
開
幕
直
前
!!

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
2
0
1
9
™

特
集

NEWS
福岡商工会議所 9
2019／vol.541

特
集

会員とともに 、市民とともに

Fukuoka Chamber
of Commerce & Industry

今月のTOPIC





漫画家

福博新景

ピーターパンのように

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

少年は走った
どんどん走った、つんのめった
目の前にボールがあった、手が出た
少年は立ちあがった
少年は走った、ボールをつかんで
走った、どこまでも走った

いつまでも年を取らない者たちがいる
ピーターパンのような者たちだ
息を弾ませ目を輝かせ
跳ねるボールを追い、つかみ、
抱きしめて、走る
少年は走る

検索福岡商工会議所

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

セミナー
催事情報など

福岡商工会議所NEWS CONTENTS

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

04
特集

02 株式会社エー・ワン
代表取締役社長　石山 弘海氏

カンパニーズチャレンジ

26 株式会社トゥトゥモロウ
森 拓人氏

ミライロしごと図鑑　NEXT 10 YEARS

〈掲載広告〉
●ほけんの窓口グループ株式会社 外商部 福岡法人営業課…裏表紙
●福岡県信用保証協会…P13
●公益財団法人　産業雇用安定センター…P21

〈【同封】 福商 折込みチラシ〉
●Food EXPO Kyushu2019〈国内外食品商談会〉招待状

〈【同封】 福商ビジネス情報便〉
●株式会社プロダクトマーケッティングサービス
●福岡県事業承継支援ネットワーク
●弁護士法人グレイス
●福岡職業能力開発促進センター（２件）
●一般財団法人 西日本産業衛生会 環境測定センター北九州事業部
●株式会社サンネットワーク
●アプライド株式会社
●一般財団法人 女性労働協会（２件）
●ほけんの窓口グループ株式会社 外商部 福岡法人営業課
●三井不動産リアルティ九州株式会社
●株式会社サポート
●びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会事務局
●株式会社セールスアカデミー

20
13

10

22

23

表紙裏
25
11
24

10
12

〈もしもに備える〉
　　　　   生命共済制度
健診サービスのご案内

〈優秀な人材を採用・育成したい〉
高等学校と企業との就職情報交換会
　　　　　九州産業大学生と企業を「学食」で繋ぐ
　　　　　“モグジョブ”への参加企業を募集します

日商プログラミング検定始動!!
「社員の英語力向上セミナー」のご案内

検定対策講座のご案内
実務研修講座
第2回　福商『eラーニング』説明会&体験会

〈お知らせ〉
Food EXPO Kyushu 2019
第38回食品まつり　博多うまかもん市出店者募集
10月発行 プレミアム付 地域商品券
消費税率引き上げに伴う、貸会議室料金改定のお知らせ
2019年度 第1回新入会員交流会

「創業100年以上会員企業」を募集
博多伝統芸能館イベント
福商優待サービス
福岡商工会議所の検定試験
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是非ご利用ください!!

消費税軽減税率対策オンラインセミナー配信中
〈福岡商工会議所の活動〉

FCCI NEWS 会議所の動き
〈役に立つ情報〉

福岡の統計
〈報告〉

2019年度「福商・経済訪問団」
～海外視察ミッション
 （サンフランシスコ、ラスベガス、シアトル）～

〈ビジネスネットワーク〉
新規会員のご紹介
会員企業の商品・サービス紹介
“ホットニュース”

〈専門家に聞く〉
税務Q&A
危機管理情報室
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今月のよかもん
商店街応援隊「トコロ」が参ります！
トコロ商遊記
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第5 回 ポイント還元制度の加盟店審査に最大 2ヵ月!
　　　～早めの申請を～

15
消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用（全10回シリーズ）

第6回 ポイント還元制度の消費者 PRが本格化、
　　　 統一コード『JPQR』も始動 !
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る製品を新たな市場にも展開すれば、
より社会に貢献できるものになると信
じています」と石山さん。約1年半を
かけて開発した『Cleanfire』は口コミ
で広がり、現在では全国26都道府県
下で活用されています。
※焼却物が完全燃焼したかどうかの指標。廃棄物処理
法では10%以下になるよう定められている。

閑散期を生かして
ジビエ業界に進出

　「養鶏農家では鳥インフルエンザの
流行期である11月から3月は、養鶏
場内への部外者立ち入りを原則禁止し
ています。そうした理由からこの時期
は閑散期になってしまいます。そこで
ジビエ業界へと『Cleanfire』を展開し
ました」。
　2016年、農林水産省では補助金に
依存していた有害鳥獣対策を方向転換
し、イノシシやシカなどを食肉とする
ジビエ市場の開拓を促進。従来の捕
獲助成金を減額する一方で、食肉利用
として捕獲した場合の助成金額は維持
する施策を展開し、ジビエ業界の盛り
上がりを後押ししています。さらにジ

ビエ肉の残渣処理のための焼却炉導
入に対して補助を行うなど、エー・ワ
ンにも追い風が吹いています。
　「イノシシなどの食肉以外の部位に
ついては、山中に廃棄するなど、衛生
管理がなされていないという課題があ
ります。そこで『Cleanfire』が活用で
きるのではないかと考えたのです」。
　エー・ワンでは一般社団法人日本ジ
ビエ振興協会と連携するほか、2019
年11月に東京ビッグサイトで開催され
る『鳥獣対策・ジビエ利活用展』に出
展するなど、新たな販路拡大を進めて
います。
　「ジビエ業界にも焼却炉を展開する
ことで、売上の平準化はもちろん、有
害鳥獣の駆除に寄与していきたい」と
石山さんは意気込んでいます。

様々な企業と協力し
循環型農業の実現へ

　養鶏業界やジビエ業界で存在感を
示すエー・ワンの小型焼却炉ですが、
まずは国内市場占有率ナンバーワンを
目指しています。さらに海外展開も睨
む石山さんは「日本はもちろん、アジ

ア各国では鳥インフルエンザが養鶏業
界の課題であり、一部の国では衛生
管理が行き届かず常態化しているとこ
ろもあると聞きます。衛生管理にも寄
与できるエー・ワンの焼却炉が役に立
つはず」と話します。
　そんなエー・ワンのモットーは『お
客様のお困りごとにどう対応できるか
を形にすること』。小型焼却炉の開発
の出発点も、養鶏農家のお困りごと。
また養鶏農家が頭を抱える鶏糞処理
についても、肥料としての活用を模索
するなど、チャレンジを続けています。
　「私たちが最終的に目指すのは循環
型農業。様々な企業と協力しながら課
題に取り組んでいきたい」。

技術力と創造性で
大手資本に対抗する

例年、冬になると報道される鳥イン
フルエンザ問題。食の安全安心に対
する関心の高まりを受け、養鶏業界に
おいても、食肉や卵に対する高い衛生
管理が求められています。そうした
中、日々発生する死鳥への対応策とし
て、養鶏処理専用の小型焼却炉を開
発・販売しているのが、福岡市博多区
奈良屋町の株式会社エー・ワンです。
エー・ワンが開発した小型焼却炉
『Cleanfire（クリーンファイア）』は国
内最高水準の環境性能と焼却能力で、
全国から注目を集めています。
代表取締役社長の石山弘海さんは、
焼却炉開発のきっかけをこう振り返

ります。
「農業に携わる中で、養鶏業界の方
から話を聞き、死鳥の処理問題が非
常に大きな課題になっていることを知
りました。そこで焼却炉の開発・販売
に着手。かつては埋却などで処理され
ており、長年にわたって衛生面が問題
視されていたそうです。宮崎県で鳥イ
ンフルエンザが大規模化するなどの社
会背景もあり、結果的に全国展開へ
の足がかりとなりました」。
通常、食用のニワトリは約50日間
で生育されますが、そのうちの3～5%
は成長過程で死んでしまうと言われ、
日々発生する死鳥をいかに安全かつ衛
生的に処理するかが課題でした。そこ
でエー・ワンの『Cleanfire』は、行政
への届出が不要な処理量50kg/h未

満の小型焼却炉ながらも、環境省廃
棄物処理規則の最高水準を適用。他
社製品と比べダイオキシンをはじめと
した有害大気汚染物質を大幅にカット
するなど、高い環境性能を誇ります。
また独自技術として、渦巻型に空気を
流すことで燃焼効率を高め、熱しゃく
減量※も10%未満に減らすことに成功。
さらに燃料の面では灯油と薪を併用で
きる仕様で、動物が本来持っている脂
分も活用し燃料効率を向上。大きなコ
ストカットにつながっているそうです。
「実際にニーズがあるかなど非常に
悩みましたが、中小企業は技術力や創
造性で対抗しないと大手資本には敵い
ません。小資本の中で開発を行うとい
うことは、ある種の賭けでもありまし
た。しかし衛生面での改善が期待でき

株式会社エー・ワン　代表取締役社長　石山 弘海氏

2 焼却灰の減量や飛散灰の除去など、二重三重の環境対策は
『Cleanfire』の強みのひとつ。敷地内でも容易に焼却処理ができる

4エー・ワンは一般社団法人日本ジビエ振興協会の会員として、農業に
おける鳥獣被害防止やジビエの普及に協力している

1『Cleanfire』の焼却能力は50kg/h未満、焼却炉火床面積0.5㎡未
満のコンパクト設計で、一部自治体を除き届出・設置許可が不要

3エー・ワンでは鶏糞を活用した肥料など新しい試みを積極的に取り入
れ、キャベツなど野菜の生産にもチャレンジしている

【プロフィール】
宮崎県出身。通信会社などを経て独立
し、農業の世界へ。2001年に株式会社
エー・ワンを創業、2009年より養鶏処
理専用の小型焼却炉を開発・販売する。
社員4名の少数精鋭で、全国へと販路
を広げている。

株式会社エー・ワン
〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町5-18-3F

TEL 092-233-7525
http://www.clean-fire.com/

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.52

国内最高水準の小型焼却炉で
養鶏業界からジビエ業界へと進出

COMPANY’S
CHALLENGE

21

3 4

02 2019  SEPTEMBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



る製品を新たな市場にも展開すれば、
より社会に貢献できるものになると信
じています」と石山さん。約1年半を
かけて開発した『Cleanfire』は口コミ
で広がり、現在では全国26都道府県
下で活用されています。
※焼却物が完全燃焼したかどうかの指標。廃棄物処理
法では10%以下になるよう定められている。

閑散期を生かして
ジビエ業界に進出

　「養鶏農家では鳥インフルエンザの
流行期である11月から3月は、養鶏
場内への部外者立ち入りを原則禁止し
ています。そうした理由からこの時期
は閑散期になってしまいます。そこで
ジビエ業界へと『Cleanfire』を展開し
ました」。
　2016年、農林水産省では補助金に
依存していた有害鳥獣対策を方向転換
し、イノシシやシカなどを食肉とする
ジビエ市場の開拓を促進。従来の捕
獲助成金を減額する一方で、食肉利用
として捕獲した場合の助成金額は維持
する施策を展開し、ジビエ業界の盛り
上がりを後押ししています。さらにジ

ビエ肉の残渣処理のための焼却炉導
入に対して補助を行うなど、エー・ワ
ンにも追い風が吹いています。
　「イノシシなどの食肉以外の部位に
ついては、山中に廃棄するなど、衛生
管理がなされていないという課題があ
ります。そこで『Cleanfire』が活用で
きるのではないかと考えたのです」。
　エー・ワンでは一般社団法人日本ジ
ビエ振興協会と連携するほか、2019
年11月に東京ビッグサイトで開催され
る『鳥獣対策・ジビエ利活用展』に出
展するなど、新たな販路拡大を進めて
います。
　「ジビエ業界にも焼却炉を展開する
ことで、売上の平準化はもちろん、有
害鳥獣の駆除に寄与していきたい」と
石山さんは意気込んでいます。

様々な企業と協力し
循環型農業の実現へ

　養鶏業界やジビエ業界で存在感を
示すエー・ワンの小型焼却炉ですが、
まずは国内市場占有率ナンバーワンを
目指しています。さらに海外展開も睨
む石山さんは「日本はもちろん、アジ

ア各国では鳥インフルエンザが養鶏業
界の課題であり、一部の国では衛生
管理が行き届かず常態化しているとこ
ろもあると聞きます。衛生管理にも寄
与できるエー・ワンの焼却炉が役に立
つはず」と話します。
　そんなエー・ワンのモットーは『お
客様のお困りごとにどう対応できるか
を形にすること』。小型焼却炉の開発
の出発点も、養鶏農家のお困りごと。
また養鶏農家が頭を抱える鶏糞処理
についても、肥料としての活用を模索
するなど、チャレンジを続けています。
　「私たちが最終的に目指すのは循環
型農業。様々な企業と協力しながら課
題に取り組んでいきたい」。

技術力と創造性で
大手資本に対抗する

例年、冬になると報道される鳥イン
フルエンザ問題。食の安全安心に対
する関心の高まりを受け、養鶏業界に
おいても、食肉や卵に対する高い衛生
管理が求められています。そうした
中、日々発生する死鳥への対応策とし
て、養鶏処理専用の小型焼却炉を開
発・販売しているのが、福岡市博多区
奈良屋町の株式会社エー・ワンです。
エー・ワンが開発した小型焼却炉
『Cleanfire（クリーンファイア）』は国
内最高水準の環境性能と焼却能力で、
全国から注目を集めています。
代表取締役社長の石山弘海さんは、
焼却炉開発のきっかけをこう振り返

ります。
「農業に携わる中で、養鶏業界の方
から話を聞き、死鳥の処理問題が非
常に大きな課題になっていることを知
りました。そこで焼却炉の開発・販売
に着手。かつては埋却などで処理され
ており、長年にわたって衛生面が問題
視されていたそうです。宮崎県で鳥イ
ンフルエンザが大規模化するなどの社
会背景もあり、結果的に全国展開へ
の足がかりとなりました」。
通常、食用のニワトリは約50日間
で生育されますが、そのうちの3～5%
は成長過程で死んでしまうと言われ、
日々発生する死鳥をいかに安全かつ衛
生的に処理するかが課題でした。そこ
でエー・ワンの『Cleanfire』は、行政
への届出が不要な処理量50kg/h未

満の小型焼却炉ながらも、環境省廃
棄物処理規則の最高水準を適用。他
社製品と比べダイオキシンをはじめと
した有害大気汚染物質を大幅にカット
するなど、高い環境性能を誇ります。
また独自技術として、渦巻型に空気を
流すことで燃焼効率を高め、熱しゃく
減量※も10%未満に減らすことに成功。
さらに燃料の面では灯油と薪を併用で
きる仕様で、動物が本来持っている脂
分も活用し燃料効率を向上。大きなコ
ストカットにつながっているそうです。
「実際にニーズがあるかなど非常に
悩みましたが、中小企業は技術力や創
造性で対抗しないと大手資本には敵い
ません。小資本の中で開発を行うとい
うことは、ある種の賭けでもありまし
た。しかし衛生面での改善が期待でき

株式会社エー・ワン　代表取締役社長　石山 弘海氏

2 焼却灰の減量や飛散灰の除去など、二重三重の環境対策は
『Cleanfire』の強みのひとつ。敷地内でも容易に焼却処理ができる

4エー・ワンは一般社団法人日本ジビエ振興協会の会員として、農業に
おける鳥獣被害防止やジビエの普及に協力している

1『Cleanfire』の焼却能力は50kg/h未満、焼却炉火床面積0.5㎡未
満のコンパクト設計で、一部自治体を除き届出・設置許可が不要

3エー・ワンでは鶏糞を活用した肥料など新しい試みを積極的に取り入
れ、キャベツなど野菜の生産にもチャレンジしている

【プロフィール】
宮崎県出身。通信会社などを経て独立
し、農業の世界へ。2001年に株式会社
エー・ワンを創業、2009年より養鶏処
理専用の小型焼却炉を開発・販売する。
社員4名の少数精鋭で、全国へと販路
を広げている。

株式会社エー・ワン
〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町5-18-3F

TEL 092-233-7525
http://www.clean-fire.com/

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.52

国内最高水準の小型焼却炉で
養鶏業界からジビエ業界へと進出

COMPANY’S
CHALLENGE

21

3 4

03福岡商工会議所 NEWS ︱ 2019  SEPTEMBER 



　アジアで初めての開催となる「ラグビーワールドカップ
2019TM日本大会」が、9月20日から11月2日にかけて開
催されます。全国各地12会場で熱戦が繰り広げられ、こ
こ福岡でも3試合が行われます。
　観戦に来られる方は、初めて九州・福岡を訪れる外国
人、特に欧米豪の方が多いと予想されています。
　この機会に福岡・九州を楽しんでいただき、良いイ
メージを持ってもらえるよう、最大限の「おもてなし」を発

ラグビーワールドカップ2019TM特集
開幕直前

!!

揮し、この後のリピーター化や口コミ（SNS発信）等での
インバウンド拡大に繋がるよう、取り組んでまいりましょ
う。そして、“4年に一度じゃない。一生に一度だ。”の
キャッチフレーズどおり、街をあげて世界のビッグイベン
トを楽しみましょう。
　直前となった今月号では、当所における機運醸成の取
り組みや、開催期間中の福岡市内の関連イベント（福岡
おもてなしプロジェクト）をまとめてご紹介いたします。

　ラグビーワールドカップ2019TM日本大会について
ラグビーワールドカップとは、4年に1度開催される「ラグビー世界一決定戦」であり、

「世界三大スポーツ大会」の1つといわれる大会で、とても大きな国際スポーツイベントで
す。予選40試合、決勝トーナメント8試合の計48試合が行われ、優勝チームには、ラグ
ビーワールドカップの優勝トロフィーである「ウェブ・エリス・カップ」が贈られます。

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会は、アジアで開催される「初」のラグビーワール
ドカップであり、ヨーロッパや南半球のラグビー伝統国以外で開催される「初」のラグビー
ワールドカップです。

　ラグビーワールドカップ福岡開催について
試合は、全国12の開催都市で行われ、福岡では、

東平尾公園博多の森球技場（レベルファイブスタジアム）
で開催されます。

東平尾公園博多の森球技場は球技専用のスタジアム
のため、グラウンドと観客席が非常に近くて観戦しやす
く、声援が選手に届き、選手たちのぶつかりあう重たい
音やスピード感など、迫力あるプレーで盛り上がります。

また、福岡の他に、九州では熊本と大分も試合会場
になっています。

　ラグビーワールドカップ2019TM日本大会の意義
ラグビーワールドカップは大会期間が長いため、観戦

客の滞在日数も長いことが特徴です。
また、海外からの観戦客は、比較的富裕層が多く、

特に通常は少ないヨーロッパや南半球からの観戦客が多
く見込まれており、大会を目的にした訪日外国人客は推
定40万人と言われています。

これらの観戦客は、試合が開催されるスタジアムはも
ちろんですが、ラグビーの試合を大型モニターで見ること
ができたり、ラグビーを体験できるアトラクションがあっ
たり、飲食をすることができたりするファンゾーンというイ
ベント会場や街中の居酒屋やバー、または周辺の観光地

大会への参加チームは20チームで、5チームごとに4つの予選グループに分かれて総当たり戦を行い、各グループ
の上位 2チームが決勝トーナメントに進出し、優勝を決めるという試合形式で大会が行われます。

前回の2015年イングランド大会では、一躍有名になった五郎丸選手等の活躍で、日本代表は予選グループ（プー
ル）で3勝1敗と好成績を残しましたが、残念ながら決勝トーナメントに進むことはできませんでした。

過去の大会で3勝して決勝トーナメントに進めなかったのは初めてのことでした。

各プール上位 2チームが決勝トーナメントに進出し優勝を決める

大会公式マスコット　レンジー

◆参加チーム数及び対戦形式

◆ラグビー観戦旅行者の特徴

などいろいろな場所を訪れることが想定されます。
ちなみに、ラグビーファンは、ビールの消費量が非常

に多く、試合観戦中はもちろんのこと、滞在期間中は深
夜までバーやパブでビールを片手にラグビー談義を繰り返
します。

これらのことから、ラグビーワールドカップを開催する
ことで、試合観戦だけではなく、試合が無い日は観光を
するなど、国内に高い経済効果をもたらすとされており、
訪日外国人客による経済波及効果は、推定 1,057億円と
言われています。

訪日外国人客 ： 40万人

・ 観光客の滞在日数が長い  ※平均 10～14日

・ ヨーロッパや南半球の富裕層が多い

経済波及効果 ： 1,057億円 ※全体は、4,372億円

＜福岡での試合日程＞

Vフランス アメリカ

Vアイルランド サモア

2019 年   9 月 26 日（木）16：45

2019 年 10 月   2 日（水）16：45

2019 年 10 月 12 日（土）19：45

Vイタリア カナダ

きたる9月20日、いよいよラグビーワールドカップが開幕し、全国12都市の
スタジアムで世界最高峰のプレーが繰り広げられます。

私自身、自分がしたことによって“人から喜ばれること”の尊さをラグビーから
学びました。

今回の開催を機にぜひ、日本全国の皆様にラグビーファンになっていただき、
より多くの人に“自己犠牲で仲間を助け合うラグビー精神”が浸透することでま
すます日本が素晴らしい国になることと信じています。

福岡会場（東平尾公園博多の森球技場）で行われる3試合いずれも好カード
です。ぜひとも、会場へ足を運んでいただき選手の声やぶつかり合う迫力と感
動を味わってください！

たくましく輝かしいラグビー選手を見て、「僕も日本代表になりたい」と思う子
どもたちが増え、数十年後にまた日本、そして福岡でラグビーワールドカップ
が開催できるような文化を根付かせていきましょう！

株式会社森硝子店
代表取締役社長

森 重隆 会長

公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会　森会長からのメッセージ

公益財団法人
日本ラグビーフットボール協会
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　ファンゾーンについて
ファンゾーンとは、ラグビーワールドカップ 2019TM の大

会期間中に、開催都市に設置され、大型スクリーンによ
るパブリックビューイングや、飲食ブース、スポンサー
企業によるプロモーション活動、ラグビーの普及活動等
が行われるイベントスペースのことです。事前予約・チ
ケットなどは必要なく、無料で楽しむことができます。福
岡では右記の通り開催予定です。

【場　所】 JR博多駅前広場
【日　程】 9/20（金）～ 9/22（日）

　　　　 9/26（木）～ 9/28（土）
　　　　 10/ 2（水）～ 10/5（土）
　　　　 10/12（土）～ 10/13（日）
　　　　 ※ 福岡会場での試合は 9/26、 10/2、 10/12

　　　　 ※ ファンゾーンの非開催日にも同会場にて
　　　　 　 別イベントを開催予定

【料　金】 無料

決勝トーナメントは下記場所にてパブリックビューイングを
開催予定

■準々決勝・準決勝：天神中央公園西中洲エリア
　（準々決勝は日本代表が進出した場合、その試合を予定）
■決勝：福岡市役所西側ふれあい広場

ラグビーワールドカップ大会期間中には、
国内外、特に欧米豪より多くの観戦客が福
岡に集まります。そこで、欧米豪のお客様
に対しての苦手意識を少しでもなくすための
誘 客 ・ 接 客 の 仕 方を説 明した接 客 対 応
HOW TO 動画を配信しています。大会前ま
でに本動画を見て取り組んでみてください！

　福岡商工会議所のおもてなしの取り組みについて
９月に入り大会開催直前、街中の盛り上がりも高まってまいりました。そこで、福岡商工会議所では、その盛り上がり

を一層“熱い”ものにしようと、3つの取り組みを実施しています。

　九州一体となった「祭りアイランド九州」「九州・火の国元気まつり」を開催

取り組み① 飲食店向け外国人への接客対応 HOW TO 動画の配信

【動画の内容】
レッスン1：英語看板・メニューの設置
レッスン2：接客対応について
レッスン3：食材表示等について

全3色（ネイビー、グリーン、ブルー）

ラグビーワールドカップ 2019TMを盛り上げるため、当所会員を中心とした企業・団体の職員および、当所職員など
が一斉に、大会 PRイベントなどでラグビー応援ポロシャツを着用し、機運醸成を図ります。

取り組み③ 「ラグビー応援ポロシャツ」着用プロジェクト

【「ラグビー応援ポロシャツ」デザインイメージ】【福岡開催１ヵ月前大会ＰＲキャンペーン】

【着 用 期 間】 8月～10月

【一斉着用日】 福岡で試合が行われる当日は、一斉着用します

　　　　　　1 9月26日（木）　2 10月2日（水）
　　　　　　3 10月12日（土）

【日　　時】 8月26日（月）8：30～9：00

【場　　所】 西鉄福岡（天神）駅北口改札外コンコースおよび周辺

【内　　容】福岡開催推進委員会と福岡商工会議所の職員がラグビー

　　　　　 応援ポロシャツを着用し、チラシ等を配布して大会をＰＲ

＜会場イメージ図＞

当所では、“福岡ラグビーを盛り上げる〔おもてなし〕
がギュッと詰まった！『FUKUOKA KICKOFF MAP（フク
オカ キックオフ マップ）』” を制作しました。期間中、
福岡市内を回遊するひとつのガイドツールとして、国内
外からの観戦客の皆様にこのマップを利用して福岡を
楽しんでいただければと思っています。

取り組み② FUKUOKA  KICKOFF  MAPの作成

【言　　語】 3ヵ国語対応（日・英・仏） ※フランス語はWeb版のみ

【部　　数】 80,000 部

【内　　容】 人・飲食店双方を盛り上げ地域活性化に繋げる

　　　　　 “おもてなし” ガイドマップ。約 35 店舗掲載。

【配布場所】 福岡市内ホテルやタクシー会社、福岡市役所、観光案内所、

　　　　　 福岡空港、博多駅　ほか

【利用期間】 9/1（日）～11/4（月・休）

Web サイトでもご覧いただけます。（スマホ対応）

　いよいよ開幕！生ビー
ルをバッチリ用意して
博多の旨いもんと一緒
に海外から来るお客様
ももてなしていきたいと
思います。ラグビーワ
ルドカップ 2019TM をみ
んなで盛り上げていき
ましょう！

博多海鮮処 まんぷく屋
店主　鶴丸 正人さん

　九州商工会議所連合会では、ラグビーワールドカップ 2019TM 開催をインバウンド拡大の好機と捉えて、大会期間中の
9月28日・29日の2日間、熊本市で九州沖縄の約 40の祭りが集結する「祭りアイランド九州」と九州・沖縄の観光物産
展「九州・火の国元気まつり」を開催します。また大会期間中に九州各地で行われる祭りを紹介し、観戦客の周遊を促す
取り組みも行っています。
　国内外からの観戦客の皆様に九州の魅力を存分に楽しんでいただければと思っています。
また、この事業は、九州・沖縄の元気を発信し、熊本地震からの復興のPRも目的としています。
　詳しくは　「祭りアイランド九州」で検索　https://matsuri.welcomekyushu.jp/

ラグビーワールドカップ 2019TM 

ファンゾーン in 福岡
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　　　　 　 別イベントを開催予定

【料　金】 無料

決勝トーナメントは下記場所にてパブリックビューイングを
開催予定

■準々決勝・準決勝：天神中央公園西中洲エリア
　（準々決勝は日本代表が進出した場合、その試合を予定）
■決勝：福岡市役所西側ふれあい広場

ラグビーワールドカップ大会期間中には、
国内外、特に欧米豪より多くの観戦客が福
岡に集まります。そこで、欧米豪のお客様
に対しての苦手意識を少しでもなくすための
誘 客 ・ 接 客 の 仕 方を説 明した接 客 対 応
HOW TO 動画を配信しています。大会前ま
でに本動画を見て取り組んでみてください！

　福岡商工会議所のおもてなしの取り組みについて
９月に入り大会開催直前、街中の盛り上がりも高まってまいりました。そこで、福岡商工会議所では、その盛り上がり

を一層“熱い”ものにしようと、3つの取り組みを実施しています。

　九州一体となった「祭りアイランド九州」「九州・火の国元気まつり」を開催

取り組み① 飲食店向け外国人への接客対応 HOW TO 動画の配信

【動画の内容】
レッスン1：英語看板・メニューの設置
レッスン2：接客対応について
レッスン3：食材表示等について

全3色（ネイビー、グリーン、ブルー）

ラグビーワールドカップ 2019TMを盛り上げるため、当所会員を中心とした企業・団体の職員および、当所職員など
が一斉に、大会 PRイベントなどでラグビー応援ポロシャツを着用し、機運醸成を図ります。

取り組み③ 「ラグビー応援ポロシャツ」着用プロジェクト

【「ラグビー応援ポロシャツ」デザインイメージ】【福岡開催１ヵ月前大会ＰＲキャンペーン】

【着 用 期 間】 8月～10月

【一斉着用日】 福岡で試合が行われる当日は、一斉着用します

　　　　　　1 9月26日（木）　2 10月2日（水）
　　　　　　3 10月12日（土）

【日　　時】 8月26日（月）8：30～9：00

【場　　所】 西鉄福岡（天神）駅北口改札外コンコースおよび周辺

【内　　容】福岡開催推進委員会と福岡商工会議所の職員がラグビー

　　　　　 応援ポロシャツを着用し、チラシ等を配布して大会をＰＲ

＜会場イメージ図＞

当所では、“福岡ラグビーを盛り上げる〔おもてなし〕
がギュッと詰まった！『FUKUOKA KICKOFF MAP（フク
オカ キックオフ マップ）』” を制作しました。期間中、
福岡市内を回遊するひとつのガイドツールとして、国内
外からの観戦客の皆様にこのマップを利用して福岡を
楽しんでいただければと思っています。

取り組み② FUKUOKA  KICKOFF  MAPの作成

【言　　語】 3ヵ国語対応（日・英・仏） ※フランス語はWeb版のみ

【部　　数】 80,000 部

【内　　容】 人・飲食店双方を盛り上げ地域活性化に繋げる

　　　　　 “おもてなし” ガイドマップ。約 35 店舗掲載。

【配布場所】 福岡市内ホテルやタクシー会社、福岡市役所、観光案内所、

　　　　　 福岡空港、博多駅　ほか

【利用期間】 9/1（日）～11/4（月・休）

Web サイトでもご覧いただけます。（スマホ対応）

　いよいよ開幕！生ビー
ルをバッチリ用意して
博多の旨いもんと一緒
に海外から来るお客様
ももてなしていきたいと
思います。ラグビーワ
ルドカップ 2019TM をみ
んなで盛り上げていき
ましょう！

博多海鮮処 まんぷく屋
店主　鶴丸 正人さん

　九州商工会議所連合会では、ラグビーワールドカップ 2019TM 開催をインバウンド拡大の好機と捉えて、大会期間中の
9月28日・29日の2日間、熊本市で九州沖縄の約 40の祭りが集結する「祭りアイランド九州」と九州・沖縄の観光物産
展「九州・火の国元気まつり」を開催します。また大会期間中に九州各地で行われる祭りを紹介し、観戦客の周遊を促す
取り組みも行っています。
　国内外からの観戦客の皆様に九州の魅力を存分に楽しんでいただければと思っています。
また、この事業は、九州・沖縄の元気を発信し、熊本地震からの復興のPRも目的としています。
　詳しくは　「祭りアイランド九州」で検索　https://matsuri.welcomekyushu.jp/

ラグビーワールドカップ 2019TM 

ファンゾーン in 福岡
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博多旧市街３館スタンプラリー

【場　所】 博多伝統芸能館
【日　程】 10月3日（木）～6日（日）、10日（木）、

　　　　 11日（金）、13日（日）、14日（月・祝）
【時　間】 15：00～、15：30～、16：00～、16：30～
【内　容】 博多芸妓をはじめとする博多伝統芸能団体

　　　　 による公演
【参加費】 1,000 円（税込）  ※ポストカードのお土産つき

◆「博多伝統芸能館特別公演イベント」

【日　程】 10月12日（土）～14日（月・祝）　【場　所】 天神中央公園　【料　金】 入場無料

◆「Food EXPO Kyushu2019 『九州うまいもの大食堂』」（表紙裏の案内もご参照ください）

　 10 月 12 日～14 日の 3 日間 、 天神中央 公園で開催する「 Fo o d  E X P O  
Kyushu2019 『九州うまいもの大食堂』」（約 50 店舗出店）では、ラグビーワー
ルドカップ 2019TM の観戦で来福した海外のお客様に九州の食を楽しんでいた
だけるように、キャッシュレス対応や多言語標記のメニューの準備、欧米豪の
お客様向けの新メニューの開発など、インバウンド対応の「おもてなし」に取り
組みます。このほか会場では、ラグビー体験コーナーを設けてラグビーワール
ドカップ 2019TM日本大会をみんなで盛り上げてまいります。

　「博多伝統芸能館」では、ラグビーワールドカップ 2019TM 開催期間中、海外からの観戦客が短時間で博多の伝統芸
能を楽しめる特別プログラムを用意しています。

　開催期間中のイベント案内

　ラグビーワールドカップ 2019TM 開催期間中の10月1・2 週目に、市民および観戦旅行者に向けたおもてなしとして、
博多旧市街において多数イベントを展開します。
　博多旧市街の歴史・伝統・文化に最先端のエンタメ技法をMIXした新旧フュージョンにより、五感で博多旧市街の
魅力を満喫できるお祭りです。

◆「博多旧市街フェスティバル」

博多旧市街ライトアップウォーク2019
櫛田神社や承天寺など 12の寺社のほか、博多千年門などを幻想的なライティングで彩る。
櫛田神社はプレミアムゾーンとして、光と音の演出が得意なNAKED 社による黒田節をテーマとしたオリジナルショーや、空間演出も実施。

【日　程】10月11日（金）～14日（月・祝）　
　　　 ※各日ともに18：00～21：00　※雨天決行

【場　所】（無）印は無料ゾーン
❶冷 泉エリア：櫛田神社（無※一部）、龍宮寺、「博多町家」ふるさと館（無）、はかた伝統工芸館（無）
❷御供所エリア：承天寺（本堂は有料、仏殿は無料）、承天寺通り、東長寺、妙楽寺、円覚寺、博多千年門（無）
❸呉服町エリア：善導寺、正定寺（無）、海元寺、一行寺（無）、妙典寺、本岳寺、葛城地蔵尊（無）

【料　金】当日1,500 円（税込）、前売 1,000 円（税込）
※中学生以下無料　※その他 e チケットや数量限定のエクスプレスパス、団体割チケットあり イメージ

NINJA PROJECT（忍者プロジェクト）
日本忍者協議会とavex が推進する世界初の忍者エンタテインメントショー。
武術をベースとしたアクロバット「トリッキング」に、音楽・ダンスを組み合わせて実施。

【日　程】10月3日（木）～5日（土）
　　　　（時　間）10月3日（木）15：00～、17：30～
　　　　　　　 10月4日（金）13：00～、15：00～、17：00～
　　　　　　　 10月5 日（土）11：00～、13：00～、16：30～
　　　　　　　　※各回 30 分程度

※忍者プロジェクトのパフォーマンスは、各回で博多旧市街フェスティバルの告知後に
行います。

【場　所】キャナルシティ博多　B1 階サンプラザステージ
【料　金】無料 イメージ

NEW

博多旧市街まるごとミュージアム2019
　ライトアップウォークとの同時開催により、ライトに彩られた歴史ある寺社に、屋外ならではの巨大な作品などの多彩なアート作品を展示。
光とアートの共演による新たな旧市街の姿が楽しめます。

【日　程】10月11日（金）～14日（月・祝）　※各日ともに10：00～21：00 （雨天決行）

【場　所】東長寺、承天寺（仏殿）、妙楽寺、善導寺、龍宮寺

【料　金】18 時まで無料

　　　　※18 時以降は一部展示会場を除き、ライトアップウォークのチケットが必要（別売）

イメージ

　参加者が願いを書いたLEDランタン200 個を空中に浮かべ、光
の祝祭空間を作ります。

【日　程】10月4日（金）18：00～22：00
【場　所】（ランタン作成）冷泉公園、（ランタン提出）博多川沿い
【料　金】500 円／個

NEW

【日　程】10月４日（金）17：00～21：00
【場　所】川端通商店街
【主　催】上川端商店街振興組合、川端中央商店街振興組合

川端夜祭博多川スカイランタン
　川端通商店街を舞台に店舗の営業時間を延長し、夜間のショッ
ピングや食事やビールを楽しむストリートバル、臨時出展マル
シェ、音楽ライブなどのステージイベントを開催します。

イベントイメージ

博多旧市街エリア内観光施設が指定するイベントに参加・観覧するとオリジナルグッズプレゼント。

【日　程】10月3日（木）～14日（月・祝）

1「博多町家」ふるさと館
　【イベント内容】
　　❶展示棟企画展「日本一の山を目指して～明治博多町人、
　　　富士登山の顛末～」
　　❷伝統工芸の実演、絵付け体験
　【料　金】展示棟の入館料  200 円。絵付け体験する場合
　　　　　は別途 1,500 円（材料費）

2はかた伝統工芸館
　【イベント内容】
　　❶博多織伝統工芸師展　10月3日（木）～10月8日（火）10：00～18：00
　　❷新作博多人形展 in HAKATA  10月10日（木）～10月22日（火・祝）10：00～18：00
　【料　金】無料

3博多伝統芸能館
　【イベント内容】
　　博多芸妓・博多独楽など、博多伝統芸能の公演を開催。
　　（イベント詳細は上記をご参照ください）

まことの花 ～町家で楽しむ日本の伝統美～
　ライトアップウォークの期間中、「博多町家」ふるさと館・町家棟は、伝統工芸やいけばな、能楽など、多彩な日本の伝統美を味わえる空間に
なります。

【日　程】10月11日（金）～14日（月・祝）
　❶いけばな
　　博多の伝統工芸品、博多織や博多曲物などを組み合わせた、いけばなを展示。
　　10月11日（金）～14日（月・祝）10：00～21：00（初日のみ18：00～）
　❷能楽ワークショップ
　　10月11日（金）～13日（日）18：00～21：00

NEW

　❸ORIGAMI（折り紙）ワークショップ（材料費  300 円）
　　10月12日（土）13：00～16：00
　❹秋の香袋ワークショップ（材料費  1,500 円）
　　10月13日（日）13：00～16：00

【場　所】「博多町家」ふるさと館・町家棟
【料　金】❶、❷は無料、❸、❹は上記材料費のみ

博多旧市街フェスティバルに関するお問い合わせ／福岡市  地域観光推進課　TEL 092-711-4984

当所ラグビー特設ページはこちら！
https://www.fukunet.or.jp/area/2019_rugby/

ラグビーワールドカップ開催期間中のイベントカレンダーはこちら！
https://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/2953.html

本記事全般に対するお問い合わせ／福岡商工会議所　地域振興グループ　TEL 092-441-1118
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博多旧市街３館スタンプラリー
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【日　程】 10月3日（木）～6日（日）、10日（木）、

　　　　 11日（金）、13日（日）、14日（月・祝）
【時　間】 15：00～、15：30～、16：00～、16：30～
【内　容】 博多芸妓をはじめとする博多伝統芸能団体
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【参加費】 1,000 円（税込）  ※ポストカードのお土産つき

◆「博多伝統芸能館特別公演イベント」

【日　程】 10月12日（土）～14日（月・祝）　【場　所】 天神中央公園　【料　金】 入場無料

◆「Food EXPO Kyushu2019 『九州うまいもの大食堂』」（表紙裏の案内もご参照ください）

　 10 月 12 日～14 日の 3 日間 、 天神中央 公園で開催する「 Fo o d  E X P O  
Kyushu2019 『九州うまいもの大食堂』」（約 50 店舗出店）では、ラグビーワー
ルドカップ 2019TM の観戦で来福した海外のお客様に九州の食を楽しんでいた
だけるように、キャッシュレス対応や多言語標記のメニューの準備、欧米豪の
お客様向けの新メニューの開発など、インバウンド対応の「おもてなし」に取り
組みます。このほか会場では、ラグビー体験コーナーを設けてラグビーワール
ドカップ 2019TM日本大会をみんなで盛り上げてまいります。

　「博多伝統芸能館」では、ラグビーワールドカップ 2019TM 開催期間中、海外からの観戦客が短時間で博多の伝統芸
能を楽しめる特別プログラムを用意しています。

　開催期間中のイベント案内

　ラグビーワールドカップ 2019TM 開催期間中の10月1・2 週目に、市民および観戦旅行者に向けたおもてなしとして、
博多旧市街において多数イベントを展開します。
　博多旧市街の歴史・伝統・文化に最先端のエンタメ技法をMIXした新旧フュージョンにより、五感で博多旧市街の
魅力を満喫できるお祭りです。

◆「博多旧市街フェスティバル」

博多旧市街ライトアップウォーク2019
櫛田神社や承天寺など 12の寺社のほか、博多千年門などを幻想的なライティングで彩る。
櫛田神社はプレミアムゾーンとして、光と音の演出が得意なNAKED 社による黒田節をテーマとしたオリジナルショーや、空間演出も実施。
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※中学生以下無料　※その他 e チケットや数量限定のエクスプレスパス、団体割チケットあり イメージ
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日本忍者協議会とavex が推進する世界初の忍者エンタテインメントショー。
武術をベースとしたアクロバット「トリッキング」に、音楽・ダンスを組み合わせて実施。
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　　　　　　　 10月5 日（土）11：00～、13：00～、16：30～
　　　　　　　　※各回 30 分程度

※忍者プロジェクトのパフォーマンスは、各回で博多旧市街フェスティバルの告知後に
行います。

【場　所】キャナルシティ博多　B1 階サンプラザステージ
【料　金】無料 イメージ

NEW

博多旧市街まるごとミュージアム2019
　ライトアップウォークとの同時開催により、ライトに彩られた歴史ある寺社に、屋外ならではの巨大な作品などの多彩なアート作品を展示。
光とアートの共演による新たな旧市街の姿が楽しめます。
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の祝祭空間を作ります。
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【主　催】上川端商店街振興組合、川端中央商店街振興組合

川端夜祭博多川スカイランタン
　川端通商店街を舞台に店舗の営業時間を延長し、夜間のショッ
ピングや食事やビールを楽しむストリートバル、臨時出展マル
シェ、音楽ライブなどのステージイベントを開催します。

イベントイメージ

博多旧市街エリア内観光施設が指定するイベントに参加・観覧するとオリジナルグッズプレゼント。

【日　程】10月3日（木）～14日（月・祝）

1「博多町家」ふるさと館
　【イベント内容】
　　❶展示棟企画展「日本一の山を目指して～明治博多町人、
　　　富士登山の顛末～」
　　❷伝統工芸の実演、絵付け体験
　【料　金】展示棟の入館料  200 円。絵付け体験する場合
　　　　　は別途 1,500 円（材料費）

2はかた伝統工芸館
　【イベント内容】
　　❶博多織伝統工芸師展　10月3日（木）～10月8日（火）10：00～18：00
　　❷新作博多人形展 in HAKATA  10月10日（木）～10月22日（火・祝）10：00～18：00
　【料　金】無料

3博多伝統芸能館
　【イベント内容】
　　博多芸妓・博多独楽など、博多伝統芸能の公演を開催。
　　（イベント詳細は上記をご参照ください）

まことの花 ～町家で楽しむ日本の伝統美～
　ライトアップウォークの期間中、「博多町家」ふるさと館・町家棟は、伝統工芸やいけばな、能楽など、多彩な日本の伝統美を味わえる空間に
なります。

【日　程】10月11日（金）～14日（月・祝）
　❶いけばな
　　博多の伝統工芸品、博多織や博多曲物などを組み合わせた、いけばなを展示。
　　10月11日（金）～14日（月・祝）10：00～21：00（初日のみ18：00～）
　❷能楽ワークショップ
　　10月11日（金）～13日（日）18：00～21：00

NEW

　❸ORIGAMI（折り紙）ワークショップ（材料費  300 円）
　　10月12日（土）13：00～16：00
　❹秋の香袋ワークショップ（材料費  1,500 円）
　　10月13日（日）13：00～16：00

【場　所】「博多町家」ふるさと館・町家棟
【料　金】❶、❷は無料、❸、❹は上記材料費のみ

博多旧市街フェスティバルに関するお問い合わせ／福岡市  地域観光推進課　TEL 092-711-4984

当所ラグビー特設ページはこちら！
https://www.fukunet.or.jp/area/2019_rugby/

ラグビーワールドカップ開催期間中のイベントカレンダーはこちら！
https://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/2953.html

本記事全般に対するお問い合わせ／福岡商工会議所　地域振興グループ　TEL 092-441-1118
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■博多駅ビル商店会/朝日地下センター商店会
　『生活応援「よかふく商品券」』
　10月10日（木）～10月11日（金）【2,500冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■上川端商店街振興組合/川端中央商店街振興組合
　『博多川端プレミアム商品券』
　10月1日（火）～【5,000冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■小笹商店会『小笹プレミアム商品券』
　10月5日（土）～【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■花みずき通り商店会
　『花みずき通り商店会プレミアム付地域振興券』
　10月1日（火）～【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■西新中西商店街組合
　『西新中西商店街プレミアム付商品券』
　10月11日（金）～10月12日（土）【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

10月に発行予定の団体（一部）（令和元年8月26日時点）

¥500
¥500

プレミアム付地域商品券¥500
¥500

プレミアム付地域商品券

¥500
¥500プレミアム付地域商品券

¥500
¥500プレミアム付地域商品券

¥500
¥500プレミアム付地域商品券

7.10

　女性会は 7月 10 日、臨時総会を当所

501会議室で開催した。任期途中の役員

辞任に伴う役員選挙を実施。会長に選出

されたのは、山口勝子氏（㈱山口油屋福

太郎 取締役相談役）、副会長に、徳安淳

子氏（㈱吉塚うなぎ屋 取締役）、安東友子

氏（㈱アントレ 代表取締役社長）、加治冨

美子氏（㈱かじ 代表取締役社長）、平井

裕子氏（ ㈱花キク 取締役）の 4 名、その

他理事に16 名を選任。役員任期は令和元

年7月10日から令和2年10月31日まで。

あいさつをする山口新会長

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

福岡商工会議所女性会
臨時総会

8.5

　当所は 8月 5日、「夏の会員交流会」を

開催。会員、議員、役職員等約 460 名

が参加した。

　開会挨拶で藤永会頭は、「会員相互の交

流の輪を広げビジネスのきっかけにしてい

ただきたい」と呼びかけた。会場内では、

参加事業所のチラシ、ポスターの設置を

実施。参加者からは、「会議所の役員・議

員と交流ができた」、「情報収集、人脈形

成に役立った」等の声が寄せられた。

　また、当所が本年創立 140 周年を迎え

るにあたり会場で「140 年の軌跡」をスラ

イドで紹介し、会議所の理解を深めた。

様々な業種の会員が一堂に会し、活発な交流が行われた

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

2019 夏の会員交流会

8.9

抱負を語る隈元新部会長

●経理財務グループ　TEL 092-441-1115

部　会

理財部会　総会
　理財部会は、8月9日に当所会議室で

総会を開催し、23 名が参加した。総会で

は、工藤賢二氏が 6 月に福岡信用金庫 

会長を退任されたことに伴い部会長職も

退任されたことが報告され、後任として、

隈元正徹氏（アクサ生命保険株式会社福

岡支社 支社長）が選任された。任期は令

和元年 8月9日から令和 2 年 10月31日ま

で。隈元新部会長は「福岡商工会議所と

理財部会に貢献できるよう尽力したい」と

抱負を語った。

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
URL：https://www.fukunet.or.jp/area/premium/premium_buyer/

10月発行 プレミアム 付 地域商品券
　市内商店街等の団体で10%～20%のプレミアムが付いた地域商
品券が発行されます。随時ホームページ等でお知らせしてまいります
ので、お近くの商店街等にてお買い求めください。

数量限定!
お買い求めは
お早めに!

イメージ

なお、販売の詳細や販売状況については、
各発行商店街等団体にお問い合わせください。

FCCI NEWS 会議所の動き

　福岡商工会議所では、福岡県産業教育振興会と共催で、
高等学校卒の新卒採用を検討されている

地元企業の採用担当者の皆様と福岡県産業教育振興会会員の
高等学校の進路指導担当の皆様にお集まりいただき、

「採用・就職」に関する情報交換会を開催いたします。
高等学校卒業生の採用に向けた新たな人脈構築の場として

ご活用いただければ幸いです。
奮ってのご参加をお待ちしております。

■内　　容： 情報交換会
学校参加者を固定席とします。企業参加者は会場内を自
由にご移動いただき、面談を希望する学校と情報交換や
名刺交換を行っていただきます。
※面談時間は、1校あたり10分間。
※面談の予約については、当日先着順で企業側が学校を指定いたします。

■対　　象：高等学校卒業生の新卒採用を検討している中小企業の
代表者及び人事・採用担当者等

■定　　員：約 70 社（会場混雑緩和のため、1 社につき 2 名までとな
ります。）（参加学校約 40 校予定）
※企業のお申し込みについては、業種・職種等の偏りが出ない範囲

で先着順とさせていただきます。

■参 加 費：1 社あたり　2,000円
■締　　切：9 月 20 日（金）　※定員に達し次第、締め切ります。
■申　　込：当所ホームページよりお申し込みください（HPからのお申し込みのみ）

https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/
schedule_detail.php?id=1005

福岡商工会議所3階　301会議室 
10月16日● 水 13:00～17:00

就職情報交換会
高等学校と企業との

当所では、創立140周年を迎えるのを機に、創業100年以上となる会員企業の皆様の永年の功績を称えるため、表彰を行います。
つきましては、該当される会員企業のご応募をお待ちいたしております。

■表彰の対象： 創業100年以上会員企業
福岡市内（周辺市町を含む）で、2019 年 6 月末日現在におい
て、創業後 100 年以上経過している事業所及び支店・出張
所等を開設後 100 年以上経過している出先企業

※2019 年 6 月末日現在、当所の会員であることが条件です
※当所 100 周年、110 周年、120 周年、130 周年において、既に表彰され
　た事業所は除きます
※なお、次に該当する事業所は、事業を継続しているものとみなします

①社名・業種・組織等の変更があっても事実上同一事業体が存続している
②戦争、天災等やむをえない事情で中断したが、現在存続している
③創業当時は個人であったが、現在法人となっている（個人より通算）

■提出書類： （1）創業・開設年月日確認書（当所所定の様式）
（2）創業・開設年月日または創業・開設後 100 年が

経過したことが確認できる資料
　   例：登記簿、パンフレット、社史等の資料（※コピー可）

■締　　切：  9 月 30 日（月）

●実施時期：10月～12月
10 月 2 日（水）から、隔週で月・水・金曜日と火・
木曜日に交互に実施日を設定。

（実施日の中で、各企業の希望日と学生の意向が
マッチングした日に開催。マッチングは企業・学
生とも HP 上のモグジョブシステムに登録したう
えで、システム上で行います。）

※参加費用、申込方法等詳細は当所ホームページでのご案内をご確認ください。
　https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/
　schedule_detail.php?id=1018

九州産業大学生と企業を「学食」で繋ぐ

　福岡商工会議所は、「モグジョブ地方創生プロジェクト」（株式会社タスキ、
豊橋商工会議所）と共催で、 “モグジョブ”事業を右記のとおり実施いたします。
　モグジョブは、大学の学食でランチを食べながら学生と企業が少人数で交流
する企画で、学生と膝を突き合わせてフランクに交流できる点が特徴です。
　交流の中で学生に自社の魅力を伝え、認知度向上や母集団形成のきっかけ
にする、学生の考えを知ることができるなどのメリットを得ることができます。
　今回は、九州産業大学 商学部と協力し、キャリア教育の授業の一環として
商学部1年生約500名を対象にマッチングして実施いたしますので、多くの学
生に自社の情報をPRするチャンスにもなります。
　この機会に是非ご活用ください。

採用活動で自社の認知度が低いと感じていませんか?

「創業100年以上会員企業」を募集

‶モグジョブ”への参加企業を募集します

会員限定

お問い合わせ／経営相談部　商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

お問い合わせ／経営相談部　商業・雇用支援グループ　
TEL 092-441-2169　E-mail：fkshougyou＠fukunet.or.jp

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

主催／福岡県産業教育振興会　共催／福岡商工会議所
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■博多駅ビル商店会/朝日地下センター商店会
　『生活応援「よかふく商品券」』
　10月10日（木）～10月11日（金）【2,500冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■上川端商店街振興組合/川端中央商店街振興組合
　『博多川端プレミアム商品券』
　10月1日（火）～【5,000冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■小笹商店会『小笹プレミアム商品券』
　10月5日（土）～【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■花みずき通り商店会
　『花みずき通り商店会プレミアム付地域振興券』
　10月1日（火）～【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■西新中西商店街組合
　『西新中西商店街プレミアム付商品券』
　10月11日（金）～10月12日（土）【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

10月に発行予定の団体（一部）（令和元年8月26日時点）

¥500
¥500

プレミアム付地域商品券¥500
¥500

プレミアム付地域商品券

¥500
¥500プレミアム付地域商品券

¥500
¥500プレミアム付地域商品券

¥500
¥500プレミアム付地域商品券

7.10

　女性会は 7月 10 日、臨時総会を当所

501会議室で開催した。任期途中の役員

辞任に伴う役員選挙を実施。会長に選出

されたのは、山口勝子氏（㈱山口油屋福

太郎 取締役相談役）、副会長に、徳安淳

子氏（㈱吉塚うなぎ屋 取締役）、安東友子

氏（㈱アントレ 代表取締役社長）、加治冨

美子氏（㈱かじ 代表取締役社長）、平井

裕子氏（ ㈱花キク 取締役）の 4 名、その

他理事に16 名を選任。役員任期は令和元

年7月10日から令和2年10月31日まで。

あいさつをする山口新会長

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

福岡商工会議所女性会
臨時総会

8.5

　当所は 8月 5日、「夏の会員交流会」を

開催。会員、議員、役職員等約 460 名

が参加した。

　開会挨拶で藤永会頭は、「会員相互の交

流の輪を広げビジネスのきっかけにしてい

ただきたい」と呼びかけた。会場内では、

参加事業所のチラシ、ポスターの設置を

実施。参加者からは、「会議所の役員・議

員と交流ができた」、「情報収集、人脈形

成に役立った」等の声が寄せられた。

　また、当所が本年創立 140 周年を迎え

るにあたり会場で「140 年の軌跡」をスラ

イドで紹介し、会議所の理解を深めた。

様々な業種の会員が一堂に会し、活発な交流が行われた

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

2019 夏の会員交流会

8.9

抱負を語る隈元新部会長

●経理財務グループ　TEL 092-441-1115

部　会

理財部会　総会
　理財部会は、8月9日に当所会議室で

総会を開催し、23 名が参加した。総会で

は、工藤賢二氏が 6 月に福岡信用金庫 

会長を退任されたことに伴い部会長職も

退任されたことが報告され、後任として、

隈元正徹氏（アクサ生命保険株式会社福

岡支社 支社長）が選任された。任期は令

和元年 8月9日から令和 2 年 10月31日ま

で。隈元新部会長は「福岡商工会議所と

理財部会に貢献できるよう尽力したい」と

抱負を語った。

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
URL：https://www.fukunet.or.jp/area/premium/premium_buyer/

10月発行 プレミアム 付 地域商品券
　市内商店街等の団体で10%～20%のプレミアムが付いた地域商
品券が発行されます。随時ホームページ等でお知らせしてまいります
ので、お近くの商店街等にてお買い求めください。

数量限定!
お買い求めは
お早めに!

イメージ

なお、販売の詳細や販売状況については、
各発行商店街等団体にお問い合わせください。

FCCI NEWS 会議所の動き

　福岡商工会議所では、福岡県産業教育振興会と共催で、
高等学校卒の新卒採用を検討されている

地元企業の採用担当者の皆様と福岡県産業教育振興会会員の
高等学校の進路指導担当の皆様にお集まりいただき、

「採用・就職」に関する情報交換会を開催いたします。
高等学校卒業生の採用に向けた新たな人脈構築の場として

ご活用いただければ幸いです。
奮ってのご参加をお待ちしております。

■内　　容： 情報交換会
学校参加者を固定席とします。企業参加者は会場内を自
由にご移動いただき、面談を希望する学校と情報交換や
名刺交換を行っていただきます。
※面談時間は、1校あたり10分間。
※面談の予約については、当日先着順で企業側が学校を指定いたします。

■対　　象：高等学校卒業生の新卒採用を検討している中小企業の
代表者及び人事・採用担当者等

■定　　員：約 70 社（会場混雑緩和のため、1 社につき 2 名までとな
ります。）（参加学校約 40 校予定）
※企業のお申し込みについては、業種・職種等の偏りが出ない範囲

で先着順とさせていただきます。

■参 加 費：1 社あたり　2,000円
■締　　切：9 月 20 日（金）　※定員に達し次第、締め切ります。
■申　　込：当所ホームページよりお申し込みください（HPからのお申し込みのみ）

https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/
schedule_detail.php?id=1005

福岡商工会議所3階　301会議室 
10月16日● 水 13:00～17:00

就職情報交換会
高等学校と企業との

当所では、創立140周年を迎えるのを機に、創業100年以上となる会員企業の皆様の永年の功績を称えるため、表彰を行います。
つきましては、該当される会員企業のご応募をお待ちいたしております。

■表彰の対象： 創業100年以上会員企業
福岡市内（周辺市町を含む）で、2019 年 6 月末日現在におい
て、創業後 100 年以上経過している事業所及び支店・出張
所等を開設後 100 年以上経過している出先企業

※2019 年 6 月末日現在、当所の会員であることが条件です
※当所 100 周年、110 周年、120 周年、130 周年において、既に表彰され
　た事業所は除きます
※なお、次に該当する事業所は、事業を継続しているものとみなします

①社名・業種・組織等の変更があっても事実上同一事業体が存続している
②戦争、天災等やむをえない事情で中断したが、現在存続している
③創業当時は個人であったが、現在法人となっている（個人より通算）

■提出書類： （1）創業・開設年月日確認書（当所所定の様式）
（2）創業・開設年月日または創業・開設後 100 年が

経過したことが確認できる資料
　   例：登記簿、パンフレット、社史等の資料（※コピー可）

■締　　切：  9 月 30 日（月）

●実施時期：10月～12月
10 月 2 日（水）から、隔週で月・水・金曜日と火・
木曜日に交互に実施日を設定。

（実施日の中で、各企業の希望日と学生の意向が
マッチングした日に開催。マッチングは企業・学
生とも HP 上のモグジョブシステムに登録したう
えで、システム上で行います。）

※参加費用、申込方法等詳細は当所ホームページでのご案内をご確認ください。
　https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/
　schedule_detail.php?id=1018

九州産業大学生と企業を「学食」で繋ぐ

　福岡商工会議所は、「モグジョブ地方創生プロジェクト」（株式会社タスキ、
豊橋商工会議所）と共催で、 “モグジョブ”事業を右記のとおり実施いたします。
　モグジョブは、大学の学食でランチを食べながら学生と企業が少人数で交流
する企画で、学生と膝を突き合わせてフランクに交流できる点が特徴です。
　交流の中で学生に自社の魅力を伝え、認知度向上や母集団形成のきっかけ
にする、学生の考えを知ることができるなどのメリットを得ることができます。
　今回は、九州産業大学 商学部と協力し、キャリア教育の授業の一環として
商学部1年生約500名を対象にマッチングして実施いたしますので、多くの学
生に自社の情報をPRするチャンスにもなります。
　この機会に是非ご活用ください。

採用活動で自社の認知度が低いと感じていませんか?

「創業100年以上会員企業」を募集

‶モグジョブ”への参加企業を募集します

会員限定

お問い合わせ／経営相談部　商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

お問い合わせ／経営相談部　商業・雇用支援グループ　
TEL 092-441-2169　E-mail：fkshougyou＠fukunet.or.jp

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

主催／福岡県産業教育振興会　共催／福岡商工会議所
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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
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!!

【①2団体出演 90分公演】●日時＝9月14日（土）
【第 1 部】13:00～14:30【第 2 部】15:00～16:30
●出演団体＝博多芸妓、博多民踊協会●参加費＝
5,000円（お一人様）

【②博多芸妓出演 50 分公演】●日時＝9 月25日
（水）16:00～16:50●出演団体＝博多芸妓●参加
費＝3,000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。

  
MINIATURE LIFE展　
－田中達也　見立ての世界－
-------------------------------------------------------

●優待内容＝当日券（大学生以上）1,000円→900円、
当日券（中高生）700 円→600 円、当日券（小学
生）500円→400円●対象日程＝8月31日（土）～
10月14日（月・祝）毎週火曜休館●場所＝福岡市
科学館●申込方法＝当日、総合受付/チケットイン
フォメーションにて会員証（コピー可）を提示し5名ま
で割引料金を適用。

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】11,000円 
→ 9,900円●対象日程＝2019年12月1日（日）～
2020年1月13日（月・祝）●申込締切＝各対象公
演 2 週間前まで●場所＝キャナルシティ劇場●申
込方法＝当所HPにてお申し込み
※9月16日（月・祝）以前にお申し込みの場合に
は9月17日（火）以降のご連絡となります。
※2歳以下入場不可。
※座席位置の指定はできません。
※キャンセル・変更はお受けできません。
※先着順のため、ご希望に沿えない場合はご了承
ください。
※対象期間の講演チケット納品が10月1日以降と
なるため消費税10％の価格でのご案内となります。

DRUM TAO2019 
「ザ・ドラマーズFINAL」

-------------------------------------------------------
●優待内容＝福岡・北九州公演：【S席】6,700円→
6,000円、久留米公演：【S席】6,500円→5,850円●対
象日程＝①12 月 3 日（火）19:00、4 日（水）
13:00、②12月8日（日）16:30、③12月13日（金）
19:00、14日（土）13:00/18:00●申込締切＝9月
30日（月）●場所＝①北九州芸術劇場、②久留米シ
ティプラザ、③福岡市民会館●申込方法＝当所HP
にてお申し込み 
※各日先着20名

第217回　1～6級
珠算能力

-------------------------------------------------------
そろばんを学習することで計算力や暗算力はもと
より、集中力や持久力・記憶力なども養われ学力
全体の向上が期待できます。●申込期間＝9月11
日（水）～ 9 月13 日（金）●受験料＝1 級 2,340
円、2 級 1,730 円、3 級 1,530 円、4～6 級 
1,020円
※福岡珠算振興会ホームページでは、そろばん教
室（認定塾）をご紹介しています。
http://www.fukuoka-soroban.com/

第27回　Ⅰ～Ⅲ種
メンタルヘルス・
マネジメント

-------------------------------------------------------
働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場

づくりを目指して、職場内での役割に応じて必要
な知識や対処法を習得します。●申込期間＝8 月
28 日（水）～ 9 月 27 日（金）●受験料＝Ⅰ種
11,000円、Ⅱ種 6,600円、Ⅲ種 4,400円

第10回
ビジネスマネジャー

-------------------------------------------------------
「人と組織のマネジメント」「業務のマネジメント」
「リスクのマネジメント」の3つの柱を学ぶことで、
管理職に求められる総合的なマネジメント知識を
体系的に習得できます。●申込期間＝8 月 27 日

（火）～ 9月27日（金）●受験料＝6,600円

第153回　1～3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＝9 月 20 日（金）～ 10 月 14 日

（月・祝）●受験料＝1 級 7,850 円、2 級 4,720
円、3級 2,850円●検定対策講座あり

第43回　1～3級
福祉住環境
コーディネーター

-------------------------------------------------------
医療・福祉・建築の知識が体系的に幅広く身に
つき、住宅の購入やリフォーム、介護の現場にお
いて、的確なアドバイスができるようになります。
●申込期間＝9月10日（火）～ 10月11日（金）●
受験料＝1 級 11,000 円、2 級 6,600 円、3 級 
4,400円●検定対策講座あり
※対策講座のお問い合わせは、福岡地区職業訓
練協会まで（TEL 092-671-6831）

第47回　1～3級
カラーコーディネーター

-------------------------------------------------------
実践的・理論的な色彩の知識が身につき、説得
力をもった色彩計画やイメージ戦略が可能になり
ます。●申込期間＝9 月17日（火）～ 10 月18日

（金）●受験料＝1 級 9,620円、2 級 7,480円、3
級 5,340円

第46回　1～3級
ビジネス実務法務

-------------------------------------------------------
コンプライアンス管理、リスク回避の取り組みに
最適。法務部門に限らず、営業・販売・総務・
人事、あらゆる職種の方が受験しています。●申
込期間＝9月24日（火）～ 10月25日（金）●受験
料＝1級 11,000円、2級 6,600円、3級 4,400円

試
験
日

12/1
（日）

 

試
験
日

11/10
（日）

試
験
日

11/17
（日）

試
験
日

11/24
（日）

試
験
日

12/8
（日）

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。

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。

イベント

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

10/27
（日）

試
験
日

11/3
（日・祝）

-新パン線-©Tatsuya Tanaka

12 2019  SEPTEMBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



https://www.fukuoka-cgc.or.jp/

福岡県信用保証協会 検索
福岡地区担当部署
■営 業 部：☎092-415-2601
■大濠支所：☎092-734-59230120-112-249

【お問い合わせ先】

お客様相談フリーダイヤル

中小企業の
ベストパートナー
中小企業の

ベストパートナー
県内中小企業の4割以上が
信用保証を利用しています!!

信 用 保 証 協 会 と は

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

公的な
保証人
公的な
保証人

中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金を借入する際に

「公的な保証人」となり、皆さまの
資金調達をサポートします。

経営支援の
取り組み
経営支援の
取り組み

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

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

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

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

※上記料金は、消費税率8%のものです。10%に改定された場合の料金については、当所HPをご覧ください。

福岡商工会議所　福利厚生サービス事業

健診サービスのご案内
福岡商工会議所では、18の健診機関と提携し、各種健康診断を実施しています。
ぜひみなさまの健康管理にお役立てください。

割安な健診料金で
充実の健診内容

従業員のご家族も
受診可能

定期健診の項目も
充足

年齢を問わず
受診可能

会員料金
（税込）

一般料金
（税込）

コース
内容

健

　診

　料

6,200円

7,400円

18,500円

23,700円

35,000円

42,200円

50,400円

59,700円

72,000円

87,400円

103,000円

123,400円

会員割引

―――

定期・雇入時
健診に対応した
コース

法定健診に
胃がん検査や
大腸がん検査等
を追加したコース

ミニ人間ドックに
腹部エコーや
血清反応検査等
を追加したコース

半日人間ドックに頭部MRI検査等を
追加したコース

がんの発見を
目的とした検査
※PET検査で発見
　しにくい部位も
　あります。

ぜひ

お役立て

ください

コース  法定健診 ミニ
人間ドック

半日人間ドック
Ⓐ・Ⓑ

半日人間ドック
＋脳ドック

1泊2日人間ドック
＋脳ドック

2泊3日人間ドック
＋脳ドック PET

PR
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第5回 第6回 キャッシュレス・

消費者還元事業

特設ウェブサイト▶

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用（全10回シリーズ） ／ 一般社団法人キャッシュレス推進協議会

ポイント還元制度の加盟店審査に最大2ヵ月！~早めの申請を~

2．必要な設備環境は？
　導入にあたって新たな決済端末や通信回線の整備が必要な

のか、あるいは既にある通信環境やタブレット・スマホ等を

上手く活用できるかで初期導入コストに大きな違いが出てきま

す。このため、導入に必要な環境は何かをあらかじめ確認し

ておくことが重要です。「QRコード／バーコード決済」では、

端末自体が不要な場合があります。

3．いくら掛かるのか？
　上記2で紹介した環境整備に必要な初期費用や、決済ごと

に発生する手数料、付随するサービスや機器レンタル等の費

用、他にも通信費や振込手数料が発生する場合があります。

4．入金サイクルは？
　売掛金の入金サイクルは、月1～2回が主流でしたが、最近

では月に複数回入金や翌営業日の入金、売上額が一定金額

に達した時点での入金など、バリエーションが豊富になってき

ました。自身の店舗運営に適した入金サイクルを提供する決

済事業者を選ぶとよいでしょう。なお、特定の金融機関の口

座開設や、入金の振込手数料を店舗側が負担しなければな

らない場合がありますので、確認が必要です。

5．コスト以外の条件は？
　2年間の契約しばりや、特定の金融機関の口座開設が必要

といった条件が提示されるケースがあります。ポイント還元制

度では、実施期間中（2019年10月～2020年6月末）と終了

後で条件が異なる決済事業者もありますので、よく確認してく

ださい。

6．加盟店の義務は？
　本制度に参加した加盟店には、一定の責任や売上等の報

告義務が課される場合があります。第3回連載でも紹介した

「国や補助金事務局による調査への協力」「ポスターの店頭掲

示義務」「消費者とのキャッシュレス取引がキャンセル・取消

しとなった場合に消費者に対して当該取引のポイントが還元さ

れないようにするための決済事業者への報告義務」等が課さ

れる点にも留意が必要です。

7．追加導入できるサービスや機能は？
　決済機能に加え、売上管理や販促等の機能、海外のコー

ド決済サービスも扱えるなど付加的なサービスが提供されて

います。「導入したら終わり」ではありません。より良い店舗運

営を実現するためのツールとして、キャッシュレス決済の導入

をご検討いただきたいと思います。

〈ポイント還元制度申請の留意点〉
　中小小売店等が本制度に参加するための加盟店審査（「決

済事業者」と「補助金事務局」の2つの登録審査が必要）に

は、最大2ヵ月程度かかります。現在、キャッシュレス決済

を既に導入している店舗も改めて加盟店登録が必要となりま

すので、早めにB型決済事業者（中小小売店等向けに決済

サービスを提供する事業者）へ連絡のうえ、登録手続きを

行ってください。

　おそらく10月以降、多くの消費者がポイント還元対象店舗

での買い物を意識し始めると予想されます。消費者から「選ば

れる店舗」になるためにも、本制度への参加をご検討ください。

〈検討のポイント〉
　「キャッシュレス決済の導入は検討しているが、何から考え

たらよいのか分からない」という中小小売店等が多いと思いま

す。決済手段の種類も豊富で、どういった基準で経営判断す

ればよいか悩んでいる中小小売店等の皆様にポイントを解説

します。

1．店舗や取扱品・サービスの特徴は？
　どのキャッシュレス決済手段が自身の店舗に適しているか

分からない場合は、次の観点が役立つでしょう。

①客単価が低い店舗は「電子マネー」等プリペイド式の決

済を希望する消費者が多く訪れ、逆に客単価が高い店舗

は「クレジットカード」決済を希望する消費者が多く訪れ

る傾向があります。

②若者や社会人が訪れる店舗は「スマートフォン」を活用し

た決済が好まれ、逆に高齢者が多い店舗は「カード式

（クレジットカード、電子マネー等）」が好まれる傾向にあ

ります。

③周辺の他の店舗で導入されている決済サービスが、貴方の

店舗でも利用される可能性が高くなる可能性があります。

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用（全10回シリーズ） ／ 一般社団法人キャッシュレス推進協議会

ポイント還元制度の消費者PRが本格化、統一コード『JPQR』も始動！

るかを分かりやすく示すマップ機能の提供や、店頭で対象店

舗であることがひと目で認識できる統一ポスターの配布も予定

しています。こうした消費者への周知を通じて、「キャッシュレ

スで決済しよう」という機運の高まりが期待されます。

　引き続き、本制度開始後（10月1日以降）も、中小小売店

等による加盟店登録手続きを継続していきますが、できるだ

け早めの申請をお願いします。

〈コード決済の統一規格『JPQR』始動〉
　さて、本年8月は、わが国のキャッシュレス決済にとって、

もう一つの大きな進展がありました。それは『JPQR』のスター

トです。JPQRとは、コード決済（バーコード、QRコード）の

表示に関する統一規格の通称で、例えば店舗提示型（店頭

にQRステッカー等を掲示し、消費者のスマホアプリでQR

コードを読み取る方式）では、1つのQRコードを、複数の決

済事業者のスマホアプリで読み取ることが可能になりました。

　総務省では、8月1日から岩手、長野、和歌山、福岡の4

県で、この統一規格JPQRを用いたコード決済サービスの利

用・普及に向けた「JPQR普及事業」が始動しました。当協議

会では、今後の本格運用に向け、この4県以外にも横展開し

ていくことを目指すとともに、さらにJPQRの魅力を高めるよ

う、店舗オペレーションの統一（「取り消し」「キャンセル」と

いった用語や手続き等の標準化）や契約の一本化（1つの契約

で複数のコード決済サービスを導入できる仕組みの確立）、セ

キュリティ向上を図る予定です。

〈一日1万件超の登録申請〉
　「キャッシュレス・消費者還元事業」（ポイント還元制度）を

提供するキャッシュレス決済事業者は、全国で356社（7月

30日時点）に増えました。その半数以上が、中小小売店等

向けにサービスを提供するB型決済事業者で、中小小売店

等はこのB型決済事業者を通じて加盟店登録する必要があり

ます。どのキャッシュレス決済事業者が加盟店登録を開始し

ているかは、本制度の特設Webサイト（https://cashless.go.jp/）

で確認できます。ここで十分に留意してほしいのが、現在既

にキャッシュレス導入済みの店舗も、契約先のB型決済事業

者に本制度への参加意向を表明して、所定の手続きをとる必

要があることです。補助事業の申請手続きは「手上げ方式」

ですので、くれぐれも中小小売店等は自動で（申請手続きを

せずに）ポイント還元制度に参加できるわけではないことに留

意してください。

　政府やキャッシュレス決済事業者による消費者向けの情報

発信が、8月1日から本格的に始まりました。特設Webサイト

には消費者向けコーナーが開設され、加盟店登録を完了した

店舗情報や、地域別の登録申請件数などを公表しています。

7月30日時点で全国24万店舗の申請を受け付けています（図

参照）。現在、一日につき1万件を超える登録申請をいただい

ている状況で、日を追うごとに申請件数も増加していて、審

査に要する期間も長くなってきています。

　さらに、消費者が本制度を活用しやすいよう、Web画面

の地図上で、どの店舗が本制度のポイント還元を実施してい

■提供される決済サービス・事業者の詳細
　https://cashless.go.jp/franchise/
　settlement-company-typeB.html

■中小小売店等向けの説明資料
　https://cashless.go.jp/assets/doc/
　kameiten_setsumeikai_shiryou.pdf

■中小小売店等向けの解説動画
　https://youtu.be/WM7faSg3yQ4
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消費者還元事業

特設ウェブサイト▶

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用（全10回シリーズ） ／ 一般社団法人キャッシュレス推進協議会

ポイント還元制度の加盟店審査に最大2ヵ月！~早めの申請を~

2．必要な設備環境は？
　導入にあたって新たな決済端末や通信回線の整備が必要な

のか、あるいは既にある通信環境やタブレット・スマホ等を

上手く活用できるかで初期導入コストに大きな違いが出てきま

す。このため、導入に必要な環境は何かをあらかじめ確認し

ておくことが重要です。「QRコード／バーコード決済」では、

端末自体が不要な場合があります。

3．いくら掛かるのか？
　上記2で紹介した環境整備に必要な初期費用や、決済ごと

に発生する手数料、付随するサービスや機器レンタル等の費

用、他にも通信費や振込手数料が発生する場合があります。

4．入金サイクルは？
　売掛金の入金サイクルは、月1～2回が主流でしたが、最近

では月に複数回入金や翌営業日の入金、売上額が一定金額

に達した時点での入金など、バリエーションが豊富になってき

ました。自身の店舗運営に適した入金サイクルを提供する決

済事業者を選ぶとよいでしょう。なお、特定の金融機関の口

座開設や、入金の振込手数料を店舗側が負担しなければな

らない場合がありますので、確認が必要です。

5．コスト以外の条件は？
　2年間の契約しばりや、特定の金融機関の口座開設が必要

といった条件が提示されるケースがあります。ポイント還元制

度では、実施期間中（2019年10月～2020年6月末）と終了

後で条件が異なる決済事業者もありますので、よく確認してく

ださい。

6．加盟店の義務は？
　本制度に参加した加盟店には、一定の責任や売上等の報

告義務が課される場合があります。第3回連載でも紹介した

「国や補助金事務局による調査への協力」「ポスターの店頭掲

示義務」「消費者とのキャッシュレス取引がキャンセル・取消

しとなった場合に消費者に対して当該取引のポイントが還元さ

れないようにするための決済事業者への報告義務」等が課さ

れる点にも留意が必要です。

7．追加導入できるサービスや機能は？
　決済機能に加え、売上管理や販促等の機能、海外のコー

ド決済サービスも扱えるなど付加的なサービスが提供されて

います。「導入したら終わり」ではありません。より良い店舗運

営を実現するためのツールとして、キャッシュレス決済の導入

をご検討いただきたいと思います。

〈ポイント還元制度申請の留意点〉
　中小小売店等が本制度に参加するための加盟店審査（「決

済事業者」と「補助金事務局」の2つの登録審査が必要）に

は、最大2ヵ月程度かかります。現在、キャッシュレス決済

を既に導入している店舗も改めて加盟店登録が必要となりま

すので、早めにB型決済事業者（中小小売店等向けに決済

サービスを提供する事業者）へ連絡のうえ、登録手続きを

行ってください。

　おそらく10月以降、多くの消費者がポイント還元対象店舗

での買い物を意識し始めると予想されます。消費者から「選ば

れる店舗」になるためにも、本制度への参加をご検討ください。

〈検討のポイント〉
　「キャッシュレス決済の導入は検討しているが、何から考え

たらよいのか分からない」という中小小売店等が多いと思いま

す。決済手段の種類も豊富で、どういった基準で経営判断す

ればよいか悩んでいる中小小売店等の皆様にポイントを解説

します。

1．店舗や取扱品・サービスの特徴は？
　どのキャッシュレス決済手段が自身の店舗に適しているか

分からない場合は、次の観点が役立つでしょう。

①客単価が低い店舗は「電子マネー」等プリペイド式の決

済を希望する消費者が多く訪れ、逆に客単価が高い店舗

は「クレジットカード」決済を希望する消費者が多く訪れ

る傾向があります。

②若者や社会人が訪れる店舗は「スマートフォン」を活用し

た決済が好まれ、逆に高齢者が多い店舗は「カード式

（クレジットカード、電子マネー等）」が好まれる傾向にあ

ります。

③周辺の他の店舗で導入されている決済サービスが、貴方の

店舗でも利用される可能性が高くなる可能性があります。

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用（全10回シリーズ） ／ 一般社団法人キャッシュレス推進協議会

ポイント還元制度の消費者PRが本格化、統一コード『JPQR』も始動！

るかを分かりやすく示すマップ機能の提供や、店頭で対象店

舗であることがひと目で認識できる統一ポスターの配布も予定

しています。こうした消費者への周知を通じて、「キャッシュレ

スで決済しよう」という機運の高まりが期待されます。

　引き続き、本制度開始後（10月1日以降）も、中小小売店

等による加盟店登録手続きを継続していきますが、できるだ

け早めの申請をお願いします。

〈コード決済の統一規格『JPQR』始動〉
　さて、本年8月は、わが国のキャッシュレス決済にとって、

もう一つの大きな進展がありました。それは『JPQR』のスター

トです。JPQRとは、コード決済（バーコード、QRコード）の

表示に関する統一規格の通称で、例えば店舗提示型（店頭

にQRステッカー等を掲示し、消費者のスマホアプリでQR

コードを読み取る方式）では、1つのQRコードを、複数の決

済事業者のスマホアプリで読み取ることが可能になりました。

　総務省では、8月1日から岩手、長野、和歌山、福岡の4

県で、この統一規格JPQRを用いたコード決済サービスの利

用・普及に向けた「JPQR普及事業」が始動しました。当協議

会では、今後の本格運用に向け、この4県以外にも横展開し

ていくことを目指すとともに、さらにJPQRの魅力を高めるよ

う、店舗オペレーションの統一（「取り消し」「キャンセル」と

いった用語や手続き等の標準化）や契約の一本化（1つの契約

で複数のコード決済サービスを導入できる仕組みの確立）、セ

キュリティ向上を図る予定です。

〈一日1万件超の登録申請〉
　「キャッシュレス・消費者還元事業」（ポイント還元制度）を

提供するキャッシュレス決済事業者は、全国で356社（7月

30日時点）に増えました。その半数以上が、中小小売店等

向けにサービスを提供するB型決済事業者で、中小小売店

等はこのB型決済事業者を通じて加盟店登録する必要があり

ます。どのキャッシュレス決済事業者が加盟店登録を開始し

ているかは、本制度の特設Webサイト（https://cashless.go.jp/）

で確認できます。ここで十分に留意してほしいのが、現在既

にキャッシュレス導入済みの店舗も、契約先のB型決済事業

者に本制度への参加意向を表明して、所定の手続きをとる必

要があることです。補助事業の申請手続きは「手上げ方式」

ですので、くれぐれも中小小売店等は自動で（申請手続きを

せずに）ポイント還元制度に参加できるわけではないことに留

意してください。

　政府やキャッシュレス決済事業者による消費者向けの情報

発信が、8月1日から本格的に始まりました。特設Webサイト

には消費者向けコーナーが開設され、加盟店登録を完了した

店舗情報や、地域別の登録申請件数などを公表しています。

7月30日時点で全国24万店舗の申請を受け付けています（図

参照）。現在、一日につき1万件を超える登録申請をいただい

ている状況で、日を追うごとに申請件数も増加していて、審

査に要する期間も長くなってきています。

　さらに、消費者が本制度を活用しやすいよう、Web画面

の地図上で、どの店舗が本制度のポイント還元を実施してい

■提供される決済サービス・事業者の詳細
　https://cashless.go.jp/franchise/
　settlement-company-typeB.html

■中小小売店等向けの説明資料
　https://cashless.go.jp/assets/doc/
　kameiten_setsumeikai_shiryou.pdf

■中小小売店等向けの解説動画
　https://youtu.be/WM7faSg3yQ4
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（株）タイムジャパンシステム

（株）マツモト  福岡営業所

（株）エンジェルロード

（株）プロディライト  福岡支店

アンベリーノ

モバイルZ

（株）マルモリカンパニー

（株）明善

K＆Tトレーディング・コンサルタントオフィス

ワンブライト（株）

博多もつ処  もつ擴

Chilax  Systems

日本駐車場開発（株）  福岡支社

アン・コンサルティング（株）  福岡支社

Necessary

（株）スタジオストリーム

ごはんと肴  てっぺん

弁護士法人堀内恭彦法律事務所

やきとり桜坂

マウントウェーブ（株）

（株）興食

（株）LIH

（同）グッドサポート

八坂圭

一般社団法人全国中小企業経営支援センター

山下習字教室

中華パンの専門店　福慶

未来図

マラソン大会記録計測

企画提案・デザイン制作

結婚の紹介および相談

クラウド型CTI-CRMシステムの開発と販売

エステサロン

携帯端末の買取り、販売

建築関連のCGパース制作

消防設備業

貿易に関するコンサルタント業務

DM発送代行&通販物流

鉄板焼料理の提供

ITコンサルタント

駐車場に関する総合コンサルティング

フリーエンジニアリング事業

リラクゼーション事業（手もみ・ほぐしマッサージ）

印刷物・WEBサービスの制作

飲食店

企業防衛・コンプライアンス対策

飲食店（焼き鳥）

webサイトの企画、デザインおよび制作・保守

全国産地冷凍水産物原料全般の販売

WEB制作

介護サービス（保険外での訪問リハビリ事業）

絵画の制作・販売（画家）

集客・販売・マーケティング代行

幼児～成人の毛筆、硬筆の指導

中華パン（肉まん、中華まん）の製造販売

米粉バウムクーヘン製造・販売

福岡市東区雁の巣2-3-33

福岡市博多区博多駅前4-10-13

福岡市博多区博多駅東1-12-5 博多大島ビル2階

福岡市博多区博多駅東2-8-26 第三白水駅東ビル4階

福岡市博多区住吉2-19-20

福岡市博多区店屋町3-1

福岡市博多区堅粕4-11-30

福岡市博多区東光2-3-22-205

福岡市博多区板付3-1-202

福岡市博多区金の隈3-2-7 スカイシャトレ空港南105号

福岡市中央区春吉3-11-19 パノラマスクエア2階

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト716

福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル

福岡市中央区大名2-1-13 Co-works＆Share. H3階

福岡市中央区大名2-2-2 後藤ビル501

福岡市中央区薬院3-16-35-206

福岡市中央区赤坂1-9-1 フドウ赤坂ビル地下1階

福岡市中央区赤坂1-13-10 赤坂有楽ビル8階

福岡市中央区桜坂1-15-11

福岡市中央区平尾2-15-16 MIYOビル301

福岡市中央区長浜3-11-3-912号

福岡市南区大楠2-9-25 CB平尾1階

福岡市南区長丘2-14-6

福岡市南区長住6-11-3

福岡市南区曰佐4-35-22

福岡市南区井尻4-21-15 フジビルド208号

福岡市城南区別府5-13-30

福岡市城南区長尾1-15-21-103

マラソン大会等の記録計測などのさまざまなお手伝いをします

お客様のニーズや要望をしっかり受け止め企画提案させていただきます

結婚のご相談は200組以上の成婚実績を誇るエンジェルロードまで

クラウド型PBXを自社で開発し、販売からフォローまで行います

バストアップ、体質改善はアンベリーノにお任せください！

携帯・スマホ・タブレットの買取り、販売、修理

住宅営業・プレゼンを高品質なCGパースでサポートします

消防設備のメンテナンス設計施工を主たる業務としています

貿易取引における業務全般についてコンサルタントが支援します

DM料金値下げと通販物流のワンストップ業務を提案します！

「地元に愛されるもつ鍋店」をモットーに20年の歴史のある名店です

誰に相談したら良いか分からないITの悩み、ぜひご相談ください

駐車場に関するご相談をお待ちしています

ITエンジニアリングの新しい働き方をサポートさせていただきます

大名のほぐしと首・肩・頭専門のサロンです

貴社の広報担当として、企画・制作・運用等何でもお任せください！

昼は定食屋、夜は居酒屋。福岡のおいしいものをおだしします

「顧問弁護士」として多くの企業経営者をサポートしています

駐車場と中庭のある、ゆっくりできるやきとり屋です

HPの力で集客・売上UPやブランディングのお手伝いをします

新鮮な冷凍水産物を各種メーカー等に卸売

WEB制作とWEBマーケティングに特化したIT会社です

健康で楽しく長生きするための相談、サービスを行っています

当方は画家です。光のアートであなたの空間をパワースポットに！

企業や個人事業主が活用できる助成金を広め、経営を安定させます

美しい文字を書くという書道文化を地域に広め貢献したい

常時10種以上の肉まん、中華まんをご用意しています！

お米をつかったグルテンフリーのバウムクーヘンを製造販売！

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-410-6218

092-400-6300

092-292-3339

092-600-1005

080-4730-0841

092-409-0078

092-982-7764

092-260-1381

090-5939-2258

090-7928-1188

092-406-6211

092-577-0036

092-735-5750

092-781-6330

092-791-3782

092-753-7275

092-726-6295

092-751-7355

092-986-0899

092-532-8570

092-739-2131

092-710-6056

092-980-6914

092-542-2886

092-558-4617

090-5025-5446

092-733-3567

090-7151-5900

南
区

城
南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

糟
屋
郡

佐
賀
県

（株）かぼす

（株）アンジュブラン

坪根中小企業診断士事務所

（株）K.Sテクニカル

立川中小企業診断士事務所

（同）ホープ

（株）サガンベジ

食料品・衣料品・電子機器等の販売、輸出入

小規模事業保育園

中小企業診断士としてのコンサルタント

ビル・戸建住宅・外装リフォーム業

中小企業診断士

外国人材の教育および人事政策コンサルタント

有機JAS野菜（葉物類）の生産・販売

福岡市城南区南片江5-19-6

福岡市早良区弥生2-3-2-1階

福岡市早良区西新1-4-26-902

福岡市西区野方5-59-9

福岡市西区西の丘2-23-1

糟屋郡宇美町ひばりが丘1-20-14

佐賀県三養基郡みやき町中津隈5461

人生に味という喜びを

企業主導型をはじめ、小規模保育園など市内で3園運営しています

平成31年春、地元銀行を退職。診断士事務所を開設しました

ビル、戸建住宅外装リフォーム業

孤独な経営者の相談相手として、あなたをサポートさせてください

改正入管法に則した優秀外国人材の受入と人事政策のコンサル業

植物性の堆肥と肥料を使用した無農薬葉野菜ブランド「サガンベジ」

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-836-9402

092-215-1234

080-3184-6467

092-519-1139

090-5484-6660

092-410-2181

0942-89-1559

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。

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？

社会保険労務士

日中貿易

各種ドキュメントの翻訳、ライティング

総合建設業

ソフトウェア開発

広告代理業

商品先物取引業

飲食店（居酒屋）

住宅宿泊事業

飲食業

リフォーム事業（外装・屋根・防水・その他各種）

特殊機材代理店

自動車販売（新車・中古車）

食品小売・企画

生花販売、ウエディング、生花ディスプレイ

給食サービス事業（学校・病院・福祉など）

税理士業務

ほっともっとフランチャイズ店

通販事業

さかなし社会保険労務士事務所

YKD通商（株）

（株）サン・フレア  福岡営業所

（株）中野建設  福岡支店

（株）早信国際

（株）アーツ

豊商事（株）  福岡支店

居酒屋ばぶる

（株）Gold  Experience

須崎屋台かじしか

（株）M’s  Arttecture

（有）理興商会

アルファオートサービス（株）

（株）Tグループ

（株）レイヴ

シダックス（株）  人事部採用  九州事務所

税理士法人アーリークロス

（株）エフディーティー

（株）フロムココロ

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

不動産業

ARアプリ・機器の輸入・販売

建築設計

建築設計

産業廃棄物収集運搬業

特別養護老人ホーム

管工事業

一般貨物運送事業

ビルメンテナンス業

海外輸出

医院

駐車場の経営及び管理業務委託

西王建設（株）

アイエスコラボレーション

（有）福岡構造

（株）アクシス

（株）昭南開発

社会福祉法人筑前早良福祉会  特別養護老人ホーム愛信園

藤本住設

（有）ヒロタカ

（有）東部冷熱工業

（株）フクダ商事

国家公務員共済組合連合会  佐世保共済病院

（株）ドリームタワー

城
南
区

営業内容／事業所名

通販事業（健康関連）

ドーナツ卸売・小売

パーソナルトレーナー

有料職業紹介業

破産管財業務の経験による事業承継問題

一般建設業

農業コンサルティング

建築工事の設計・施工

飲食業

司法書士

アロママッサージサロン

アパレル製品の製造・卸

電気工事業

編集および執筆、撮影

ブックバーの営業

歯科診療所

建築工事業

イベント企画

写真店

（株）はぐくみプラス

よつばドーナツ

B－step

（株）DNC

山田法律事務所

（株）アース

（有）グリーン・グリーン

（株）アティード建築舎

（株）ソウルサマナーズ

はじめ司法書士事務所

Follow－plus

PERSO

福岡電建（株）

Creators

book  bar  bygones

（医）一新会

（株）スカイ

（株）KRプラン

ノケデジタルフォトショップ

営業内容／事業所名
中
央
区

中
央
区

南
区

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...

FCCI
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早
良
区

西
区

糸
島
市

糟
屋
郡

長
崎
県

東
京
都

東
区

博
多
区

中
央
区

（株）タイムジャパンシステム

（株）マツモト  福岡営業所

（株）エンジェルロード

（株）プロディライト  福岡支店

アンベリーノ

モバイルZ

（株）マルモリカンパニー

（株）明善

K＆Tトレーディング・コンサルタントオフィス

ワンブライト（株）

博多もつ処  もつ擴

Chilax  Systems

日本駐車場開発（株）  福岡支社

アン・コンサルティング（株）  福岡支社

Necessary

（株）スタジオストリーム

ごはんと肴  てっぺん

弁護士法人堀内恭彦法律事務所

やきとり桜坂

マウントウェーブ（株）

（株）興食

（株）LIH

（同）グッドサポート

八坂圭

一般社団法人全国中小企業経営支援センター

山下習字教室

中華パンの専門店　福慶

未来図

マラソン大会記録計測

企画提案・デザイン制作

結婚の紹介および相談

クラウド型CTI-CRMシステムの開発と販売

エステサロン

携帯端末の買取り、販売

建築関連のCGパース制作

消防設備業

貿易に関するコンサルタント業務

DM発送代行&通販物流

鉄板焼料理の提供

ITコンサルタント

駐車場に関する総合コンサルティング

フリーエンジニアリング事業

リラクゼーション事業（手もみ・ほぐしマッサージ）

印刷物・WEBサービスの制作

飲食店

企業防衛・コンプライアンス対策

飲食店（焼き鳥）

webサイトの企画、デザインおよび制作・保守

全国産地冷凍水産物原料全般の販売

WEB制作

介護サービス（保険外での訪問リハビリ事業）

絵画の制作・販売（画家）

集客・販売・マーケティング代行

幼児～成人の毛筆、硬筆の指導

中華パン（肉まん、中華まん）の製造販売

米粉バウムクーヘン製造・販売

福岡市東区雁の巣2-3-33

福岡市博多区博多駅前4-10-13

福岡市博多区博多駅東1-12-5 博多大島ビル2階

福岡市博多区博多駅東2-8-26 第三白水駅東ビル4階

福岡市博多区住吉2-19-20

福岡市博多区店屋町3-1

福岡市博多区堅粕4-11-30

福岡市博多区東光2-3-22-205

福岡市博多区板付3-1-202

福岡市博多区金の隈3-2-7 スカイシャトレ空港南105号

福岡市中央区春吉3-11-19 パノラマスクエア2階

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト716

福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル

福岡市中央区大名2-1-13 Co-works＆Share. H3階

福岡市中央区大名2-2-2 後藤ビル501

福岡市中央区薬院3-16-35-206

福岡市中央区赤坂1-9-1 フドウ赤坂ビル地下1階

福岡市中央区赤坂1-13-10 赤坂有楽ビル8階

福岡市中央区桜坂1-15-11

福岡市中央区平尾2-15-16 MIYOビル301

福岡市中央区長浜3-11-3-912号

福岡市南区大楠2-9-25 CB平尾1階

福岡市南区長丘2-14-6

福岡市南区長住6-11-3

福岡市南区曰佐4-35-22

福岡市南区井尻4-21-15 フジビルド208号

福岡市城南区別府5-13-30

福岡市城南区長尾1-15-21-103

マラソン大会等の記録計測などのさまざまなお手伝いをします

お客様のニーズや要望をしっかり受け止め企画提案させていただきます

結婚のご相談は200組以上の成婚実績を誇るエンジェルロードまで

クラウド型PBXを自社で開発し、販売からフォローまで行います

バストアップ、体質改善はアンベリーノにお任せください！

携帯・スマホ・タブレットの買取り、販売、修理

住宅営業・プレゼンを高品質なCGパースでサポートします

消防設備のメンテナンス設計施工を主たる業務としています

貿易取引における業務全般についてコンサルタントが支援します

DM料金値下げと通販物流のワンストップ業務を提案します！

「地元に愛されるもつ鍋店」をモットーに20年の歴史のある名店です

誰に相談したら良いか分からないITの悩み、ぜひご相談ください

駐車場に関するご相談をお待ちしています

ITエンジニアリングの新しい働き方をサポートさせていただきます

大名のほぐしと首・肩・頭専門のサロンです

貴社の広報担当として、企画・制作・運用等何でもお任せください！

昼は定食屋、夜は居酒屋。福岡のおいしいものをおだしします

「顧問弁護士」として多くの企業経営者をサポートしています

駐車場と中庭のある、ゆっくりできるやきとり屋です

HPの力で集客・売上UPやブランディングのお手伝いをします

新鮮な冷凍水産物を各種メーカー等に卸売

WEB制作とWEBマーケティングに特化したIT会社です

健康で楽しく長生きするための相談、サービスを行っています

当方は画家です。光のアートであなたの空間をパワースポットに！

企業や個人事業主が活用できる助成金を広め、経営を安定させます

美しい文字を書くという書道文化を地域に広め貢献したい

常時10種以上の肉まん、中華まんをご用意しています！

お米をつかったグルテンフリーのバウムクーヘンを製造販売！

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-410-6218

092-400-6300

092-292-3339

092-600-1005

080-4730-0841

092-409-0078

092-982-7764

092-260-1381

090-5939-2258

090-7928-1188

092-406-6211

092-577-0036

092-735-5750

092-781-6330

092-791-3782

092-753-7275

092-726-6295

092-751-7355

092-986-0899

092-532-8570

092-739-2131

092-710-6056

092-980-6914

092-542-2886

092-558-4617

090-5025-5446

092-733-3567

090-7151-5900
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区
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区

西
区
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郡
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賀
県

（株）かぼす

（株）アンジュブラン

坪根中小企業診断士事務所

（株）K.Sテクニカル

立川中小企業診断士事務所

（同）ホープ

（株）サガンベジ

食料品・衣料品・電子機器等の販売、輸出入

小規模事業保育園

中小企業診断士としてのコンサルタント

ビル・戸建住宅・外装リフォーム業

中小企業診断士

外国人材の教育および人事政策コンサルタント

有機JAS野菜（葉物類）の生産・販売

福岡市城南区南片江5-19-6

福岡市早良区弥生2-3-2-1階

福岡市早良区西新1-4-26-902

福岡市西区野方5-59-9

福岡市西区西の丘2-23-1

糟屋郡宇美町ひばりが丘1-20-14

佐賀県三養基郡みやき町中津隈5461

人生に味という喜びを

企業主導型をはじめ、小規模保育園など市内で3園運営しています

平成31年春、地元銀行を退職。診断士事務所を開設しました

ビル、戸建住宅外装リフォーム業

孤独な経営者の相談相手として、あなたをサポートさせてください

改正入管法に則した優秀外国人材の受入と人事政策のコンサル業

植物性の堆肥と肥料を使用した無農薬葉野菜ブランド「サガンベジ」

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-836-9402

092-215-1234

080-3184-6467

092-519-1139

090-5484-6660

092-410-2181

0942-89-1559

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。

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？

社会保険労務士

日中貿易

各種ドキュメントの翻訳、ライティング

総合建設業

ソフトウェア開発

広告代理業

商品先物取引業

飲食店（居酒屋）

住宅宿泊事業

飲食業

リフォーム事業（外装・屋根・防水・その他各種）

特殊機材代理店

自動車販売（新車・中古車）

食品小売・企画

生花販売、ウエディング、生花ディスプレイ

給食サービス事業（学校・病院・福祉など）

税理士業務

ほっともっとフランチャイズ店

通販事業

さかなし社会保険労務士事務所

YKD通商（株）

（株）サン・フレア  福岡営業所

（株）中野建設  福岡支店

（株）早信国際

（株）アーツ

豊商事（株）  福岡支店

居酒屋ばぶる

（株）Gold  Experience

須崎屋台かじしか

（株）M’s  Arttecture

（有）理興商会

アルファオートサービス（株）

（株）Tグループ

（株）レイヴ

シダックス（株）  人事部採用  九州事務所

税理士法人アーリークロス

（株）エフディーティー

（株）フロムココロ

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

不動産業

ARアプリ・機器の輸入・販売

建築設計

建築設計

産業廃棄物収集運搬業

特別養護老人ホーム

管工事業

一般貨物運送事業

ビルメンテナンス業

海外輸出

医院

駐車場の経営及び管理業務委託

西王建設（株）

アイエスコラボレーション

（有）福岡構造

（株）アクシス

（株）昭南開発

社会福祉法人筑前早良福祉会  特別養護老人ホーム愛信園

藤本住設

（有）ヒロタカ

（有）東部冷熱工業

（株）フクダ商事

国家公務員共済組合連合会  佐世保共済病院

（株）ドリームタワー

城
南
区

営業内容／事業所名

通販事業（健康関連）

ドーナツ卸売・小売

パーソナルトレーナー

有料職業紹介業

破産管財業務の経験による事業承継問題

一般建設業

農業コンサルティング

建築工事の設計・施工

飲食業

司法書士

アロママッサージサロン

アパレル製品の製造・卸

電気工事業

編集および執筆、撮影

ブックバーの営業

歯科診療所

建築工事業

イベント企画

写真店

（株）はぐくみプラス

よつばドーナツ

B－step

（株）DNC

山田法律事務所

（株）アース

（有）グリーン・グリーン

（株）アティード建築舎

（株）ソウルサマナーズ

はじめ司法書士事務所

Follow－plus

PERSO

福岡電建（株）

Creators

book  bar  bygones

（医）一新会

（株）スカイ

（株）KRプラン

ノケデジタルフォトショップ

営業内容／事業所名
中
央
区

中
央
区

南
区

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...

FCCI
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〇周囲をうかがいながら、公共施設等の周辺を何度も往
　復する人
〇防犯カメラの位置や、警備員の配置場所を確認する人
〇駅、空港など、人が多数集まる場所に放置されている
　荷物

〇インターネットを利用して、化学物質等を大量に購入し
　ようとする
〇個人使用としては、不自然な量を購入する
〇初めての来訪者が大量に購入する
〇電話で在庫の問い合わせをする
〇使用目的が曖昧、説明を渋る
〇身元確認、連絡先等の説明を渋る

　次のような人や物を発見したときや、「おやっ」と思ったと

きは、110 番通報してください。

　不審物を発見したときの対応について、福岡県警察が

制作した動画（タイトル「不審物を見つけたら…」）を

「YouTube 福岡県警察公式チャンネル」で公開しています。

　ぜひ一度、ご覧ください。

　現在、国際テロ組織による爆発物を使用したテロ等が

世界各地で頻発しており、日本におけるテロ発生の危険性

は否定できません。

　テロの防止には、テロに使用する爆発物を作らせないた

めの対策が重要です。

　薬局、薬店、肥料販売店関係者の皆様は、次のような

不審な人を発見した場合は、相手の身元を確認し、警察

に通報してください。

　いよいよ今月から「ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会」が開催となるほか、来年は「東京 2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会」等が開催されます。

　国際的イベントの安全な開催に向け、皆さんのご協力をお願いします。

　平成30年4月25日、「古物営業法の一部を改正する法律」
が公布され、主に次の4点が改正されました。

① 欠格事由の追加

② 簡易取消し制度の新設

③ 営業制限の見直し

④ 許可単位の見直し

※①～③は、平成 30年10月24日に施行されました。

※④は、公布の日（平成 30 年 4月25日）から2 年以内の

　政令で定める日（2年施行、2020 年 4月頃～）に施行さ

　れます。

　

国際テロの未然防止
～ 不審者・不審物に関する情報提供にご協力ください ～

お問い合わせ先
福岡県警察 生活安全部生活保安課

TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
seian/seikan/kaisei.html

お問い合わせ先
福岡県警察 警備部外事課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

危機管理
情報室

　現在許可を受けている古物営業者の方は、
２年施行前までに「主たる営業所等の届出」
を行う必要があります。

不審者・不審物の着眼点 爆発物を作らせないために

古物営業の届出はお済みですか?
④の改正によって、現在許可を受けている古物営業者の

方は「主たる営業所等の届出」を行う必要があります。

※営業所が1つの場合も届出が必要です。

※施行日までに届出をしなければ、許可が失効し、無許

　可営業となります。

　詳しくは、福岡県警察ホームページをご覧ください。

⑤材料又は用具等（くぎ材等の軽微な材料や電動の手持
ち工具程度の用具等を除く。）を報酬の支払者から供与
されているかどうか。

　前記（1）及び（2）は、要するに、金員を支払者と受給
者との間の法律関係が、実質的に請負か雇用かというこ
とを判断しているだけです。
　仮に請負契約書が作成されていても、前記（2）に照ら
して請負でなければ、受給者は給与所得を得ていること
になり、支払者側も、外注費としての処理が認められな
くなります。
　SEであっても考慮要素は似たようなもので、簡単に言
えば、実態として、時間的・場所的等の拘束をしておら
ず、パソコンやデスクなどにつき私物を使わせるかレンタ
ル料を負担させる等していれば、外注費としての処理が
認められやすくなります。昨今の働き方の自由化とは、
時間的・場所的な拘束が緩やかになることを意味します
から、従来の考え方を前提とする限り、働き方の自由化
は、外注費としての処理が認められやすくなる方向に作
用するのではないかと考えています。

2．ご存じのとおり、外注費に当たるか給与に当たるか
は、これによって支払者・受給者双方の税務処理に大き
な違いが生じる問題です（なお、労基法や下請法の問題
も生じ得ます。）。このため、納税者（特に支払者）と税
務署との間で意見の食い違いが生じやすく、税務調査に
おいても指摘されやすい事項になっているようです。
　筆者が裁判から関与した案件の中には、いわゆる夜の
お店で、従来、納税者が外注費（ホステス源泉）として
処理していたところを、給与（乙欄源泉）と認定され、巨
額の追徴金を支払わなければならなくなった経営者がお
られました。「請負契約書を作成しているから大丈夫。」、
「皆こうやってるから大丈夫。」と安易に考えずに、判断に
迷ったら、早めに税理士等にご相談ください。

　当社は、SE（システムエンジニア）と請
負契約書を取り交わしていますので、SEに
支払っている金員について、外注費として

取り扱っています。当社の取扱いで問題ないでしょうか。
　

　そのSEの働き方や稼ぎ方の実態を検討
してみないと答えは出せません。

1．この点に関連するものとして、平成21年12月17日、
「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取
扱いについて」という法令解釈通達が出されています。
　この通達は、あくまでも金員を受領する大工等の側の
所得区分に関するものであって、SEに金員を支払った側
の取扱いに関するものではありません。しかし、区別の
判定として参考になるところが大きいことから、下記に
記載しておきます。

（1）支払者と受給者の間の契約関係が、請負（又はこれ
に準ずるもの）か雇用（又はこれに準ずるもの）か。

（2）前記（1）で判定できない場合、下記①～⑤を総合
勘案して判定する。

①他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供す
ることが認められるかどうか。
②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間
を単位として計算されるなど時間的な拘束（業務の性
質上当然に存在する拘束を除く。）を受けるかどうか。
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から
指揮監督（業務の性質上当然に存在する指揮監督を除
く。）を受けるかどうか。
④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失す
るなどした場合において、自らの権利として既に遂行
した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求で
きるかどうか。

税務Q&A
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

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

Q

働き方の自由化と税務

A
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〇周囲をうかがいながら、公共施設等の周辺を何度も往
　復する人
〇防犯カメラの位置や、警備員の配置場所を確認する人
〇駅、空港など、人が多数集まる場所に放置されている
　荷物

〇インターネットを利用して、化学物質等を大量に購入し
　ようとする
〇個人使用としては、不自然な量を購入する
〇初めての来訪者が大量に購入する
〇電話で在庫の問い合わせをする
〇使用目的が曖昧、説明を渋る
〇身元確認、連絡先等の説明を渋る

　次のような人や物を発見したときや、「おやっ」と思ったと

きは、110 番通報してください。

　不審物を発見したときの対応について、福岡県警察が

制作した動画（タイトル「不審物を見つけたら…」）を

「YouTube 福岡県警察公式チャンネル」で公開しています。

　ぜひ一度、ご覧ください。

　現在、国際テロ組織による爆発物を使用したテロ等が

世界各地で頻発しており、日本におけるテロ発生の危険性

は否定できません。

　テロの防止には、テロに使用する爆発物を作らせないた

めの対策が重要です。

　薬局、薬店、肥料販売店関係者の皆様は、次のような

不審な人を発見した場合は、相手の身元を確認し、警察

に通報してください。

　いよいよ今月から「ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会」が開催となるほか、来年は「東京 2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会」等が開催されます。

　国際的イベントの安全な開催に向け、皆さんのご協力をお願いします。

　平成30年4月25日、「古物営業法の一部を改正する法律」
が公布され、主に次の4点が改正されました。

① 欠格事由の追加

② 簡易取消し制度の新設

③ 営業制限の見直し

④ 許可単位の見直し

※①～③は、平成 30年10月24日に施行されました。

※④は、公布の日（平成 30 年 4月25日）から2 年以内の

　政令で定める日（2年施行、2020 年 4月頃～）に施行さ

　れます。

　

国際テロの未然防止
～ 不審者・不審物に関する情報提供にご協力ください ～

お問い合わせ先
福岡県警察 生活安全部生活保安課

TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
seian/seikan/kaisei.html

お問い合わせ先
福岡県警察 警備部外事課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

危機管理
情報室

　現在許可を受けている古物営業者の方は、
２年施行前までに「主たる営業所等の届出」
を行う必要があります。

不審者・不審物の着眼点 爆発物を作らせないために

古物営業の届出はお済みですか?
④の改正によって、現在許可を受けている古物営業者の

方は「主たる営業所等の届出」を行う必要があります。

※営業所が1つの場合も届出が必要です。

※施行日までに届出をしなければ、許可が失効し、無許

　可営業となります。

　詳しくは、福岡県警察ホームページをご覧ください。

⑤材料又は用具等（くぎ材等の軽微な材料や電動の手持
ち工具程度の用具等を除く。）を報酬の支払者から供与
されているかどうか。

　前記（1）及び（2）は、要するに、金員を支払者と受給
者との間の法律関係が、実質的に請負か雇用かというこ
とを判断しているだけです。
　仮に請負契約書が作成されていても、前記（2）に照ら
して請負でなければ、受給者は給与所得を得ていること
になり、支払者側も、外注費としての処理が認められな
くなります。
　SEであっても考慮要素は似たようなもので、簡単に言
えば、実態として、時間的・場所的等の拘束をしておら
ず、パソコンやデスクなどにつき私物を使わせるかレンタ
ル料を負担させる等していれば、外注費としての処理が
認められやすくなります。昨今の働き方の自由化とは、
時間的・場所的な拘束が緩やかになることを意味します
から、従来の考え方を前提とする限り、働き方の自由化
は、外注費としての処理が認められやすくなる方向に作
用するのではないかと考えています。

2．ご存じのとおり、外注費に当たるか給与に当たるか
は、これによって支払者・受給者双方の税務処理に大き
な違いが生じる問題です（なお、労基法や下請法の問題
も生じ得ます。）。このため、納税者（特に支払者）と税
務署との間で意見の食い違いが生じやすく、税務調査に
おいても指摘されやすい事項になっているようです。
　筆者が裁判から関与した案件の中には、いわゆる夜の
お店で、従来、納税者が外注費（ホステス源泉）として
処理していたところを、給与（乙欄源泉）と認定され、巨
額の追徴金を支払わなければならなくなった経営者がお
られました。「請負契約書を作成しているから大丈夫。」、
「皆こうやってるから大丈夫。」と安易に考えずに、判断に
迷ったら、早めに税理士等にご相談ください。

　当社は、SE（システムエンジニア）と請
負契約書を取り交わしていますので、SEに
支払っている金員について、外注費として

取り扱っています。当社の取扱いで問題ないでしょうか。
　

　そのSEの働き方や稼ぎ方の実態を検討
してみないと答えは出せません。

1．この点に関連するものとして、平成21年12月17日、
「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取
扱いについて」という法令解釈通達が出されています。
　この通達は、あくまでも金員を受領する大工等の側の
所得区分に関するものであって、SEに金員を支払った側
の取扱いに関するものではありません。しかし、区別の
判定として参考になるところが大きいことから、下記に
記載しておきます。

（1）支払者と受給者の間の契約関係が、請負（又はこれ
に準ずるもの）か雇用（又はこれに準ずるもの）か。

（2）前記（1）で判定できない場合、下記①～⑤を総合
勘案して判定する。

①他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供す
ることが認められるかどうか。
②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間
を単位として計算されるなど時間的な拘束（業務の性
質上当然に存在する拘束を除く。）を受けるかどうか。
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から
指揮監督（業務の性質上当然に存在する指揮監督を除
く。）を受けるかどうか。
④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失す
るなどした場合において、自らの権利として既に遂行
した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求で
きるかどうか。

税務Q&A
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp）
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働き方の自由化と税務
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期限までに、ご請求いただきませんと
お支払できません !!!

〈ご注意〉 ①通院見舞金は事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求で1回限りお支払いします。同一事由による入院給付金等ほかの
 給付金を受取られた場合にはお支払いできません。
　　　　 ②支給基準は、通院見舞金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
　　　　 ③見舞金・祝金請求の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
　　　　 ※見舞金・祝金請求書は期間内に当所必着でお手配ください。1日でも超えますと、給付金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度（生命保険ではありません。）

生命共済制度ご加入の事業所様はいま一度、
請求漏れがないかご確認ください！

※詳細については、所定のパンフレット〈契約内容重要事項記載資料〉および当所ホームページをご参照ください。

ご契約の死亡保険金額
死亡保険金額と同額
ご契約の特約保険金額
程度により特約保険金額の10～100％

1日につき、
特約保険金額100万円あたり1,500円

保障の範囲 保険金額・給付金額
死 亡 保 険 金
高度障がい保険金
災害死亡保険金
障 が い 給 付 金

入 院 給 付 金

主
契
約

特 

約

死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による

死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき

5日以上の入院（入院日数120日限度）

加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上通院したとき
（事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求は1回限り）
加入者が結婚（婚姻）したとき
加入者の子供が生まれたとき（加入者は男女問いません）
加入者が20歳になったとき

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金

結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円

・詳細については、所定のパンフレット（契約内容重要事項記載資料）を必ずご覧ください。
・この資料は、2019年8月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。

資料請求 福岡商工会議所  会員組織・共済グループ FAX.092-441-2810

ご記入いただく個人情報は、当所と提携する委託保険会社の担当者が共済制度のご案内をお届けする目的にのみ利用させていただきます。

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
詳しくは URL：https://www.fukunet.or.jp/moshimo/mutual/
その他、会員企業向け生命保険、損害保険もご紹介いたします。

商工会 議 所 会員様向け 福 利厚生制度

●業務中、業務外を問わず、交通事故はもちろん
　不慮の事故・病気死亡にいたるまで24時間保障。

●掛金は、男性318円・女性269円から。
　 （15歳～35歳の1口掛金）

●当所独自の通院見舞金、結婚・出産・成人祝金も支給。
　 （生命保険ではありません）

主な特色

さらに…

剰余は配当金として還元！

2018年度実績48.60％！！
12ヵ月×48.60％＝約6ヵ月分 負担が減少!!

生命共済制度生命共済制度

※2017年度実績　35.85％
※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金として

お支払いします。
※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。
　記載の税務取扱は、2019年8月現在の制度に基づくものです。今後、

税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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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）
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　 〃　　 保証高
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日本政府観光局
（JNTO）
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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（※2）

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（※2）

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）＊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。
＊「－」については、次号に掲載予定。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

８月号 〈福岡の統計 2019 年６月〉 の未掲載項目について（％）
・博多港入港船舶（外航・内航合計）・・・・・・2,337（▲4.5）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）・・226,378（▲16.8）
・博多駅乗降人員　新幹線・・・・・・・・・1,324,884（4.8）

本誌 8 月号（第 540 号・8 月 10 日発行）「福岡の統計 2019 年 6 月 〈令和 1 年 6 月〉」において
一部誤りがございましたので、右記の通り訂正させていただきます。
読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

正：地下鉄博多駅乗降人員（※２）   ・・・5,245,944 人（4.0％）
　    　〃     天神駅       〃        （※２）   ・・・4,740,117 人（3.4％）
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期限までに、ご請求いただきませんと
お支払できません !!!

〈ご注意〉 ①通院見舞金は事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求で1回限りお支払いします。同一事由による入院給付金等ほかの
 給付金を受取られた場合にはお支払いできません。
　　　　 ②支給基準は、通院見舞金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
　　　　 ③見舞金・祝金請求の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
　　　　 ※見舞金・祝金請求書は期間内に当所必着でお手配ください。1日でも超えますと、給付金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度（生命保険ではありません。）

生命共済制度ご加入の事業所様はいま一度、
請求漏れがないかご確認ください！

※詳細については、所定のパンフレット〈契約内容重要事項記載資料〉および当所ホームページをご参照ください。

ご契約の死亡保険金額
死亡保険金額と同額
ご契約の特約保険金額
程度により特約保険金額の10～100％

1日につき、
特約保険金額100万円あたり1,500円

保障の範囲 保険金額・給付金額
死 亡 保 険 金
高度障がい保険金
災害死亡保険金
障 が い 給 付 金

入 院 給 付 金

主
契
約

特 

約

死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による

死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき

5日以上の入院（入院日数120日限度）

加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上通院したとき
（事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求は1回限り）
加入者が結婚（婚姻）したとき
加入者の子供が生まれたとき（加入者は男女問いません）
加入者が20歳になったとき

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金

結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円

・詳細については、所定のパンフレット（契約内容重要事項記載資料）を必ずご覧ください。
・この資料は、2019年8月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。

資料請求 福岡商工会議所  会員組織・共済グループ FAX.092-441-2810

ご記入いただく個人情報は、当所と提携する委託保険会社の担当者が共済制度のご案内をお届けする目的にのみ利用させていただきます。

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
詳しくは URL：https://www.fukunet.or.jp/moshimo/mutual/
その他、会員企業向け生命保険、損害保険もご紹介いたします。

商工会 議 所 会員様向け 福 利厚生制度

●業務中、業務外を問わず、交通事故はもちろん
　不慮の事故・病気死亡にいたるまで24時間保障。

●掛金は、男性318円・女性269円から。
　 （15歳～35歳の1口掛金）

●当所独自の通院見舞金、結婚・出産・成人祝金も支給。
　 （生命保険ではありません）

主な特色

さらに…

剰余は配当金として還元！

2018年度実績48.60％！！
12ヵ月×48.60％＝約6ヵ月分 負担が減少!!

生命共済制度生命共済制度

※2017年度実績　35.85％
※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金として

お支払いします。
※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。
　記載の税務取扱は、2019年8月現在の制度に基づくものです。今後、

税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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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（※2）

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（※2）

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）＊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。
＊「－」については、次号に掲載予定。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

８月号 〈福岡の統計 2019 年６月〉 の未掲載項目について（％）
・博多港入港船舶（外航・内航合計）・・・・・・2,337（▲4.5）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）・・226,378（▲16.8）
・博多駅乗降人員　新幹線・・・・・・・・・1,324,884（4.8）

本誌 8 月号（第 540 号・8 月 10 日発行）「福岡の統計 2019 年 6 月 〈令和 1 年 6 月〉」において
一部誤りがございましたので、右記の通り訂正させていただきます。
読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

正：地下鉄博多駅乗降人員（※２）   ・・・5,245,944 人（4.0％）
　    　〃     天神駅       〃        （※２）   ・・・4,740,117 人（3.4％）
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日商プログラミング検定
始動 !!

　情報技術の基盤となるプログラミングスキルの習得を促進・
支援する、新たな資格・検定試験「日商プログラミング検定」が
今年1月に創設され、４月よりネット試験会場で実施しております。
　進展するIT社会に対応した基礎的なプログラミングスキルの
習得は、IT人材の育成・確保のみならず、中小企業のIT化支
援に資することを目的としており、学習の進捗度に応じて初学者
から段階的に学習・受験できるよう4つのレベルになっています。
　また、インターネットを介して試験の施行から採点、合否判定
を行いますので、認定校の要件を満たしていれば、自社社員は
勤務先で受験できます。これからのIT・IoT時代を迎えるにあ
たり、一度是非ご検討ください。このほか、試験会場について
は「検定ホームページ」をご参照ください。

※認定校の要件はこちら

①当所の会員であること②試験会場のスペック（通信環境、受験機器

等）が所定の要件を満たしていること③試験委員が当該試験実施にお

ける試験会場の設備、通信環境、受験機器等に関する知識をはじめ、

当該試験実施に係る十分な知識を有していること④当所が試験施行機

関と適していると認めた会場

■開催日時／11月5日（火） 14:30～17:00

■場　　所／福岡商工会議所4階会議室

■参 加 費／無料

■定　　員／120名

■開催日時／3級：10月27日（日）・11月3日（日・祝）
　　　　　　　　 の2日間　10:00～17:00

　　　　　　2級：10月19日（土）・
　　　　　　　　10月26日（土）・11月2日（土）
　　　　　　　　 の3日間　12:00～17:00

■会場：講師／㈱リンクアカデミー 資格スクール大栄

　　　　　　天神校：同校専任講師

■受 講 料／3級：9,440円　2級：11,000円

〈セミナー内容〉
●TOEIC Programの概要説明・企業における活用状況
　一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

●事例発表「研修制度と英語教育の取組みについて」
　リックス株式会社　生産本部　管理部　管理グループ

●講演「使える英語の効果的習得法」
　株式会社ビズコム　代表取締役　鹿野 晴夫氏

この他、日商ＰＣ（文章作成、データ活用ほか）
簿記初級など、様々な検定もネットで行っています！

◆検定ホームページ
　https://www.kentei.ne.jp/pg

◆福岡商工会議所ホームページ
　https://www.fukunet.or.jp/license

レベル 試験内容 出題形式
（試験時間）

受験料
（税別）

EXPERT
（10月予定）

プログラマーとしての

基本能力を問う

択一知識問題（未定）

プログラミング実技

（未定）

択一知識問題（30分）

プログラミング実技

（30分）

択一知識問題（30分）

択一知識問題（40分）

高校・大学・専門学校等で

のプログラミング学習の習

得度を問う

プログラミングに関するIT

の基本知識、簡単なアルゴ

リズムについて問う

初学者向けに、ビジュアル

言語「Scratch」による簡単

なプログラミングおよびプ

ログラミング的思考を問う

STANDARD

6,000円

5,000円

4,000円

3,000円

BASIC

ENTRY

検定HP

当所HP

きっかけと環境を整備しませんか？

「社員の英語力向上セミナー」「社員の英語力向上セミナー」

お申し込み方法／いずれの講座も、当所ホームページにて詳細をご覧ください。
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/topics/list_kentei/

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

セミナーのご案内 検定対策講座のご案内

日商簿記3級・2級
直前最終チェック講座

共催／福岡商工会議所・公益社団法人福岡貿易会
　　　一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

合格までの“あと一歩”を応援します！
独学の方にオススメ！

日商プログラミング検定
始動 !!

福岡商工会議所の実務研修講座

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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=993

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/

第2回　福商『eラーニング』説明会&体験会

eラーニングの“?”がよく分かる!
　福商『eラーニング』だけの特徴・コース紹介・申し込み方法の説明・デモ機体験・質疑応答など、担当者がじっくり
丁寧にお答えします。

■日　　時： 10 月 11 日（金）
① eラーニング初心者向け　10:00～12:00
②管理者向け　　　　　　     14:00～16:00

■場　　所：福岡商工会議所

■プログラム： ①『福商 e ラーニングとは ?』
　　　　　　    ②『これから必要とされる e ラーニング』
■申 込 方 法 ：申込書にご記入後 FAX いただくか、当所

ホームページの申込フォームにより、必要
事項をご記入の上、送信してください。

主催:福岡商工会議所・（一社）日本経営協会

ムリ・ムダ・ムラを無くす業務効率化基礎講座
～あなたにもできる「モノ改善!・ヒト改善!・コト改善!」～

Webを活用して実践につなげる販路開拓入門
～資金なし、人材なし、コネなしの小規模事業者が生き残っていくための戦術とは～　

給与計算実務と年末調整実務の基本講座

1.業務効率化のために【講義・個人ワーク・グループワーク】
2.業務効率化と進め方のポイント【講義・個人ワーク・グループワーク】
3.総合演習【講義・グループワーク】

講師：株式会社レゾンデートル　髙原優子氏

No.30／9月12日（木）10:00～17:00  

■対　象／若手社員～中堅社員 
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 22,630円（一般）

中堅社員パワーアップ講座
1.中堅社員の役割と責任
2.組織でのリーダーシップ
3.効果性を上げる後輩育成・指導の方法

講師：株式会社ビジネスリファイン　城下博美氏

No.33／9月20日（金）10:00～17:00  

■対　象／中堅社員（主任・係長クラス） 
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 22,630円（一般）

【給与計算】
1.給与計算の概要
2.給与計算に必要な知識
3.給与計算の注意事項

【年末調整】
1.年末調整とは
2.年末調整に必要な知識
3.年末調整の流れ
4.各種申告書の記入方法とポイント

5.確定申告について
6.源泉徴収の注意ポイント
7.来年以降の改正ポイント
　（法令・税制など）

講師：税理士法人アップパートナーズ　楠原好顕氏、社会保険労務士法人かぜよみ社労士　江藤崇亨氏

No.35／10月2日（水）10:00～17:00

■対　象／経理・総務　■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）

～チームの活力が上がった!との反響多数～
チームの力を最大化するマンダラチャートを活用した
“チームビルディング”実践講座
1.はじめに　マインドセット
2.Part1：マンダラチャートを知る

3.Part2：自分の人生をどう生きるか考える
4.Part3：チャートを使った業務効率化

講師：アデコ株式会社　谷 大助氏

No.34／9月24日（火）10:00～17:00  

■対　象／管理職以上　■受講料／15,430円（会員）、 19,750 円（特商）、 22,630円（一般）

■対　象／営業職（若手社員・中堅社員）
■受講料／10,490円（会員）、14,890円（特商）、15,720円（一般）

  1.そもそもプロモーション（販売促進）とは?
  2.デザイン基礎知識
  3.WEBデザイン基礎知識
  4.広告の基本について
  5.デザイン会社との上手な付き合い方とは
  6.効果が出るデザイン・効果が出ないデザイン

  7.無料（タダ）で作れるものには要注意!!
  8.自社のプロモーション（販促活動）を考えてみる
  9.実践してみよう!!今日からできるプロモー

　ション（販促）活動
10.質疑応答
11.クロージング

講師：ステファンデザイン　吉岡伸政氏
No.37／10月10日（木）13:00～17:00

ロジカルシンキング基礎講座
～話が伝わらないがなくなる　3ステップで学ぶ～
1.そもそも論理的に考えるとは?
2.「書き出す」伝えたいこと、言いたいことを「見える化」
3.「まとめる」同じような内容・カテゴリーをまとめる
4.「あてはめる」…思考のフレーム（型）にあてはめて考えてみよう
5.総合演習…上司への報告・顧客へのプレゼンテーションなどのロールプレイング

講師：（社）学生就職支援協会　理事　松枝美華氏

No.31／9月17日（火）10:00～17:00   

■対　象／若手社員  
■受講料／15,430円（会員）、19,750円（特商）、 22,630円（一般）

  1.販路開拓って?
  2.販路開拓の流れ・手順とは?
  3.需要からターゲットへ…
  4.ペルソナ設定の事例 
　  ①テレビ電話を使った学習塾  ②Amazon 
  5.Web上に網を張る=検索は3 種類に分けられる。需要も参考に…

  6.販路開拓のためのWeb集客は2 通り
  7.SNSを含めたWebツールの概要
  8.SNSの立ち位置事例
  9.支援の事例紹介
10.Web媒体での文章の書き方

講師：株式会社セブンアイズ　瀧内 賢氏

No.36／10月4日（金）10:00～17:00  

■対　象／営業職　■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、 23,050円（一般）

新任管理職のための実務
～1日で学ぶ「リーダーシップと部下育成」～
1.はじめに
2.新任管理職の実務 =成果を生み出す「人財づくり」のプロになる
3.リーダーシップの理解と実践
4.部下育成とOJTの理解と実践
5.まとめ～自社に持ち帰る「人財育成計画書」の準備～

講師：株式会社エム・イーエル　佐藤康二氏

No.32／9月19日（木）10:00～17:00  

■対　象／管理職以上 
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 22,630円（一般）

すぐに実践!誰でもできる!!!自社のプロモーション
自社のプロモーション「販売促進」に必要なデザイン効果基礎講座
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日商プログラミング検定
始動 !!

　情報技術の基盤となるプログラミングスキルの習得を促進・
支援する、新たな資格・検定試験「日商プログラミング検定」が
今年1月に創設され、４月よりネット試験会場で実施しております。
　進展するIT社会に対応した基礎的なプログラミングスキルの
習得は、IT人材の育成・確保のみならず、中小企業のIT化支
援に資することを目的としており、学習の進捗度に応じて初学者
から段階的に学習・受験できるよう4つのレベルになっています。
　また、インターネットを介して試験の施行から採点、合否判定
を行いますので、認定校の要件を満たしていれば、自社社員は
勤務先で受験できます。これからのIT・IoT時代を迎えるにあ
たり、一度是非ご検討ください。このほか、試験会場について
は「検定ホームページ」をご参照ください。

※認定校の要件はこちら

①当所の会員であること②試験会場のスペック（通信環境、受験機器

等）が所定の要件を満たしていること③試験委員が当該試験実施にお

ける試験会場の設備、通信環境、受験機器等に関する知識をはじめ、

当該試験実施に係る十分な知識を有していること④当所が試験施行機

関と適していると認めた会場

■開催日時／11月5日（火） 14:30～17:00

■場　　所／福岡商工会議所4階会議室

■参 加 費／無料

■定　　員／120名

■開催日時／3級：10月27日（日）・11月3日（日・祝）
　　　　　　　　 の2日間　10:00～17:00

　　　　　　2級：10月19日（土）・
　　　　　　　　10月26日（土）・11月2日（土）
　　　　　　　　 の3日間　12:00～17:00

■会場：講師／㈱リンクアカデミー 資格スクール大栄

　　　　　　天神校：同校専任講師

■受 講 料／3級：9,440円　2級：11,000円

〈セミナー内容〉
●TOEIC Programの概要説明・企業における活用状況
　一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

●事例発表「研修制度と英語教育の取組みについて」
　リックス株式会社　生産本部　管理部　管理グループ

●講演「使える英語の効果的習得法」
　株式会社ビズコム　代表取締役　鹿野 晴夫氏

この他、日商ＰＣ（文章作成、データ活用ほか）
簿記初級など、様々な検定もネットで行っています！

◆検定ホームページ
　https://www.kentei.ne.jp/pg

◆福岡商工会議所ホームページ
　https://www.fukunet.or.jp/license

レベル 試験内容 出題形式
（試験時間）

受験料
（税別）

EXPERT
（10月予定）

プログラマーとしての

基本能力を問う

択一知識問題（未定）

プログラミング実技

（未定）

択一知識問題（30分）

プログラミング実技

（30分）

択一知識問題（30分）

択一知識問題（40分）

高校・大学・専門学校等で

のプログラミング学習の習

得度を問う

プログラミングに関するIT

の基本知識、簡単なアルゴ

リズムについて問う

初学者向けに、ビジュアル

言語「Scratch」による簡単

なプログラミングおよびプ

ログラミング的思考を問う

STANDARD

6,000円

5,000円

4,000円

3,000円

BASIC

ENTRY

検定HP

当所HP

きっかけと環境を整備しませんか？

「社員の英語力向上セミナー」「社員の英語力向上セミナー」

お申し込み方法／いずれの講座も、当所ホームページにて詳細をご覧ください。
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/topics/list_kentei/

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

セミナーのご案内 検定対策講座のご案内

日商簿記3級・2級
直前最終チェック講座

共催／福岡商工会議所・公益社団法人福岡貿易会
　　　一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

合格までの“あと一歩”を応援します！
独学の方にオススメ！

日商プログラミング検定
始動 !!

福岡商工会議所の実務研修講座

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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=993

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/

第2回　福商『eラーニング』説明会&体験会

eラーニングの“?”がよく分かる!
　福商『eラーニング』だけの特徴・コース紹介・申し込み方法の説明・デモ機体験・質疑応答など、担当者がじっくり
丁寧にお答えします。

■日　　時： 10 月 11 日（金）
① eラーニング初心者向け　10:00～12:00
②管理者向け　　　　　　     14:00～16:00

■場　　所：福岡商工会議所

■プログラム： ①『福商 e ラーニングとは ?』
　　　　　　    ②『これから必要とされる e ラーニング』
■申 込 方 法 ：申込書にご記入後 FAX いただくか、当所

ホームページの申込フォームにより、必要
事項をご記入の上、送信してください。

主催:福岡商工会議所・（一社）日本経営協会

ムリ・ムダ・ムラを無くす業務効率化基礎講座
～あなたにもできる「モノ改善!・ヒト改善!・コト改善!」～

Webを活用して実践につなげる販路開拓入門
～資金なし、人材なし、コネなしの小規模事業者が生き残っていくための戦術とは～　

給与計算実務と年末調整実務の基本講座

1.業務効率化のために【講義・個人ワーク・グループワーク】
2.業務効率化と進め方のポイント【講義・個人ワーク・グループワーク】
3.総合演習【講義・グループワーク】

講師：株式会社レゾンデートル　髙原優子氏

No.30／9月12日（木）10:00～17:00  

■対　象／若手社員～中堅社員 
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 22,630円（一般）

中堅社員パワーアップ講座
1.中堅社員の役割と責任
2.組織でのリーダーシップ
3.効果性を上げる後輩育成・指導の方法

講師：株式会社ビジネスリファイン　城下博美氏

No.33／9月20日（金）10:00～17:00  

■対　象／中堅社員（主任・係長クラス） 
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 22,630円（一般）

【給与計算】
1.給与計算の概要
2.給与計算に必要な知識
3.給与計算の注意事項

【年末調整】
1.年末調整とは
2.年末調整に必要な知識
3.年末調整の流れ
4.各種申告書の記入方法とポイント

5.確定申告について
6.源泉徴収の注意ポイント
7.来年以降の改正ポイント
　（法令・税制など）

講師：税理士法人アップパートナーズ　楠原好顕氏、社会保険労務士法人かぜよみ社労士　江藤崇亨氏

No.35／10月2日（水）10:00～17:00

■対　象／経理・総務　■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）

～チームの活力が上がった!との反響多数～
チームの力を最大化するマンダラチャートを活用した
“チームビルディング”実践講座
1.はじめに　マインドセット
2.Part1：マンダラチャートを知る

3.Part2：自分の人生をどう生きるか考える
4.Part3：チャートを使った業務効率化

講師：アデコ株式会社　谷 大助氏

No.34／9月24日（火）10:00～17:00  

■対　象／管理職以上　■受講料／15,430円（会員）、 19,750 円（特商）、 22,630円（一般）

■対　象／営業職（若手社員・中堅社員）
■受講料／10,490円（会員）、14,890円（特商）、15,720円（一般）

  1.そもそもプロモーション（販売促進）とは?
  2.デザイン基礎知識
  3.WEBデザイン基礎知識
  4.広告の基本について
  5.デザイン会社との上手な付き合い方とは
  6.効果が出るデザイン・効果が出ないデザイン

  7.無料（タダ）で作れるものには要注意!!
  8.自社のプロモーション（販促活動）を考えてみる
  9.実践してみよう!!今日からできるプロモー

　ション（販促）活動
10.質疑応答
11.クロージング

講師：ステファンデザイン　吉岡伸政氏
No.37／10月10日（木）13:00～17:00

ロジカルシンキング基礎講座
～話が伝わらないがなくなる　3ステップで学ぶ～
1.そもそも論理的に考えるとは?
2.「書き出す」伝えたいこと、言いたいことを「見える化」
3.「まとめる」同じような内容・カテゴリーをまとめる
4.「あてはめる」…思考のフレーム（型）にあてはめて考えてみよう
5.総合演習…上司への報告・顧客へのプレゼンテーションなどのロールプレイング

講師：（社）学生就職支援協会　理事　松枝美華氏

No.31／9月17日（火）10:00～17:00   

■対　象／若手社員  
■受講料／15,430円（会員）、19,750円（特商）、 22,630円（一般）

  1.販路開拓って?
  2.販路開拓の流れ・手順とは?
  3.需要からターゲットへ…
  4.ペルソナ設定の事例 
　  ①テレビ電話を使った学習塾  ②Amazon 
  5.Web上に網を張る=検索は3 種類に分けられる。需要も参考に…

  6.販路開拓のためのWeb集客は2 通り
  7.SNSを含めたWebツールの概要
  8.SNSの立ち位置事例
  9.支援の事例紹介
10.Web媒体での文章の書き方

講師：株式会社セブンアイズ　瀧内 賢氏

No.36／10月4日（金）10:00～17:00  

■対　象／営業職　■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、 23,050円（一般）

新任管理職のための実務
～1日で学ぶ「リーダーシップと部下育成」～
1.はじめに
2.新任管理職の実務 =成果を生み出す「人財づくり」のプロになる
3.リーダーシップの理解と実践
4.部下育成とOJTの理解と実践
5.まとめ～自社に持ち帰る「人財育成計画書」の準備～

講師：株式会社エム・イーエル　佐藤康二氏

No.32／9月19日（木）10:00～17:00  

■対　象／管理職以上 
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 22,630円（一般）

すぐに実践!誰でもできる!!!自社のプロモーション
自社のプロモーション「販売促進」に必要なデザイン効果基礎講座
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お問い合わせ／博多うまかもん市実行委員会事務局（福岡商工会議所 産業振興部内）
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28　TEL 092-441-1119　FAX 092-441-1149

30□25□～
20203 月水 3 場所会期 岩田屋本店 本館7階（大催事場）

10：00～20：00 ※最終日は17：00まで

申込   資格 福岡商工会議所 会員企業 2019年10月11日□必着

博多うまかもん市
第38回食品まつり

出店者募集
会期は
6日間

毎年
盛況

福岡商工会議所（主催：食料・水産部会）は福岡を代表する名物を育てるために「博多うまかもん市」を開催いたします。
地場食品の「新鮮さ」「味の良さ」「安全性」をPRし、“ふるさとの味”の発見や消費拡大を目指します。

申込   締切

〈出 店 費 用〉小間代 40,000円（税込）
〈会場使用料〉売上金額の16％（実演あり）または18％（実演なし）
〈申込方法〉ウェブサイトの所定フォームよりお申し込みください。 https://www.fukunet.or.jp/uumakamon/entry/

金

クラウドサービスってなに ? よく分からないけど気になる… そんな方必見 !!

『クラウドサービス体験ブース』を是非ご利用ください!!『クラウドサービス体験ブース』を是非ご利用ください!!
　福岡商工会議所では、飲食・小売り・サービス業を中心とした事業所様向けに、『POSレジ』、『クラウド会計』、

『クラウド勤怠』、『クラウド予約管理』を操作し体験していただける特設ブースを設置しております。
　煩わしいアカウントを作成しなくても、手ぶらで各サービス活用による利便性を体感していただけますので、
是非、この機会にご体験ください !

福岡商工会議所　 “特設”

■開設時間：平日 9:00 ～17:00
■場　　所：福岡商工会議所　2 階　相談窓口コーナー　
■体験できるクラウドサービス：①『Air レジ』・・・・・・・・・・・・・レジ系アプリ
　　　　　　　　　　　　　　     ②『MF クラウド会計・確定申告』・・・会計アプリ
　　　　　　　　　　　　　　     ③『KING OF TIME』・・・・・・・・・勤怠管理アプリ
　　　　　　　　　　　　　　    ④『Toreta』・・・・・・・・・・・・・予約管理アプリ
■対　　象：中小・小規模事業者
■料　　金：無料

・2019年10月1日以降のご利用について、消費税率を10%とさせていただきます。
　（本体料金〔税抜料金〕に変更はございません）
　（既に10月1日以降をご予約の方におかれましても、消費税率を10%とさせていただきます）

福岡商工会議所貸会議室　ご利用の皆様へ

消費税率引き上げに伴う、貸会議室料金改定のお知らせ
　本年10月1日より、消費税率の8%から10%への引き上げが予定されております。予定通り税率の引き上げが行わ
れた折には、下記の通り消費税込の料金を改定いたします。
　皆様のお役にたてるよう、引き続きサービスの向上に努めてまいります。今後とも当館貸会議室のご愛顧を賜りま
すようお願い申し上げます。

雨傘シェアリングサービス「アイカサ」を
1Fロビーに設置しました!（1日/70円）
会議所ビル１階で雨傘レンタル。突然の雨でも大丈夫です。
返却は、天神・博多41カ所のアイカサスポットへ!

・LINEアプリの登録が必要です。
　（クレジットカードかLINE Payで決済）

商工会議所立体駐車場　事前予約サービス
「akippa」を導入しました!
（土日祝のみ・終日1,080円/税8%）
土・日・祝の商工会議所駐車場を事前予約で
お安く確保。駐車場を探す「ムダ」も「疲れ」も
ありません。

・立体駐車場に入庫可能な車種のみとなります。
・利用時間7:00～22:00（宿泊不可）
・一部設定が無い日があります。

福岡商工会議所ビルがもっと便利になります

登録・予約

新料金表

登録・予約

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

2019年度 第1回

新入会員
交流会

交
流

　2016～2019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。
・会場内に参加企業の商品・パンフレットの展示スペース（無料）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。

11/15●金

■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
10:30～13:00

第一部／商工会議所事業ガイダンス（10:30～11:40）

第二部／会員交流会（12:00～13:00）

2016～2019年度  新入会員
（2016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。

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　FAX 092-413-0066

24 2019  SEPTEMBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



like message

like message like message

like message
like message

お問い合わせ／博多うまかもん市実行委員会事務局（福岡商工会議所 産業振興部内）
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28　TEL 092-441-1119　FAX 092-441-1149

30□25□～
20203 月水 3 場所会期 岩田屋本店 本館7階（大催事場）

10：00～20：00 ※最終日は17：00まで

申込   資格 福岡商工会議所 会員企業 2019年10月11日□必着

博多うまかもん市
第38回食品まつり

出店者募集
会期は
6日間

毎年
盛況

福岡商工会議所（主催：食料・水産部会）は福岡を代表する名物を育てるために「博多うまかもん市」を開催いたします。
地場食品の「新鮮さ」「味の良さ」「安全性」をPRし、“ふるさとの味”の発見や消費拡大を目指します。

申込   締切

〈出 店 費 用〉小間代 40,000円（税込）
〈会場使用料〉売上金額の16％（実演あり）または18％（実演なし）
〈申込方法〉ウェブサイトの所定フォームよりお申し込みください。 https://www.fukunet.or.jp/uumakamon/entry/

金

クラウドサービスってなに ? よく分からないけど気になる… そんな方必見 !!

『クラウドサービス体験ブース』を是非ご利用ください!!『クラウドサービス体験ブース』を是非ご利用ください!!
　福岡商工会議所では、飲食・小売り・サービス業を中心とした事業所様向けに、『POSレジ』、『クラウド会計』、

『クラウド勤怠』、『クラウド予約管理』を操作し体験していただける特設ブースを設置しております。
　煩わしいアカウントを作成しなくても、手ぶらで各サービス活用による利便性を体感していただけますので、
是非、この機会にご体験ください !

福岡商工会議所　 “特設”

■開設時間：平日 9:00 ～17:00
■場　　所：福岡商工会議所　2 階　相談窓口コーナー　
■体験できるクラウドサービス：①『Air レジ』・・・・・・・・・・・・・レジ系アプリ
　　　　　　　　　　　　　　     ②『MF クラウド会計・確定申告』・・・会計アプリ
　　　　　　　　　　　　　　     ③『KING OF TIME』・・・・・・・・・勤怠管理アプリ
　　　　　　　　　　　　　　    ④『Toreta』・・・・・・・・・・・・・予約管理アプリ
■対　　象：中小・小規模事業者
■料　　金：無料

・2019年10月1日以降のご利用について、消費税率を10%とさせていただきます。
　（本体料金〔税抜料金〕に変更はございません）
　（既に10月1日以降をご予約の方におかれましても、消費税率を10%とさせていただきます）

福岡商工会議所貸会議室　ご利用の皆様へ

消費税率引き上げに伴う、貸会議室料金改定のお知らせ
　本年10月1日より、消費税率の8%から10%への引き上げが予定されております。予定通り税率の引き上げが行わ
れた折には、下記の通り消費税込の料金を改定いたします。
　皆様のお役にたてるよう、引き続きサービスの向上に努めてまいります。今後とも当館貸会議室のご愛顧を賜りま
すようお願い申し上げます。

雨傘シェアリングサービス「アイカサ」を
1Fロビーに設置しました!（1日/70円）
会議所ビル１階で雨傘レンタル。突然の雨でも大丈夫です。
返却は、天神・博多41カ所のアイカサスポットへ!

・LINEアプリの登録が必要です。
　（クレジットカードかLINE Payで決済）

商工会議所立体駐車場　事前予約サービス
「akippa」を導入しました!
（土日祝のみ・終日1,080円/税8%）
土・日・祝の商工会議所駐車場を事前予約で
お安く確保。駐車場を探す「ムダ」も「疲れ」も
ありません。

・立体駐車場に入庫可能な車種のみとなります。
・利用時間7:00～22:00（宿泊不可）
・一部設定が無い日があります。

福岡商工会議所ビルがもっと便利になります

登録・予約

新料金表

登録・予約

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

2019年度 第1回

新入会員
交流会

交
流

　2016～2019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。
・会場内に参加企業の商品・パンフレットの展示スペース（無料）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。

11/15●金

■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
10:30～13:00

第一部／商工会議所事業ガイダンス（10:30～11:40）

第二部／会員交流会（12:00～13:00）

2016～2019年度  新入会員
（2016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。

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　FAX 092-413-0066
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■NPO法人学生ネットワークWAN　とは？
　設立17年目を迎える学生主体のNPO。「学生
だから～できない」「地方だから～できない」を変える
べく全国19地域の情報発信支援や、地域の
関係人口をつくるコンテンツ企画
運営をしている。私たちの運営す
るサイト「ガクログ」もぜひCHECK!!
してください！
http://www.gakulog.net/

　株式会社トゥトゥモロウは、現代表の坂田 知裕 氏が、
1993 年に宅配クリーニング「ラクーンデリバリー」で創業。
その後、クリーニング事業からファッションメンテナンス事業
へと領域を拡大し、特殊しみ抜き「感動しみ抜き匠抜き」、靴
のメンテナンスサービス「靴磨き隊」、クリーニングの通販「美
服パック」、高級洗剤ブランドと協業した「ランドレス・ク
リーニングラボ」などを次々と展開。最近では、スマホから
注文、希望のロッカーで洋服をやりとりする新サービス「ラン
ドリーパック」を開始した。2009 年には、経済産業省主催
の中小企業 IT 経営力大賞を受賞している。
　
　そんなトゥトゥモロウでデリバリー部門のリーダーを務める、
森 拓人 氏に、10 年後をテーマにお話を伺った。

森さんが自社を知ったきっかけや、選んだ決め手を教えてくだ
さい。

当時、個人宅にお伺いする宅配クリーニングサービスと

いったものを聞いたことがありませんでした。宅配と聞くと、
ピザや飲食店のデリバリーを思い浮かべていたので、その点
が面白いと思いました。最近はネットの普及によりオンライン
上でなんでもやり取りができてしまうので、こういったサービ
スをしている会社は他になかなかありません。

現在のお仕事と、仕事の中で心がけていることを教えてください。

私はデリバリー部門の一社員として、お客様のお宅に伺う
現場の仕事をしつつ、リーダーとしてチームをまとめ、他の従
業員のシフトの作成も行っています。マネジメントに関しては、
指示を出したら、その作業が一通り終わったかどうかの確認
を行うようにしています。以前、「やっておいて」と指示を出
しっぱなしにしてしまい、後から社長に「終わったの?」と聞か
れ、慌てて対応をしてしまったことがあったからです。あとは、
仕事が雑になっていないか、簡単な仕事でもちゃんと丁寧に
やっているか、ということを意識するようにしています。

お客様とのやりとりの中で心がけていることはありますか?

現場では、「お客様の変化に気づく」ということを意識してい
ます。個人宅にお伺いするので、玄関の雰囲気などから話す
きっかけを見つけ、お客様と少しでも距離を縮めていくことがで
きるようにしています。お客様の7～8割が以前から弊社のサー
ビスを利用されている方なので、スタッフが変わった時も、お客
様の方から声をかけていただけ、親しくなれる最初の一歩にな
ります。親しくなれば仕事もやりやすいですし、何度も顔を合わ
せるのでプライベートのお話も自然とお客様の方から振ってくだ
さるようになります。

そんなクリーニング業界の10 年後をどうお考えですか?

現在は、過去と比べて、服のカジュアル化など、自宅で洗濯
できる衣類が増加しています。さらに共働き・シングルマザーも
増加傾向にあり、1世帯の所得が低く、節約志向になっていく
と思います。ですので、クリーニングの店舗自体は減少の方向
に傾いていくと思います。しかし、世の中に洋服が存在する限
り、クリーニング業界自体がなくなることはありませんので、い
かに値ごろ感のあるサービス・高クオリティ・高付加価値でお
客様を満足させていけるかが、業界としても大事になってくるの
ではないかと思います。

業界の潮流を踏まえ、御社としては 10 年後の戦略をどうお
考えでしょうか。

マーケットがシュリンクしていき、ニーズが多様化する状況の
中で、それぞれのニーズにフォーカスしたサービス開発が必要
だと考えております。弊社では最近、ランドリーパックという
ロッカーを利用した新サービスを始めました。お客様は、スマ
ホで注文していただき、ご希望のロッカーに洋服を入れていた
だくだけのサービスです。

共働き・シングルマザーの増加、働き方改革の推進などの、
環境が変化する中で、さらにプライベートの時間が貴重になっ
ていきつつあります。そんな中、手軽にクリーニングできるサー
ビスは今後重要になってくると感じております。テスト段階で東
京・埼玉にも展開しており、全国展開はもとより海外へも広
がっていけるよう、チャレンジしていきます。

「今与えられている役割をチャンスと捉え、
  10年後には“任される”人材になる。」

個人としての10 年後の目標はありますか?

個人としては、人を動かすことができ、そして任される人に
なっていたいと思っています。現在、デリバリー部門5～7名の
パート・アルバイトを統括するリーダーを任されています。自分
の年齢（25歳）で現場をまわすという経験は、他の会社ではな
かなかできない珍しいことだと思っています。

ビジネスにおいても“珍しい”はチャンスに繋がりますので、自
社の宅配クリーニングという業態は、世間的にも少数派で今後
の可能性を大きく感じています。その中で今与えられている役
割をチャンスと捉え、周りを動かし任される社会人になっていけ
ればと思っています。

10 年後の目標に向かって心がけていることはありますか?

目の前の仕事に丁寧に打ち込むことを心がけています。当た
り前のようですが、仕事に慣れていくとおろそかになりがちな部
分です。ただ仕事に打ち込むのではなく「丁寧」に打ち込むこと
が大事だと思っています。毎日「丁寧」を積み重ねていければ、
それを見て周りがついてくるようになり、信頼に繋がります。そ
れが習慣化できて初めて、10年後の自分の理想に進んでいけ
ると思っています。

最後に、働くことに対するモチベーションを教えてください。

好奇心です。興味を持つことは仕事をする中でとても大事だ
と思います。この業界はこの先どうなるのか分からない分、良
い方に向かっていく可能性もありますが、逆の可能性もありま
す。つまり自分たちの動き方次第で決まるということです。この
ことがモチベーションの維持に繋がっていると思います。

10 年後の自分を想像しながら、目の前の仕事に丁寧に取り
組み、また自分の好奇心に従って仕事をきっちりこなす姿勢
がとてもかっこいいと感じました。森さん、貴重なお話をあり
がとうございました。

株式会社トゥトゥモロウ

森 拓人さん

■今月の取材先　株式会社トゥトゥモロウ　とは？
　「“こだわり”や“愛着”のある洋服や靴などのファッションアイテ
ムを、卓越したメンテナンスサービスで、長く大切にするお手伝
いをする。」を理念に掲げ、宅配クリーニング『ラクーンデリバ
リーサービス』など、様々な事業を展開している。

取材

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

学生╳商工会議所  タイアップインタビュー企画 福岡商工会議所が150周年を迎える「10年後」をキーワードに
学生が成長企業の若手社員を取材し、将来の展望を探ります。
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■NPO法人学生ネットワークWAN　とは？
　設立17年目を迎える学生主体のNPO。「学生
だから～できない」「地方だから～できない」を変える
べく全国19地域の情報発信支援や、地域の
関係人口をつくるコンテンツ企画
運営をしている。私たちの運営す
るサイト「ガクログ」もぜひCHECK!!
してください！
http://www.gakulog.net/

　株式会社トゥトゥモロウは、現代表の坂田 知裕 氏が、
1993 年に宅配クリーニング「ラクーンデリバリー」で創業。
その後、クリーニング事業からファッションメンテナンス事業
へと領域を拡大し、特殊しみ抜き「感動しみ抜き匠抜き」、靴
のメンテナンスサービス「靴磨き隊」、クリーニングの通販「美
服パック」、高級洗剤ブランドと協業した「ランドレス・ク
リーニングラボ」などを次々と展開。最近では、スマホから
注文、希望のロッカーで洋服をやりとりする新サービス「ラン
ドリーパック」を開始した。2009 年には、経済産業省主催
の中小企業 IT 経営力大賞を受賞している。
　
　そんなトゥトゥモロウでデリバリー部門のリーダーを務める、
森 拓人 氏に、10 年後をテーマにお話を伺った。

森さんが自社を知ったきっかけや、選んだ決め手を教えてくだ
さい。

当時、個人宅にお伺いする宅配クリーニングサービスと

いったものを聞いたことがありませんでした。宅配と聞くと、
ピザや飲食店のデリバリーを思い浮かべていたので、その点
が面白いと思いました。最近はネットの普及によりオンライン
上でなんでもやり取りができてしまうので、こういったサービ
スをしている会社は他になかなかありません。

現在のお仕事と、仕事の中で心がけていることを教えてください。

私はデリバリー部門の一社員として、お客様のお宅に伺う
現場の仕事をしつつ、リーダーとしてチームをまとめ、他の従
業員のシフトの作成も行っています。マネジメントに関しては、
指示を出したら、その作業が一通り終わったかどうかの確認
を行うようにしています。以前、「やっておいて」と指示を出
しっぱなしにしてしまい、後から社長に「終わったの?」と聞か
れ、慌てて対応をしてしまったことがあったからです。あとは、
仕事が雑になっていないか、簡単な仕事でもちゃんと丁寧に
やっているか、ということを意識するようにしています。

お客様とのやりとりの中で心がけていることはありますか?

現場では、「お客様の変化に気づく」ということを意識してい
ます。個人宅にお伺いするので、玄関の雰囲気などから話す
きっかけを見つけ、お客様と少しでも距離を縮めていくことがで
きるようにしています。お客様の7～8割が以前から弊社のサー
ビスを利用されている方なので、スタッフが変わった時も、お客
様の方から声をかけていただけ、親しくなれる最初の一歩にな
ります。親しくなれば仕事もやりやすいですし、何度も顔を合わ
せるのでプライベートのお話も自然とお客様の方から振ってくだ
さるようになります。

そんなクリーニング業界の10 年後をどうお考えですか?

現在は、過去と比べて、服のカジュアル化など、自宅で洗濯
できる衣類が増加しています。さらに共働き・シングルマザーも
増加傾向にあり、1世帯の所得が低く、節約志向になっていく
と思います。ですので、クリーニングの店舗自体は減少の方向
に傾いていくと思います。しかし、世の中に洋服が存在する限
り、クリーニング業界自体がなくなることはありませんので、い
かに値ごろ感のあるサービス・高クオリティ・高付加価値でお
客様を満足させていけるかが、業界としても大事になってくるの
ではないかと思います。

業界の潮流を踏まえ、御社としては 10 年後の戦略をどうお
考えでしょうか。

マーケットがシュリンクしていき、ニーズが多様化する状況の
中で、それぞれのニーズにフォーカスしたサービス開発が必要
だと考えております。弊社では最近、ランドリーパックという
ロッカーを利用した新サービスを始めました。お客様は、スマ
ホで注文していただき、ご希望のロッカーに洋服を入れていた
だくだけのサービスです。

共働き・シングルマザーの増加、働き方改革の推進などの、
環境が変化する中で、さらにプライベートの時間が貴重になっ
ていきつつあります。そんな中、手軽にクリーニングできるサー
ビスは今後重要になってくると感じております。テスト段階で東
京・埼玉にも展開しており、全国展開はもとより海外へも広
がっていけるよう、チャレンジしていきます。

「今与えられている役割をチャンスと捉え、
  10年後には“任される”人材になる。」

個人としての10 年後の目標はありますか?

個人としては、人を動かすことができ、そして任される人に
なっていたいと思っています。現在、デリバリー部門5～7名の
パート・アルバイトを統括するリーダーを任されています。自分
の年齢（25歳）で現場をまわすという経験は、他の会社ではな
かなかできない珍しいことだと思っています。

ビジネスにおいても“珍しい”はチャンスに繋がりますので、自
社の宅配クリーニングという業態は、世間的にも少数派で今後
の可能性を大きく感じています。その中で今与えられている役
割をチャンスと捉え、周りを動かし任される社会人になっていけ
ればと思っています。

10 年後の目標に向かって心がけていることはありますか?

目の前の仕事に丁寧に打ち込むことを心がけています。当た
り前のようですが、仕事に慣れていくとおろそかになりがちな部
分です。ただ仕事に打ち込むのではなく「丁寧」に打ち込むこと
が大事だと思っています。毎日「丁寧」を積み重ねていければ、
それを見て周りがついてくるようになり、信頼に繋がります。そ
れが習慣化できて初めて、10年後の自分の理想に進んでいけ
ると思っています。

最後に、働くことに対するモチベーションを教えてください。

好奇心です。興味を持つことは仕事をする中でとても大事だ
と思います。この業界はこの先どうなるのか分からない分、良
い方に向かっていく可能性もありますが、逆の可能性もありま
す。つまり自分たちの動き方次第で決まるということです。この
ことがモチベーションの維持に繋がっていると思います。

10 年後の自分を想像しながら、目の前の仕事に丁寧に取り
組み、また自分の好奇心に従って仕事をきっちりこなす姿勢
がとてもかっこいいと感じました。森さん、貴重なお話をあり
がとうございました。

株式会社トゥトゥモロウ

森 拓人さん

■今月の取材先　株式会社トゥトゥモロウ　とは？
　「“こだわり”や“愛着”のある洋服や靴などのファッションアイテ
ムを、卓越したメンテナンスサービスで、長く大切にするお手伝
いをする。」を理念に掲げ、宅配クリーニング『ラクーンデリバ
リーサービス』など、様々な事業を展開している。

取材

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

学生╳商工会議所  タイアップインタビュー企画 福岡商工会議所が150周年を迎える「10年後」をキーワードに
学生が成長企業の若手社員を取材し、将来の展望を探ります。
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ラスベガス・コンベンション・センター
（LVCC）視察・IR※専門家との意見交換会

　世界有数のMICE 都市であるラスベガスでは、マッカラ

ン国際空港からのアクセスもよく、世界規模の展示会や

イベントが常時開催されているラスベガス・コンベンショ

ン・センター（LVCC）の視察を行った。

　日本でも議論が進み関心が高まっているIRについては

現地在住の専門家であるNiraku USA Inc. 近藤博寿氏に
よる講演と意見交換会を行った。

　講演では、日本におけるIR 開業について今後の見通し

や知っておくべきポイントや、ラスベガスがアイスホッケー

などスポーツを活用した誘客に力を入れている現状などの

MICE 都市としての取り組み事例など、現地ならではの情

報をうかがった。その後の意見交換では、参加者から近

藤氏に対して多数の質問が出るなど充実した内容となっ

た。

シアトル
ボーイング社エバレット工場訪問

　シアトル近郊にあるボーイング社エバレット工場を訪

問。工場視察の前に、ANA 米州技術駐在部長の木谷秀

幸氏からボーイング社の概要について説明を受けた。

　ボーイング社は1916 年にシアトルで設立。現在はシカ

ゴに本部があり、全米 50 州、および65カ国で14万人を

雇用するグローバル企業。世界で使用されているジェット

機の約 50％（約 10,000 機）がボーイングの機材であり、

2018 年の売上高は約 11兆1,210 億円。

　同社では、航空機を構成する部品を世界各地で分担生

産しているため、短期間での製造が可能となっている。

そのうち日本では約150 社が生産に携わっており、なかで

も787 型機は日本企業の製造割合が 35％を占めている。

例えば、東レの炭素繊維に代表される日本の技術が航空

機の軽量化にも貢献している。また日本（名古屋）で組み

立てられた主翼など大型部品を分解せず、このエバレッ

ト工場に輸送するための航空機 （ドリームリフター）の存

在も短期期間での製造を可能にしている要因となっている。

　木谷氏の説明に続いて、ボーイング社のデイビット・

ルーガン氏の案内により広大なエバレット工場を視察。

通常の工場見学は 2 階から製造工程を見学するコース

とのことだが、今回は特別にカートでの案内となった。

また、目の前にある製造中の航空機の内部等まで見る・

触れるチャンスもあり、部品の説明を受ける中で、日本

の高い技術力が航空機産業を支えていることを体感し、

参加者にとって大変貴重な体験となった。

シアトル
キャッシュレス店舗 Amazon Go訪問

　来店客が手に取った商品をレジで精算することなく、

店外に持ち出した時点で支払が完了するキャッシュレス店

舗 Amazon Goを訪問。事前に Amazon Goアプリのダウ

ンロードやAmazonアカウントへのサインインが必要であ

るため、今回は現地ガイドのスマートフォンを使って入店

し、一連の購買の流れを体験した。

ポートランド市訪問

　訪問団の一部メンバーは、福岡市の「一人一花運動」

のモデル都市となった、ポートランド市を訪問。

　近年、循環型みどりの街づくりを進めてきたポートラン

ド市環境局長との面談やポートランド市コミッショナー

（副市長クラス）との意見交換を実施した。同市では、過

去 15 年間に３回の住民投票が行われており、総合的な

街づくりを進めるには、市民の理解と市民の参画意識を

高めることが重要との説明があった。

サンフランシスコ
駐米の関係者との懇談会

　サンフランシスコをはじめ、アメリカを拠点に活動する

行政や企業の代表との懇談会を開催。

　まず、現地事情や自団体の活動に関して、日本から

の貿易促進を担っている日本貿易振興機構（JETRO）サン

フランシスコ事務所長 中沢則夫氏から「アメリカ西海岸
シリコンバレーの経済状況」、世界 28カ国と115 都市に

現 地法人・駐在事務所がある西日本鉄 道 ㈱の N N R 

GLOBAL LOGISTICS President 今村浩一氏から「西鉄国
際物流の北米戦略」、シリコンバレーに事務所を構え、

福岡県からの進出企業支援や人的交流の促進に携わって

いる福岡県サンフランシスコ事務所長 徳永博昭氏から

「福岡県とアメリカ（サンフランシスコ）の交流」について

それぞれ話を聞いた。その後の懇親会では講師も交え

て、参加者との活発な意見交換が行われ懇親を深めた。

「アメリカ西海岸シリコンバレーの経済状況」について
（JETRO）

　シリコンバレーは総面積 4,800 ㎢、人口 307万人（雇

用総数 163.9万人）。カリフォルニア州の GDP は全米の

15％でフランスに匹敵し、他地域に比べて、初任給含め

て高所得者が多い。（平均給与112,060ドル／年）

　 加えて家 賃も他 地 域と比べ高く 、 1 ベッドルーム

（1LDK）でもサンフランシスコでは3,400ドル。

　シリコンバレーのビジネススタイルは、①個人の能力・

経験主義、②おおらかな情報共有と高い雇用流動性、③

世界を変えたい、という強い意志・想い、④失敗に対す

る高い許容性（失敗の中身次第）、⑤徹底した「Time is 

Money」意識（先行利益の追求）、⑥マーケットを意識した

プロダクトの設定、が特徴とのこと。

訪問先レポート

7
26

7
28

7
31

7
31

7
31

2019年度「福商・経済訪問団」
～海外視察ミッション（サンフランシスコ、ラスベガス、シアトル）～

【参加者】団長：藤永憲一会頭、副団長：松本優三副会頭、当所議員、会員企業など18名

報告
T-モバイルパーク（シアトル）での集合写真

JETROサンフランシスコ事務所長 中沢則夫氏による説明

LVCC視察 近藤氏との意見交換

循環型みどりの街づくりを進めるポートランド市ポートランド市コミッショナーとの意見交換

入店時の様子

ボーイング社エバレット工場視察 工場内での説明

Amazon Go

　福岡商工会議所では、最新の経済情勢や商工業の活
動内容の把握、海外の関係機関との交流を図ることを目
的に海外ミッションを派遣しており、今回は7月26日から
8月2日まで8日間、アメリカ合衆国サンフランシスコ、
ラスベガス、シアトルの３都市を訪問した。

※IR：国際会議場・展示施設などの MICE 施設、ホテル、商業施設（ショッピング
モール）、レストラン、劇場・映画館、アミューズメントパーク、スポーツ施設、温浴施
設などと一体になった複合観光集客施設

シアトル

サンフランシスコ
ラスベガス
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ラスベガス・コンベンション・センター
（LVCC）視察・IR※専門家との意見交換会

　世界有数のMICE 都市であるラスベガスでは、マッカラ

ン国際空港からのアクセスもよく、世界規模の展示会や

イベントが常時開催されているラスベガス・コンベンショ

ン・センター（LVCC）の視察を行った。

　日本でも議論が進み関心が高まっているIRについては

現地在住の専門家であるNiraku USA Inc. 近藤博寿氏に
よる講演と意見交換会を行った。

　講演では、日本におけるIR 開業について今後の見通し

や知っておくべきポイントや、ラスベガスがアイスホッケー

などスポーツを活用した誘客に力を入れている現状などの

MICE 都市としての取り組み事例など、現地ならではの情

報をうかがった。その後の意見交換では、参加者から近

藤氏に対して多数の質問が出るなど充実した内容となっ

た。

シアトル
ボーイング社エバレット工場訪問

　シアトル近郊にあるボーイング社エバレット工場を訪

問。工場視察の前に、ANA 米州技術駐在部長の木谷秀

幸氏からボーイング社の概要について説明を受けた。

　ボーイング社は1916 年にシアトルで設立。現在はシカ

ゴに本部があり、全米 50 州、および65カ国で14万人を

雇用するグローバル企業。世界で使用されているジェット

機の約 50％（約 10,000 機）がボーイングの機材であり、

2018 年の売上高は約 11兆1,210 億円。

　同社では、航空機を構成する部品を世界各地で分担生

産しているため、短期間での製造が可能となっている。

そのうち日本では約150 社が生産に携わっており、なかで

も787 型機は日本企業の製造割合が 35％を占めている。

例えば、東レの炭素繊維に代表される日本の技術が航空

機の軽量化にも貢献している。また日本（名古屋）で組み

立てられた主翼など大型部品を分解せず、このエバレッ

ト工場に輸送するための航空機 （ドリームリフター）の存

在も短期期間での製造を可能にしている要因となっている。

　木谷氏の説明に続いて、ボーイング社のデイビット・

ルーガン氏の案内により広大なエバレット工場を視察。

通常の工場見学は 2 階から製造工程を見学するコース

とのことだが、今回は特別にカートでの案内となった。

また、目の前にある製造中の航空機の内部等まで見る・

触れるチャンスもあり、部品の説明を受ける中で、日本

の高い技術力が航空機産業を支えていることを体感し、

参加者にとって大変貴重な体験となった。

シアトル
キャッシュレス店舗 Amazon Go訪問

　来店客が手に取った商品をレジで精算することなく、

店外に持ち出した時点で支払が完了するキャッシュレス店

舗 Amazon Goを訪問。事前に Amazon Goアプリのダウ

ンロードやAmazonアカウントへのサインインが必要であ

るため、今回は現地ガイドのスマートフォンを使って入店

し、一連の購買の流れを体験した。

ポートランド市訪問

　訪問団の一部メンバーは、福岡市の「一人一花運動」

のモデル都市となった、ポートランド市を訪問。

　近年、循環型みどりの街づくりを進めてきたポートラン

ド市環境局長との面談やポートランド市コミッショナー

（副市長クラス）との意見交換を実施した。同市では、過

去 15 年間に３回の住民投票が行われており、総合的な

街づくりを進めるには、市民の理解と市民の参画意識を

高めることが重要との説明があった。

サンフランシスコ
駐米の関係者との懇談会

　サンフランシスコをはじめ、アメリカを拠点に活動する

行政や企業の代表との懇談会を開催。

　まず、現地事情や自団体の活動に関して、日本から

の貿易促進を担っている日本貿易振興機構（JETRO）サン

フランシスコ事務所長 中沢則夫氏から「アメリカ西海岸
シリコンバレーの経済状況」、世界 28カ国と115 都市に

現 地法人・駐在事務所がある西日本鉄 道 ㈱の N N R 

GLOBAL LOGISTICS President 今村浩一氏から「西鉄国
際物流の北米戦略」、シリコンバレーに事務所を構え、

福岡県からの進出企業支援や人的交流の促進に携わって

いる福岡県サンフランシスコ事務所長 徳永博昭氏から

「福岡県とアメリカ（サンフランシスコ）の交流」について

それぞれ話を聞いた。その後の懇親会では講師も交え

て、参加者との活発な意見交換が行われ懇親を深めた。

「アメリカ西海岸シリコンバレーの経済状況」について
（JETRO）

　シリコンバレーは総面積 4,800 ㎢、人口 307万人（雇

用総数 163.9万人）。カリフォルニア州の GDP は全米の

15％でフランスに匹敵し、他地域に比べて、初任給含め

て高所得者が多い。（平均給与112,060ドル／年）

　 加えて家 賃も他 地 域と比べ高く 、 1 ベッドルーム

（1LDK）でもサンフランシスコでは3,400ドル。

　シリコンバレーのビジネススタイルは、①個人の能力・

経験主義、②おおらかな情報共有と高い雇用流動性、③

世界を変えたい、という強い意志・想い、④失敗に対す

る高い許容性（失敗の中身次第）、⑤徹底した「Time is 

Money」意識（先行利益の追求）、⑥マーケットを意識した

プロダクトの設定、が特徴とのこと。
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報告
T-モバイルパーク（シアトル）での集合写真

JETROサンフランシスコ事務所長 中沢則夫氏による説明
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循環型みどりの街づくりを進めるポートランド市ポートランド市コミッショナーとの意見交換

入店時の様子

ボーイング社エバレット工場視察 工場内での説明

Amazon Go

　福岡商工会議所では、最新の経済情勢や商工業の活
動内容の把握、海外の関係機関との交流を図ることを目
的に海外ミッションを派遣しており、今回は7月26日から
8月2日まで8日間、アメリカ合衆国サンフランシスコ、
ラスベガス、シアトルの３都市を訪問した。

※IR：国際会議場・展示施設などの MICE 施設、ホテル、商業施設（ショッピング
モール）、レストラン、劇場・映画館、アミューズメントパーク、スポーツ施設、温浴施
設などと一体になった複合観光集客施設

シアトル

サンフランシスコ
ラスベガス
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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

プライベートサロンMEGURIKA

「美と癒やし」の施術を完全プライベートな空間で
受けられるサロンとして経営者の方などに人気です

美意識高い男性から支持!
男性専門のプライベートエステサロン

▼

人目を気にせず
ゆったりとした時間を…

TEL：092-981-6152　     
https://www.catenomori.com/restaurant
E-mail：info@aimattain.jp
営業内容
イタリアンレストラン・カフェ

森林が広がる自然の中で、厳選した食材で作った
美味しいイタリアンを提供しています

五感レストラン　ベイベリー

五感レストラン　ベイベリー

篠栗の森にある
本格的イタリアンレストラン！

ニューヨーク発　世界が驚嘆した舞台!
神韻2020日本公演

▼

ベイベリー和牛グリル
スペシャルランチ

福岡市博多区住吉3-1-18　
芸術センター1308
TEL：092-260-7978
携帯：090-8410-7978
FAX：092-260-7978
https://este-aroma.jp/
営業内容
男性専門のエステサロンでアンダーヘア

（VIO）脱毛とアロマトリートメントなど肌
のお手入れと癒しを提供しています

プライベートサロンMEGURIKA

爽やかな風、五感すべてを満たして、心
と身体を癒やしてください。

　レストランをご利用の方は、中庭には
大人ブランコや裏山のハンモックなどを
無料でご利用いただけます♪
　美味しい食事とどこまでも続く木々の
緑、鳥の囀り、小川のせせらぎ、そして

東京都台東区東上野1-9-8 
森田ビル4F
TEL：03-6907-3288
FAX：03-6907-3277
https://jp.shenyun.com
E-mail：s.i@afcpa.or.jp　　
営業内容

「神韻世界ツアー日本公演」を主催します。

中国古典舞踊の最高峰―神韻。ニューヨークより
日本9都市を巡演

一般社団法人　古典芸術振興会

一般社団法人　古典芸術振興会

見どころの一つ。 
　毎年一新される舞台に、今回もご期
待ください。

　世界最高峰の中国古典舞踊の舞台が、
再び来日!
　息を呑む美しさ、圧巻のテクニック、
伝統に基づく優雅な衣装。
　中国楽器とオーケストラによる伴奏も

　男性専門のエステサロンでアンダーヘ
ア（VIO）脱毛やアロマトリートメントな
どに定評があるサロン。「見えないところ
の身だしなみも整えたい」という経営者
や美意識の高い40代～50代から支持さ

れており、完全プライベートな空間で施
術が受けられる点も人気。男性のシミ、
シワに特化した新メニュー「メンズ BBL
フォト」を導入。博多駅から徒歩10分　
住吉神社横

㈱アエナリア　ピッツェリア・ダ・ガエターノ

世界のピッツァレストランベスト70にも選出された
日本でいま、最もイタリアに近いピッツェリア

ナポリの名店「ダ・ガエターノ」が
唯一認めたピッツェリア

福岡市中央区渡辺通2-7-14
パグーロ薬院１F
TEL：092-986-8822
FAX：092-986-8822
http://gaetano.jp/
営業内容
イタリア料理店経営、薪窯搭載移動販売
車、ケータリング、ピッツァ技術指導、
飲食店開業コンサルティング

㈱アエナリア
ピッツェリア・ダ・ガエターノ

　オーナーの TOMMY は世界で唯一
「ダ・ガエターノ」の暖簾分けを許された
ピッツァ職人。
　お店は、世界のピッツァレストランベス
ト70を始めミシュランビブグルマンも連

続で獲得。
　本場イタリアの郷土料理とピッツァを
肩肘張らないカジュアルなサービスで、
ナポリの雰囲気とともにお楽しみください。

（西鉄薬院駅から徒歩１分です。）

福岡市博多区祇園町4-6平田ビル401
TEL：092-710-7126
FAX：092-710-7126
https://r.goope.jp/friends1
E-mail：bgcfriends@yahoo.co.jp　
営業内容
2,000円で、お酒を飲みながらアナログ
ゲームが遊べるお店です。200 種類の
パーティーゲームと20 種類のフード、
40種類のドリンクがございます。

協力ゲームもありチームビルディングにも!

Friends　Friends

Friends　Friends

今話題のボードゲームカフェ!
社会人向けのカフェバーです!

▼

人気パスタは500円!

▼

神韻2020日本公演

　オシャレな店内で、ドリンクを飲みな
がらパーティーゲームやボードゲームが
遊べるお店です。ルール説明はスタッフ
がいたしますので初心者の方もご安心く
ださい。

　協力ゲームや心理戦ゲームなどいろい
ろご用意しております。会社の飲み会で
ご利用されたお客様に「チームビルディ
ングにいいね!」と言っていただきました。
是非一度ご利用ください!

▼

イタリアの食材で焼き上げた
マルゲリータ

福岡市博多区博多駅東1-12-5
博多大島ビル2F
TEL：092-292-3339
FAX：092-292-3336
http://angelroad-co.com/
E-mail：info@angelroad-co.com
営業内容
結婚相手の紹介・婚活相談
各種パーティー・イベント等の開催
各種セミナー・講座等の開催

成婚実績200組以上。大切な社員様の婚活支援いたします
法人コースもあります

㈱エンジェルロード

㈱エンジェルロード

出会いの少ない独身男性・女性の
結婚相手をご紹介します!

▼

1階の日産レンタカーさんが
目印です

　創業 8 年目、博多駅筑紫口から正面
（徒歩2分）にある仲人型の結婚相談所
です。弊社は結婚を第一に考えた「成婚
主義」を掲げています。 お見合いからス
タートする自然な恋愛!ご交際、ご成婚

に至るまで、丁寧にフォローをしてまい
ります。初婚・再婚問わず、200 組以
上ものご成婚実績を誇る仲人が、1年以
内のご成婚を目指した婚活プランをご提
案いたします。

福Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース

30 2019  SEPTEMBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・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
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受けられるサロンとして経営者の方などに人気です
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▼
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営業内容
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森林が広がる自然の中で、厳選した食材で作った
美味しいイタリアンを提供しています

五感レストラン　ベイベリー

五感レストラン　ベイベリー

篠栗の森にある
本格的イタリアンレストラン！

ニューヨーク発　世界が驚嘆した舞台!
神韻2020日本公演

▼

ベイベリー和牛グリル
スペシャルランチ

福岡市博多区住吉3-1-18　
芸術センター1308
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（VIO）脱毛とアロマトリートメントなど肌
のお手入れと癒しを提供しています

プライベートサロンMEGURIKA

爽やかな風、五感すべてを満たして、心
と身体を癒やしてください。

　レストランをご利用の方は、中庭には
大人ブランコや裏山のハンモックなどを
無料でご利用いただけます♪
　美味しい食事とどこまでも続く木々の
緑、鳥の囀り、小川のせせらぎ、そして

東京都台東区東上野1-9-8 
森田ビル4F
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https://jp.shenyun.com
E-mail：s.i@afcpa.or.jp　　
営業内容

「神韻世界ツアー日本公演」を主催します。

中国古典舞踊の最高峰―神韻。ニューヨークより
日本9都市を巡演

一般社団法人　古典芸術振興会

一般社団法人　古典芸術振興会

見どころの一つ。 
　毎年一新される舞台に、今回もご期
待ください。

　世界最高峰の中国古典舞踊の舞台が、
再び来日!
　息を呑む美しさ、圧巻のテクニック、
伝統に基づく優雅な衣装。
　中国楽器とオーケストラによる伴奏も

　男性専門のエステサロンでアンダーヘ
ア（VIO）脱毛やアロマトリートメントな
どに定評があるサロン。「見えないところ
の身だしなみも整えたい」という経営者
や美意識の高い40代～50代から支持さ

れており、完全プライベートな空間で施
術が受けられる点も人気。男性のシミ、
シワに特化した新メニュー「メンズ BBL
フォト」を導入。博多駅から徒歩10分　
住吉神社横

㈱アエナリア　ピッツェリア・ダ・ガエターノ

世界のピッツァレストランベスト70にも選出された
日本でいま、最もイタリアに近いピッツェリア

ナポリの名店「ダ・ガエターノ」が
唯一認めたピッツェリア

福岡市中央区渡辺通2-7-14
パグーロ薬院１F
TEL：092-986-8822
FAX：092-986-8822
http://gaetano.jp/
営業内容
イタリア料理店経営、薪窯搭載移動販売
車、ケータリング、ピッツァ技術指導、
飲食店開業コンサルティング

㈱アエナリア
ピッツェリア・ダ・ガエターノ

　オーナーの TOMMY は世界で唯一
「ダ・ガエターノ」の暖簾分けを許された
ピッツァ職人。
　お店は、世界のピッツァレストランベス
ト70を始めミシュランビブグルマンも連

続で獲得。
　本場イタリアの郷土料理とピッツァを
肩肘張らないカジュアルなサービスで、
ナポリの雰囲気とともにお楽しみください。

（西鉄薬院駅から徒歩１分です。）

福岡市博多区祇園町4-6平田ビル401
TEL：092-710-7126
FAX：092-710-7126
https://r.goope.jp/friends1
E-mail：bgcfriends@yahoo.co.jp　
営業内容
2,000円で、お酒を飲みながらアナログ
ゲームが遊べるお店です。200 種類の
パーティーゲームと20 種類のフード、
40種類のドリンクがございます。

協力ゲームもありチームビルディングにも!

Friends　Friends

Friends　Friends

今話題のボードゲームカフェ!
社会人向けのカフェバーです!

▼

人気パスタは500円!

▼

神韻2020日本公演

　オシャレな店内で、ドリンクを飲みな
がらパーティーゲームやボードゲームが
遊べるお店です。ルール説明はスタッフ
がいたしますので初心者の方もご安心く
ださい。

　協力ゲームや心理戦ゲームなどいろい
ろご用意しております。会社の飲み会で
ご利用されたお客様に「チームビルディ
ングにいいね!」と言っていただきました。
是非一度ご利用ください!

▼

イタリアの食材で焼き上げた
マルゲリータ

福岡市博多区博多駅東1-12-5
博多大島ビル2F
TEL：092-292-3339
FAX：092-292-3336
http://angelroad-co.com/
E-mail：info@angelroad-co.com
営業内容
結婚相手の紹介・婚活相談
各種パーティー・イベント等の開催
各種セミナー・講座等の開催

成婚実績200組以上。大切な社員様の婚活支援いたします
法人コースもあります

㈱エンジェルロード

㈱エンジェルロード

出会いの少ない独身男性・女性の
結婚相手をご紹介します!

▼

1階の日産レンタカーさんが
目印です

　創業 8 年目、博多駅筑紫口から正面
（徒歩2分）にある仲人型の結婚相談所
です。弊社は結婚を第一に考えた「成婚
主義」を掲げています。 お見合いからス
タートする自然な恋愛!ご交際、ご成婚

に至るまで、丁寧にフォローをしてまい
ります。初婚・再婚問わず、200 組以
上ものご成婚実績を誇る仲人が、1年以
内のご成婚を目指した婚活プランをご提
案いたします。

福Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース
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今回ご紹介するのは、博多リバレインモールの1 階にある、
日本でも珍しいテキスタイルを取り扱う「テキスタイル長尾」で
す　 なんと、驚くことに販売されている商品のデザインから生
地に使用されている糸の染織まで、長尾さんが全て行っている
とのこと

店内には、パステルカラーのきれいなリネンのワンピース・
トートバッグ・インテリア用品など多種多様なアイテムが並ん
でいました　 これらの使用する素材や色は季節によっても変わ
り、自分好みの商品を見つける楽しみもあります

テキスタイル長尾では、2ヵ月に1回、「手織り体験」を行って
います。毎回設定されているテーマに沿った小物を自分の手で
作成することができます！今回は特別に私も体験させていただ
けることに…　   まずはじめに、説明を受け、いざ手織りスター
ト! 織り目を綺麗にするためには糸を通す角度も重要で、なか
なか綺麗になる角度をつかめず苦戦　  何列か織ると慣れてき
て、最初よりきれいに織れました　  何列も織っていくごとに、
夢中になって時間を忘れてしまいそうでした　  定例開催の「手
織り体験」を楽しみに、足繁く通うファンもいらっしゃるそうで
す。みなさまもぜひ、ご参加されてみてはいかがでしょうか?

テキスタイル長尾

リネンテーブルコーディネート

ホームページ

☎092-271-7274
福岡市博多区下川端町3-1
博多リバレインモール 1F
http://ori-nagao.com/

福岡リネンショップ
テキスタイル長尾

現代の暮らしに合う、
オリジナルの

テキスタイル商品を提案

贈り物に大人気！
テキスタイル「名刺入れ」

インバウンド向け
ワークショップ開催中！！

織り体験　2,500～3,500円
（２時間程度）

大学でテキスタイルに出会い、卒業後は川島織物でデザインをしていました。それからテキスタイ
ルの本場である北欧スウェーデンの会社に勤務しましたが、そこで改めて日本の織り技術の素晴らし
さがわかり、衝撃を受けました。その後、地元福岡に帰ってきた際に福岡にはテキスタイルのお店が
ない、ということに気づきました。なければデザイン、染色、製作などのすべての工程を「自分でやっ
てみよう」と思いテキスタイル長尾を立ち上げました。

織りの体験ができるところは限られています。現在は、インバウンド向けワークショップも開催して
います。国内外問わず、「織り文化」の魅力を発信し、より多くの方々に知っていただきたいと思って
います。ぜひ、「手織り体験」にお越しください。

YOKAMON

テキスタイル長尾
長尾 浩介さん

YO

KA_
OWNER

YO
KA_INFO

YO
KA_SHOT

会議所NEWSの編集部はるかが街で見つけた“よかもん”をご紹介♪
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　南区大橋エリアの約130店舗からな
る大橋商店連合会は、西鉄大橋駅周辺
を広域にわたり幅広い業種によって構
成されています。今年4月の西鉄大橋駅
リニューアルオープンの際には、連合会
などが主催となってイベントを開催する
など、まちの賑わいづくりに積極的に取
り組んでいます。連合会の会長である東
さんにお話を伺いました。「私たち大橋
商店連合会は地域活性化を1つの目的
に、はしご酒大会やサマーフェスティバ
ルといった様々なイベントを実施してお
ります。イベントを通じて地域の方々と
の交流を大切にすることで、大橋をもっと盛り上げたいと考えているからです。今後も商店街としてで
きることを全力で取り組んでまいります」と語ってくれました。

　そんな東さんが代表を務める仏壇店“香雲堂”は今年で創業36年を迎えます。お仏壇はもちろん、
各宗派に応じたお仏具など数千種類に及ぶ商品を取り扱っており、市外からも多くのお客様が来店さ
れるなど、広く親しまれています。また、専門店ならではの豊富な品揃えとお客様に寄り添った接客で
長年通われているお客様も多いようで、取材時も続々とお客様が来店されていました。もうすぐお彼
岸、お墓参りの前に一度香雲堂に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

TOKORO
SHOW  YOU

05
商店街応援隊「トコロ」が参ります！

Check

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

香雲堂

大橋商店連合会

商店街
情報

Facebook

☎092-511-1011
福岡市南区大橋2-1-16
営9：30～19：00
㉁不定休

駅前に
リング登場！

大橋のサマフェス

URL： http://www.fukunet.or.jp/keieisodan/keigenzeiritsu_links/

消費税軽減税率対策
オンラインセミナー配信中
商工会議所のホームページから消費税軽減税率に関するセミナーがご覧いただけます!

軽減税率対策セミナーラインアップ

1.「複数税率対応レジ導入補助金」（31分）
2.「軽減税率の基礎知識」　　　　（45分）
3.消費税「区分経理の実務」　　　（42分）
4.「キャッシュレス決済入門」　　　（52分）

※視聴は、当所HP右記バナーからアクセスいただくか、
　以下「消費税軽減税率対策」サイトにアクセスしてください。

セミナー実施期間:7月1日～12月31日

いつでも　どこでも
何度でも　無料

ご準備は
万全ですか？

当所
HP
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