
㈱福岡銀行、福岡商工会議所、学校法人 福岡大学、
福岡地所㈱

私たちは､エコスタイル(クールビズ・ウォームビズ)の推進に
よる冷暖房の適正な温度設定、休み時間の消灯やパソコンの
電源オフ、２ＵＰ３ＤＯＷＮ運動など階段の利用やエレベーターの
効率的な利用に努め､継続的に省エネに取り組みます。

宣言

1
私たちは､業務用車両のエコドライブに
心がけるとともに、通勤時のマイカー
利用を控えるなど、公共交通機関の
利用を推進します。

宣言

2
私たちは､省エネ・高効率型の機器・設備や
再生可能エネルギーの積極的な導入を
進めます。

宣言

3
私たちは､温暖化防止に長期的な視点に立って取り組み、
その意識や行動を､私たちの家族､グループ会社・関連団体
のみならず、福岡のまち全体に、あらゆる
機会を通じ拡げていきます。

宣言

4

21福岡商工会議所 NEWS ︱ 2019  JANUARY



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！

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

■参加費：無料　■定員：80名　
■締切： 1月18日（金）
■申込： ホームページよりお申し込みください。

グラナダスィート福岡  THE PLAZA
 福岡市博多区中洲5-3-8  アクア博多12F

1/23● 水 14:00～16:30

主催／福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会

伴走型小規模事業者支援推進事業

「顧客満足から顧客感動へ」

プロフィール／1975年 サービス業から専門職まで幅広い
業界に人材を提供する、総合人材派遣会社を設立。創業
時より「心の教育」を徹底し、大手企業・ホテル・マスコ
ミ・自治体など各所より「気配り上手で行き届いたサービ
ス」の提供に高い評価を得ている。現在登録者数1万名。自身はモットーである

「夢をかたちに」を実践し、自社の成長・成功につなげている。今後はそのノウハウ
を後進に託し、より輝く人材の輩出に力を注ぎ、地元福岡の発展に寄与していきた
いと希望している。

エントリーサービスプロモーション株式会社
エントリースタッフ株式会社  代表取締役社長

③講評・表彰式 16:00～16:30

②ゲストスピーチ 15:40～16:00

①コンクール 14:00～15:30
　 事前エントリーした企業が自社独自の取り組みについて
　 1社5分の持ち時間でプレゼンテーション

（福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会 副部会長・サービス分科会長）

福商
「おもてなし」
コンクール
～従来のサービスを超える
「自社ならではの接客」を

極めましょう～

発表企業には全社、
福岡商工会議所

「おもてなし企業」
認定証を

贈呈します

コンクールでは、
講座を受講した

企業の自社独自の
「おもてなし」の

取り組みを
発表いたします

講師：新井 洋子氏
あら  い 　ひろ  こ

対象／全業種（経営者、教育・接客担当者等）
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お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146　FAX 092-482-1523

　「新事業に取り組みたい」
「新たなサービスを展開した
い」などお考えの皆様を対象
に、自社の課題を見直し、新
事業を実現するための企画書

「経営革新計画書」の作成セミ
ナーを開催します。 

2/16●、17●、23●土 日 土

■参加費：6,480円（税込）  ※セミナー終了後無料個別相談実施

■締　切：1月14日（月・祝）17:00必着
■申　込：ホームページよりお申し込みください。

■時　間：10:00～17:00（3日目のみ9:00開始）

■日　程：

■場　所：福岡商工会議所 B1-a会議室

新サービス・新商品開発で売上アップ！
経営革新計画策定セミナー

何とかしたい！ と考えている中小企業の経営者の皆様を応援します

　日本は現在、15の国・地域（インド・インドネシア・オーストラリア・シン
ガポール・スイス・タイ・チリ・フィリピン・ブルネイ・ベトナム・ペルー・
マレーシア・メキシコ・モンゴル・ASEAN）と経済連携協定（EPA）を締結し
ています。
　さらに、環太平洋パートナーシップ（TPP）は、米国を除く11カ国による包
括的および先進的な協定（TPP11）として2018 年 3月に、日EU 経済連携協
定（EPA）については2018 年7月に署名がなされました。これら2つの協定が
発効されると、世界の巨大市場で多くの品目の関税が撤廃され、輸出の拡大
が期待されるほか、投資・サービス分野でも規制緩和が進むなど、様々な分
野でビジネス環境が整備されます。
　本セミナーでは、今後ますます拡大が見込まれるEPAの利点や活用方法を
分かりやすく紹介します。これからEPAの利用を検討されている方、将来の
EPA 活用に向けて理解を深めたい方、また、新たに海外展開を検討している
が、何から始めてよいか分からない方、ぜひこの機会に受講いただき、貴社
のビジネス戦略にご活用ください。

お問い合わせ／産業振興グループ　貿易関係証明担当　TEL 092-441-1230　FAX 092-441-1149

2/26● 13:00～17:30（受付開始12:30 ～）火

■対象：EPAを活用している企業のご担当者様、検討中の方々
■定員：50名（先着順）　　■受講料：無料
■申込：〈FAX〉 お申込書に必要事項をご記入の上、FAXにて
 お申し込みください。
　　　　〈 HP 〉 当所HPにて、申込フォームに必要事項を入力
 の上、お申し込みください。

■内容：⑴TPP11の概要と原産地規則について（13:00～14:00） 
　   門司税関　原産地調査官（予定）

⑵日EU・EPAの概要と原産地規則について（14:05～15:05）
　   門司税関　原産地調査官（予定）

⑶第一種特定原産地証明書の取得手続きについて（15:10～17:10）
　   日本商工会議所　国際部　菊川 裕司 氏
⑷質疑応答（17:10～17:30）

福岡商工会議所 4階404～405会議室

～TPP11・日EU・EPAの活用とビジネスチャンス～

主催／福岡ワンストップ海外展開推進協議会
　　　（福岡商工会議所、福岡貿易会、福岡アジアビジネスセンター、
　　　ジェトロ福岡、中小機構九州本部）

EPA 

活用セミナー
経済連携

協定（　　　  ）

　小売商業部会講演では、競争激しいドラッグストア業界
における大賀薬局の今後の成長戦略、地域に根差し支持
されるドラッグチェーンのあり方等について、大賀崇浩社
長にお話しいただきます。

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169　FAX 092-482-1523

2/7● 13:30～15:00（開場 13:00）木

■参加費：無料　　■定員：120名（先着順）
■申込方法：1月31日（木）までにFAXまたは
　　　　　  ホームページからお申し込みください。

※「受付連絡」や「受講票の発行」はいたしません。
　当日は「名刺」もしくは「申込書のコピー」を
　お持ちくださいますようお願いいたします。

天神スカイホール メインホール
福岡市中央区天神1-4-1  西日本新聞会館16階

“日本一”を目指して、福岡の老舗企業が挑む！
　

写真提供：月刊はかた

講演会

講師

 
1982年  福岡県出身
2009年 4月 ㈱大賀薬局　入社
  天神地下街店配属
2010年 4月 庄内店 店長
2011年10月 取締役社長室  室長
2011年12月 常務取締役ドラッグストア事業本部長
2014年 6月 常務取締役調剤薬局事業本部長
2016年 4月 代表取締役副社長
2017年 9月 代表取締役社長

株式会社大賀薬局
代表取締役社長
大賀 崇浩氏

ローカルチェーンの役割～「地域一体型」で日本一を目指す～

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！

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

■参加費：無料　■定員：80名　
■締切： 1月18日（金）
■申込： ホームページよりお申し込みください。

グラナダスィート福岡  THE PLAZA
 福岡市博多区中洲5-3-8  アクア博多12F

1/23● 水 14:00～16:30

主催／福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会

伴走型小規模事業者支援推進事業

「顧客満足から顧客感動へ」

プロフィール／1975年 サービス業から専門職まで幅広い
業界に人材を提供する、総合人材派遣会社を設立。創業
時より「心の教育」を徹底し、大手企業・ホテル・マスコ
ミ・自治体など各所より「気配り上手で行き届いたサービ
ス」の提供に高い評価を得ている。現在登録者数1万名。自身はモットーである

「夢をかたちに」を実践し、自社の成長・成功につなげている。今後はそのノウハウ
を後進に託し、より輝く人材の輩出に力を注ぎ、地元福岡の発展に寄与していきた
いと希望している。

エントリーサービスプロモーション株式会社
エントリースタッフ株式会社  代表取締役社長

③講評・表彰式 16:00～16:30

②ゲストスピーチ 15:40～16:00

①コンクール 14:00～15:30
　 事前エントリーした企業が自社独自の取り組みについて
　 1社5分の持ち時間でプレゼンテーション

（福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会 副部会長・サービス分科会長）

福商
「おもてなし」
コンクール
～従来のサービスを超える
「自社ならではの接客」を

極めましょう～

発表企業には全社、
福岡商工会議所

「おもてなし企業」
認定証を

贈呈します

コンクールでは、
講座を受講した

企業の自社独自の
「おもてなし」の

取り組みを
発表いたします

講師：新井 洋子氏
あら  い 　ひろ  こ

対象／全業種（経営者、教育・接客担当者等）
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販路拡大

■国内外の百貨店、レストラン、卸業者等のバイヤーを福岡商工会議所に招いた企業マッチング　　■海外バイヤーと福岡で直接面談できる海外展開のチャンス
■九州ブランドの認知度向上、売上拡大を目的に、現地でのプロモーション、テストマーケティングの場「九州フェア」を実施
まずは、商談会に参加して御社の取引を国内外に拡げてみませんか!!　日程詳細は随時ホームページでご案内します。

●遠東SOGO百貨（台北店忠孝館） 1/17（木）
●漢神百貨 1/18（金）
●商談week 1/28（月）、29（火）

●FOODEX JAPAN 2019 出展 3/5（火）～8（金）

●Suntory  F&B  International【レストラン】九州プロモーション 1月～2月
●MEIDI-YA  SINGAPORE  九州フェア 2/15（金）～2/24（日）
●KOBE-YA  SHOKUHIN  KOGYO  第11 回バンコクメニュー提案会（展示商談会） 2/20（水）～2/21（木） 
●MARUKAI  CORPORATION  九州フェア 2/21（木）～2/27（水）
●MARUKAI  CORPORATION  九州フェア 2/26（火）～3/4（月）
●遠東SOGO百貨（台北店忠孝館）「九州うまか展（日本九州美食展）」 6/6（木）～6/19（水） 
●漢神百貨  九州物産展 （アリーナ店11月予定、本館12月予定）

台湾

台湾

国内向け

輸出商談展

シンガポール

シンガポール

タイ（バンコク）

カリフォルニア

ハワイ

台湾

台湾

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119　E-mail：shodan＠fukunet.or.jp

個別商談会＆九州フェア個別商談会＆九州フェア
 魅力ある 福岡・九州ブランド 発信!! （食・生活関連など）

〈個別商談会〉

〈展示商談会〉

〈九州フェア・
  プロモーション〉

販路拡大セミナー

海外進出の契機と
なる越境ECと
リアル出店の現状
1/28（月）14:00～15:00

中小企業のための
マスメディア活用法
1/29（火）14:00～15:00

参加
募集

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

福岡商工会議所ビル 月極駐車場

契約者募集中

福岡商工会議所では立体駐車場の月極契約者を
募集致しております。

駐車
料金 月額27,000円

税込

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

1.
2.

立体駐車場なので安心！ 警備員も24時間常駐！
万全のセキュリティ
さらに敷金・礼金なし！
おトクな料金設定P残り

わずか

身の丈ITの推進

福岡商工会議所登録専門家 

瀧 内  賢
たき うち    さとし

瀧内先生へのご相談は福
岡商工会議所の経営相
談窓口へ！ （無料）実践に
も使える最短手法を指南
してくださいます。

ヒアリングを行いゴール設定にむけての乖離
を埋めていきます。
無駄をそぎ落としたWeb集客
術で、ぜひとも結果を出してい
きましょう。
まずは今回紹介した内容を試し
てみてください！

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

図1

図2

Q

SEOで有効に集客しよう！
　SEOとは“Search Engine Optimization”の略で、「検索エンジン最適化」を意味しま
す。分かりやすく言うと、検索エンジンの検索結果で特定のホームページを上位に表示さ
れるようにする技術のことです。今月は、福岡商工会議所登録専門家の瀧内先生に、すぐ
にでも実践できるSEOについてお話を伺いました。

　自社ホームページをより多くの人に見てもらうためには、検索結果で上位に入ることが重
要です。私はSEO専門家ですから、自身の集客もSEO技術で行っています。（図1）

　SEOには様々な手法がありますが、スマートフォン時代の今、何をすればいいのでしょ
うか。まずは次のツールで検証し「モバイル対応」を行いましょう。

●モバイルフレンドリーテスト
　モバイル端末でのページの使いやすさをテストします。モバイルフレンド
リー化（スマートフォン対応）していないと、検索順位が下がってしまいます。
　　　　　　

https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ja

●PageSpeed Insights
　サイトの表示速度をチェックします。表示速度が遅いと、検索順位低下の一因になり
得ます。また、表示速度の向上は、ユーザー目線でも大切な要素です。例えば表示が
遅すぎると、ウェブサイトを見ることなく立ち去ってしまう可能性が高くなるからです。
　　　　　　

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ja

SEOって何をすればいいの？

Q
　集客においては、お客様との接点が必要です。以下の2点を意識してください。

●ターゲットとする人が探している先に自分が立つこと
　これにはSEOも含まれます！ それに相手が探してくれているので本
気度が高いのです。だから無駄な交渉も必要なく、効率的です。

●ターゲットとする人へ自ら出向いていくこと
　どこかの交流会に参加するイメージです。事前にターゲットをリスト
アップしアプローチします。例えばインスタグラムでハッシュタグ検索し
て、ターゲットとなるユーザーをフォローしてみましょう。自らをアピー
ルするきっかけにつながりますよ。

　最近ではメインサイトのみならず、様々なツールを活用・連携し集客することができます。
　その一例が、最近CMでもおなじみの「Googleマイビジネス」。Google検索や Google
マップなど、さまざまなGoogleサービス上にビジネスや組織などの情報を表示し、管理する
ためのツールです。これを最適化することで、多くの人々に見てもらうことができます。（図2）

　この地図表示は、概ね広告の下あたりに表示されることが多いのです。ということは、
SEOで上位表示するよりも上に出てくるということ。しかもこのツール、無料なのです！
　ではどうやって図2のように上位表示させるのでしょうか? それには、入力項目を「ユー
ザー目線で充実させる」必要があります。例えば、「カテゴリ」や「属性」、「ビジネス説明」
の追加を行うということです。

　そのほか、ブログやフェイスブック、インスタグラム、メールマガジンなど、無料で集客
できるツールがたくさんありますので、まずは開設して慣れてみましょう。今は単体ではな
く複数のWebツールを併用する時代です。時代は「点」から「面」へと変化しています！

ウェブサイトアクセス数増のために、他に何かできることは？

検証サイト

検証サイト

※Googleのウェブマスター向け公式ブログで「モバイル ファースト インデックスを開始します」と
　いう記事にも掲載がありました。

株式会社セブンアイズ  代表取締役
福岡大学理学部応用物理学科卒業
SEO・SEM コンサルタント、Web
集客マーケティングプランナー
Webクリエイター上級資格者
All About「SEO・SEMを学ぶ」ガイド
ミラサポ （中小企業庁委託事業）  派遣専門家

著書に「これからはじめる SEO 内部
対策の教科書」、「これからはじめる 
SEO 顧客思考の教科書」（ともに技
術 評 論 社）、「モバイルファースト
SEO」（翔泳社）、「これからの SEO
内部対策本格講座」、「これからの
SEO Webライティング本格講座」（と
もに秀和システム）、「これだけやれば
集客できる はじめての SEO」（ソシ
ム）がある。
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販路拡大

■国内外の百貨店、レストラン、卸業者等のバイヤーを福岡商工会議所に招いた企業マッチング　　■海外バイヤーと福岡で直接面談できる海外展開のチャンス
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●遠東SOGO百貨（台北店忠孝館） 1/17（木）
●漢神百貨 1/18（金）
●商談week 1/28（月）、29（火）

●FOODEX JAPAN 2019 出展 3/5（火）～8（金）

●Suntory  F&B  International【レストラン】九州プロモーション 1月～2月
●MEIDI-YA  SINGAPORE  九州フェア 2/15（金）～2/24（日）
●KOBE-YA  SHOKUHIN  KOGYO  第11 回バンコクメニュー提案会（展示商談会） 2/20（水）～2/21（木） 
●MARUKAI  CORPORATION  九州フェア 2/21（木）～2/27（水）
●MARUKAI  CORPORATION  九州フェア 2/26（火）～3/4（月）
●遠東SOGO百貨（台北店忠孝館）「九州うまか展（日本九州美食展）」 6/6（木）～6/19（水） 
●漢神百貨  九州物産展 （アリーナ店11月予定、本館12月予定）

台湾

台湾

国内向け

輸出商談展

シンガポール

シンガポール

タイ（バンコク）

カリフォルニア

ハワイ

台湾

台湾

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119　E-mail：shodan＠fukunet.or.jp

個別商談会＆九州フェア個別商談会＆九州フェア
 魅力ある 福岡・九州ブランド 発信!! （食・生活関連など）

〈個別商談会〉

〈展示商談会〉

〈九州フェア・
  プロモーション〉

販路拡大セミナー

海外進出の契機と
なる越境ECと
リアル出店の現状
1/28（月）14:00～15:00

中小企業のための
マスメディア活用法
1/29（火）14:00～15:00

参加
募集

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

福岡商工会議所ビル 月極駐車場

契約者募集中

福岡商工会議所では立体駐車場の月極契約者を
募集致しております。

駐車
料金 月額27,000円

税込

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

1.
2.

立体駐車場なので安心！ 警備員も24時間常駐！
万全のセキュリティ
さらに敷金・礼金なし！
おトクな料金設定P残り

わずか

身の丈ITの推進

福岡商工会議所登録専門家 

瀧 内  賢
たき うち    さとし

瀧内先生へのご相談は福
岡商工会議所の経営相
談窓口へ！ （無料）実践に
も使える最短手法を指南
してくださいます。

ヒアリングを行いゴール設定にむけての乖離
を埋めていきます。
無駄をそぎ落としたWeb集客
術で、ぜひとも結果を出してい
きましょう。
まずは今回紹介した内容を試し
てみてください！

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

図1

図2

Q

SEOで有効に集客しよう！
　SEOとは“Search Engine Optimization”の略で、「検索エンジン最適化」を意味しま
す。分かりやすく言うと、検索エンジンの検索結果で特定のホームページを上位に表示さ
れるようにする技術のことです。今月は、福岡商工会議所登録専門家の瀧内先生に、すぐ
にでも実践できるSEOについてお話を伺いました。

　自社ホームページをより多くの人に見てもらうためには、検索結果で上位に入ることが重
要です。私はSEO専門家ですから、自身の集客もSEO技術で行っています。（図1）

　SEOには様々な手法がありますが、スマートフォン時代の今、何をすればいいのでしょ
うか。まずは次のツールで検証し「モバイル対応」を行いましょう。

●モバイルフレンドリーテスト
　モバイル端末でのページの使いやすさをテストします。モバイルフレンド
リー化（スマートフォン対応）していないと、検索順位が下がってしまいます。
　　　　　　

https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ja

●PageSpeed Insights
　サイトの表示速度をチェックします。表示速度が遅いと、検索順位低下の一因になり
得ます。また、表示速度の向上は、ユーザー目線でも大切な要素です。例えば表示が
遅すぎると、ウェブサイトを見ることなく立ち去ってしまう可能性が高くなるからです。
　　　　　　

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ja

SEOって何をすればいいの？

Q
　集客においては、お客様との接点が必要です。以下の2点を意識してください。

●ターゲットとする人が探している先に自分が立つこと
　これにはSEOも含まれます！ それに相手が探してくれているので本
気度が高いのです。だから無駄な交渉も必要なく、効率的です。

●ターゲットとする人へ自ら出向いていくこと
　どこかの交流会に参加するイメージです。事前にターゲットをリスト
アップしアプローチします。例えばインスタグラムでハッシュタグ検索し
て、ターゲットとなるユーザーをフォローしてみましょう。自らをアピー
ルするきっかけにつながりますよ。

　最近ではメインサイトのみならず、様々なツールを活用・連携し集客することができます。
　その一例が、最近CMでもおなじみの「Googleマイビジネス」。Google検索や Google
マップなど、さまざまなGoogleサービス上にビジネスや組織などの情報を表示し、管理する
ためのツールです。これを最適化することで、多くの人々に見てもらうことができます。（図2）

　この地図表示は、概ね広告の下あたりに表示されることが多いのです。ということは、
SEOで上位表示するよりも上に出てくるということ。しかもこのツール、無料なのです！
　ではどうやって図2のように上位表示させるのでしょうか? それには、入力項目を「ユー
ザー目線で充実させる」必要があります。例えば、「カテゴリ」や「属性」、「ビジネス説明」
の追加を行うということです。

　そのほか、ブログやフェイスブック、インスタグラム、メールマガジンなど、無料で集客
できるツールがたくさんありますので、まずは開設して慣れてみましょう。今は単体ではな
く複数のWebツールを併用する時代です。時代は「点」から「面」へと変化しています！

ウェブサイトアクセス数増のために、他に何かできることは？

検証サイト

検証サイト

※Googleのウェブマスター向け公式ブログで「モバイル ファースト インデックスを開始します」と
　いう記事にも掲載がありました。

株式会社セブンアイズ  代表取締役
福岡大学理学部応用物理学科卒業
SEO・SEM コンサルタント、Web
集客マーケティングプランナー
Webクリエイター上級資格者
All About「SEO・SEMを学ぶ」ガイド
ミラサポ （中小企業庁委託事業）  派遣専門家

著書に「これからはじめる SEO 内部
対策の教科書」、「これからはじめる 
SEO 顧客思考の教科書」（ともに技
術 評 論 社）、「モバイルファースト
SEO」（翔泳社）、「これからの SEO
内部対策本格講座」、「これからの
SEO Webライティング本格講座」（と
もに秀和システム）、「これだけやれば
集客できる はじめての SEO」（ソシ
ム）がある。
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貴所の事業内容をお聞かせください。

　一般的な弁護士のイメージは「相続」や「交通事故」などの個
人法務事業かもしれませんが、明倫国際法律事務所は企業と
の仕事が多いです。例えばこれから新しい事業を始めるときに
「どのようなビジネスモデルを作ったらいいか」を一緒に考えた
り、事前のリスク管理などを行ったりします。仕事柄多くの企
業を見ていますし、弁護士事務所はトラブルになったときに相
談するところでもあるので、失敗例は山ほど見ています。それ
を踏まえて注意点や上手くいく方法を企業にアドバイスできま
す。それ以外には、海外ビジネス関連法務を取り扱っている
のがユニークなところだと思います。海外オフィス4カ所に加
え、提携事務所も世界30都市にあります。国際関係の業務
の他にも、知的財産権関係の業務、IPOやM&A業務など幅広
く取り扱っています。

国際関係の事業をされていますが、海外に進出する企業の支
援をされているのですか？

　そうですね。大企業などで法務部もしっかりしている会社か
ら具体的な依頼を受けることもありますが、地元の中小企業の
皆さんから、「海外進出全般」についてご相談を受け、一緒に
ビジネスを考えるようなことも、よくあります。例えば新しい国
でお茶を売りたいというとき、お茶の輸出の可否や小売店をつ

くる際の手続き、現地パートナーとの契約スキームなどをアド
バイスするというのが海外事業のわかりやすい一例です。しか
し、そのように具体化しておらず、「わが社の製品をどこか海外
でも売りたいのですが、どこで売ったらいいですか」というよう
な相談に対して、製品の特徴や優位性、価格帯などを踏まえ、
適切な国と販売方法を企業に提案することもあります。これは
あまり弁護士の仕事ではないのですが（笑）。あらゆる面にお
いてメリット・デメリットを考え、企業の状況も考慮して最適な
提案をすることで道をつくっていくのです。こういったサービス
は私たちの事務所の大きな特徴ですね。

企業に手厚いサポートをされているのですね。明倫国際法律
事務所は多くの事業部に分かれていますが、それぞれの分野
で専門に担当している弁護士がいらっしゃるのですか？

　そうですね。兼務もいるのですが、弁護士になって2～3年
たってから徐々に自分の希望で分かれていくような感じです。
明倫国際法律事務所では、仕事の好き嫌いを選べるようにして
います。嫌な仕事はしなくていいです、と。

社員が好き嫌いで仕事を選べるのですか？そうすると、誰にも
選ばれない仕事などないのでしょうか？

　それが、自然と良い具合に好き嫌いが分かれるのですよ。そ

れぞれ個性もやりたいことも違いますからね。でも選り好みして
いいかわりに、好きだといって選んだ仕事は徹底的にやろう、
ということにしています。好きであれば得意になれるし、専門
になることができる。しかし、人より少し得意というだけでは
「専門」に入りません。一番かどうかは別としてトップクラスの弁
護士となり、その業界のお客様から自然と名前が出るくらいに
なって初めて「専門」と言えるのです。やるなら徹底的にやって
ほしいですね。私の方から向いていそうな仕事を提案すること
はありますが、強制することはないです。最終的には自分の好
きなことをやったらいいし、嫌ならやらなければいい。「これが
好きです」と言ってやってみたが意外に面白くないと思ったら、
それをやめて他のことをしてもいいと思います。

好きなことをするからこそ、高い専門性を実現できるのですね。
ところで田中代表はどうして弁護士になろうと思われたのですか？

　実は大学に入る前は、外交官か国連の職員になりたいと思っ
ていました。当時世界は不安定な時代で、アフリカ難民やボー
トピープルなど、助けを求めている人がたくさんいました。そう
いう人を何とかしてあげたい、人助けをしたいと思ったのが大き
な理由です。そのために、権限や力が必要だと思い、外交官
や国連職員であれば、私にも人助けができるのではないかと考
えたわけです。しかし、大学に入って、実際に様々な厳しい環
境の国に行って自分がしっかり仕事ができるかと自問し、自分
の身すら自分で守れないのに人助けができるのだろうかと思いま
した。ならば、日本国内で人助けができる道はないかと思い、
法学部ではなかったのですが、弁護士になりました。今でも海
外には興味がありますし、人助けしたいという思いがあり、海
外に行く企業のお手伝いをしています。海外業務や知財、
M&A、IPOといった特殊な法務も中小企業にとって必要なサー
ビスなのですが、なかなか九州でこれらを全て提供できる法律
事務所は少なく、結果として九州の企業が不利になってしまい
ます。本来法律とはインフラですので、必要不可欠なものであ
るはず。しかし「そのインフラ（法律）が九州では不十分だか
ら、九州で事業をしたために他の地域でやるよりも損をした」
と言われるのは、弁護士として悔しいと思って。やる人が少な
いならば私がやればよいと思い、こういった特殊な分野を取り
扱い始めました。自己満足ではなく、私たち、明倫国際法律事
務所がある世界が、ない世界に比べ、少しでも発展していると

言える結果をだすことが、私たちの目標です。

田中代表の強い思いが今実現されつつあるのですね。今後の
ビジョンをお聞かせください。
　　
　事業の根本にあるのは、「クライアントが困っているから助け
たい」という思いです。そして今後の方向性は大きく二つあっ
て、一つ目は「深めた」仕事をすることです。例えば「ベトナム
法務ができます！」といっても、ベトナム法務の一言だけでは広
すぎるのですよね。ベトナムの医療、ベトナムの飲食、ベトナム
のITに詳しいというように細分化し、海外の特定の分野に詳し
くなれるように今ある知識や専門性を掘り下げていきたいです
ね。二つ目は場所について。この後の50年を見た時にどこが
日本企業の活躍の場になるかというと、インド・アフリカだと
私は思います。現在、日本企業は韓国・中国や東南アジアに
マーケットを広げていますが、50年前を考えてみると、それら
の地域でこんなビジネスができるとは、思いもよりませんでし
た。そして、次の50年後は、人口や発展のスピードから見て
も、インドやアフリカが重要性を持ってくると思います。世界の
最後のフロンティアと言ってもよいかもしれません。実際にも、
日本企業は、徐々にインドに進出しており、インドを統括本社
としてアフリカを狙うという動きも出ています。アフリカはインド
から意外と近いのです。アフリカは人口が多いし、ひとまとめ
にするのも無理なくらい多様性がありますが、今後伸びていく
のはインド・アフリカだと感じています。だからこうした地域へ
の進出案件などがあれば、私たちの収益につながらなくても、
ぜひお手伝いしたい。長い目で見ればやらなければいけないと
思います。

多くの人々を助けるために世界で活躍している弁護士が福岡に
いることを初めて知り、弁護士の仕事に対する見方が大きく変
わりました。
田中代表、貴重なお話をありがとうございました！

「福岡の地から
  『法律』で世界中の人々 を救う」

明倫国際法律事務所 

代表弁護士・弁理士  田中雅敏さん
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　明倫国際法律事務所　とは？
　高い専門性、組織化された弁護士が問題解決のためのサービスを提供する福
岡の国際法律事務所。経営法務、知的財産、国際業務、個人法務、行政支援業
務と幅広い分野の事業を取り扱っている。

■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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貴所の事業内容をお聞かせください。

　一般的な弁護士のイメージは「相続」や「交通事故」などの個
人法務事業かもしれませんが、明倫国際法律事務所は企業と
の仕事が多いです。例えばこれから新しい事業を始めるときに
「どのようなビジネスモデルを作ったらいいか」を一緒に考えた
り、事前のリスク管理などを行ったりします。仕事柄多くの企
業を見ていますし、弁護士事務所はトラブルになったときに相
談するところでもあるので、失敗例は山ほど見ています。それ
を踏まえて注意点や上手くいく方法を企業にアドバイスできま
す。それ以外には、海外ビジネス関連法務を取り扱っている
のがユニークなところだと思います。海外オフィス4カ所に加
え、提携事務所も世界30都市にあります。国際関係の業務
の他にも、知的財産権関係の業務、IPOやM&A業務など幅広
く取り扱っています。

国際関係の事業をされていますが、海外に進出する企業の支
援をされているのですか？

　そうですね。大企業などで法務部もしっかりしている会社か
ら具体的な依頼を受けることもありますが、地元の中小企業の
皆さんから、「海外進出全般」についてご相談を受け、一緒に
ビジネスを考えるようなことも、よくあります。例えば新しい国
でお茶を売りたいというとき、お茶の輸出の可否や小売店をつ

くる際の手続き、現地パートナーとの契約スキームなどをアド
バイスするというのが海外事業のわかりやすい一例です。しか
し、そのように具体化しておらず、「わが社の製品をどこか海外
でも売りたいのですが、どこで売ったらいいですか」というよう
な相談に対して、製品の特徴や優位性、価格帯などを踏まえ、
適切な国と販売方法を企業に提案することもあります。これは
あまり弁護士の仕事ではないのですが（笑）。あらゆる面にお
いてメリット・デメリットを考え、企業の状況も考慮して最適な
提案をすることで道をつくっていくのです。こういったサービス
は私たちの事務所の大きな特徴ですね。

企業に手厚いサポートをされているのですね。明倫国際法律
事務所は多くの事業部に分かれていますが、それぞれの分野
で専門に担当している弁護士がいらっしゃるのですか？

　そうですね。兼務もいるのですが、弁護士になって2～3年
たってから徐々に自分の希望で分かれていくような感じです。
明倫国際法律事務所では、仕事の好き嫌いを選べるようにして
います。嫌な仕事はしなくていいです、と。

社員が好き嫌いで仕事を選べるのですか？そうすると、誰にも
選ばれない仕事などないのでしょうか？

　それが、自然と良い具合に好き嫌いが分かれるのですよ。そ

れぞれ個性もやりたいことも違いますからね。でも選り好みして
いいかわりに、好きだといって選んだ仕事は徹底的にやろう、
ということにしています。好きであれば得意になれるし、専門
になることができる。しかし、人より少し得意というだけでは
「専門」に入りません。一番かどうかは別としてトップクラスの弁
護士となり、その業界のお客様から自然と名前が出るくらいに
なって初めて「専門」と言えるのです。やるなら徹底的にやって
ほしいですね。私の方から向いていそうな仕事を提案すること
はありますが、強制することはないです。最終的には自分の好
きなことをやったらいいし、嫌ならやらなければいい。「これが
好きです」と言ってやってみたが意外に面白くないと思ったら、
それをやめて他のことをしてもいいと思います。

好きなことをするからこそ、高い専門性を実現できるのですね。
ところで田中代表はどうして弁護士になろうと思われたのですか？

　実は大学に入る前は、外交官か国連の職員になりたいと思っ
ていました。当時世界は不安定な時代で、アフリカ難民やボー
トピープルなど、助けを求めている人がたくさんいました。そう
いう人を何とかしてあげたい、人助けをしたいと思ったのが大き
な理由です。そのために、権限や力が必要だと思い、外交官
や国連職員であれば、私にも人助けができるのではないかと考
えたわけです。しかし、大学に入って、実際に様々な厳しい環
境の国に行って自分がしっかり仕事ができるかと自問し、自分
の身すら自分で守れないのに人助けができるのだろうかと思いま
した。ならば、日本国内で人助けができる道はないかと思い、
法学部ではなかったのですが、弁護士になりました。今でも海
外には興味がありますし、人助けしたいという思いがあり、海
外に行く企業のお手伝いをしています。海外業務や知財、
M&A、IPOといった特殊な法務も中小企業にとって必要なサー
ビスなのですが、なかなか九州でこれらを全て提供できる法律
事務所は少なく、結果として九州の企業が不利になってしまい
ます。本来法律とはインフラですので、必要不可欠なものであ
るはず。しかし「そのインフラ（法律）が九州では不十分だか
ら、九州で事業をしたために他の地域でやるよりも損をした」
と言われるのは、弁護士として悔しいと思って。やる人が少な
いならば私がやればよいと思い、こういった特殊な分野を取り
扱い始めました。自己満足ではなく、私たち、明倫国際法律事
務所がある世界が、ない世界に比べ、少しでも発展していると

言える結果をだすことが、私たちの目標です。

田中代表の強い思いが今実現されつつあるのですね。今後の
ビジョンをお聞かせください。
　　
　事業の根本にあるのは、「クライアントが困っているから助け
たい」という思いです。そして今後の方向性は大きく二つあっ
て、一つ目は「深めた」仕事をすることです。例えば「ベトナム
法務ができます！」といっても、ベトナム法務の一言だけでは広
すぎるのですよね。ベトナムの医療、ベトナムの飲食、ベトナム
のITに詳しいというように細分化し、海外の特定の分野に詳し
くなれるように今ある知識や専門性を掘り下げていきたいです
ね。二つ目は場所について。この後の50年を見た時にどこが
日本企業の活躍の場になるかというと、インド・アフリカだと
私は思います。現在、日本企業は韓国・中国や東南アジアに
マーケットを広げていますが、50年前を考えてみると、それら
の地域でこんなビジネスができるとは、思いもよりませんでし
た。そして、次の50年後は、人口や発展のスピードから見て
も、インドやアフリカが重要性を持ってくると思います。世界の
最後のフロンティアと言ってもよいかもしれません。実際にも、
日本企業は、徐々にインドに進出しており、インドを統括本社
としてアフリカを狙うという動きも出ています。アフリカはインド
から意外と近いのです。アフリカは人口が多いし、ひとまとめ
にするのも無理なくらい多様性がありますが、今後伸びていく
のはインド・アフリカだと感じています。だからこうした地域へ
の進出案件などがあれば、私たちの収益につながらなくても、
ぜひお手伝いしたい。長い目で見ればやらなければいけないと
思います。

多くの人々を助けるために世界で活躍している弁護士が福岡に
いることを初めて知り、弁護士の仕事に対する見方が大きく変
わりました。
田中代表、貴重なお話をありがとうございました！

「福岡の地から
  『法律』で世界中の人々 を救う」

明倫国際法律事務所 

代表弁護士・弁理士  田中雅敏さん
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　明倫国際法律事務所　とは？
　高い専門性、組織化された弁護士が問題解決のためのサービスを提供する福
岡の国際法律事務所。経営法務、知的財産、国際業務、個人法務、行政支援業
務と幅広い分野の事業を取り扱っている。

■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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に高い。バックオフィス業務を整理する
ことで利益を生む部署への配置が可能
になるなど、高い波及効果が期待でき
る」と言います。
※１　営業などの部署の支援を行う部門。人事・経理・
法務・総務などの管理業務。
※２　インターネットなどを使ってさまざまなデータ・
サービスを活用すること。

業務改善は環境改善
人材採用にも効果を発揮

髙島さんがバックオフィスの業務改善
に取り組み始めたのは、もともと事業
再生の仕事をしていたことがきっかけ。
「企業を建て直そうとしても良い人材

がすでに退職している場合が多く、業
務効率化のためにITを活用せざるを得
ない状況に直面しました。そういった
企業は人手が足りず、うまく仕事が回っ
ていません。その中で組織の環境整備
がいかに重要か気づくことができまし
た。後継者が上京するなどして事業継
承ができない企業もたくさんあります。
バックオフィス業務のお手伝いをするこ
とで九州の企業を元気にし、人を集
め、地方を活性化していきたい」。

また人材の採用面においても、企業

の環境改善が課題として顕在化し始め
ていると言います。
「バックオフィスの業務改善を行う中

で、採用についての相談を受けること
があります。給料などの待遇も大切で
はありますが、いまの求職者は働きや
すい職場を求めています」と髙島さん。
事実、ワクフリの営業募集時には140
人が応募。「新しい会社というのもあり
ますが、業務改善に取り組む会社とし
て“働きやすそう”というイメージから、
多数の応募をいただきました。スマホ
が当たり前の世の中になり、ビジネス
で使うツールも進化しています。その
中でいまの時代に合わせて仕事のやり
方も変えていく必要がある。求人にお
いても、働きやすさは今後ますます重
要になってきます」。

新たな市場を生み出し
当たり前のサービスへ

クラウドサービスを提供する企業は
多数ありますが、サービスと企業や店
舗を結びつけるという業態はあまりあり
ません。髙島さんは「当社がこのビジネ
スを確立し、モデル企業となって競合

他社と一緒に市場をつくり盛り上げて
いきたい」と意気込みます。
「ITは難しいものと決めつけている人

が多いのも事実で、その意識は地方に
なればなるほど顕著です。東京などIT
知識の高い場所でやるべきという声も
ありましたが、九州からスタートするこ
とでどこでも通用するサービスになる。
テクノロジーの進化は生活を便利にしま
す。苦手というだけで無意識にIT導入
にブレーキがかかっている場合も多い
ので、実際に使って簡単で便利である
ことを体感し、もっと自分の会社を良く
してもらいたい」。

煩雑なバックオフィス業務を
クラウドサービスで改善

今年10月から消費税が10％に引き上
げられ、軽減税率制度がスタートしま
す。飲食料品などを対象に税率を8％
に据え置き消費者の税負担を軽減する
のが狙いですが、飲食業界においては
バックオフィス※1業務を煩雑化させる一
因として課題となっています。例えば店
内で飲食する“外食”の場合の税率は
10%ですが、テイクアウトの場合は軽
減税率対象となり税率は8％。同じ商
品でもふたつの税率が混在します。

企業のバックオフィス改善を行う株
式会社ワクフリの代表取締役 髙島卓也
さんは「税率の改正期に会計を人の手
に頼っていればヒューマンエラーが起こ

る可能性が高まります。小規模な店舗
では電卓と手提げ金庫といったアナロ
グな方法で会計処理を行うところもま
だまだ多い状況です。しかし高額なレ
ジ導入はハードルが高い。だからこそ
簡単かつ費用を抑えて導入できるレジ
のクラウド※2 化をおすすめしています」
と話します。

ワクフリはレジをはじめ、勤怠管理
や顧客リスト、業務報告書などのクラ
ウド化を支援しています。いずれも既
存のサービスを使った改善方法を提案。
「自社でオリジナルアプリをつくると、

開発費用がかさむだけでなくシステムの
改修などでランニングコストもかかって
くる。さまざまな既存の業務支援ツー
ルを使うことで、導入費用を抑え、常
に最新のシステムが利用できるようにな

ります」と髙島さん。表計算ソフトや紙
のシートで顧客管理をしていたり、勤
務時間もスタッフが手作業で集計した
りという企業や店舗はいまだ多く、
バックオフィスにはIT化による改善の
余地が残されていると言います。
「まだまだ効率化できるもの、人が

手作業でやらなくても良いものがたくさ
んある。クラウド化することで集計業
務はなくなり、社員間や店舗間の共有
もリアルタイムで可能になります」。

ワクフリはこうしてバックオフィス業
務をクラウドサービスで効率化し、余
剰人材を営業や企画などの部署に配置
するという、新たな人的資産の創出を
提案しています。髙島さんは「事務業
務をこなしている人は、さまざまな業務
の処理を並行して行うなど能力が非常

株式会社ワクフリ　代表取締役　髙島 卓也氏

〒812-0038 福岡市博多区祇園町8-13
第一プリンスビル1F
TEL 092-600-4200

https://wakufuri.com/

株式会社ワクフリ

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.44

2事務所は日本最大級のコワーキング&ワークスペース『The Company』
内に設置。開放感あふれる作業スペースを確保

4レジのクラウド化などを進めるワクフリ。「設定ミスなども多いので、困った
ときには一度ご相談ください」と髙島さん

1ワクフリのスタッフはオープンスペースで作業。決まったデスクを置かない
など職場においても自由な働き方を実践している

3ワクフリの社名は“ワークフリー”に由来。「働き方を自由にしたい」という
願いが込められている。ロゴは枠にとらわれないクマがモチーフ

企業のバックオフィスを改善し
新たな人的資産を創出する

【プロフィール】
長崎県出身。佐世保高専を卒業後、自動
車関連のシステム開発エンジニア、アパ
レル店員、税理士法人職員などを経て、
2014年に独立。事業再生などに携わり、
2017年12月、バックオフィス業務の改
善サポートを行う株式会社ワクフリを立
ち上げる。2018年8月より、株式会社マ
ネーフォワードグループに加入。
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に高い。バックオフィス業務を整理する
ことで利益を生む部署への配置が可能
になるなど、高い波及効果が期待でき
る」と言います。
※１　営業などの部署の支援を行う部門。人事・経理・
法務・総務などの管理業務。
※２　インターネットなどを使ってさまざまなデータ・
サービスを活用すること。

業務改善は環境改善
人材採用にも効果を発揮

髙島さんがバックオフィスの業務改善
に取り組み始めたのは、もともと事業
再生の仕事をしていたことがきっかけ。
「企業を建て直そうとしても良い人材

がすでに退職している場合が多く、業
務効率化のためにITを活用せざるを得
ない状況に直面しました。そういった
企業は人手が足りず、うまく仕事が回っ
ていません。その中で組織の環境整備
がいかに重要か気づくことができまし
た。後継者が上京するなどして事業継
承ができない企業もたくさんあります。
バックオフィス業務のお手伝いをするこ
とで九州の企業を元気にし、人を集
め、地方を活性化していきたい」。

また人材の採用面においても、企業

の環境改善が課題として顕在化し始め
ていると言います。
「バックオフィスの業務改善を行う中

で、採用についての相談を受けること
があります。給料などの待遇も大切で
はありますが、いまの求職者は働きや
すい職場を求めています」と髙島さん。
事実、ワクフリの営業募集時には140
人が応募。「新しい会社というのもあり
ますが、業務改善に取り組む会社とし
て“働きやすそう”というイメージから、
多数の応募をいただきました。スマホ
が当たり前の世の中になり、ビジネス
で使うツールも進化しています。その
中でいまの時代に合わせて仕事のやり
方も変えていく必要がある。求人にお
いても、働きやすさは今後ますます重
要になってきます」。

新たな市場を生み出し
当たり前のサービスへ

クラウドサービスを提供する企業は
多数ありますが、サービスと企業や店
舗を結びつけるという業態はあまりあり
ません。髙島さんは「当社がこのビジネ
スを確立し、モデル企業となって競合

他社と一緒に市場をつくり盛り上げて
いきたい」と意気込みます。
「ITは難しいものと決めつけている人

が多いのも事実で、その意識は地方に
なればなるほど顕著です。東京などIT
知識の高い場所でやるべきという声も
ありましたが、九州からスタートするこ
とでどこでも通用するサービスになる。
テクノロジーの進化は生活を便利にしま
す。苦手というだけで無意識にIT導入
にブレーキがかかっている場合も多い
ので、実際に使って簡単で便利である
ことを体感し、もっと自分の会社を良く
してもらいたい」。

煩雑なバックオフィス業務を
クラウドサービスで改善

今年10月から消費税が10％に引き上
げられ、軽減税率制度がスタートしま
す。飲食料品などを対象に税率を8％
に据え置き消費者の税負担を軽減する
のが狙いですが、飲食業界においては
バックオフィス※1業務を煩雑化させる一
因として課題となっています。例えば店
内で飲食する“外食”の場合の税率は
10%ですが、テイクアウトの場合は軽
減税率対象となり税率は8％。同じ商
品でもふたつの税率が混在します。

企業のバックオフィス改善を行う株
式会社ワクフリの代表取締役 髙島卓也
さんは「税率の改正期に会計を人の手
に頼っていればヒューマンエラーが起こ

る可能性が高まります。小規模な店舗
では電卓と手提げ金庫といったアナロ
グな方法で会計処理を行うところもま
だまだ多い状況です。しかし高額なレ
ジ導入はハードルが高い。だからこそ
簡単かつ費用を抑えて導入できるレジ
のクラウド※2 化をおすすめしています」
と話します。

ワクフリはレジをはじめ、勤怠管理
や顧客リスト、業務報告書などのクラ
ウド化を支援しています。いずれも既
存のサービスを使った改善方法を提案。
「自社でオリジナルアプリをつくると、

開発費用がかさむだけでなくシステムの
改修などでランニングコストもかかって
くる。さまざまな既存の業務支援ツー
ルを使うことで、導入費用を抑え、常
に最新のシステムが利用できるようにな

ります」と髙島さん。表計算ソフトや紙
のシートで顧客管理をしていたり、勤
務時間もスタッフが手作業で集計した
りという企業や店舗はいまだ多く、
バックオフィスにはIT化による改善の
余地が残されていると言います。
「まだまだ効率化できるもの、人が

手作業でやらなくても良いものがたくさ
んある。クラウド化することで集計業
務はなくなり、社員間や店舗間の共有
もリアルタイムで可能になります」。

ワクフリはこうしてバックオフィス業
務をクラウドサービスで効率化し、余
剰人材を営業や企画などの部署に配置
するという、新たな人的資産の創出を
提案しています。髙島さんは「事務業
務をこなしている人は、さまざまな業務
の処理を並行して行うなど能力が非常

株式会社ワクフリ　代表取締役　髙島 卓也氏

〒812-0038 福岡市博多区祇園町8-13
第一プリンスビル1F
TEL 092-600-4200

https://wakufuri.com/

株式会社ワクフリ

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.44

2事務所は日本最大級のコワーキング&ワークスペース『The Company』
内に設置。開放感あふれる作業スペースを確保

4レジのクラウド化などを進めるワクフリ。「設定ミスなども多いので、困った
ときには一度ご相談ください」と髙島さん

1ワクフリのスタッフはオープンスペースで作業。決まったデスクを置かない
など職場においても自由な働き方を実践している

3ワクフリの社名は“ワークフリー”に由来。「働き方を自由にしたい」という
願いが込められている。ロゴは枠にとらわれないクマがモチーフ

企業のバックオフィスを改善し
新たな人的資産を創出する

【プロフィール】
長崎県出身。佐世保高専を卒業後、自動
車関連のシステム開発エンジニア、アパ
レル店員、税理士法人職員などを経て、
2014年に独立。事業再生などに携わり、
2017年12月、バックオフィス業務の改
善サポートを行う株式会社ワクフリを立
ち上げる。2018年8月より、株式会社マ
ネーフォワードグループに加入。
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

貴社の広報手段として、有料広告の“おためし”として、
まだご利用いただいていない会員のみなさま、是非ご利用ください!!
お申し込み方法等詳細につきましては、当所ホームページをご覧ください。
URL：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Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース

福岡市中央区舞鶴3-2-31-3F
TEL：050-3736-0318
FAX：092-406-8616
http://www.aqlk.co.jp
E-mail：info@aqlk.co.jp　
営業内容
・旅行業界に特化した販売支援事業
・ソーシャルギフトを活用した国内・海外   
　旅行客向け電子ギフトの発行業務

大手旅行会社が提供するギフト『Travel e-gift』を活用し
低コストで新規顧客を集客

エイキュウリンクス㈱

エイキュウリンクス㈱

リスクゼロ。成果報酬型で出張・
旅行客・訪日外国人を集客!!

福岡市博多区下川端町10-5-502
TEL：092-409-8813
FAX：092-409-8814
E-mail：info@gsec.jp　
営業内容
・省エネルギーに関する相談・診断
・省エネルギー設備の補助金に関する相談
・省エネ法に関する相談

無料であなたの施設の省エネルギー診断を行い実施に向けての
サポートや効果検証を行います（経済産業省の補助事業です）

一般社団法人グリーン省エネ推進センター

一般社団法人
グリーン省エネ推進センター

省エネルギーにより光熱費削減を
サポートします（無料）

▼

省エネルギーのことなら
何でもお任せください

夢どら

フランス産クリームチーズと北海道産生クリーム
そして自家製ラムレーズンで作った絶品スイーツです

どらやき家なのになぜか売れてるんです
ラムレーズンチーズが！

▼

当店リピート率ナンバーワン!!

▼

スマホで簡単精算♪
従業員への周知も簡単

福岡市中央区薬院3-13-11-250
TEL：092-981-6775
FAX：092-981-6776
http://im-field-f.com/
E-mail：sasa@im-field-f.com
営業内容
映画・ドラマを中心とした映像制作会社
九州各地を題材・撮影を主にした作品
制作を行います。ブランディング動画な
どご検討中の企業様もお気軽にご相談く
ださい。

「ペコロスの母に会いに行く」のキャラクターを
御社のPRに利用しませんか？

イメージフィールド福岡㈱

イメージフィールド福岡㈱

「ペコロスの母に会いに行く」
アニメ化！来春からTV放送予定

▼

パッケージデザイン
キャラクターとして

福岡市城南区堤1-3-8
TEL：092-407-3342
FAX：092-407-3342
https://www.yumedora.jp 
E-mail：info@yumedora.jp
営業内容
全国でも珍しいデコレーションどら焼き、
ラムレーズンチーズの製造販売

夢どら

　一緒に作品を盛り上げ、販売促進に
お役立てください。
　キャラクター利用料（年単位や1回（イ
ベント毎）など設定あり）
　お気軽にお問い合わせください。

　新聞掲載や映画・舞台で人気の「ペコロス
の母に会いに行く」のキャラクターを採用し
ていただける企業様、店舗様を大募集中！
　2019年春からついに短編アニメをTV
放送開始予定。

　観光客を集客したいが、予算が無く
困っているというオーナー様へおすすめ
の『Travel e-gift』。現在、九州、沖縄
にて135店舗のお土産店や飲食店等にご
参加いただき、大好評。その理由は、ギ

フトを集客ツールとして活用している点。
通常の広告と違い、毎月の費用は発生せ
ず、ギフトが利用された場合に手数料が
発生する仕組みでノーリスク。参加店舗
の継続率は95％です。

　当法人では省エネルギーや経営に関す
る専門家が多く所属しており皆様の施設
の省エネをはじめ広い範囲でお手伝いが
できます。経済産業省の補助事業であり
無料で行いますので費用はかかりません。

　省エネの診断や実施、検証（見える
化）や補助金のご案内などと広くサポート
しますので経費削減をご検討の方はお気
軽にご連絡ください。

福岡市西区姪浜駅南2-1-24-2F
TEL：092-707-7833
FAX：092-707-7834
https://www.highfive-afterschool.com
E-mail：info@highfive-afterschool.com
営業内容
小学生を対象とした20時（最長21時）ま
での預かりサービス。土曜日の預かりも
OK！オプションで習い事や夕食のご提
供も行っています。

「やりたい」気持ちを育むこと
それがハイファイブアフタースクールのコンセプトです

ハイファイブアフタースクール

ハイファイブアフタースクール

ラム、習い事など、充実した放課後をご
提供します。
　現在、入会予約・個別面談受付中で
す。お気軽にお電話ください。
※アルバイトスタッフも募集中！

　お待たせしました！この春、姪浜ウエ
ストコートすぐ横、うちだ屋さんの2階に
民間学童「ハイファイブアフタースクー
ル」がオープンします。小学生を対象に、
学校へのお迎えサービスや無料カリキュ

3月に姪浜地区に新しい民間学童が
オープンします！

　もともとどら焼きに挟んで販売しており
ましたが、お客様のご要望によりラムレー
ズンチーズのみの販売を始め遠方からも
買いに来て下さっています。
　またワインなどと一緒にクラッカーやバ

ゲットにのせてお召し上がりいただくとと
てもよく合います。当店ではもっと多くの
方に召し上がっていただきたいとの思いか
らお取り扱いしていただけるご店舗様を
探しております。

▼

入会予約・
個別面談受付中です♪

▼

担当者の右腕になるぐらいの
効果を発揮する

㈱プラン・ドゥ

生鮮4コーナーが盛り上がる！
売場を活気づけ、購入点数を増やす強い味方！

生鮮4コーナーへ新しい販促の
ご提案“コーナー君”

福岡市早良区有田2-14-26
TEL：092-843-1101
FAX：092-843-3608
E-mail：plando@watch.ocn.ne.jp
営業内容
食品スーパー生鮮４コーナーの業務用
CM設備とCM制作及びレンタル

㈱プラン・ドゥ

　新商品のタブレット型“コーナー君”
は精肉・鮮魚・青果・惣菜の生鮮 4 コー
ナーで大活躍！ 四季折々の CM の他に、
直接マイクを使っての呼び込みをしたり、
録音したり出来るので“とても便利”と

大評判です。レンタルなのでメンテナン
スが無料、アフターフォローもしっかりと
弊社が行います。
　他社との差別化に最適なコーナーの販
売促進に是非ご活用ください。
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

貴社の広報手段として、有料広告の“おためし”として、
まだご利用いただいていない会員のみなさま、是非ご利用ください!!
お申し込み方法等詳細につきましては、当所ホームページをご覧ください。
URL：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Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース

福岡市中央区舞鶴3-2-31-3F
TEL：050-3736-0318
FAX：092-406-8616
http://www.aqlk.co.jp
E-mail：info@aqlk.co.jp　
営業内容
・旅行業界に特化した販売支援事業
・ソーシャルギフトを活用した国内・海外   
　旅行客向け電子ギフトの発行業務

大手旅行会社が提供するギフト『Travel e-gift』を活用し
低コストで新規顧客を集客

エイキュウリンクス㈱

エイキュウリンクス㈱

リスクゼロ。成果報酬型で出張・
旅行客・訪日外国人を集客!!

福岡市博多区下川端町10-5-502
TEL：092-409-8813
FAX：092-409-8814
E-mail：info@gsec.jp　
営業内容
・省エネルギーに関する相談・診断
・省エネルギー設備の補助金に関する相談
・省エネ法に関する相談

無料であなたの施設の省エネルギー診断を行い実施に向けての
サポートや効果検証を行います（経済産業省の補助事業です）

一般社団法人グリーン省エネ推進センター

一般社団法人
グリーン省エネ推進センター

省エネルギーにより光熱費削減を
サポートします（無料）

▼

省エネルギーのことなら
何でもお任せください

夢どら

フランス産クリームチーズと北海道産生クリーム
そして自家製ラムレーズンで作った絶品スイーツです

どらやき家なのになぜか売れてるんです
ラムレーズンチーズが！

▼

当店リピート率ナンバーワン!!

▼

スマホで簡単精算♪
従業員への周知も簡単

福岡市中央区薬院3-13-11-250
TEL：092-981-6775
FAX：092-981-6776
http://im-field-f.com/
E-mail：sasa@im-field-f.com
営業内容
映画・ドラマを中心とした映像制作会社
九州各地を題材・撮影を主にした作品
制作を行います。ブランディング動画な
どご検討中の企業様もお気軽にご相談く
ださい。

「ペコロスの母に会いに行く」のキャラクターを
御社のPRに利用しませんか？

イメージフィールド福岡㈱

イメージフィールド福岡㈱

「ペコロスの母に会いに行く」
アニメ化！来春からTV放送予定

▼

パッケージデザイン
キャラクターとして

福岡市城南区堤1-3-8
TEL：092-407-3342
FAX：092-407-3342
https://www.yumedora.jp 
E-mail：info@yumedora.jp
営業内容
全国でも珍しいデコレーションどら焼き、
ラムレーズンチーズの製造販売

夢どら

　一緒に作品を盛り上げ、販売促進に
お役立てください。
　キャラクター利用料（年単位や1回（イ
ベント毎）など設定あり）
　お気軽にお問い合わせください。

　新聞掲載や映画・舞台で人気の「ペコロス
の母に会いに行く」のキャラクターを採用し
ていただける企業様、店舗様を大募集中！
　2019年春からついに短編アニメをTV
放送開始予定。

　観光客を集客したいが、予算が無く
困っているというオーナー様へおすすめ
の『Travel e-gift』。現在、九州、沖縄
にて135店舗のお土産店や飲食店等にご
参加いただき、大好評。その理由は、ギ

フトを集客ツールとして活用している点。
通常の広告と違い、毎月の費用は発生せ
ず、ギフトが利用された場合に手数料が
発生する仕組みでノーリスク。参加店舗
の継続率は95％です。

　当法人では省エネルギーや経営に関す
る専門家が多く所属しており皆様の施設
の省エネをはじめ広い範囲でお手伝いが
できます。経済産業省の補助事業であり
無料で行いますので費用はかかりません。

　省エネの診断や実施、検証（見える
化）や補助金のご案内などと広くサポート
しますので経費削減をご検討の方はお気
軽にご連絡ください。

福岡市西区姪浜駅南2-1-24-2F
TEL：092-707-7833
FAX：092-707-7834
https://www.highfive-afterschool.com
E-mail：info@highfive-afterschool.com
営業内容
小学生を対象とした20時（最長21時）ま
での預かりサービス。土曜日の預かりも
OK！オプションで習い事や夕食のご提
供も行っています。

「やりたい」気持ちを育むこと
それがハイファイブアフタースクールのコンセプトです

ハイファイブアフタースクール

ハイファイブアフタースクール

ラム、習い事など、充実した放課後をご
提供します。
　現在、入会予約・個別面談受付中で
す。お気軽にお電話ください。
※アルバイトスタッフも募集中！

　お待たせしました！この春、姪浜ウエ
ストコートすぐ横、うちだ屋さんの2階に
民間学童「ハイファイブアフタースクー
ル」がオープンします。小学生を対象に、
学校へのお迎えサービスや無料カリキュ

3月に姪浜地区に新しい民間学童が
オープンします！

　もともとどら焼きに挟んで販売しており
ましたが、お客様のご要望によりラムレー
ズンチーズのみの販売を始め遠方からも
買いに来て下さっています。
　またワインなどと一緒にクラッカーやバ

ゲットにのせてお召し上がりいただくとと
てもよく合います。当店ではもっと多くの
方に召し上がっていただきたいとの思いか
らお取り扱いしていただけるご店舗様を
探しております。

▼

入会予約・
個別面談受付中です♪

▼

担当者の右腕になるぐらいの
効果を発揮する

㈱プラン・ドゥ

生鮮4コーナーが盛り上がる！
売場を活気づけ、購入点数を増やす強い味方！

生鮮4コーナーへ新しい販促の
ご提案“コーナー君”

福岡市早良区有田2-14-26
TEL：092-843-1101
FAX：092-843-3608
E-mail：plando@watch.ocn.ne.jp
営業内容
食品スーパー生鮮４コーナーの業務用
CM設備とCM制作及びレンタル

㈱プラン・ドゥ

　新商品のタブレット型“コーナー君”
は精肉・鮮魚・青果・惣菜の生鮮 4 コー
ナーで大活躍！ 四季折々の CM の他に、
直接マイクを使っての呼び込みをしたり、
録音したり出来るので“とても便利”と

大評判です。レンタルなのでメンテナン
スが無料、アフターフォローもしっかりと
弊社が行います。
　他社との差別化に最適なコーナーの販
売促進に是非ご活用ください。
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お得なモーニングセットは
11:00まで。美味しい
パンで、良い一日が始
められそう

more
info

ぱんや紺青
☎092-982-7511
福岡市早良区高取1-26-63 
営 7:30～18:00
㉁月曜、火曜
Pなし（近くにコインパーキング有）

yokamon 8
会議所N

EWSの

編集部が
街で見つ

けた

“よかも
ん”をご

紹介♪いわた　 散歩

店内にはイートインスペー
スもあり。300 円でコー
ヒーもいただけます

オーナーシェフソムリエール
大石桃子さん

「体に悪いものは使わない」のが紺青の
モットー。なるべく地元九州の食材を使
うことにこだわっていて、宮崎高千穂の
バターや佐賀村山ミルクプラントの牛乳
を使用しています。また、店内奥のイー
トインスペースでは、コーヒーだけでな
く、ワインも提供していますので、素材
にこだわったパンを、お酒にあわせて楽
しんでいただければと思います。

わざわざ来てもらうというより、毎日
のルーティンで紺青に来てもらいたいか
ら、価格設定は低めにしています。季節
ごとの限定パンもあるので、何度でも来
てほしい。今日もいいパンを焼いて、
コーヒーとお酒を用意して、皆様をお待
ちしております。紺青が、地域の皆さん
の日常の一部になれたら嬉しいです。

Facebook

早良区を散歩していると、なにやらパンのいい香り
が…　  パン好きのイワタが吸い寄せられるようにたど
りついたのは、「ぱんや紺青」　　  落ち着く店内に並
ぶのは、約80種類もの美味しそうなパン、パン、パ
ン！ 目移りしながら選んだのは紺青一番　  の人気商
品、ころんとま～るいあんぱんたち。本日の品ぞろえ
は塩こしあんぱん、よもぎあんぱん、大納言粒あんぱ
んなど6種類です。どれも上品な味わいで、こたつに
入って温かい飲み物と一緒に味わいたい気分　  こちら
のあんぱんたち、あんはもちろんのこと、テイクアウト
して時間がたってもしっとりとした生地がなんともおい
しいのです！ その理由は、すべてのあんぱんの生地
に、三井郡の酒蔵「みいの寿」の酒粕を練りこんでい
るから　　  変わり種もあるので、みんなでシェアして
何種類か楽しみたい！ 箱あんぱんは「紺青」ロゴ入りの
箱に入ったセットなので、手土産にもぴったりです　 
箱あんぱんを持って、新年のご挨拶に行きませんか？

酒粕あんぱん ￥200（税抜）

６個入りの箱あんぱん ￥1,200（税抜）  

酒粕を使った
  こだわり

     あんぱん      

優しい味わい

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

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　FAX 092-411-1600

2018年度 第2回

新入会員
交流会

交
流

　2015～2018年度新入会員の皆様を対象に「新入会員交流
会」を開催いたします。
　商工会議所の各種事業をご紹介するとともに、参加者同士が
気軽に交流できる場をご用意いたします。「ビジネスに商工会議
所の事業を活用したい」「多くの企業と交流し、取引先やビジネ
スの仲間を探したい」皆様は、この機会にぜひご参加ください！

当日は会頭・副会頭・部会長が交流会へ参加予定です。
また、会場内に参加企業の商品・パンフレットの展示スペースを設置します。
その他、オプション企画をご準備しております。

3/6●水

■定員： 100名（先着順）
■参加費： 一人あたり3,000円（税込）

※1社あたり2名様まで参加可能です。
※お支払い方法等はお申し込みいただいた方に
　メールもしくはFAXにてご案内いたします。

■申込：HPでのお申し込みのみ
　当所HPよりお申し込みください。
　https://www.fukunet.or.jp/
※申込確認後、『参加証』をメールにて送付いたしますので、
　当日ご持参のうえご参加ください。

福岡商工会議所
11:00～13:30

第一部／商工会議所事業ガイダンス（11:00～11:50／50分）

第二部／会員交流会（12:00～13:30／90分）

2015～2018年度  新入会員
（2015年4月1日以降にご入会いただいた方）

対象

参加費として
ご利用できます！
※有効期限内のもの
に限ります。

4階会議室

先着順／有料

料金：1,000円

料金：2,000円

オプション企画
１．当日参加者に配布する「参加企業リスト」に広告を掲載
　　できます。（A4：1ページ、書式自由）

２．「参加企業ブース」を別途設置できます。
　　（机1台分、電源使用可）
※詳細は当所HPよりご確認ください。

NEW
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お得なモーニングセットは
11:00まで。美味しい
パンで、良い一日が始
められそう

more
info

ぱんや紺青
☎092-982-7511
福岡市早良区高取1-26-63 
営 7:30～18:00
㉁月曜、火曜
Pなし（近くにコインパーキング有）

yokamon 8
会議所N

EWSの

編集部が
街で見つ

けた

“よかも
ん”をご

紹介♪いわた　 散歩

店内にはイートインスペー
スもあり。300 円でコー
ヒーもいただけます

オーナーシェフソムリエール
大石桃子さん

「体に悪いものは使わない」のが紺青の
モットー。なるべく地元九州の食材を使
うことにこだわっていて、宮崎高千穂の
バターや佐賀村山ミルクプラントの牛乳
を使用しています。また、店内奥のイー
トインスペースでは、コーヒーだけでな
く、ワインも提供していますので、素材
にこだわったパンを、お酒にあわせて楽
しんでいただければと思います。

わざわざ来てもらうというより、毎日
のルーティンで紺青に来てもらいたいか
ら、価格設定は低めにしています。季節
ごとの限定パンもあるので、何度でも来
てほしい。今日もいいパンを焼いて、
コーヒーとお酒を用意して、皆様をお待
ちしております。紺青が、地域の皆さん
の日常の一部になれたら嬉しいです。

Facebook

早良区を散歩していると、なにやらパンのいい香り
が…　  パン好きのイワタが吸い寄せられるようにたど
りついたのは、「ぱんや紺青」　　  落ち着く店内に並
ぶのは、約80種類もの美味しそうなパン、パン、パ
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酒粕を使った
  こだわり

     あんぱん      

優しい味わい

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。
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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 ～
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〒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

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　FAX 092-411-1600

2018年度 第2回

新入会員
交流会

交
流

　2015～2018年度新入会員の皆様を対象に「新入会員交流
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当日は会頭・副会頭・部会長が交流会へ参加予定です。
また、会場内に参加企業の商品・パンフレットの展示スペースを設置します。
その他、オプション企画をご準備しております。

3/6●水

■定員： 100名（先着順）
■参加費： 一人あたり3,000円（税込）

※1社あたり2名様まで参加可能です。
※お支払い方法等はお申し込みいただいた方に
　メールもしくはFAXにてご案内いたします。

■申込：HPでのお申し込みのみ
　当所HPよりお申し込みください。
　https://www.fukunet.or.jp/
※申込確認後、『参加証』をメールにて送付いたしますので、
　当日ご持参のうえご参加ください。

福岡商工会議所
11:00～13:30

第一部／商工会議所事業ガイダンス（11:00～11:50／50分）

第二部／会員交流会（12:00～13:30／90分）

2015～2018年度  新入会員
（2015年4月1日以降にご入会いただいた方）

対象

参加費として
ご利用できます！
※有効期限内のもの
に限ります。

4階会議室

先着順／有料

料金：1,000円

料金：2,000円

オプション企画
１．当日参加者に配布する「参加企業リスト」に広告を掲載
　　できます。（A4：1ページ、書式自由）

２．「参加企業ブース」を別途設置できます。
　　（机1台分、電源使用可）
※詳細は当所HPよりご確認ください。
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