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テイクアウト·デリバリープラザ
福岡商工会議所では、

現在の新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、
テイクアウト·デリバリーに対応可能な会員企業の情報を掲載した

「テイクアウト·デリバリープラザ」を開設しました!!
“巣ごもり消費”を拡大させ、

少しでも地域の消費喚起につながることを目指しています!

読み取りください♪

ご利用方法 １.サイトにアクセスする

２.お店を決定する

３.ご注文完了

＋α

カテゴリー検索・MAP検索・キーワード検索を活用し、
ご希望に沿った店舗を見つけてください!!

各店舗が提示する方法でご注文をお願いします。

福岡のグルメをご堪能し、ご満足頂けましたら…
Facebookやインスタグラム等のSNSで
「#テイクアウト·デリバリープラザ」
「#おうちでうまかもん」
で情報発信のご協力をお願いします!!

検索福岡 テイクアウト デリバリー

福岡の“うまかもん”を堪能いただけるよう
地元のおすすめグルメを掲載しています‼
是非、この機会にご利用ください♪

サイトに関するお問い合わせ 掲載ご希望の方はこちら▶
福岡商工会議所　地域振興部　TEL 092-441-1118

なお、掲載商品に関するお問い合わせにつきましては、
各店舗にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

右記QRコードを読み込み、

申込フォームに必要事項をご入力ください。

本誌P5でも紹介しています。

おうちでうまかもん
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〈もしもに備える〉
特定退職金共済制度

「中小企業PL保険制度」が終了します。（2020年6月迄）

ビジネス総合保険への移行加入を検討ください

〈優秀な人材を採用・育成したい〉
貴社の社員教育に、いつでも・どこでも・どんな時でも学べる
福商『eラーニング』をご活用ください。

2020年度 開講講座のご案内（5月・6月開講講座）

〈お知らせ〉
おうちでうまかもん　テイクアウト・デリバリープラザ

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

博多うまかもん市「＃おうちでうまかもん」プロジェクト

会費のお支払いは口座振替が便利です。
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〈調査報告〉
地場企業の経営動向調査（令和元年度第4四半期）

〈役に立つ情報〉
福岡の統計

〈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

〈ホッとひと息〉
商店街応援隊「トコロ」が参ります!
トコロ商遊記

02 健幸ライフ株式会社
代表取締役　本村 真祐氏

カンパニーズチャレンジ

20 ナレッジネットワーク株式会社
代表取締役社長　森戸 裕一氏

〈掲載広告〉
●福岡県信用保証協会…P14

〈【同封】福商 折込チラシ〉
●劇団四季　パリのアメリカ
●PET検診（大成会）
●PET検診（古賀病院）

〈【同封】福商ビジネス情報便〉
●株式会社プラス
●株式会社 エム・アール・エフ 福岡支店／博多支店
●福岡職業能力開発促進センター（ポリテクセンター福岡）
●株式会社サン・フレア
●株式会社セールスアカデミー
●株式会社LIH（エルアイエイチ）
●株式会社オフィスソリューション
●株式会社ジンジブ
●ユニオン 株式会社 福岡本社 熊本営業所 沖縄営業所
●福岡県社会保険労務士会
●一般財団法人あんしん財団　九州支局
●エイム・ライン

ミライロしごと図鑑×福岡天神のFMラジオ FUKUOKA2020

06「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
における税制措置のポイント

05〈福岡商工会議所会員限定〉\ 掲載情報募集 / 掲載無料
コロナ対策緊急企画　食品業界向け特設ページ開設

08 新型コロナウイルス感染症が企業に及ぼす影響に関する緊急調査

04 新型コロナウイルス感染症対策
事業者向け共同相談窓口

20ミライロしごと図鑑×FUKUOKA202002カンパニーズチャレンジ
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福岡天神のFMラジオ

福岡天神のFMラジオ

×

漫画家

福博新景

七コロナ八起

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

どんたく
松囃子
山笠
みんな中止だなんて
そんなコロナ!
怒るしかない
笑うしかない

昔々から博多は
なんども灰の中から
甦ってきたんだぞ
不死鳥のように
元気なんだ!
おやじギャグだって?
がんばるのはおやじたちなんだ
七コロナ八起‼
文句あっか⁉

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

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、4月8日以降、訪問を伴う
取材を自粛しております。また、本号のインタビュー記事は4月8日以前に取材
したものです。掲載内容は、4月22日時点の情報です。最新情報につきまして
は、福岡商工会議所のホームページをご覧ください。
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2健幸ライフでは、ミーティング中もあしふみ運動を欠かさない。「集中力が増
し、業務効率化につながる」と本村さん

4車椅子に乗ったままでも使用できるようにサイズを調整。運動不足解消
だけではなく、リハビリなどでの活用も呼びかけている

1『あしふみ健幸ライフ』は利用者の需要に合わせたラインナップ。これ
らの商品も本村さんの顧客目線によって生み出されている

3『あしふみ健幸ライフ』は1台1台が職人の手作り。ベテラン木工職人
が木を削り、研磨・塗装を行い、心を込めて仕上げていく
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取材日：2月28日

たという本村さん。針マッサージ器の
販売や鍼灸師の派遣業などを経て、
現在では『あしふみ健幸ライフ』の製
造・販売をメイン事業として展開して
います。すべての事業に共通するの
は、お客様の要望に応えたいという強
い意志です。
「老眼鏡を販売していた際に、お客
様に会うといつも『日常で最もつらい
のはどういうときですか?』と質問して
いました。商材の性質上、お客様は高
齢の方が多く、膝や腰が痛いのが一
番つらいというお答えをたくさんいただ
きました。それが健康に関する事業を
始めた動機でもあります。これはどん
な商材を扱っていても同じ。お客様の
お困りごとがビジネスのヒントになる」
と振り返ります。
「医療器具の利用や鍼灸師の施術に
よって、一時的にはお客様の痛みを和
らげることはできます。しかし“座りす
ぎ”という問題を根本から解決しなけ
れば体の機能は低下していく。そこで
高齢者でも日常で取り組める運動はな
いかと考えた結果、『あしふみ健幸ライ
フ』を着想しました。最初から半円状
のアイデアはありましたが、形や材質

など試行錯誤し、改良を重ねて製品
化に漕ぎ着けたのです。何かをしなが
ら使えて足の上下運動だけに集中でき
るよう、運動中に器具が動かないよう
に制限をつけ、形は究極にシンプル
に。運動の面倒さや難しさ、負荷を軽
減していき、いまの形になりました」と
話します。
シンプルな形だからこそ、これまで

になかった商品として『あしふみ健幸
ライフ』は意匠登録を取得。滑り止め
や足つぼマッサージを備えた商品を展
開しているほか、歩数計を装着し活動
量をデータ化する取り組みにも挑戦し
ています。
「スマートフォンを使えば、歩数計の
データをさらに活用することができます。
例えば病院とデータを共有することで、
高齢者の体調管理につながる。また遠
くで離れて暮らす家族に共有すれば、
見守りサービスとしても期待できます」。

“あしふみ”による
健康づくりを全国へ展開

2020年1月には福祉用具として認
定された『あしふみ健幸ライフ』。本村

さんは「日本中に誰にでもできる、あし
ふみ運動を広めたい」と話します。加
えて世界的な問題として捉え始められ
た“座りすぎ”を見越し、日本を含め
10カ国で特許を出願するなど、世界
進出も視野に入れています。
「膝や腰に痛みを抱えている高齢者
に限らず、様々な世代の運動不足解消
に寄与できると考えています。例えば
デスクワークが多いビジネスパーソン、
妊娠中の女性、冬場には転倒の危険
性が高い雪国に住む人など、運動不足
に陥る人は多い。また子どもも外で遊
ぶ機会が減り、座りすぎによって集中
力が続かないといわれています。そう
した各世代の課題解決に『あしふみ健
幸ライフ』が役立つはずです」。

1日5分で歩行不足を補う
『あしふみ健幸ライフ』

　オーストラリアのシドニー大学などの
研究機関によると、日本人の平均座位
時間は世界最長の7時間。長時間座
り続けることで股関節の血管を圧迫、
さらに血流や筋肉の代謝が低下し、心
筋梗塞や脳梗塞、肥満、認知症など
の健康リスクが高まるといわれていま
す。またWHO（世界保健機関）は座
りすぎが様々な病気を誘発し年間200
万人が亡くなると発表。喫煙や飲酒と
並び健康を害する大きな問題として位
置付けています。
　そこで座ったままの状態でも簡単に
歩行不足を補える福祉用具『あしふみ
健幸ライフ』の製造・販売を手がける

のが、福岡市博多区東比恵の健幸ラ
イフ株式会社です。『あしふみ健幸ラ
イフ』は、半円状の器具に両足を載せ
ることで、僅かな力だけで自然と足の
上下運動を起こします。膝や腰に痛み
を持つ高齢者でも、座位の楽な姿勢
で擬似的なウォーキングができるため、
慢性的な“座りすぎ”を防止。結果とし
て血流アップや体温上昇、免疫力向上
につながるといいます。
　代表取締役の本村真祐さんは「貧乏
ゆすりが健康に良いと聞いたことが、
開発のきっかけになりました。座った
ままでは血流が悪くなり、老廃物が溜
まってしまいむくみがひどくなる。むく
みによって膝や腰には痛みを伴い、さ
らに運動不足になるという悪循環に
陥ってしまう。この『あしふみ健幸ライ

フ』を使えば、座ったままでも5分間
に1,000回のあしふみ運動をこなせま
す。足の筋肉を揺すり、ほぐすことで
むくみを解消し、膝や腰の痛みも自ら
の力で軽減できる。また足にはほぼ負
荷がかからないので、毎日の運動とし
ても負担になりません」と自信をのぞ
かせます。
　発売から約1年半が経過し、販売台
数はすでに7,000台超、販売代理店
も80社に到達しました。さらに愛用
者は日本のみならず、オランダやシン
ガポールなど世界に広がっています。

お客様の困りごと追求が
アイデア実現の契機に

創業当時、老眼鏡の販売を行ってい

健幸ライフ株式会社　代表取締役　本村 真祐氏

【プロフィール】
福岡県出身。メガネの販売員を経て独立。老
眼鏡の販売や針マッサージ器の販売、鍼灸
師の派遣事業を手がけ、2018年に歩行不
足を解消する『あしふみ健幸ライフ』の発売
を開始した。

健幸ライフ株式会社
〒812-0007 福岡市博多区東比恵1-2-3

ガリレオビルディング博多イースト3F
TEL 092-260-8941

https://www.kenkolife.co.jp/
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座りすぎを改善する“あしふみ”が
健康で幸せな人生を叶える
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万人が亡くなると発表。喫煙や飲酒と
並び健康を害する大きな問題として位
置付けています。
　そこで座ったままの状態でも簡単に
歩行不足を補える福祉用具『あしふみ
健幸ライフ』の製造・販売を手がける

のが、福岡市博多区東比恵の健幸ラ
イフ株式会社です。『あしふみ健幸ラ
イフ』は、半円状の器具に両足を載せ
ることで、僅かな力だけで自然と足の
上下運動を起こします。膝や腰に痛み
を持つ高齢者でも、座位の楽な姿勢
で擬似的なウォーキングができるため、
慢性的な“座りすぎ”を防止。結果とし
て血流アップや体温上昇、免疫力向上
につながるといいます。
　代表取締役の本村真祐さんは「貧乏
ゆすりが健康に良いと聞いたことが、
開発のきっかけになりました。座った
ままでは血流が悪くなり、老廃物が溜
まってしまいむくみがひどくなる。むく
みによって膝や腰には痛みを伴い、さ
らに運動不足になるという悪循環に
陥ってしまう。この『あしふみ健幸ライ

フ』を使えば、座ったままでも5分間
に1,000回のあしふみ運動をこなせま
す。足の筋肉を揺すり、ほぐすことで
むくみを解消し、膝や腰の痛みも自ら
の力で軽減できる。また足にはほぼ負
荷がかからないので、毎日の運動とし
ても負担になりません」と自信をのぞ
かせます。
　発売から約1年半が経過し、販売台
数はすでに7,000台超、販売代理店
も80社に到達しました。さらに愛用
者は日本のみならず、オランダやシン
ガポールなど世界に広がっています。

お客様の困りごと追求が
アイデア実現の契機に

創業当時、老眼鏡の販売を行ってい

健幸ライフ株式会社　代表取締役　本村 真祐氏

【プロフィール】
福岡県出身。メガネの販売員を経て独立。老
眼鏡の販売や針マッサージ器の販売、鍼灸
師の派遣事業を手がけ、2018年に歩行不
足を解消する『あしふみ健幸ライフ』の発売
を開始した。

健幸ライフ株式会社
〒812-0007 福岡市博多区東比恵1-2-3

ガリレオビルディング博多イースト3F
TEL 092-260-8941

https://www.kenkolife.co.jp/

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.60

座りすぎを改善する“あしふみ”が
健康で幸せな人生を叶える

COMPANY’S
CHALLENGE
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窓口開設機関：福岡労働局、福岡市、福岡商工会議所
連   携   機   関：九州経済産業局、福岡県、日本政策金融公庫、福岡県信用保証協会

　新型コロナウイルスの感染症拡大が続くなかで、国・県・市から日々新しい施策が打ち出されています。
　そこで、事業者の皆様にワンストップで各種支援施策（資金繰り・融資、雇用調整助成金、各種補助金など）につい
て、迅速かつ正確な情報提供や相談、申請手続き等の支援を実施するため、関係機関が相互に連携し、共同相談窓口
を開設いたしております。ご活用いただきますようご案内いたします。

・新型コロナウイルスにより業況が悪化、従業員の解雇も考慮しなければならないが出来れば雇用維持に努めたい。
何か助成制度はないか？

・従業員が罹患した場合、また、事業自体が休止した場合等、従業員を休ませる場合の休業手当や休暇の考え
方について知りたい。

　当所にご相談に来所される際は、マスク着用や会場での手消毒
にご協力をお願いいたします。また、咳や熱など風邪の症状があ
る場合には、ご来所をお控えいただきますようお願いいたします。
　新型コロナウイルス感染症に関する支援策は、
随時当所ホームページにて更新しております。ご活用ください。

・新型コロナウイルスによる業況悪化から資金繰りに支障をきたしている。資金繰りについて相談したい。
・公庫から無利子・無担保の融資制度が出たそうだが、詳しく知りたい。手続きを教えてほしい。

・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行いたい。
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強したい。
・インバウンド需要が減少しており、店舗販売の縮小を補うべく、インターネット販売を強化する等、
　ビジネスモデル転換を図りたい。

新型コロナウイルス感染症対策
事業者向け共同相談窓口

日　時 令和2年3月23日（月）～／平日9時～12時、13時～17時（当面の間）
（受付11時30分まで）

福岡商工会議所内会議室場　所

ワンストップ
無料相談

※セーフティネット保証・危機関連保証の認定は４階で受け付けております。（受付 16 時 30 分まで）

▼ご相談事例　 ※以下のようなご相談を承ります。

本記事に関するお問い合わせ／福岡商工会議所　経営相談部　（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
  　　　　　　　　　　　　　　　地域支援第一グループ（東・博多・南区担当） TEL：092-441-2161

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区担当）TEL：092-441-2162

労
働
関
係

融
資
関
係

補
助
金
関
係

https://www.fukunet.or.jp/
keieisodan/coronavirus/

（受付16時30分まで）
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福岡商工会議所
会員限定 掲載情報募集

コロナ対策緊急企画

食品業界向け特設ページ開設
　新型コロナウイルスの感染拡大傾向が続くなか、イベ
ント中止等による過剰在庫や、休校による学校給食の停
止、飲食店の来店客の減少による食品ロスなど、食品業
界は大きな影響を受けており、食品については長期間の
保存が難しいことから、緊急の対応が求められています。
　この度、福岡商工会議所は食品業界の支援を通じて

食材の過剰在庫を抱えた会員企業の販路開拓を目的に、各企業の販売情報を掲載します。

 掲載情報募集対象　食品関連の当所会員
  掲載申込ページ：https://www.fukunet.or.jp/contact/contact_other/food-loss-sos/

食品業界や飲食店の売り上げの維持・向上を目的に、外出しにくい現状でも一定の売り上げ
が見込めるテイクアウト等に対応している当所会員の情報を掲載します。

 掲載情報募集対象　食品業界や飲食店の当所会員（福岡市を対応エリアに含む事業者に限る）
  掲載申込ページ：https://www.fukunet.or.jp/contact/contact_other/takeout-delivery-plaza/

お問い合わせ先

❶『買って応援！食材ロスＳＯＳ』 当所産業振興グループ　TEL 092-441-1119
❷『テイクアウト・デリバリープラザ（出前・宅配対応店舗リスト）』 当所地域振興グループ　TEL 092-441-1118

掲載
無料

地域の活性化を図るため、当所ホームページ内に下記の
通り2 つの特設ページを開設し、掲載情報を募集いたし
ますので、是非、ご活用ください。

　お申し込みは当所ホームページより承ります。《特設
ページは令和２年４月８日（水）にオープンしています》

お申し込みはこちら！

お申し込みはこちら！

■会員企業の声
㈱博水　
取締役  江越雄大 氏
　うまかもん市の中止や、飲食店
への卸売りの激減で７、８割の売
り上げが減少してしまい、販路
拡大の目的で登録しました。食
材SOSモールに登録してから、
通販サイトへのアクセスが10倍
程度上がったり、問い合わせなど
も増加し、売り上げにつながりま
した。今後の売り上げ回復の切
り口になればいいなと思います。

■会員企業の声
有限会社ビクトリア
代表取締役  加藤康裕 氏
　新型コロナウイルスの影響で、
売り上げが前年度対比で70％ほど
減少していました。そこに、福岡商
工会議所がテイクアウト・デリバ
リープラザを開設すると聞いて、す
ぐに申し込みました。現在、新天町
商店街、商工会議所、ナッセなど複
数のホームページに掲載して頂い
たお陰で、テイクアウト、デリバリー
共に多くの注文を頂いております。

❶

❷
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令和2年2月1日から納期限までの一定期間（1か月以上）において、収入が前年同期比概ね20%以上減少した場合、1年間納税を猶予

一時の納税が困難と認められる場合に適用（少なくとも向こう半年間の事業用資金を考慮するなど納税者の状況に配慮）

担保は不要、延滞税・延滞金は全額免除

申請書類の提出が困難な場合は口頭説明も可能など、柔軟に運用

　収入が大幅に減少している事業者は、法人税や消費税、固定資産税など、基本的に全ての税目の納税が猶予されます。また、
社会保険料の納付も同様に猶予されます。

｢新型コロナウイルス感染症緊急経済対策｣
における税制措置のポイント

適
用
要
件
等

（本内容は2020年４月７日現在の情報を基に日本商工会議所が作成したものです）

▶法人税、消費税、固定資産税、社会保険料等の納付が猶予されます

▶テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます

▶売上減少により、消費税の課税選択をやめることができます

▶特別貸付に係る印紙税が非課税となります

▶チケット代金払戻しの放棄によって、寄附金控除が受けられます

▶事業用家屋・償却資産の固定資産税が軽減されます

▶欠損金の繰戻し還付が中堅企業でも利用できます

事業用家屋は、取得価格の合計額が 300 万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。構築物は、旧モデル比で生産性が年平均
１％以上向上する一定のもの

※事業用家屋、構築物ともに中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの

固定資産税の軽減割合は、３年間ゼロ～1/2 以下（市町村の条例で定める割合）

生産性向上特別措置法の改正を前提に令和４年度まで２年間延長

適
用
要
件
等

中堅企業（資本金 1 億円超 10 億円以下の法人（※））の令和 2 年 2 月 1 日～

令和 4 年 1 月 31 日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金が対象　

※大規模法人（資本金 10 億円超）の 100% 子会社等を除く

還付請求できる法人税の額＝前期の法人税額×当期の欠損金額÷前期の所得金額　※前期の所得金額が限度

適
用
要
件
等

令和 3 年 1 月 31 日までに、認定経営革新等支援機関等の

認定を受け、市町村へ申告した者に適用

売上減少割合に応じて、以下のとおり軽減

令和 2 年 2 月～10 月までの任意の 3 か月間の
売上高の対前年同期比減少率

減免率

30% 以上 50% 未満減少

50% 以上減少

2分の1

全額

　売上が大幅に減少している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税が減免されます
（令和３年度課税分）。

〈既存の事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免〉

　現行の中小企業に対する固定資産税の軽減措置（生産性向上特別措置法に基づく特例措置）において、償却資産に加え、
事業用家屋と構築物も対象となります。

〈新規設備投資に対する固定資産税の減免〉

　中小企業に加え、中堅企業でも欠損金の繰戻し還付が利用できます。

事業者 市町村

認定経営革新等支援機関等（※）
会計帳簿等で売上
減少要件を満たして
いるかを確認

③申請（1月末日まで）

④軽減

①申請 ②認定

1,000

400

当期

△400

前期

対応する
税額 還付

●機械装置
　（160万円以上）
●工具
　（30万円以上）
●器具備品
　（30万円以上）

●建物附属設備
　（60万円以上）
●ソフトウェア
　（70万円以上）

中小企業経営強化法の認定を受けた「経営力

向上計画」に基づく設備投資に対して、即時

償却or税額控除10％（一部７％）を選択適用

▼現行の設備類型
生産性向上設備（A類型）

デジタル化設備（新類型）

要件：生産性が年平均１％以上向上改善する設備

要件：遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備

収益力強化設備（B類型）

要件：投資利益率５％以上の投資計画に係る設備

　「中小企業経営強化税制」において、テレワーク等のための設備投資に係る新たな類型が追加されます。

適
用
要
件
等

〈中小企業経営強化税制の概要〉

法律の施行後に申告期限が到来し、かつ、令和 2 年 2 月 1 日以降、令和 3 年 1 月 31 日までの期間に売上減少※が生じた事業者
※一定期間（1 か月以上）における売上が前年同期比概ね 50% 以上減少

当該課税期間の申告期限までに申請書を提出（税務署長の承認が必要）

基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下等

適
用
要
件
等

　売上が著しく減少した事業者において、課税期間中であっても、課税選択をやめる（免税事業者に戻る）ことなどが可能とな
る特例が創設されます。

　文化芸術・スポーツイベントの中止等に伴い、観客等がチケット代金等の払戻しを求めなかった場合、その金額は寄附とみなされ、
寄附金控除の対象となります。

　公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る契約書について
は、印紙税が非課税となります。

追加

【借主】 【貸主】

【特別貸付制度】

①融資の申込み

②契約（契約書類の提出）

③貸付け（資金交付）

●公的金融機関
●民間金融機関等

消費貸借契約書

通常より有利な条件を設定
（貸出金利・措置期間等）

※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を
　持つ支援機関など（税理士、公認会計士など）

印紙

契約書

非課税

【寄附金控除の適用までの流れ】

文化庁等 主催者等 観客等 税務署

①申請
③特例対象イベント証明書（仮）のコピー
　払戻請求権放棄証明書（仮）を交付

④確定申告（特例対象イベント証明書（仮）のコピー、
　払戻請求権放棄証明書（仮）を添付）

②特例対象イベント証明書（仮）等を交付
　当該イベント名等を公表

適
用
要
件
等
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令和2年2月1日から納期限までの一定期間（1か月以上）において、収入が前年同期比概ね20%以上減少した場合、1年間納税を猶予

一時の納税が困難と認められる場合に適用（少なくとも向こう半年間の事業用資金を考慮するなど納税者の状況に配慮）

担保は不要、延滞税・延滞金は全額免除

申請書類の提出が困難な場合は口頭説明も可能など、柔軟に運用

　収入が大幅に減少している事業者は、法人税や消費税、固定資産税など、基本的に全ての税目の納税が猶予されます。また、
社会保険料の納付も同様に猶予されます。

｢新型コロナウイルス感染症緊急経済対策｣
における税制措置のポイント

適
用
要
件
等

（本内容は2020年４月７日現在の情報を基に日本商工会議所が作成したものです）

▶法人税、消費税、固定資産税、社会保険料等の納付が猶予されます

▶テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます

▶売上減少により、消費税の課税選択をやめることができます

▶特別貸付に係る印紙税が非課税となります

▶チケット代金払戻しの放棄によって、寄附金控除が受けられます

▶事業用家屋・償却資産の固定資産税が軽減されます

▶欠損金の繰戻し還付が中堅企業でも利用できます

事業用家屋は、取得価格の合計額が 300 万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。構築物は、旧モデル比で生産性が年平均
１％以上向上する一定のもの

※事業用家屋、構築物ともに中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの

固定資産税の軽減割合は、３年間ゼロ～1/2 以下（市町村の条例で定める割合）

生産性向上特別措置法の改正を前提に令和４年度まで２年間延長

適
用
要
件
等

中堅企業（資本金 1 億円超 10 億円以下の法人（※））の令和 2 年 2 月 1 日～

令和 4 年 1 月 31 日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金が対象　

※大規模法人（資本金 10 億円超）の 100% 子会社等を除く

還付請求できる法人税の額＝前期の法人税額×当期の欠損金額÷前期の所得金額　※前期の所得金額が限度

適
用
要
件
等

令和 3 年 1 月 31 日までに、認定経営革新等支援機関等の

認定を受け、市町村へ申告した者に適用

売上減少割合に応じて、以下のとおり軽減

令和 2 年 2 月～10 月までの任意の 3 か月間の
売上高の対前年同期比減少率

減免率

30% 以上 50% 未満減少

50% 以上減少

2分の1

全額

　売上が大幅に減少している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税が減免されます
（令和３年度課税分）。

〈既存の事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免〉

　現行の中小企業に対する固定資産税の軽減措置（生産性向上特別措置法に基づく特例措置）において、償却資産に加え、
事業用家屋と構築物も対象となります。

〈新規設備投資に対する固定資産税の減免〉

　中小企業に加え、中堅企業でも欠損金の繰戻し還付が利用できます。

事業者 市町村

認定経営革新等支援機関等（※）
会計帳簿等で売上
減少要件を満たして
いるかを確認

③申請（1月末日まで）

④軽減

①申請 ②認定

1,000

400

当期

△400

前期

対応する
税額 還付

●機械装置
　（160万円以上）
●工具
　（30万円以上）
●器具備品
　（30万円以上）

●建物附属設備
　（60万円以上）
●ソフトウェア
　（70万円以上）

中小企業経営強化法の認定を受けた「経営力

向上計画」に基づく設備投資に対して、即時

償却or税額控除10％（一部７％）を選択適用

▼現行の設備類型
生産性向上設備（A類型）

デジタル化設備（新類型）

要件：生産性が年平均１％以上向上改善する設備

要件：遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備

収益力強化設備（B類型）

要件：投資利益率５％以上の投資計画に係る設備

　「中小企業経営強化税制」において、テレワーク等のための設備投資に係る新たな類型が追加されます。

適
用
要
件
等

〈中小企業経営強化税制の概要〉

法律の施行後に申告期限が到来し、かつ、令和 2 年 2 月 1 日以降、令和 3 年 1 月 31 日までの期間に売上減少※が生じた事業者
※一定期間（1 か月以上）における売上が前年同期比概ね 50% 以上減少

当該課税期間の申告期限までに申請書を提出（税務署長の承認が必要）

基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下等

適
用
要
件
等

　売上が著しく減少した事業者において、課税期間中であっても、課税選択をやめる（免税事業者に戻る）ことなどが可能とな
る特例が創設されます。

　文化芸術・スポーツイベントの中止等に伴い、観客等がチケット代金等の払戻しを求めなかった場合、その金額は寄附とみなされ、
寄附金控除の対象となります。

　公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る契約書について
は、印紙税が非課税となります。

追加

【借主】 【貸主】

【特別貸付制度】

①融資の申込み

②契約（契約書類の提出）

③貸付け（資金交付）

●公的金融機関
●民間金融機関等

消費貸借契約書

通常より有利な条件を設定
（貸出金利・措置期間等）

※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を
　持つ支援機関など（税理士、公認会計士など）

印紙

契約書

非課税

【寄附金控除の適用までの流れ】

文化庁等 主催者等 観客等 税務署

①申請
③特例対象イベント証明書（仮）のコピー
　払戻請求権放棄証明書（仮）を交付

④確定申告（特例対象イベント証明書（仮）のコピー、
　払戻請求権放棄証明書（仮）を添付）

②特例対象イベント証明書（仮）等を交付
　当該イベント名等を公表

適
用
要
件
等
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新型コロナウイルス感染症が企業に及ぼす影響に関する緊急調査
REPORT

影響は企業規模の大小を問わず全業種へ
 「マイナス影響あり」との回答が約９割
　新型コロナウイルス感染症の拡大は福岡市の経済に大き
な影響をもたらしています。当所は、会員事業者の現状や
生の声を支援施策の立案に繋げるため、福岡市と共同で
「新型コロナウイルス感染症が企業に及ぼす影響に関する緊
急調査」を行いました。

■調査時点　令和2年4月6日～10日
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,051社
■回答企業　628社（回収率30.6%）
■内　　容　新型コロナウイルス感染症の拡大による経営への影響等
　　　　　　について

※詳細は当所ホームページに掲載しております。
　https://www.fukunet.or.jp/reports/

福岡商工会議所　調査 検索

　経営への影響について、約９割の企業が「マイナスの影響があ
る（今後の可能性を含む）」と回答。前回調査時点（80.1％）から
＋15.0ポイント増加した。

　企業規模別にみると、「すでにマイナスの影響が出ている」と回
答した割合は、中小企業（55.0％）、大企業（62.1％）ともに、
前回調査時点よりも増加。影響は企業規模を問わず、全業種に
広がっている。

　国や自治体への要望について、多い順に「迅速かつ正確な情
報提供（77.9％）」「感染予防に対する支援策の拡充（56.1％）」と
なった。また、雇用に関する助成金や事業継続に向けた融資実
行、給付金などについて要件緩和や手続きの迅速化を求める声
が多く聞かれた。

（２）新型コロナウイルス対策に関する国や自治体への要望（n＝628）

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大による経営への影響（n＝628）

すでにマイナスの
影響が出ている 31.4％

55.0％
（+23.6） 46.2%

62.1％
（+15.9）

47.5％ 39.8％ 51.3% 37.9％

中小企業

前回
（n=589）

今回
（n=599）

前回
（n=39）

今回
（n=29）

大企業

現在のところマイナスの
影響は出ていないが、
今後生じる可能性がある

※本調査での大企業とは、中小企業基本法に定める中小企業の基準を上回る規模のもの。

■すでにマイナスの影響が出ている
■現在のところマイナスの影響は出ていないが、今後生じる可能性がある
■現在、今後とも、特にマイナスの影響は生じないと思う
■プラスの影響が出ている・今後生じる可能性がある
■分からない　■その他　■無回答

47.8%
39.2%

2.2%

0.5% 1.1% 0.8% 0.3%

55.9%

32.3%

0.1%

13.1%

0.1%
0.1%6.5%

現在のところマイナスの
影 響 は出ていないが 、
今後生じる可能性がある

※円グラフの外側が今回
の調査（4月）、内側が
前回調査（2月）

マイナスの影響がある（今後の可能性を含む）

前回 80.1％ 今回95.1％

すでにマイナスの
影響が出ている

+15.0

　福岡市および福岡商工会議所としては、寄せられた事業者
の声を踏まえ、各種支援策を迅速かつ正確でわかりやすく情報
提供するため、関係機関と連携した共同相談窓口をさらに拡充
し、国、県、市や公的機関の支援策について、個別の事業者
のニーズに応じて総合的に情報提供していく。

◆金融支援体制や雇用調整助成金など支援体制の明確化

と迅速化をお願いしたい。（小売業：食料品）

◆売上の増減に関係なく、外出自粛・規制に対して従 

業員が出勤しない、休ませる場合の助成金支給をして

ほしい。 （建設業：電気・管工事）

◆テレワーク導入時の設備や環境整備に対する助成金・

補助金支給を早急に行ってほしい。（卸売業：繊維製品）

迅速かつ正確で分かりやすい情報の提供
マスク・消毒薬などの備蓄品に対する助成金の創設など、

感染予防に対する支援策の拡充
雇用に関する助成金の要件緩和や手続きの迅速化

金融機関による機動的な貸出し及び融資実行の迅速化

事業・店舗運営の継続に向けた、大胆な給付金制度の創設

オンライン会議、テレワーク導入に関する助成金の拡充

相談機能の拡充（相談員の増員、迅速化等）

風評被害拡大防止のための対策
売上確保のための代替サービス（ECサイト、宅配、通販、

テイクアウト等）の構築や運用に係る経費の助成
その他

77.9%

56.1%

44.7%

42.2%

35.0%

20.5%

18.9%

14.8%

7.6%

4.1%

企業の声
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地場企業の経営動向調査 令和元年度 第4四半期（令和2年1月～3月）

業況DIは大幅に悪化
次期はさらに悪化する見通し

※DI値（ディフュージョン・インデックス：景気動向指数）
　「良くなった」とする回答割合から「悪くなった」とする回答割合を引いた数値。

■調査時点　令和2年3月末で実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　552社（回収率27.6％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

REPORT

※詳細は当所ホームページに掲載しております。
　https://www.fukunet.or.jp/reports/

　福岡商工会議所の令和元年度第 4 四半期（令和 2 年
1月～3 月）の「地場企業の経営動向調査」の結果がま
とまりました。

〈調査結果の概要〉
　今四半期（R2 年 1 月～3 月）の地場企業の景況につい
て、「良くなった」と回答した企業（全業種）は12.3％（前期
比▲5.9％）、「悪くなった」と回答した企業は50.5％（前期

比＋15.6％）、「横ばい」であると回答した企業は33.2％（前
期比▲8.4％）となった。景況判断指数DI値は▲38.2（前期
DI値▲16.7）となり、前期比で▲21.5ポイント悪化した。

　業種別にみると、全業種で悪化。具体的には、運輸・倉
庫業（前期▲11.1→今期▲67.5）が特に大きく悪化。サー
ビス業（▲7.1→▲44.4）、卸売業（▲32.0→▲48.5）の悪
化も目立つ。その他、建設業（▲2.8→▲11.7）、製造業

（▲31.6→▲39.7）、小売業（▲27.9→▲30.7）も悪化。

　規模別にみると、中小企業（前期▲17.2→今期▲38.3）、
大企業（▲4.2→▲37.0）ともに悪化した。

　次期四半期（令和2年4～6月）予測については、▲49.5
となっており、今期比▲11.3ポイントでさらに悪化する見
通し。

福岡商工会議所　調査 検索

（単位：％）■自社業況の総合判断（前年同期と比較して）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

1.1
0.9
2.6
0.0
5.8
0.0
0.0
1.0
3.7

11.2
14.4
12.8
11.8
17.3
2.5
8.4
11.0
14.8

33.2
54.1
25.6
22.6
21.2
17.5
36.0
33.5
25.9

30.8
23.4
34.6
40.9
25.0
40.0
28.1
30.7
33.3

19.7
3.6
20.5
19.4
28.8
30.0
24.7
19.6
22.2

4.0
3.6
3.8
5.4
1.9
10.0
2.8
4.2
0.0

▲38.2
▲11.7
▲39.7
▲48.5
▲30.7
▲67.5
▲44.4
▲38.3
▲37.0

今四半期（R2年1～3月期）実績
非常に良く
なった

やや良く
なった 横ばい やや悪く

なった
非常に悪く
なった 未記入 ＤＩ値

0.2
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.7

4.7
6.3
2.6
3.2
15.4
0.0
3.4
4.8
3.7

26.8
40.5
19.2
25.8
17.3
20.0
26.4
26.5
33.3

36.8
34.2
37.2
40.9
32.7
40.0
36.5
37.3
25.9

17.6
4.5
23.1
16.1
28.8
32.5
17.4
17.1
25.9

13.9
14.4
16.7
14.0
5.8
7.5
16.3
14.3
7.4

▲49.5
▲32.4
▲56.4
▲53.8
▲46.1
▲72.5
▲50.5
▲49.6
▲44.4

次四半期（R2年4～6月期）予測
非常に良く
なる

やや良く
なる 横ばい やや悪く

なる
非常に悪く
なる 未記入 ＤＩ値

■自社業況の景況判断推移（業種別）

（調査時期）

（DI値）
40

30

20

10

0

▲10

▲20

▲30

▲40

▲50

▲60

▲70

▲80
H27.
1～3

H27.
7～9

H28.
1～3

H28.
7～9

H29.
1～3

H29.
7～9

H30.
1～3

H30.
7～9

H31.
1～3

R1.
7～9

全業種

建設業

製造業

卸売業

小売業

運輸・倉庫業

サービス業

次期予測
R2.4～6

R2.
1～3
（今期）
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福岡商工会議所HP
福商「eラーニング」研修
詳しくはウェブサイトをチェック！

デモアカウントを発行しますので、ご希望の方
は、当所HP検定・企業研修グループお問い合
わせフォームからお申し込みください。

福商「eラーニング」研修を体験してみませんか？福商「eラーニング」研修を体験してみませんか？福商「eラーニング」研修を体験してみませんか？

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
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/e_learning/

貴社の社員教育に、いつでも・どこでも・どんな時でも学べる
福商『eラーニング』をご活用ください。

福岡商工会議所より、福商eラーニング研修のご案内

eラーニングとはインターネットを利用した学習形態のこと。社員教育や自己啓発のために、効率的かつ手軽に受講できるサービスで、当所会員なら
1コース 2,500 円～受講していただけます（税抜・30日間利用）。人材育成のために、自分のスキルアップのために、時間や場所の制約が少ない
通信教育eラーニングを活用してみませんか？

多彩な機能で、学習者も管理者も、徹底サポート
学習者の主な機能

特徴 機能

※福商 eラーニングの講座運営は、一般社団法人日本経営協会が行っております。

活用企業の声

 使いやすかった点を教えてください。  仕事で活用できていますか？

6つの特徴
福商
e ラーニングの

知識定着度の高い
コンテンツ内容1

スキマ時間でも学べる
マイクロラーニング2

組織に求められる
知識・スキルを網羅3

デバイスさえあれば
どこでも学習可能4

安心•安全の
セキュリティ環境5

画面が見やすい
レスポンシブウェブデザイン6

管理者の主な機能

マルチデバイス
に対応 受講しやすいUI 便利なユーザー

管理機能 受講促進通知

修了証の発行確認テスト アンケート提出 進捗管理お知らせ機能 成績管理

分からないところは巻き戻して勉強できるので、繰り返し学習して、
しっかりと理解できます。

今まで遠回りしてやっていたことをスムーズに
できるようになり、効率アップを感じています。

お申し込みの流れ

受講コース選択、
人数・受講期間の決定

FAXまたはホームページでお申し込み

ご登録内容の確認メール

ID、パスワード発行（メール通知）

開講メール通知、受講開始

お 支 払

コース内容 新入社員教育向けパック
・新社会人速習パック
・フレッシャーズ教育支援パック
好評販売中！

組織に必要とされている知識やスキルを学べるコースラインナップが揃っています。
下記の他にも新コースを続々追加予定！ 最新の情報はホームページでご確認ください。

TEST

90%

●ビジネススキル・教養を学ぶ　

●新コース（続々追加予定！）
▼お得なパック販売

社会人基礎力コース

NSN001

ビジネスマナーの基本

NSN002

経済教養（業界理解） ビジュアル資料作成

よく分かるExcel 2016（HTML5） よく分かるWord 2016（HTML5） よく分かるPowerPoint 2016（HTML5）

異文化／多文化
おもてなし

パーソナルカラー&
ヘアメイク LGBTの基礎理解 タイムマネジメント 情報セキュリティ

目標管理実践
コース

NSN010

メンタルヘルス・マネジメント
（ラインケア）

NSN011 内定者教育パック
コース案内緑枠の5コース
福商会員は1名（ID）90日間
¥9,000-（税別）

MS-Office2016パック
コース案内黒枠の3コース
福商会員は1名（ID）60日間
¥7,000-（税別）

NSN004 NSN005

ビジネス文書

NSN003

NSN502 NSN503 NSN504

NSN006 NSN007 NSN008 NSN009 NSN501

●社会人としての基礎を学ぶ

●MS-Officeについて学ぶ

新コース
続々登場！

期間
限定

お得なパック販売あります！

お得なパック販売あります！
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6・7 月に施行予定の検定試験につきまして
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
施行中止となっているものがございます。
詳しくは当所HPをご覧ください。

 

博多伝統芸能館　公演中止について
-------------------------------------------------------

新型コロナウイルス感染症拡大のた
め、６月までの公演を中止いたしま
した。最新の情報につきましては、
ホームページをご覧ください。

DRUM TAO
2020年新作舞台 祭響＝Saikyo＝
-------------------------------------------------------

●優待内容＝福岡・北九州：【S 席】6,900 円→
6,210 円、久留米：【S 席】6,500 円→5,850 円
●対象日程＝福岡：2020 年 5月9日（土）13:00
／17:30、5月10日（日）13:00→2020 年 9月2
日（水）13:00／19:00、9月3日（木）19:00へ延
期、北九州：2020 年 5 月12 日（火）19:00、5
月 13 日（水）13:00→2020 年 8 月 2 日（日）
17:00へ延期 ※会館も変更、久留米：2020年6
月9日（火）19:00、10日（水）13:00→ 延期決定
●申込締切＝北九州・福岡公演：2020 年 5
月 17 日（日）●場所＝福岡：福岡市民会館、北
九州：北九州芸術劇場→延期日程時は北九州ソ

レイユホールにて開催、久留米：久留米シティ
プラザ●申込方法＝当所ＨＰにて申し込み
※各日先着20名

第47回　2・3級
ビジネス実務法務

-------------------------------------------------------
コンプライアンス管理、リスク回避の取り組みに最
適。法務部門に限らず、営業・販売・総務・人
事、あらゆる職種の方が受験しています。●申込
期間＝4月21日（火）～5月8日（金）●受験料=2
級6,600円、3級4,400円

第86回　2・3級
リテールマーケティング

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

「販売のプロ」を認定する定番資格です。多商品の
開発や仕入、販売、物流などを効率的かつ効果的
に行う能力が身につきます。●申込期間＝5月11
日（月）～6月12日（金）●受験料=2級5,770円、
3級4,200円

第44回　2・3級
福祉住環境
コーディネーター

-------------------------------------------------------
医療・福祉・建築の知識が体系的に幅広く身につ
き、住宅の購入やリフォーム、介護の現場におい
て、的確なアドバイスができるようになります。●
申込期間＝4月30日（木）～5月22日（金）●受
験料 =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）

イベント
第11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＝4 月 28 日

（火）～5月15日（金）●受験料=6,600円

第39回
BATIC（国際会計検定）

-------------------------------------------------------
IFRS（国際財務報告基準）というグローバルな会
計ルール導入に向けた人材の確保・育成に活用で
きます。●申込期間＝5月12日（火）～5月29日

（金）●受験料 =10,340 円（Subject1 のみ…
5,500円、Subject2のみ…8,140円）

第28回
環境社会（eco検定）

-------------------------------------------------------
率先して環境問題に取り組む「人づくり」と環境と
経済を両立させた「持続可能な社会づくり」を目指
します。●申込期間＝5月12日（火）～5月29日

（金）●受験料=5,500円

第219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＝5月13日

（水）～5月15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。
https://www.fukuoka-soroban.com/

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。

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。

試
験
日

6/21
（日）

中止

中止

中止

中止

中止

中止

試
験
日

7/11
（土）

試
験
日

6/27
（土）

試
験
日

7/12
（日）

試
験
日

7/12
（日）

試
験
日

6/28
（日）

試
験
日

7/5
（日）

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。

　SNSを通じて、福岡・博多の「うまかもん」を発信していきます! 皆様も「# おうちでうまかもん」を
付けて投稿して、飲食店を盛り上げましょう!

#お
うちで

うまかもん

プロジェクトプロジェクト博多うまかもん市博多うまかもん市 # おうちでうまかもん「  　 　 　 　 　 　 　   　 」

# おうちでうまかもん「  　 　 　 　 　 　 　   　」

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
博多うまかもん市や各種イベントの中止、外
出自粛により各方面に甚大な影響が出てい
ます。そこで、博多うまかもん市出店者や食
材ロスSOS 掲載企業、テイクアウト・デリ
バリープラザ掲載企業の情報を博多うまか
もん市公式 SNS（Instagram、Facebook、
Twitter）で発信していきます。

※プレゼント内容は後日HPで発表させていただきます。

皆様がオススメする福岡の名物、福岡の飲食店

の「テイクアウト」「デリバリー」「お取り寄せ」メ

ニューをハッシュタグ  　　　　　　　　　　　

を付けて投稿しよう! 投稿していただいた方の中

から、5月末以降、抽選で4 名様に飲食チケッ

ト等をプレゼントします!

福岡商工会議所HP
福商「eラーニング」研修
詳しくはウェブサイトをチェック！

デモアカウントを発行しますので、ご希望の方
は、当所HP検定・企業研修グループお問い合
わせフォームからお申し込みください。

福商「eラーニング」研修を体験してみませんか？福商「eラーニング」研修を体験してみませんか？福商「eラーニング」研修を体験してみませんか？

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
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/e_learning/

貴社の社員教育に、いつでも・どこでも・どんな時でも学べる
福商『eラーニング』をご活用ください。

福岡商工会議所より、福商eラーニング研修のご案内

eラーニングとはインターネットを利用した学習形態のこと。社員教育や自己啓発のために、効率的かつ手軽に受講できるサービスで、当所会員なら
1コース 2,500 円～受講していただけます（税抜・30日間利用）。人材育成のために、自分のスキルアップのために、時間や場所の制約が少ない
通信教育eラーニングを活用してみませんか？

多彩な機能で、学習者も管理者も、徹底サポート
学習者の主な機能

特徴 機能

※福商 eラーニングの講座運営は、一般社団法人日本経営協会が行っております。

活用企業の声

 使いやすかった点を教えてください。  仕事で活用できていますか？

6つの特徴
福商
e ラーニングの

知識定着度の高い
コンテンツ内容1

スキマ時間でも学べる
マイクロラーニング2

組織に求められる
知識・スキルを網羅3

デバイスさえあれば
どこでも学習可能4

安心•安全の
セキュリティ環境5

画面が見やすい
レスポンシブウェブデザイン6

管理者の主な機能

マルチデバイス
に対応 受講しやすいUI 便利なユーザー

管理機能 受講促進通知

修了証の発行確認テスト アンケート提出 進捗管理お知らせ機能 成績管理

分からないところは巻き戻して勉強できるので、繰り返し学習して、
しっかりと理解できます。

今まで遠回りしてやっていたことをスムーズに
できるようになり、効率アップを感じています。

お申し込みの流れ

受講コース選択、
人数・受講期間の決定

FAXまたはホームページでお申し込み

ご登録内容の確認メール

ID、パスワード発行（メール通知）

開講メール通知、受講開始

お 支 払

コース内容 新入社員教育向けパック
・新社会人速習パック
・フレッシャーズ教育支援パック
好評販売中！

組織に必要とされている知識やスキルを学べるコースラインナップが揃っています。
下記の他にも新コースを続々追加予定！ 最新の情報はホームページでご確認ください。

TEST

90%

●ビジネススキル・教養を学ぶ　

●新コース（続々追加予定！）
▼お得なパック販売

社会人基礎力コース

NSN001

ビジネスマナーの基本

NSN002

経済教養（業界理解） ビジュアル資料作成

よく分かるExcel 2016（HTML5） よく分かるWord 2016（HTML5） よく分かるPowerPoint 2016（HTML5）

異文化／多文化
おもてなし

パーソナルカラー&
ヘアメイク LGBTの基礎理解 タイムマネジメント 情報セキュリティ

目標管理実践
コース

NSN010

メンタルヘルス・マネジメント
（ラインケア）

NSN011 内定者教育パック
コース案内緑枠の5コース
福商会員は1名（ID）90日間
¥9,000-（税別）

MS-Office2016パック
コース案内黒枠の3コース
福商会員は1名（ID）60日間
¥7,000-（税別）

NSN004 NSN005

ビジネス文書

NSN003

NSN502 NSN503 NSN504

NSN006 NSN007 NSN008 NSN009 NSN501

●社会人としての基礎を学ぶ

●MS-Officeについて学ぶ

新コース
続々登場！

期間
限定

お得なパック販売あります！

お得なパック販売あります！
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●経理担当の部署の職員が、感染症に感染した、又は感染症
の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相
当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
●学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇
取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休
暇を取得していること

■法人
　感染症の感染拡大防止のため多数の株主を招集させないよう
に定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じ
たこと
（ただし、消費税については確定した決算に基づいて申告を行うも
のでないため、定時株主総会の開催延期により決算が確定しな
いという理由だけではその期限を延長することはできませんのでご
注意ください。）
※法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染拡大状況を踏
まえ、個人と同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

■個人
①納税者や経理担当の（青色）事業専従者が、感染症に感染し
た、又は感染症の患者と濃厚接触した事実があること
②感染症の患者に濃厚接触した疑いがあることなどの理由により納
税者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと

　資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長
　新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化して

おり、期限までに国税の納付が困難な状況ですが、納付等の期
限を延長することができますか。

　資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに一時に納
められない方には、税務署に申請を行うことにより、最大

で一年間の分割納付が認められ、延滞税が軽減又は免除される
納付の猶予制度があります。
　納付の猶予制度は個人・法人を問わずすべての税目が対象に
なりますが、適用に際しては一定の要件に該当していることが必
要です。新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付でき
ない事情のある方に関しては、迅速かつ柔軟に対応し、猶予の申
請や審査についても極力簡素化しているので、お早めに所轄の税
務署にご相談ください。

　所得税等の申告・納付期限の一括延長について
　今般、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から申告

所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付の期限
が、令和2年4月16日まで延長されましたが、振替納税の振替
日も延長されるのですか。

　次の通り延長になりました。

　個人事業者の源泉所得税の納付期限は延長されますか

　今般の申告期限等の延長の対象とされていませんので、
従来通りの納付期限となります。

　ただし、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うこ
とが困難な方については、次に述べる、個別の申請により納付期
限が延長される場合がありますので、所轄の税務署へご相談くだ
さい。

　期限の個別延長が認められるやむを得ない理由
　新型コロナウイルス感染症に関して、期限内に国税の申

告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期
限延長が認められますか。

　今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められ
ていた理由のほかに次のような理由により、その期限まで

に申告・納付等が困難な場合には、個別の申請による期限延長
が認められることになります。
■個人・法人共通
①税務代理等を行う税理士（事務所の職員を含む）が感染症に感
染したこと
②納税者や経理責任者等が、現在、外国に滞在しており、ビザ
が発給されないなどの理由により入出国に制限等があること
③次のような理由により、企業や個人事業者、税理士事務所等
において通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

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

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

新型コロナウイルスが猛威を振るっています。緊急事態宣言が
発せられ、福岡県にも外出の自粛要請が出るなど予断を許さない
状況が続いていますが、経済的に大打撃を受けている事業者が
多いことと思います。
そこで、国税庁がコロナウイルスに関するFAQ（「国税における
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの

当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」）を発表しましたので、そ
の中から、いくつかご紹介します。尚、本FAQには、他にも重要
な内容が含まれていますので、是非、ご自分でお確かめいただく
ことをお勧めします。また、本稿は4月8日時点で発表された国
税庁ホームページを基にしていますが、今後も状況の変化に伴い
FAQの追加や変更が予想されるので、引き続きご注意ください。

税務Q&A
新型コロナウイルスに関する税務上の取扱いについての速報

申告所得税
個人事業者の消費税

従　来
令和2年4月21日
令和2年4月23日

延期後
令和2年5月15日
令和2年5月19日

※感染症の感染拡大を受けて外出を控えるなど、期限内に申告することが困
難な方については4月17日以降であっても柔軟に確定申告を受け付けるこ
とになりました。
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●経理担当の部署の職員が、感染症に感染した、又は感染症
の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相
当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
●学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇
取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休
暇を取得していること

■法人
　感染症の感染拡大防止のため多数の株主を招集させないよう
に定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じ
たこと
（ただし、消費税については確定した決算に基づいて申告を行うも
のでないため、定時株主総会の開催延期により決算が確定しな
いという理由だけではその期限を延長することはできませんのでご
注意ください。）
※法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染拡大状況を踏
まえ、個人と同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

■個人
①納税者や経理担当の（青色）事業専従者が、感染症に感染し
た、又は感染症の患者と濃厚接触した事実があること
②感染症の患者に濃厚接触した疑いがあることなどの理由により納
税者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと

　資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長
　新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化して

おり、期限までに国税の納付が困難な状況ですが、納付等の期
限を延長することができますか。

　資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに一時に納
められない方には、税務署に申請を行うことにより、最大

で一年間の分割納付が認められ、延滞税が軽減又は免除される
納付の猶予制度があります。
　納付の猶予制度は個人・法人を問わずすべての税目が対象に
なりますが、適用に際しては一定の要件に該当していることが必
要です。新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付でき
ない事情のある方に関しては、迅速かつ柔軟に対応し、猶予の申
請や審査についても極力簡素化しているので、お早めに所轄の税
務署にご相談ください。

　所得税等の申告・納付期限の一括延長について
　今般、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から申告

所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付の期限
が、令和2年4月16日まで延長されましたが、振替納税の振替
日も延長されるのですか。

　次の通り延長になりました。

　個人事業者の源泉所得税の納付期限は延長されますか

　今般の申告期限等の延長の対象とされていませんので、
従来通りの納付期限となります。

　ただし、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うこ
とが困難な方については、次に述べる、個別の申請により納付期
限が延長される場合がありますので、所轄の税務署へご相談くだ
さい。

　期限の個別延長が認められるやむを得ない理由
　新型コロナウイルス感染症に関して、期限内に国税の申

告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期
限延長が認められますか。

　今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められ
ていた理由のほかに次のような理由により、その期限まで

に申告・納付等が困難な場合には、個別の申請による期限延長
が認められることになります。
■個人・法人共通
①税務代理等を行う税理士（事務所の職員を含む）が感染症に感
染したこと
②納税者や経理責任者等が、現在、外国に滞在しており、ビザ
が発給されないなどの理由により入出国に制限等があること
③次のような理由により、企業や個人事業者、税理士事務所等
において通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

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

Q

A

Q

A

Q
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新型コロナウイルスが猛威を振るっています。緊急事態宣言が
発せられ、福岡県にも外出の自粛要請が出るなど予断を許さない
状況が続いていますが、経済的に大打撃を受けている事業者が
多いことと思います。
そこで、国税庁がコロナウイルスに関するFAQ（「国税における
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの

当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」）を発表しましたので、そ
の中から、いくつかご紹介します。尚、本FAQには、他にも重要
な内容が含まれていますので、是非、ご自分でお確かめいただく
ことをお勧めします。また、本稿は4月8日時点で発表された国
税庁ホームページを基にしていますが、今後も状況の変化に伴い
FAQの追加や変更が予想されるので、引き続きご注意ください。

税務Q&A
新型コロナウイルスに関する税務上の取扱いについての速報

申告所得税
個人事業者の消費税

従　来
令和2年4月21日
令和2年4月23日

延期後
令和2年5月15日
令和2年5月19日

※感染症の感染拡大を受けて外出を控えるなど、期限内に申告することが困
難な方については4月17日以降であっても柔軟に確定申告を受け付けるこ
とになりました。

【ひとりで悩まずに、先ずは相談という一歩から】
★暴力追放ダイヤル
　（092）622－0704
　（平日 9 時 00 分～ 17 時 45 分）
★（公財）福岡県暴力追放運動推進センター
　・電話　（092）651－8938　
　・FAX　 （092）651－8988　　
★福岡県警察相談メール　　　　　　

https://www.police.pref.fukuoka.jp/
mailform/soudan.html　

※禁止行為
○暴力団の活動又は運営に協力する目的での利益供与
○暴力団員に自己の名義を使用させること
○暴力団事務所として使用されることを知っての不動
　産譲渡等に係る契約若しくは契約の代理又は媒介

　悪質商法の被害に遭わないためには、その手口や方法などを把握して対処し、万一被害に遭った場合も、警察相

談窓口や消費生活センターなどの消費生活相談担当窓口などに相談して、早期に解決を図ることが大事です。正し

い知識を身に付け、悪質商法などの被害に遭わないようにしましょう。

　福岡県暴力団排除条例が改正され、県民、事業者等が禁止行為（※）を行ったことについて自ら進んで申告し、

再び禁止行為を行わないことを誓約した場合、公安委員会は、勧告（行為の是正を求めること）を行わないこととさ

れました。

　暴力団からの不当要求を現に受けている場合はもちろん、過去に暴力団に対してみかじめ料など金品を供与したこ

とがある場合も、最寄りの警察署又は暴力追放ダイヤルに相談してください。

　県警察は、暴力団排除に取り組もうとする事業者を保護し、暴力団と決別することを全力で後押しします。

企業対象暴力対策の推進
～ 暴力団との関係遮断を後押しします ～

悪質商法にご注意を!
～ 悪質商法などの被害にあわないために ～

お問い合わせ先
福岡県警察本部 組織犯罪対策課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/H24_3/gang.html

危機管理
情報室

【悪質商法の特徴】
　悪質業者は、健康・お金・孤独などの不安を抱える

高齢者や社会経験が乏しく契約の知識が少ない若者を狙

う傾向にあります。

　最近では、新型コロナウイルスの感染拡大に便乗し

た、「マスクを無料送付する」といったURL付きのSMSを

スマートフォンに送信し、URLをクリックさせる手口や訪

問販売業者から「新型コロナウイルス流行拡大の影響で

金の相場が上がる。金を買う権利を申し込まないか」と勧

誘された事案、業者から「新型コロナウイルスの感染を防

ぐために、行政から委託を受けて消毒に回っているが、

どうか」と電話がかかってきた事案などが発生しています。
※県警ホームページでは、新型コロナウイルスに限らず、様々な手口について紹介し
　ています。是非ご確認ください。

お問い合わせ先
福岡県警察本部 生活経済課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/
keizai/akushitu/higai.html
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お客様相談
フリーダイヤル https://www.fukuoka-cgc.or.jp/０１２０-１１２-２４９ 福岡県信用保証協会 検索

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

中小企業のベストパートナー

新型コロナウイルス感染症に関する資金繰り支援について
令和２年新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している

中小企業者・小規模事業者の方の資金繰り支援のため、次のとおり取扱いをしております。
経営安定関連（セーフティネット）保証４号・５号、危機関連保証について

経営安定関連（セーフティネット）保証4号および危機関連保証に対応した自治体融資制度の取扱いにつきましては、
当協会ホームページ『新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さまへ』に一覧表を掲載しておりますの
で、各自治体ホームページと併せてご覧ください。
　経営安定関連（セーフティネット）保証4号 ： 2020.03.09付け新着情報
　危機関連保証 ： 2020.03.23付け新着情報

経営安定関連保証4号 経営安定関連保証5号 危機関連保証

突発災害 不況業種 経済危機

売上高20％減少 売上高5％減少 売上高15％減少

対象外（100％保証） 対象（80％保証） 対象外（100%保証）

0.80% 0.70% 0.80%

発動の事象

認定基準

責任共有制度

当協会基準保証料率

保証枠（一般保証とは別枠） 2.8億円 2.8億円

会費のお支払いは口座振替が便利です。
福岡商工会議所では、会費のお支払いに便利で簡単、手数料無料の口座振替をおすすめしています。
口座振替を希望される場合には、後日「会費預金口座振替依頼書」を送付いたしますので、
HPにてお申し込みください。 URL：https://www.fukunet.or.jp/service/membership-fee/

※2021年度からの口座振替の申込手続となります。

HPにて申込

HPにて必要事項を
ご記入ください。

PR
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福岡の統計 2020年3月〈令和2年3月〉
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福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会

（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店

（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店

（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会

（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」

（平成27年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額
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対前年同月比％（▲減）
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福岡労働局
「雇用失業情勢」

JR西日本

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター

（福岡県内）

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

福岡北九州
高速道路公社

（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）（※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。

セミナー・講演会／
交流会／商談会／
研修講座／補助金・助成金
経営支援施策など

福 岡 商 工 会 議所
メ ー ル マ ガ ジン
好 評 発 信 中
見逃せない福商発ビジネス情報をお送りします

毎月２回配信 従業員の方でも登録OK もちろん無料

登録はこちらから

ビジネス情報が
盛りだくさん！

FCCI

お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112　E-mail：fkkikaku＠fukunet.or.jp

15福岡商工会議所 NEWS ︱ 2020  MAY 



東
区

博
多
区

中
央
区

♯FU_CAFE

DESIGN  WORKSHOP  UPPER  CUT

イリスジャパン（株）

（株）ハリアー研究所

（株）長谷工コミュニティ九州

リンベル（株）  福岡支店

（株）forte  ONE

弁護士法人朝道法律事務所

（株）アンクール

（株）Bridge  Solution

（株）エルニード九州

西日本新聞AC比恵特約店

（株）アイティーブイ

（株）フォースゲート

（株）旭鑑定補償

InSpire（株）

（株）STRATEGIC  ARROWS

（同）ニシヘヒガシヘ

メイクレッスンサロン  スリーグラフィティ

（同）ルコントブルー

しゃぶ亀吉

（株）紗利伊

伊藤建築都市設計室

フィッシャーマンズクラブ

水野FUKUOKA法律事務所

一般社団法人  九州通訳・翻訳者・ガイド協会

青空指圧治療院

（株）GWS

飲食店

デザイン（プロダクトデザイン・グラフィックデザイン、他）

オリーブオイルの輸入販売（小売、通信販売）

高卒新卒求人サイトハリケンナビの運営

マンション管理事業

カタログギフトの企画・制作・販売

北部九州の中小企業に特化したM＆A仲介業

弁護士業

不動産の賃貸及び売買の仲介業務、不動産開発、運用事業

外国人サポート

構造物の基礎下地盤改良の設計

西日本新聞販売

映像・音響機器のレンタル、オペレーション

PHPによるWEBアプリ開発

不動産鑑定業、補償コンサルタント、測量業

オーガニック商品の企画・販売

経営コンサルティング

イベントの企画、制作、運営、設営及びそれらのコンサルティング

メイクレッスン

感染症対策商材・環境商材の販売

飲食業

化粧品小売

建築・インテリア・内装・設計・監理

辛子明太子の製造・販売

弁護士業

通訳・翻訳

肩こり、腰痛、全身疲労の方のマッサージ

飲食業

福岡市東区千早4-22-37

福岡市東区高美台2-26-12

福岡市東区美和台7-18-14

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

福岡市博多区博多駅前1-21-28

福岡市博多区博多駅前2-17-23

福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勧筑紫通ビル9階

福岡市博多区博多駅東2-17-5 アークビル5階  514号

福岡市博多区古門戸町7-11-201

福岡市博多区吉塚本町9-15-503

福岡市博多区豊1-3-14 佐藤ビルA棟1号室

福岡市博多区豊2-1-28

福岡市博多区東比恵3-27-10

福岡市博多区東月隈3-5-2

福岡市中央区白金2-11-9 CR福岡ビル5階

福岡市中央区天神1-7-11 天神IMS3階  ABSS前

福岡市中央区天神1-15-5 天神明治通りビル905

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト719

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト916

福岡市中央区天神3-8-13-202

福岡市中央区薬院2-3-7

福岡市中央区薬院4-15-10-202

福岡市中央区桜坂1-8-3-001B

福岡市中央区平尾5-19-36 カルム平尾101

福岡市中央区六本松4-8-12-203

福岡市南区塩原4-4-22-2階

福岡市南区鶴田1-9-1

福岡市南区大橋1-16-5-1階

おいしいコーヒーと落ちついた空間をご提供します

デザインの事ならお気軽にお問い合わせください

国際大会受賞歴多数のExバージンオリーブオイル、日本初上陸！

全国の就職希望高校生と企業を繋ぎ定着率向上を目指しています

マンション管理の会社です。天神で貸オフィス・貸会議室も営業中

リンベルカタログギフトはあらゆるニーズにお応えします

M＆A支援の他、戦略立案や実行支援等経営サポートを行っています

経営者様のお困り事はいつでもご相談にのります

中華圏不動産投資家の紹介、中国でのビジネス展開の協力

外国人の情報サポートを行っています

性能証明を取得した地盤改良で全国展開を行う企業体の九州地域会社

那珂、竹下地区での新聞、福岡市博多区での牛乳の申込待ってます

イベント時の映像音響機器をトータルにサポートします

cakePHPやECCUBE等でwebアプリを開発しています

1977年創業の実績で不動産に関するお悩みを解決します

癒やし・香りをテーマにアシュレイ社の全商品を展示し香りを楽しめます

戦略・財務・組織の3つの視点から企業を支援します

イベント、社内研修などを規模に関わらず企画・運営します

個人の方、プロ向けのメイクレッスンです。骨格を見てお伝えします

感染症対策・環境商材の販売と、イベントの企画制作会社です

逢う人も逢う人も福の神　出逢いは宝　良き出逢いを

無添加にこだわったスキンケアシリーズを販売している会社です

機能と共に「心」が惹かれる空間をご提案します

無着色、無添加の辛子明太子。ご家庭用、贈り物としてご利用ください

令和元年開業の法律事務所です。幅広く案件を取扱っています

観光庁登録研修機関第一号です

デスクワークで疲れている20代～40代の女性で肩こり、腰痛でお悩みの方

日本一美味しいとり皮を世界に発信することが目標です

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

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？

南
区

092-405-0818

080-5609-1456

050-5357-9669

092-419-2395

092-477-3939

092-432-1156

092-260-1018

092-710-6452

080-3981-9519

092-622-0225

092-292-1985

092-472-6686

092-432-2788

092-985-2110

092-534-1800

080-4546-3838

090-7414-9515

090-7474-8774

092-231-9592

092-714-6854

092-753-8271

092-406-6910

092-715-6001

090-9566-5535

092-519-9897

092-710-1150

090-8402-3518

092-561-0230
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九州昭和（株）

キャリアクレッシェンド

home  story（株）

たかの財形事務所

fukuoka加圧studio－α  前原店

クルメキッコー（株）

三栄の商（株）

一般社団法人日本皮膚美容専門家協会

土木工事建設

研修（ビジネスマナー、コミュニケーション、他）

不動産仲介業

相続・年金・住宅ローンの成果報酬コンサル

フィットネス

醤油製造

精肉小売、卸売

美と健康に関する情報共有、提供と人材育成

福岡市城南区茶山4-9-22-201

福岡市西区姪浜駅南4-2-8-602

福岡市西区戸切3-17-2

福岡市西区千里707-13

糸島市前原中央2-6-5

久留米市宮ノ陣5-15-10

佐賀県杵島郡江北町上小田2336-3

静岡県浜松市中区紺屋町306-43

鉄骨、金物工事を得意としています

労働者の主体性の向上、職業能力など自己理解の促進をお手伝い

不動産売買に関するお困りごとをお手伝いします

相続、事業承継の成果報酬型コンサルをやってます

ダイエット・健康維持・若返り美肌の加圧トレーニング

創業明治七年。伝統木桶仕込み丸大豆醤油と各種調味料製造販売

佐賀牛を専門とする精肉店です

化粧品に頼らない健康な素肌の為に皮膚や化粧品の正しい知識を提供

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

木造住宅（2×4 工法）の躯体材全般

食肉卸売業

美容商材卸

訪問看護

ゴルフ資格認定

ソフトウェアの開発、保守、導入

芸能プロダクション、広告代理業、制作業、イベント事業

認証サービス

イベント企画

飲食店

種子・苗木・球根・農園用品の生産および販売、書籍の出版および販売

接客業

IoT 関連機器の研究開発

測量業

運送業

通信販売業

番組 CM 等映像制作

エム・ティー・フォー（株）

ケイワイトレーディング（株）

（株）アレグリア

スリードア（株）

一般社団法人  日本プロドラコン協会

（株）ウイズユニティ

（株）アーツエンターテインメント

（株）オーガニック認定機構

（株）RHYTHM7

そば　耕作

（株）サカタのタネ  営業第1部九州支店

七瀬

（株）Photosynth  福岡オフィス

（同）高崎調査測量

（株）友善運輸

（株）ジェイ・メディックス

（株）西日本新聞メディアラボ

営業内容／事業所名

一般貨物自動車運送業

食品加工製造販売

古武道斬試道場

金融商品仲介業

コンサルタント業務

不動産売買

（株）T. A. T

（株）フィールドベース

源心館

（株）Bicman  Asia

（株）イー・エス・エス・ジャパン

（株）プレディアンス

営業内容／事業所名

中古車の販売・買取・リース

食料品、日用雑貨品、化粧品の販売

ファッション雑貨（ハンドメイド）の製造・卸売

建設資材メンテナンス

行政書士（建設業、入管、化粧品 〈薬機法〉）

飲食業

ラーメン店

保険代理業

不動産

生損保保険代理業

建設業

写真撮影

店舗内装業

販売促進企画の立案提案　セミナー実施

内装業

建築資材用金属製品の設計・製造・施工

飲食店営業

（株）HSP

（株）XEEN

Rainbow（同）

（有）エヌ・ケイメンテナンス

まいづる行政書士事務所

まるけんうどん

（有）ディアンドエッチ

アスウェル（同）

（有）ヤマト不動産

（株）アール1マネージメント

サワラ産業

103photo

（有）道下組

神山事務所

小野内装

（有）古賀製作所

さかえや

営業内容／事業所名

西
区

中
央
区

南
区

中
央
区

092-707-5151

092-407-9944

092-775-7442

090-3407-2123

092-331-8011

0942-34-4147

0952-86-3956

053-457-1007

城
南
区

西
区

糸
島
市
久
留
米
市
佐
賀
県

静
岡
県

FCCI

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

詳しくは...
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東
区

博
多
区

中
央
区

♯FU_CAFE

DESIGN  WORKSHOP  UPPER  CUT

イリスジャパン（株）

（株）ハリアー研究所

（株）長谷工コミュニティ九州

リンベル（株）  福岡支店

（株）forte  ONE

弁護士法人朝道法律事務所

（株）アンクール

（株）Bridge  Solution

（株）エルニード九州

西日本新聞AC比恵特約店

（株）アイティーブイ

（株）フォースゲート

（株）旭鑑定補償

InSpire（株）

（株）STRATEGIC  ARROWS

（同）ニシヘヒガシヘ

メイクレッスンサロン  スリーグラフィティ

（同）ルコントブルー

しゃぶ亀吉

（株）紗利伊

伊藤建築都市設計室

フィッシャーマンズクラブ

水野FUKUOKA法律事務所

一般社団法人  九州通訳・翻訳者・ガイド協会

青空指圧治療院

（株）GWS

飲食店

デザイン（プロダクトデザイン・グラフィックデザイン、他）

オリーブオイルの輸入販売（小売、通信販売）

高卒新卒求人サイトハリケンナビの運営

マンション管理事業

カタログギフトの企画・制作・販売

北部九州の中小企業に特化したM＆A仲介業

弁護士業

不動産の賃貸及び売買の仲介業務、不動産開発、運用事業

外国人サポート

構造物の基礎下地盤改良の設計

西日本新聞販売

映像・音響機器のレンタル、オペレーション

PHPによるWEBアプリ開発

不動産鑑定業、補償コンサルタント、測量業

オーガニック商品の企画・販売

経営コンサルティング

イベントの企画、制作、運営、設営及びそれらのコンサルティング

メイクレッスン

感染症対策商材・環境商材の販売

飲食業

化粧品小売

建築・インテリア・内装・設計・監理

辛子明太子の製造・販売

弁護士業

通訳・翻訳

肩こり、腰痛、全身疲労の方のマッサージ

飲食業

福岡市東区千早4-22-37

福岡市東区高美台2-26-12

福岡市東区美和台7-18-14

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

福岡市博多区博多駅前1-21-28

福岡市博多区博多駅前2-17-23

福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勧筑紫通ビル9階

福岡市博多区博多駅東2-17-5 アークビル5階  514号

福岡市博多区古門戸町7-11-201

福岡市博多区吉塚本町9-15-503

福岡市博多区豊1-3-14 佐藤ビルA棟1号室

福岡市博多区豊2-1-28

福岡市博多区東比恵3-27-10

福岡市博多区東月隈3-5-2

福岡市中央区白金2-11-9 CR福岡ビル5階

福岡市中央区天神1-7-11 天神IMS3階  ABSS前

福岡市中央区天神1-15-5 天神明治通りビル905

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト719

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト916

福岡市中央区天神3-8-13-202

福岡市中央区薬院2-3-7

福岡市中央区薬院4-15-10-202

福岡市中央区桜坂1-8-3-001B

福岡市中央区平尾5-19-36 カルム平尾101

福岡市中央区六本松4-8-12-203

福岡市南区塩原4-4-22-2階

福岡市南区鶴田1-9-1

福岡市南区大橋1-16-5-1階

おいしいコーヒーと落ちついた空間をご提供します

デザインの事ならお気軽にお問い合わせください

国際大会受賞歴多数のExバージンオリーブオイル、日本初上陸！

全国の就職希望高校生と企業を繋ぎ定着率向上を目指しています

マンション管理の会社です。天神で貸オフィス・貸会議室も営業中

リンベルカタログギフトはあらゆるニーズにお応えします

M＆A支援の他、戦略立案や実行支援等経営サポートを行っています

経営者様のお困り事はいつでもご相談にのります

中華圏不動産投資家の紹介、中国でのビジネス展開の協力

外国人の情報サポートを行っています

性能証明を取得した地盤改良で全国展開を行う企業体の九州地域会社

那珂、竹下地区での新聞、福岡市博多区での牛乳の申込待ってます

イベント時の映像音響機器をトータルにサポートします

cakePHPやECCUBE等でwebアプリを開発しています

1977年創業の実績で不動産に関するお悩みを解決します

癒やし・香りをテーマにアシュレイ社の全商品を展示し香りを楽しめます

戦略・財務・組織の3つの視点から企業を支援します

イベント、社内研修などを規模に関わらず企画・運営します

個人の方、プロ向けのメイクレッスンです。骨格を見てお伝えします

感染症対策・環境商材の販売と、イベントの企画制作会社です

逢う人も逢う人も福の神　出逢いは宝　良き出逢いを

無添加にこだわったスキンケアシリーズを販売している会社です

機能と共に「心」が惹かれる空間をご提案します

無着色、無添加の辛子明太子。ご家庭用、贈り物としてご利用ください

令和元年開業の法律事務所です。幅広く案件を取扱っています

観光庁登録研修機関第一号です

デスクワークで疲れている20代～40代の女性で肩こり、腰痛でお悩みの方

日本一美味しいとり皮を世界に発信することが目標です

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

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？

南
区

092-405-0818

080-5609-1456

050-5357-9669

092-419-2395

092-477-3939

092-432-1156

092-260-1018

092-710-6452

080-3981-9519

092-622-0225

092-292-1985

092-472-6686

092-432-2788

092-985-2110

092-534-1800

080-4546-3838

090-7414-9515

090-7474-8774

092-231-9592

092-714-6854

092-753-8271

092-406-6910

092-715-6001

090-9566-5535

092-519-9897

092-710-1150

090-8402-3518

092-561-0230
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九州昭和（株）

キャリアクレッシェンド

home  story（株）

たかの財形事務所

fukuoka加圧studio－α  前原店

クルメキッコー（株）

三栄の商（株）

一般社団法人日本皮膚美容専門家協会

土木工事建設

研修（ビジネスマナー、コミュニケーション、他）

不動産仲介業

相続・年金・住宅ローンの成果報酬コンサル

フィットネス

醤油製造

精肉小売、卸売

美と健康に関する情報共有、提供と人材育成

福岡市城南区茶山4-9-22-201

福岡市西区姪浜駅南4-2-8-602

福岡市西区戸切3-17-2

福岡市西区千里707-13

糸島市前原中央2-6-5

久留米市宮ノ陣5-15-10

佐賀県杵島郡江北町上小田2336-3

静岡県浜松市中区紺屋町306-43

鉄骨、金物工事を得意としています

労働者の主体性の向上、職業能力など自己理解の促進をお手伝い

不動産売買に関するお困りごとをお手伝いします

相続、事業承継の成果報酬型コンサルをやってます

ダイエット・健康維持・若返り美肌の加圧トレーニング

創業明治七年。伝統木桶仕込み丸大豆醤油と各種調味料製造販売

佐賀牛を専門とする精肉店です

化粧品に頼らない健康な素肌の為に皮膚や化粧品の正しい知識を提供

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

木造住宅（2×4 工法）の躯体材全般

食肉卸売業

美容商材卸

訪問看護

ゴルフ資格認定

ソフトウェアの開発、保守、導入

芸能プロダクション、広告代理業、制作業、イベント事業

認証サービス

イベント企画

飲食店

種子・苗木・球根・農園用品の生産および販売、書籍の出版および販売

接客業

IoT 関連機器の研究開発

測量業

運送業

通信販売業

番組 CM 等映像制作

エム・ティー・フォー（株）

ケイワイトレーディング（株）

（株）アレグリア

スリードア（株）

一般社団法人  日本プロドラコン協会

（株）ウイズユニティ

（株）アーツエンターテインメント

（株）オーガニック認定機構

（株）RHYTHM7

そば　耕作

（株）サカタのタネ  営業第1部九州支店

七瀬

（株）Photosynth  福岡オフィス

（同）高崎調査測量

（株）友善運輸

（株）ジェイ・メディックス

（株）西日本新聞メディアラボ

営業内容／事業所名

一般貨物自動車運送業

食品加工製造販売

古武道斬試道場

金融商品仲介業

コンサルタント業務

不動産売買

（株）T. A. T

（株）フィールドベース

源心館

（株）Bicman  Asia

（株）イー・エス・エス・ジャパン

（株）プレディアンス

営業内容／事業所名

中古車の販売・買取・リース

食料品、日用雑貨品、化粧品の販売

ファッション雑貨（ハンドメイド）の製造・卸売

建設資材メンテナンス

行政書士（建設業、入管、化粧品 〈薬機法〉）

飲食業

ラーメン店

保険代理業

不動産

生損保保険代理業

建設業

写真撮影

店舗内装業

販売促進企画の立案提案　セミナー実施

内装業

建築資材用金属製品の設計・製造・施工

飲食店営業

（株）HSP

（株）XEEN

Rainbow（同）

（有）エヌ・ケイメンテナンス

まいづる行政書士事務所

まるけんうどん

（有）ディアンドエッチ

アスウェル（同）

（有）ヤマト不動産

（株）アール1マネージメント

サワラ産業

103photo

（有）道下組

神山事務所

小野内装

（有）古賀製作所

さかえや

営業内容／事業所名

西
区

中
央
区

南
区

中
央
区

092-707-5151

092-407-9944

092-775-7442

090-3407-2123

092-331-8011

0942-34-4147

0952-86-3956

053-457-1007

城
南
区

西
区

糸
島
市
久
留
米
市
佐
賀
県

静
岡
県

FCCI

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

詳しくは...
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目的と特徴

■叱咤激励のつもりで厳しく指導するとパワハラと言われかねない。
■部下の多様性（ダイバーシティ; 性別、LGBT、ライフスタイル、障害な

ど）の尊重。
■外国人労働者の採用可能性もあり、相手のことも理解して育成しない

といけない。
■働き方改革に伴い、多様な働き方を認めながらも職場目標を達成する

必要がある。

■対　象／管理職　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

１．新入社員に求められることはなにか
　・信頼関係を築くために必要なこと
　・ビジネスコミュニケーションとはなにか

２．「印象」を変える…　・表情・服装・挨拶
３．「姿勢」を整える…    ・態度・お辞儀・ビジネスマナー
４．「言葉遣い」を身につける 
　 ・仕事の受け方・仕事の頼み方・報連相のし方
５．ケース別ワーク

仕事とプライベートのコミュニケーションはどう違う?
新入社員のための
ビジネスコミュニケーション講座

■対　象／新入社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

2020 年度 開講講座のご案内

※開催日は変更となる場合がございます。詳しくは当所 HP をご覧ください。

（5 月・6 月開講講座）
５月に予定しておりました講座は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、延期させていただきます。日程が確定後、ホームページなどでご案内いたします。

1.オリエンテーション

2.管理職とは何か 

3.管理職の視点で組織を理解する

4.部下との関係性構築を理解する

5.課題解決力を発揮する 

講師：株式会社ライズ  髙尾英正氏
No.5／5月19日（火）

自信をもってマネジメント! 
新任管理職スタートアップ講座

■対　象／新任管理職　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　心を表す魅せる接遇、最良のサービスやホスピタリティを知る航空
業界客室乗務員のスキルをもとに“おもてなしの心”があふれる魅力あ
る職場づくりをめざします。
1.「マツコ会議」DVD視聴（約30分間）　2.エアラインのマナー
3.自分を見つめ相手を知る

講師：株式会社インターナショナルエアアカデミー  嶋田嘉志子氏
No.11／6月11日（木）

CS 向上・職場活性化講座
～職場にこそ必要な おもてなしの心～
CAの目配り・気配り・心配り

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／7,870円（会員）、10,100円（特商）、11,800円（一般）
■時　間／13：30～16：30　※三時間コース

・初級管理者として必要な心構え、役割の捉え方、仕事の仕方を
学習し、自覚を促します。

・マネジメントのテクニックとして、PDCA の考え方と取り組み方を
解説し、管理技術を習得します。

・リーダーシップの考え方、取り組み方を学習し、自身のあるべき
リーダー像を作り上げます。

・現場に必要な育成方法を学び、真に活躍できる人材活性化法を
学びます。

講師：株式会社ヒューマンプロデュースジャパン  葉田勉氏
No.13／6月18日（木）

上司を補佐し、部下を育てる
主任・係長養成講座

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　『どうも最近、指示待ち社員が増えた気がする』という悩みを抱え
ていませんか。これからの活躍を期待される若手社員が、自ら考え
動ける人材へと成長するために必要な要素を身につけるための講座
です。参加者同士の関係性の構築を図り意見交換することで、自
ら働きかける「発信力」や、周りを巻き込む「チーム力」等をワーク形
式で強化します。

講師：株式会社地域のチカラ  北岡敦広氏
No.15／6月25日（木）

指示待ちから期待される人材へ
～自ら動く!自ら動かす!自律社員へ～

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　令和の時代は、次のように部下との関係性はナーバスな面が増加
すると思われる。

　しかし業務の円滑推進にはそれらを問題化せずに部下を育成して
いく必要がある。その解決には、上司と部下が相互理解していくこ
とが求められる。令和型コーチングは、“認め、壁を乗り越えて部下
を育成する”ことであり、多様性への対応が一層求められる。本研
修においては、令和型コーチングに必要な知識とスキルを学び、
職場実践を促進していくことをねらいとする。

講師：Coaching Office　クラリオン  大木孝仁氏
No.12／6月16日（火）

講師：CareercrescenDo（キャリアクレッシェンド）　中園久美子氏
No.14／6月23日（火）

“令和型コーチング研修”
上司と部下がお互いの価値観・考え方を認め合う
令和の時代に向けた部下育成法　　

①営業の仕事とは：販売と営業の違い、これからの時代の営業に期
待される役割・行動を理解する【講義】

②アプローチから訪問準備：顧客へのコンタクトの仕方、訪問準備の
ポイントを理解する【講義・ワーク】

③好印象を与えるポイント：相手に良い印象を与えるポイントと接し
方を学ぶ【講義・ワーク】

④お客さまが話しやすい話し方：情報やニーズを引き出す、傾聴の仕
方を学ぶ【講義・ワーク】

⑤効果的な説明の仕方：商品やサービスの効果的な伝え方を学ぶ
　【講義・ロールプレイ】
⑥顧客に選ばれ信頼される営業として：常に成長し、成果を上げ続

ける営業の行動を学ぶ【講義・個人検討】

講師：株式会社グランディール  神河真司氏
No.7／5月26日（火）

他社に差をつけ、お客様に
“選ばれる・信頼される”営業基礎力講座

■対　象／若手社員・営業担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

1.そもそもマーケティングって?
2.マーケティングの事例
3.需要からターゲットへ…
4.ペルソナ設定の事例
5.Web上に網を張る=検索は3種類に分けられる。
6.ユーザーとの接点は2通り
7.Googleマイビジネスとは?

講師：株式会社セブンアイズ　瀧内賢氏
No.8／5月28日（木）

MEO対策（Googleマイビジネス最適化）入門・実践講座
Webを活用した地域密着型マーケティング戦略
ネット社会の今、地域に根差していく
ために必要なWeb 戦略とは?

■対　象／若手社員・中堅社員、営業担当者　■定　員／35名
■受講料／10,490円（会員）、 14,890円（特商）、15,720円（一般）
■時　間／13：00～17：00

　急速に変化し、コンプライアンスやハラスメント対策なども厳
しく求められる時代に、総務・庶務部門は会社の要としての役
割をしっかり果たしていくことがますます求められます。この講座
では、基本的な業務である慶弔や消耗品管理などの他、効率
的な業務の進め方や新しく求められる業務についても解説しま
す。総務・庶務部門として会社の改革をしイキイキ活躍してい
ただけるようになることをめざします。

講師：㈱ヒューマンプロデュースジャパン  阿部紀子氏
No.6／5月21日（木）

これだけは押さえたい! 
総務担当者の基礎実務講座

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

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
※詳細はぜひ、HPをご覧ください。　URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/

○会場 :当所会議室　○締 切 :開催日の1週間前

・社会保険実務を長年にわたり行ってきた、社会保険労務士で

ある講師が実際の書式を使いながら実務に即した講義を行う

ため、習得した知識を即実務に活かすことができ、また社会

保険制度を深く理解することができるようになります。

・直近の法改正まで踏まえた社会保険実務を行うことができるよ

うになります。

講師：社会保険労務士法人COMMITMENT　特定社会保険労務士  北原強氏
No.9／6月2、3日（火・水）2日間コース

社会保険実務基礎講座
実務のプロが教える!すぐに役立つ実践講座!

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／23,050円（会員）、 27,450円（特商）、34,750円（一般）
■時　間／各10：00～17：00

1.企業運営のためのリスク管理
2.契約上のトラブルを避けるには～契約について
3.印鑑（署名）に関する法律
4.契約書の具体的作成方法
5.文書の管理　6.知的財産権活用法
7.個人情報保護法とリスク管理
8.紛争処理と債権回収に関する法律知識
9.代金回収の法律　10.企業の「倒産」手続
11.ビジネスに潜む労務の落とし穴
12.インターネット上の炎上、名誉棄損の予防と対応
13.企業の「法律」と「弁護士」の活用法

講師：明倫国際法律事務所  田中雅敏氏
No.10／6月9日（火）　

ビジネス法律知識実務講座

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

1）アイスブレイク（現在の育成への取組の共有）
2）人材育成理論（実務で活用できる人材育成理論を習得） 
       ※グループワーク有
3）コーチング理論とロールプレイング
　 （部下指導のロールプレイングで実践力を育成）

No.16／6月30日（火）
～はじめての部下育成～
新任OJT担当者向け人材育成力講座

■対　象／若手社員・中堅社員
■定　員／35名
■受講料／一律　4,720円
■時　間／10：00～17：00

4）リーダーシップとマネジメント
　  （育成担当者としてのリーダーシップの取り方を理解する）
5）本日の学びのふり返り（本日の学びの定着と気づきを共有）

講師：一般社団法人学生就職支援協会　小石原隆史氏

延期 延期

延期 延期

〈お詫び〉
４月号に掲載をしておりました金額に
誤りがございました。正しい金額は
4,720円です。
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目的と特徴

■叱咤激励のつもりで厳しく指導するとパワハラと言われかねない。
■部下の多様性（ダイバーシティ; 性別、LGBT、ライフスタイル、障害な

ど）の尊重。
■外国人労働者の採用可能性もあり、相手のことも理解して育成しない

といけない。
■働き方改革に伴い、多様な働き方を認めながらも職場目標を達成する

必要がある。

■対　象／管理職　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

１．新入社員に求められることはなにか
　・信頼関係を築くために必要なこと
　・ビジネスコミュニケーションとはなにか

２．「印象」を変える…　・表情・服装・挨拶
３．「姿勢」を整える…    ・態度・お辞儀・ビジネスマナー
４．「言葉遣い」を身につける 
　 ・仕事の受け方・仕事の頼み方・報連相のし方
５．ケース別ワーク

仕事とプライベートのコミュニケーションはどう違う?
新入社員のための
ビジネスコミュニケーション講座

■対　象／新入社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

2020 年度 開講講座のご案内

※開催日は変更となる場合がございます。詳しくは当所 HP をご覧ください。

（5 月・6 月開講講座）
５月に予定しておりました講座は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、延期させていただきます。日程が確定後、ホームページなどでご案内いたします。

1.オリエンテーション

2.管理職とは何か 

3.管理職の視点で組織を理解する

4.部下との関係性構築を理解する

5.課題解決力を発揮する 

講師：株式会社ライズ  髙尾英正氏
No.5／5月19日（火）

自信をもってマネジメント! 
新任管理職スタートアップ講座

■対　象／新任管理職　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　心を表す魅せる接遇、最良のサービスやホスピタリティを知る航空
業界客室乗務員のスキルをもとに“おもてなしの心”があふれる魅力あ
る職場づくりをめざします。
1.「マツコ会議」DVD視聴（約30分間）　2.エアラインのマナー
3.自分を見つめ相手を知る

講師：株式会社インターナショナルエアアカデミー  嶋田嘉志子氏
No.11／6月11日（木）

CS 向上・職場活性化講座
～職場にこそ必要な おもてなしの心～
CAの目配り・気配り・心配り

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／7,870円（会員）、10,100円（特商）、11,800円（一般）
■時　間／13：30～16：30　※三時間コース

・初級管理者として必要な心構え、役割の捉え方、仕事の仕方を
学習し、自覚を促します。

・マネジメントのテクニックとして、PDCA の考え方と取り組み方を
解説し、管理技術を習得します。

・リーダーシップの考え方、取り組み方を学習し、自身のあるべき
リーダー像を作り上げます。

・現場に必要な育成方法を学び、真に活躍できる人材活性化法を
学びます。

講師：株式会社ヒューマンプロデュースジャパン  葉田勉氏
No.13／6月18日（木）

上司を補佐し、部下を育てる
主任・係長養成講座

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　『どうも最近、指示待ち社員が増えた気がする』という悩みを抱え
ていませんか。これからの活躍を期待される若手社員が、自ら考え
動ける人材へと成長するために必要な要素を身につけるための講座
です。参加者同士の関係性の構築を図り意見交換することで、自
ら働きかける「発信力」や、周りを巻き込む「チーム力」等をワーク形
式で強化します。

講師：株式会社地域のチカラ  北岡敦広氏
No.15／6月25日（木）

指示待ちから期待される人材へ
～自ら動く!自ら動かす!自律社員へ～

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　令和の時代は、次のように部下との関係性はナーバスな面が増加
すると思われる。

　しかし業務の円滑推進にはそれらを問題化せずに部下を育成して
いく必要がある。その解決には、上司と部下が相互理解していくこ
とが求められる。令和型コーチングは、“認め、壁を乗り越えて部下
を育成する”ことであり、多様性への対応が一層求められる。本研
修においては、令和型コーチングに必要な知識とスキルを学び、
職場実践を促進していくことをねらいとする。

講師：Coaching Office　クラリオン  大木孝仁氏
No.12／6月16日（火）

講師：CareercrescenDo（キャリアクレッシェンド）　中園久美子氏
No.14／6月23日（火）

“令和型コーチング研修”
上司と部下がお互いの価値観・考え方を認め合う
令和の時代に向けた部下育成法　　

①営業の仕事とは：販売と営業の違い、これからの時代の営業に期
待される役割・行動を理解する【講義】

②アプローチから訪問準備：顧客へのコンタクトの仕方、訪問準備の
ポイントを理解する【講義・ワーク】

③好印象を与えるポイント：相手に良い印象を与えるポイントと接し
方を学ぶ【講義・ワーク】

④お客さまが話しやすい話し方：情報やニーズを引き出す、傾聴の仕
方を学ぶ【講義・ワーク】

⑤効果的な説明の仕方：商品やサービスの効果的な伝え方を学ぶ
　【講義・ロールプレイ】
⑥顧客に選ばれ信頼される営業として：常に成長し、成果を上げ続

ける営業の行動を学ぶ【講義・個人検討】

講師：株式会社グランディール  神河真司氏
No.7／5月26日（火）

他社に差をつけ、お客様に
“選ばれる・信頼される”営業基礎力講座

■対　象／若手社員・営業担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

1.そもそもマーケティングって?
2.マーケティングの事例
3.需要からターゲットへ…
4.ペルソナ設定の事例
5.Web上に網を張る=検索は3種類に分けられる。
6.ユーザーとの接点は2通り
7.Googleマイビジネスとは?

講師：株式会社セブンアイズ　瀧内賢氏
No.8／5月28日（木）

MEO対策（Googleマイビジネス最適化）入門・実践講座
Webを活用した地域密着型マーケティング戦略
ネット社会の今、地域に根差していく
ために必要なWeb 戦略とは?

■対　象／若手社員・中堅社員、営業担当者　■定　員／35名
■受講料／10,490円（会員）、 14,890円（特商）、15,720円（一般）
■時　間／13：00～17：00

　急速に変化し、コンプライアンスやハラスメント対策なども厳
しく求められる時代に、総務・庶務部門は会社の要としての役
割をしっかり果たしていくことがますます求められます。この講座
では、基本的な業務である慶弔や消耗品管理などの他、効率
的な業務の進め方や新しく求められる業務についても解説しま
す。総務・庶務部門として会社の改革をしイキイキ活躍してい
ただけるようになることをめざします。

講師：㈱ヒューマンプロデュースジャパン  阿部紀子氏
No.6／5月21日（木）

これだけは押さえたい! 
総務担当者の基礎実務講座

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

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
※詳細はぜひ、HPをご覧ください。　URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/

○会場 :当所会議室　○締 切 :開催日の1週間前

・社会保険実務を長年にわたり行ってきた、社会保険労務士で

ある講師が実際の書式を使いながら実務に即した講義を行う

ため、習得した知識を即実務に活かすことができ、また社会

保険制度を深く理解することができるようになります。

・直近の法改正まで踏まえた社会保険実務を行うことができるよ

うになります。

講師：社会保険労務士法人COMMITMENT　特定社会保険労務士  北原強氏
No.9／6月2、3日（火・水）2日間コース

社会保険実務基礎講座
実務のプロが教える!すぐに役立つ実践講座!

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／23,050円（会員）、 27,450円（特商）、34,750円（一般）
■時　間／各10：00～17：00

1.企業運営のためのリスク管理
2.契約上のトラブルを避けるには～契約について
3.印鑑（署名）に関する法律
4.契約書の具体的作成方法
5.文書の管理　6.知的財産権活用法
7.個人情報保護法とリスク管理
8.紛争処理と債権回収に関する法律知識
9.代金回収の法律　10.企業の「倒産」手続
11.ビジネスに潜む労務の落とし穴
12.インターネット上の炎上、名誉棄損の予防と対応
13.企業の「法律」と「弁護士」の活用法

講師：明倫国際法律事務所  田中雅敏氏
No.10／6月9日（火）　

ビジネス法律知識実務講座

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

1）アイスブレイク（現在の育成への取組の共有）
2）人材育成理論（実務で活用できる人材育成理論を習得） 
       ※グループワーク有
3）コーチング理論とロールプレイング
　 （部下指導のロールプレイングで実践力を育成）

No.16／6月30日（火）
～はじめての部下育成～
新任OJT担当者向け人材育成力講座

■対　象／若手社員・中堅社員
■定　員／35名
■受講料／一律　4,720円
■時　間／10：00～17：00

4）リーダーシップとマネジメント
　  （育成担当者としてのリーダーシップの取り方を理解する）
5）本日の学びのふり返り（本日の学びの定着と気づきを共有）

講師：一般社団法人学生就職支援協会　小石原隆史氏

延期 延期

延期 延期

〈お詫び〉
４月号に掲載をしておりました金額に
誤りがございました。正しい金額は
4,720円です。
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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/

■FMラジオ番組「FUKUOKA2020」とは？
　福岡市中央区のコミュニティFM放送局「コミュニティラジオ天神（FM77.7MHｚ）」
にて、毎週木曜日19:00～ON AIR！ 地域の情報・次世代ビジネス・地方創生などの
最新情報について、大学生を中心とした若手メンバーとゲストで発信するラジオ番組。
ラジオというメディアの新しい可能性を、ソーシャルメディアやスマートフォンファーストで
ビジネスを考えている世代が探っていきます。 

　全国の地方創生や中小・中堅企業の ICT/IoT 活用支援、
次世代人材育成など幅広い事業を展開するナレッジネット
ワーク株式会社。今回は、そんなナレッジネットワーク株式
会社の代表取締役社長 森戸 裕一さんにお話を伺った。

ナレッジネットワーク株式会社設立の経緯を教えてください。

まず社名ですが、その名の通り「ナレッジ（知識や技術）の
シェアを行う＝ナレッジをネットワークする」という意味を含ん
でいます。今でいうと、スキルシェアのサービスを提供してい
るシェアリングエコノミーと考え方が似ていますね。ネットが
普及してビジネス環境が変化していき、もはや会社の規模で
勝負するような時代ではなくなってきていると感じはじめた
2002年に独立し、さまざまな知識や技術を持っている人たち
をネットワークするための会社を作りました。小さくても優秀
な人材がダイナミックに活動できる会社を作れば大きな会社と
同じことができるのではないかと考えた訳です。そのような背
景で設立したのがナレッジネットワーク株式会社です。

そんなナレッジネットワークの強みはどのようなところですか。

働く上で規則を最低限にしているところです。何でもすべて
決めてしまうと、社員はとりあえず定時に出社して8時間働け
ばよいのだろう、と自らの思考を停止してしまいがちです。当
社は、8時間以上働かない、ということ以外、細かい規則は

決めていません。時間ではなく、常に求められる結果を出
す、ということを社員に求めています。もちろん、そのため
に、社外の方と協力してもらっても大丈夫です。そうすると、
自然と仕事のスピードも速くなります。これは外資系企業に似
ているのかもしれませんね。また、マネージャーはマネー
ジャーの仕事を行う、ということも重要視しています。当社
は、全国で企業や自治体のマネジメント研修を行っています
が、マネージャーの方がマネジメントの仕事をしていない場面
によく出くわします。マネージャーは、時間と（部下の）能力
と成果をマネジメントするのが仕事ですが、多くの方がそれを
行わずにプレイングマネージャーとして部下の仕事のサポート
に終始していることに驚くことがあります。仕事に費やした時
間ではなく結果に注目し、以前よりも早く仕事が終わったか、
部下の能力が上がっているか、を評価し、マネジメントするこ
とが大切です。

ナレッジネットワークは地方創生事業を広く展開されていま
すが、なぜその分野に注目されたのでしょうか。

当社は、「何万人もの社員がいる大手企業よりも、10人未
満の会社の方が面白い」と言われるような世界観を生み出そう
としています。その「大手企業」と同義語が、人口が一極集
中している「東京」だと考えています。首都東京に人を集めて
政治、経済をまわした方が効率がよい、という考え方が昭和
時代の価値観だとすると、当社は、その価値観の真逆にあ

る地方創生に取り組んでいます。ただし、地方創生＝東京分
解、というわけではありません。地方を良くするためには、そ
の地域のコミュニティーと、地域外に住んでいるその地域が
大好きな人、地縁血縁がある人が、ネットワークによってつな
がっている状態を作らなければなりません。いわゆる関係人
口や交流人口といわれる人々を巻き込み、コトを起こさなけれ
ば、本当の意味での地方の再生はできないと考えています。
これもナレッジネットワークですよね。
地方創生事業を通して、今後、「地方の不便を解決・解消
して新しいサービスに変える」がトレンドとなりそうだと感じて
います。地方都市を中心に、色々な不便を原材料として新た
なビジネスを創り、それらを海外に輸出する、という産業が
どんどん発展しそうです。引き続き、日本経済のこれからの
埋蔵金である「地方の不便」に注目していこうと思います。

「地方の不便」が経済の原動力になる。考えたこともなかったです。

先ほども触れましたが、都市部にはモノやヒトが極端に集ま
りすぎています。それが、今回の新型コロナウイルスの集団
感染などによって明らかになりましたよね。このような状況だ
からこそ、都市部ではできないが地方でできること、を考え
ないといけないと思っています。実際、人口密集地域では行
えない、行いづらいという理由で、先端テクノロジーのさまざ
まな実証実験が、都市部から少し離れた地域で行われていま
す。これらをみても、新しいテクノロジーを使って面白いこと
を仕掛けるポテンシャルが地方にはある、と言えるのではな
いでしょうか。言い換えれば、地方創生は先端テクノロジー
ありきだということです。何もないところで新しいことをはじ
める方が面白いのはクリエイティブの観点でも同じで、地方に
注目する若いクリエーターが増えるのも、ごく自然なことだと
感じます。

テクノロジーの利活用が今後ますます重要になってくるのですね。

たとえば、新型コロナウイルスの影響をうけた業界に、観
光業や小売業、飲食業があります。これらの業界が潜在的に
抱えていた経営課題のひとつに、デジタルの有効活用があげ
られます。デジタルの良さはわかっていても、目の前の仕事
が忙しく、面倒そう、難しそう、今のままで大丈夫、と後回
しになり、従来の方法（折込チラシや呼び込み等）に頼りきっ
てしまった、その結果、「ビジネスがマーケットに生かされてい
た」都市部では、外出自粛になった瞬間に客足がストップ…と
いう状態になっています。もちろん、公的資金などによる救
済は必要ですが、昨今の社会情勢とビジネス環境を踏まえる

と、たとえば飲食店の場合にはデジタル（ネット）を活用し、
お店の存在・メニューやデリバリー等の各種サービスを幅広
く知ってもらうことも大事で、そこに取り組んでいるか、新た
にチャレンジしようとするか、は、とても重要です。デジタル
に対応できるかどうか、は今後も重要な鍵となりそうです。
デジタルに対応できると最終的にはコンテンツ勝負になります
ので。

これからの時代に求められる人材はどのような人だと思いますか。

企業がヒトを雇用するとき、そのヒトの能力を測って採用
の可否を決めますよね。昔は「（現代の）コンピュータの代わ
りになり得る能力」が高い人を優先的に採用していました。多
くの物事を覚えておくことができ（記憶力）、計算も正確に早
くできる人たちです。受験勉強の勝ち組という言い方もできる
でしょうね。
しかし、現代求められる能力は、コンピュータにはできな
いこと、たとえば、人の気持ちを理解し共感したり、チーム
をまとめたりすることができる能力ではないかと思います。も
ちろん、人工知能などのITと「共生」する柔軟性も求められ
ます。失われた30年と言われることもありますが、最近はス
マートフォンなども爆発的に普及し、ビジネス環境は本当に大
きく変わりました。人生100年時代と言われる現代、記憶力
や体力が低下しても働き続けたい50代以上の方 こ々そ、コン
ピュータやロボットの力を借りる、つまり、共生する、という
考え方にシフトしていくべきだと思います。これは、コロナウ
イルスも同じかもしれません。闘うのではなく、共生すること
が重要です。

これからの時代を担う若い人はコンピュータにはできない能
力を身につけ、これまでコンピュータを活用してきた世代は人
間にしかできない能力を身につけた若者を活用したマネジメン
ト能力を身につけるべきではないでしょうか。

「テクノロジーが地方をアップデート」

取材日：3月26日

ナレッジネットワーク株式会社

代表取締役社長 森戸 裕一氏

■今月の取材先　ナレッジネットワーク株式会社　とは？
　“人材に情報を―”。2002年の創業以来、「人間力」の高い人材を育
成するため、企業研修サービスにとどまらず、次世代のリーダー育成、
学生間のネットワーク構築支援、地域の情報インフラ構築支援などの取
り組みを通じ、学習する環境づくりの実現と情報や知識を価値に変える
ソリューションを提供し続けている。

取材

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

学生╳商工会議所　タイアップインタビュー企画

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

福岡天神のFMラジオ
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ナレッジネットワーク株式会社設立の経緯を教えてください。

まず社名ですが、その名の通り「ナレッジ（知識や技術）の
シェアを行う＝ナレッジをネットワークする」という意味を含ん
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によく出くわします。マネージャーは、時間と（部下の）能力
と成果をマネジメントするのが仕事ですが、多くの方がそれを
行わずにプレイングマネージャーとして部下の仕事のサポート
に終始していることに驚くことがあります。仕事に費やした時
間ではなく結果に注目し、以前よりも早く仕事が終わったか、
部下の能力が上がっているか、を評価し、マネジメントするこ
とが大切です。

ナレッジネットワークは地方創生事業を広く展開されていま
すが、なぜその分野に注目されたのでしょうか。

当社は、「何万人もの社員がいる大手企業よりも、10人未
満の会社の方が面白い」と言われるような世界観を生み出そう
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す。これらをみても、新しいテクノロジーを使って面白いこと
を仕掛けるポテンシャルが地方にはある、と言えるのではな
いでしょうか。言い換えれば、地方創生は先端テクノロジー
ありきだということです。何もないところで新しいことをはじ
める方が面白いのはクリエイティブの観点でも同じで、地方に
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

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

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます
掲載
無料

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

福Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース

㈱ネイチャー

申請書類、商標・特許の取得、HPやカタログ
取扱説明書などの文章の作成支援

自分でやれる事は自分でやって
経費を削減しませんか?

▼

色々な分野の技術支援を
行います

福岡市南区屋形原5-3-9-101
TEL：092-555-6789
FAX：092-555-6790
https://nature.ne.jp 
E-mail：info@nature.ne.jp 
営業内容
環境技術コンサルタントとして培ってきた
技術、研究開発で培った技術で、皆さま
のお困りごとにより良き解決策をご提案
します。

㈱ネイチャー

こんなお悩みを一緒に解決しましょう!
・補助金・助成金を申請したい
・商標・意匠・特許が取りたい
・HPを自社で作成・管理したい
・SNSで新商品を売りたい

・取扱説明書の書き方が分からない
・Excelデータの入力・効率化したい
技術士事務所なので守秘義務は遵守し
ます。お気軽にお問い合わせください。

㈱協栄エレクトロニクス

誰でも、いつでもどこでも、手軽に。マッスルスーツ
エブリィは、空気圧によって動くアシストスーツ

着る筋肉。スマートアシストスーツ
エブリィ（Every）

▼

空気圧によって動くアシストスーツ

福岡市中央区渡辺通1-1-1
電気ビル別館サンセルコ4F
TEL：092-761-6657
FAX：092-761-4126
https://www.kyoei-ele.jp/
E-mail：kyoei-info@kyoei-ele.com
営業内容
当社はIT 時代を担う志の高い技術商社
として、九州から最新技術を発信し、
IoT/IT/AI/制御/通信に特化したプロダ
クトの開発をご支援致します。

㈱協栄エレクトロニクス

　働く現場での腰への負荷軽減から、
日常のちょっとした力仕事のサポートま
で。マッスルスーツエブリィは、すべての
人の健やかなライフスタイルを実現する
ために生まれたアシストスーツです。重

いものの持ち運び、農場での収穫作業、
介護/介助、単純繰り返し作業、つらい
中腰姿勢を維持する作業などにご活用い
ただけます。

サンデン・リテールシステム㈱

3温度帯でおにぎり・総菜・パン・マスク・コスメなど
いろいろ販売出来ます

これからの自販機はこうなります
省力化・省人化のお手伝い!!

▼

大型・小型の2機種
ご用意しています

福岡市博多区博多駅東3-13-21
TEL：092-471-1071
FAX：092-474-5479
https://www.sanden-rs.com/
E-mail：hideki.kagayama.hc@g-sanden.com
営業内容
自動販売機、冷凍冷蔵ショーケース及び
食品向け周辺機器の製造販売

サンデン・リテールシステム㈱

　無人で商品販売をご検討の方へ。従
来の自販機には無い機能を多数搭載。
　搬出ユニットのキット化により、多種
多様な商品販売が可能に。また、まと
め買い機能や双方向通信による遠隔管

理機能を搭載する事で更なる売上拡大、
また廃棄コストの削減を実現いたします。
実機は当社事務所に展示しておりますの
でお気軽にご相談ください。

格安ホームページ制作支援サービス【ラシン㈱】

中小企業・個人事業主・店舗経営者向け
無駄な費用をかけず信頼されるホームページを作りませんか?

制作費0円・月額9,800円のみ!
高品質なホームページ制作サービス

▼

問い合わせは電話でも
メールでもお気軽に!

福岡市中央区大名1-15-33 3F
TEL：092-285-6488
https://rashin.jp/
E-mail：info@rashin.jp
営業内容
中小企業・個人事業主に特化した格安
ホームページ制作支援サービスを提供。
気になる方はお気軽にお問い合わせくだ
さい。

格安ホームページ制作支援サービス
【ラシン㈱】

　はじめての方も、すでにHPをお持ち
の方も安心!
　取材・撮影・デザイン・文章作りな
ど、ホームページ制作に必要なすべてを
プロにお任せいただけ、しかもすべての

制作費が無料です!
　どんなにパソコンが苦手でも、めんど
くさがりの方でも、安心してお任せくださ
い。ほぼ丸投げで更新まで対応します!

Bar&Kitchen Caveman

天神警固でカジュアルに楽しめる
国際色豊かなお店といえばここ！

外国のお客様もたくさんお越し頂ける
インターナショナルなバー『Caveman』

▼

警固本通りの黄色い看板
『Caveman』が目印

福岡市中央区警固2-11-10-1F
TEL：080-1707-3333
営業内容
営業時間

【平　日】17:00-2:00
【金•土】17:00-3:00
【　日　】12:00-2:00
不定休

Bar&Kitchen Caveman

　2016年8月に警固本通りでオープン。
インドから直輸入のスパイスを使った本
格カレーが人気です。世界のビールや
ウィスキー、カクテル等の品揃えも豊富。
イベントも盛りだくさんで、音楽イベント

や英会話イベント等、国際色豊かなダイ
ニングバーです。
　ノーチャージで、軽く一杯の方もお気
軽にお越し頂けます。お一人様も大歓迎
です。

㈱サンマーク　ナッセ編集部

新型コロナウイルスの感染拡大防止の外出自粛で
外食に行けなくなった皆さんと飲食店を繋ぎます!

飲食店を全力応援!デリバリー・
テイクアウトサービス「ゴチ送」

▼

サービス利用・
詳細は右のQRより!

福岡市中央区大宮1-4-14
TEL：092-401-1277
FAX：092-401-0157
https://www.sunmark.bz/
営業内容
北九州・福岡・熊本の3エリアにて、オ
フィス登録型地域情報誌を発行。地域社
会の発展に貢献するべく、様々なサービ
スを提供。

㈱サンマーク　ナッセ編集部

　バイトマッチングアプリを運営する「タ
イミー」とシェアサイクルサービスの
「チャリチャリ」と連携し、飲食店ならで
はの美味しさをご自宅へお届け!
　家での食事やオンライン飲み会に、い

つも通っていたお気に入りのお店はもち
ろん、行ってみたかったお店など、福岡
のゴチそうをご自宅で楽しみませんか?
　このサービスを通じて、連携3社は福
岡グルメを全力応援します!
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します。

㈱ネイチャー

こんなお悩みを一緒に解決しましょう!
・補助金・助成金を申請したい
・商標・意匠・特許が取りたい
・HPを自社で作成・管理したい
・SNSで新商品を売りたい

・取扱説明書の書き方が分からない
・Excelデータの入力・効率化したい
技術士事務所なので守秘義務は遵守し
ます。お気軽にお問い合わせください。

㈱協栄エレクトロニクス

誰でも、いつでもどこでも、手軽に。マッスルスーツ
エブリィは、空気圧によって動くアシストスーツ

着る筋肉。スマートアシストスーツ
エブリィ（Every）

▼

空気圧によって動くアシストスーツ

福岡市中央区渡辺通1-1-1
電気ビル別館サンセルコ4F
TEL：092-761-6657
FAX：092-761-4126
https://www.kyoei-ele.jp/
E-mail：kyoei-info@kyoei-ele.com
営業内容
当社はIT 時代を担う志の高い技術商社
として、九州から最新技術を発信し、
IoT/IT/AI/制御/通信に特化したプロダ
クトの開発をご支援致します。

㈱協栄エレクトロニクス

　働く現場での腰への負荷軽減から、
日常のちょっとした力仕事のサポートま
で。マッスルスーツエブリィは、すべての
人の健やかなライフスタイルを実現する
ために生まれたアシストスーツです。重

いものの持ち運び、農場での収穫作業、
介護/介助、単純繰り返し作業、つらい
中腰姿勢を維持する作業などにご活用い
ただけます。

サンデン・リテールシステム㈱

3温度帯でおにぎり・総菜・パン・マスク・コスメなど
いろいろ販売出来ます

これからの自販機はこうなります
省力化・省人化のお手伝い!!

▼

大型・小型の2機種
ご用意しています

福岡市博多区博多駅東3-13-21
TEL：092-471-1071
FAX：092-474-5479
https://www.sanden-rs.com/
E-mail：hideki.kagayama.hc@g-sanden.com
営業内容
自動販売機、冷凍冷蔵ショーケース及び
食品向け周辺機器の製造販売

サンデン・リテールシステム㈱

　無人で商品販売をご検討の方へ。従
来の自販機には無い機能を多数搭載。
　搬出ユニットのキット化により、多種
多様な商品販売が可能に。また、まと
め買い機能や双方向通信による遠隔管

理機能を搭載する事で更なる売上拡大、
また廃棄コストの削減を実現いたします。
実機は当社事務所に展示しておりますの
でお気軽にご相談ください。

格安ホームページ制作支援サービス【ラシン㈱】

中小企業・個人事業主・店舗経営者向け
無駄な費用をかけず信頼されるホームページを作りませんか?

制作費0円・月額9,800円のみ!
高品質なホームページ制作サービス

▼

問い合わせは電話でも
メールでもお気軽に!

福岡市中央区大名1-15-33 3F
TEL：092-285-6488
https://rashin.jp/
E-mail：info@rashin.jp
営業内容
中小企業・個人事業主に特化した格安
ホームページ制作支援サービスを提供。
気になる方はお気軽にお問い合わせくだ
さい。

格安ホームページ制作支援サービス
【ラシン㈱】

　はじめての方も、すでにHPをお持ち
の方も安心!
　取材・撮影・デザイン・文章作りな
ど、ホームページ制作に必要なすべてを
プロにお任せいただけ、しかもすべての

制作費が無料です!
　どんなにパソコンが苦手でも、めんど
くさがりの方でも、安心してお任せくださ
い。ほぼ丸投げで更新まで対応します!

Bar&Kitchen Caveman

天神警固でカジュアルに楽しめる
国際色豊かなお店といえばここ！

外国のお客様もたくさんお越し頂ける
インターナショナルなバー『Caveman』

▼

警固本通りの黄色い看板
『Caveman』が目印

福岡市中央区警固2-11-10-1F
TEL：080-1707-3333
営業内容
営業時間

【平　日】17:00-2:00
【金•土】17:00-3:00
【　日　】12:00-2:00
不定休

Bar&Kitchen Caveman

　2016年8月に警固本通りでオープン。
インドから直輸入のスパイスを使った本
格カレーが人気です。世界のビールや
ウィスキー、カクテル等の品揃えも豊富。
イベントも盛りだくさんで、音楽イベント

や英会話イベント等、国際色豊かなダイ
ニングバーです。
　ノーチャージで、軽く一杯の方もお気
軽にお越し頂けます。お一人様も大歓迎
です。

㈱サンマーク　ナッセ編集部

新型コロナウイルスの感染拡大防止の外出自粛で
外食に行けなくなった皆さんと飲食店を繋ぎます!

飲食店を全力応援!デリバリー・
テイクアウトサービス「ゴチ送」

▼

サービス利用・
詳細は右のQRより!

福岡市中央区大宮1-4-14
TEL：092-401-1277
FAX：092-401-0157
https://www.sunmark.bz/
営業内容
北九州・福岡・熊本の3エリアにて、オ
フィス登録型地域情報誌を発行。地域社
会の発展に貢献するべく、様々なサービ
スを提供。

㈱サンマーク　ナッセ編集部

　バイトマッチングアプリを運営する「タ
イミー」とシェアサイクルサービスの
「チャリチャリ」と連携し、飲食店ならで
はの美味しさをご自宅へお届け!
　家での食事やオンライン飲み会に、い

つも通っていたお気に入りのお店はもち
ろん、行ってみたかったお店など、福岡
のゴチそうをご自宅で楽しみませんか?
　このサービスを通じて、連携3社は福
岡グルメを全力応援します!
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商店街応援隊「トコロ」が参ります！

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

商店会同士の団結が、
日々新たな可能性を生んで

います

　一昨年、姪浜に誰もが利用できる地域に根ざしたコミュニティを作り
たいという長年の思いから「M'sコミュニティ」が誕生しました。
　ここは、組合員によるカフェや西南学院大学の学生らによる古本屋
の運営など、人と人、地域と商店会が繋がる場所として親しまれてい
ます。

見ドコロ

　そんな小林さんは、育った故郷でもあるここ姪浜で「美容室スーパース

ター」を経営して33年になるベテラン美容師。開業間もない頃から通う常連

さんと地域の変化について語りあったり、地元中学生に「働く」をテーマにし

た講演会や、青色パトロールカーの運転手を務めたりと、街とのつながりを

大事にしているそうです。

　「美容師としてお客様一人ひとりの好みや雰囲気を感じつつ、それぞれに

合ったスタイルを考え、提供する。こんなにステキな仕事はありませんね。

今後も連合会全体の更なる発展と街づくりに携わっていきたいです。」と笑

顔で語ってくれました。

姪浜商店会連合会の巻

姪浜商店会連合会

美容室スーパースター
電話/FAX 092-891-5449
福岡市西区姪浜駅南3-18-16
営9：00～
㉁毎週月曜・第3火曜
※完全予約制

取材日：4月3日

店舗情報

商店街情報

　西区屈指の規模を誇る連合会組織、姪浜商店会連合
会を取材してきました。
　本連合会は、27年前、歴史や特色が異なる3つの商
店会「姪浜商店会」「姪浜中央商店会」「姪浜駅地区商店
会」が一緒になって始めた姪浜まつりをきっかけに、100
店舗以上が加盟する連合会組織として誕生しました。
　近年では街を舞台に食べ飲み歩きとハロウィンを掛け

合わせた「姪浜ハロウィンバルウォーク」を開催するなど、
姪浜に新たな文化を根付かせたいと日々奮闘しています。
　会長の小林広宣さんは「私たちの活動理念は『商店会
の、商店会による、商店会のための商店会活動』です。
店の活気が街を元気にすると信じ、お客さんの喜ぶ顔を
思い浮かべながら活動を続けています。」と熱い想いを
語ってくれました。

姪浜買物広場では様々なイベントも！ 仮装した可愛い子供たちが街を歩きます（ハロウィンバルの様子）

ホームページ

福岡市内の商店街情報をFacebookで発信しています。ぜひ、ご登録のうえ、最新情報をチェックしてください。 ふくおか
商店街 info

Facebook

Check
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近年は大規模自然災害の多発などにより企業が直面するビジネスリスクが多様化・複雑化し

ており、PLに限らない総合的な補償が求められております。それに伴い加入件数は減少し、

従来の保険料水準を維持することが困難である等の理由により、中小企業 PL保険制度は

2020年 6月迄に終了することとなりました。

引き続きPLリスクのみの補償を希望する場合は、PLリスクのみで加入できるビジネス総合保

険制度をご案内いたします。

※　移行手続きにつきましては、現在ご加入の保険会社代理店の担当者よりご案内しております。

※　PLリスクのみの補償で加入できる保険会社については、別途お問い合わせください。

※　中小企業製造物責任制度対策協議会から2020年4月1日頃にハガキを発送しております。

お問い合わせ先

・移行加入のご相談、お問い合わせ　⇒　

　　中小企業製造物責任制度対策協議会からのご案内ハガキに記載の各保険会社代理店

（その他のお問い合わせ　⇒　福岡商工会議所 会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845） 〈ビジネス総合保険〉

福岡商工会議所

「中小企業PL保険制度」が終了します。（2020年6月迄）
ビジネス総合保険への移行加入を検討ください



※この資料は､2020年3月現在の制度内容に基づき記載しており､将来､変更となる場合があります。

企C-2019-19-S（2020年4月3日）P6565

大同生命保険株式会社 （80.3％）
アクサ生命保険株式会社 （12.5％）
住友生命保険相互会社 （3.2％）
日本生命保険相互会社 (3.1％）
第一生命保険株式会社 （0.8％）
ジブラルタ生命保険株式会社 （0.1％）

（旧 AIG エジソン生命保険株式会社）( 順不同 )

委託保険会社および委託割合（2020年 3月現在）

資料請求 福岡商工会議所　会員組織・共済グループ　行　（FAX 092-441-2810）
ご希望事項に◯印をつけ、切り取らずにFAXにてご返送ください。

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案内をお届けする目的のみに利用させていただきます。

特定退職金共済制度　　１. 加入を検討したい　　２. 内容を聞きたい　　３. 資料が欲しい

◆担当者（社名・所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　  　　　　　　　　　）

貴社名： 担当者 TEL

特定退職金共済制度ホームページ URL
https://www.fukunet.or.jp/moshimo/tokutaikyo/

福岡商工会議所

特定退職金共済制度
従 業 員の 退 職 金 準 備 のために

〈 新 企 業 年 金 保 険 〉
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