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　この度、新型コロナウイルス感染症対策として、マスク、手袋、

消毒液などをご寄付いただきました。（関連ページ：P16）
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2お客様にぴったりの服をつくるため、オーダーの場合には1着が完成するまで
に1ヶ月半ほどの制作期間が必要。丁寧な縫製も鈴木さんの特徴

4アトリエエスプリローブはオンラインショップも開設。レインコートはもちろん
スカートや靴などさまざまな商品を販売している

1 1点1点お客様の要望を聞きながらデザイン画を描き上げる鈴木さ
ん。衣類だけではなく車椅子用のレインコートなどのファッションアイテム
にも対応

3ファッションイベントのために様々なドレスを制作している鈴木さん。
立位だけでなく座位に対応したドレスも提案

21
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取材日：4月7日

ボランティア体験などを
生かし活躍の場を広げる

もともとブライダル業界でウエディン
グプランナー兼ドレスデザイナーとして
活躍していた鈴木さん。障がい者
ファッションという道に飛び込んだ当
時、顧客はゼロの状態だったそう。
「開業当初はウエディングドレスづく
りを続けながら、ブログで情報発信を
していました。そこで障がい者の方た
ちとつながり、初めてお仕事をいただ
きました。それまでは車椅子を購入し
て研究し試作品をつくっていましたが、
失敗もたくさん。ズボンが一番困って
いるアイテムだと思ってユニバーサルデ
ザインのものを量産したものの、支持
を得られず。誰にでも着られるものは
逆に誰も着ないということを学びまし
た。やはり皆さん自分にぴったりのも
のを着たいんです」。
その後、鈴木さんはボランティアと

して福祉施設などを訪問し、直接障
がい者の方や高齢者の方と接する中で
オーダーメイドによる衣服の商品化を
確立。現在では東京や大阪での展示
会をはじめ、車椅子ファッション

ショー、お買い物ツアーなどのイベン
トを開催。また介護現場で働きなが
ら、医療福祉系の専門学校で非常勤
講師として生活支援や被服に関する講
義を受け持つなど、幅広い活躍を見せ
ています。

当事者デザイナーが紡ぐ
障がい者のための服を

「東京や大阪と比べると、福岡の障
がい者ファッションへの認知度は低い
印象。まずは着たい服を着ることがで
きれば、もっと生活が楽しくなるという
ことを伝えたい。そのためにも福岡の
すみずみまで福祉施設を訪問し、認知
度を高めていきたいと思います」と意
気込む鈴木さん。さらには現状の課題
である納期の長期化や高コストを、
ファッションとテクノロジーを連携させ
たファッションテックによって解決した
いと目論んでいます。
「例えば採寸がデジタル化できれば、
使っている車椅子も含めた採寸が可能
になるなど、大幅に作業を効率化でき
ます。制作時間が短縮できればそれだ
けコストを削減することにもつながる」。

一方、デザイナーの育成にも注力し
たいという鈴木さんは、NPO法人を
設立し“障がい当事者デザイナー”を増
やす取り組みも模索しているそう。
「服に困っている人たちが自分の手で
解決できるようになれば、もっとファッ
ションを楽しめる人が増えるはず。
ファッションデザインを仕事にできれ
ば、社会参加のハードルはさらに低くな
る。そのために当事者デザイナーが活
躍できる場もつくりたい」と鈴木さん。
アトリエエスプリローブは、フランス

語のesprit（魂・精神）とrobe（衣服）
を組み合わせた造語。鈴木さんの“思
いを込めた服づくり”が、人と社会を
結ぶ架け橋を目指して成長を続けてい
ます。

ファッションで
街に出る楽しみを

　福岡市中央区薬院で、衣服のオー
ダーメイド専門店アトリエエスプリロー
ブを営む鈴木綾さん。鈴木さんが力を
注いでいるのが、身体障がい者一人ひ
とりの状態に合わせた服づくりです。
本来、TPOやそれぞれの好みに合わ
せて自由に楽しむことができるファッ
ションですが、身体障がい者は抱えて
いるハンディキャップによって、既製
服のサイズや形状に悩みを持っている
といいます。
　そこに課題感を覚えた鈴木さんは
「障がいを持っている方や、車椅子に
座りっぱなしの高齢者の方の中には、
自分が満足できる服に出会えずに、外

出することをためらい社会参加できな
い方がいるということを知りました。
それまでずっとトレンドを追い求めた服
づくりに携わっていたのですが、高校
生のころから衣服に関わってきた自分
にもできることがある。そう考えて挑
戦したのが、障がい者のためのファッ
ションです」と振り返ります。
　一般的な既製服は立位を主体にデ
ザインされているため、例えばズボン
では長時間座位で過ごす場合に腰の
部分がめくれて背中が露出してしまう
など、生活上でさまざまな不便さを生
じさせます。そのため鈴木さんが心が
けているのは、着脱しやすく着崩れし
ないオシャレな服づくり。フルオー
ダーはもちろん、既製品のリメイクに
も対応しています。

　「障がいを持った方向けの既製服も
たくさん販売されていますが、機能的
な面に目を向けすぎているためかデザ
イン性は二の次になってしまい『着たく
ない』という方も多くいらっしゃいま
す。だからこそ服をつくる際にはしっ
かりとお客様と話をして、身体の状態
や生活スタイルなどを伺いながらデザ
インを進めていきます。仮縫いしたも
のをチェックしてもらいながら縫製を
進め、納品後にも要望があれば1年間
は無料でお直しにも対応。一般的な服
づくりより手間はかかってしまいます
が、難しいからこそ楽しい。つくった
服を着てもらうことが皆さんの社会参
加のきっかけにつながると思うと励み
になります」と鈴木さん。

アトリエエスプリローブ　代表　鈴木 綾氏

【プロフィール】
福岡県出身。香蘭ファッションデザイン専門
学校を卒業後、教職へ。その後ウエディング
業界でドレスデザイナーとして活躍し、2011
年にオーダーメイド専門店アトリエエスプリ
ローブを開業する。

アトリエエスプリローブ
〒810-0022 福岡市中央区薬院2-16-1-801

TEL 080-1724-3212
https://espritrobe.com/
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■対 象 者：中堅・中小法人、個人事業者
■給 付 額：法人 200 万円（最大）、個人事業者 100 万円（最大）
■申請要件：新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比の50％以上減少している事業者
■申請方法：「電子（オンライン）申請」を基本とします。
　　　　　　　※ご自身で「電子（オンライン）申請」を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設されています。

　　　　　　○申請サポート会場　電話予約窓口（オペレーター対応）　0570-077-866
　　　　　　○申請サポート会場　受付専用ダイヤル（自動ガイダンス）　0120-835-130
　　　　　　電話予約には「会場コード」が必要です。会場コードはホームページの「開催場所一覧」をご確認ください。

※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
　https://www.jizokuka-kyufu.jp/

　当所 3 階に開設しております事業者向け「共同相談窓
口」や電話でのご相談で、お問い合わせが多かった支援施
策についてご紹介いたします。

〈中小企業生産性革命推進事業〉
※5/22 付で、各補助金の特別枠のうち、類型 Bと類型 Cの補助率が2／3から3／4へ引き上げられました。
　（特別枠の対象事業の類型）※3 補助金共通
　・類型 A：サプライチェーンの毀損への対応　　・類型 B：非対面型ビジネスモデルの転換　　・類型 C：テレワーク環境の整備
※小規模事業者持続化補助金（通常枠・特別枠）、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（特別枠）において、ガイドライン等に沿った感染防止対策

の投資に対して、新たに定額補助・補助上限 50 万円の別枠（事業再開枠）が上乗せされます。詳細については、各補助金のホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する
事業者向け各種支援施策のご案内（続報）

　その他の支援策については、当所ホームページ
（https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/coronavirus/）

にまとめておりますので、そちらをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症により、特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業全般に広く使える給付金を支給。

国　持続化給付金

※留意事項
　 申込みにあたり、補助金申請者が所在する地区の商工会議所・商工会で書類確認作業が必要のため、締切日まで余裕を持った日程（締切 1 週間前までに）で、
商工会・商工会議所にご相談ください。
　なお、福岡商工会議所では、一般型の事業支援計画書（様式 4）とコロナ特別対応型の支援機関確認（様式 3）の発行依頼はメールにて受付ております。申請書類等
を添付の上、こちらの（fkchiiki@fukunet.or.jp）メールアドレスにお送りください。

小規模事業者の方が、販路開拓等の取り組みを行う際、経費の一部が助成される補助金。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために販路開拓を行う事業者を対象に「特別枠（コロナ特別対応型）」が設けられています。  特別枠（コロナ特別対応

型）は、特例として、2020 年 2月18日以降に発生した経費を遡って対象とすることができます。

※詳細については下記ホームページで
　ご確認いただけます。

〈通常枠（一般型）〉　
https://www.fukunet.or.jp/

keieisodan/sustainability-subsidy/

小規模事業者持続化補助金

〈特別枠（コロナ特別対応型）〉
https://www.fukunet.or.jp/

keieisodan/sustainability-subsidy-covid19/

通常枠（一般型）

対　　象

補助上限

補 助 率

申込期限

小規模事業者等

原則 50万円 原則 100万円

2/3 類型 A　2/3
類型 B又はC　3/4

10月2日（金）当日消印有効
（第 3 回締切） ８月７日（金）必着

特別枠（コロナ特別対応型）

支援策全般のお問い合わせ先　福岡商工会議所　経営相談部　TEL 092-441-2161／092-441-2162

※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。　  https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kokusaikeizai/business/cotenpo.html

■支援内容：①4月7日から5月6日までの賃料の8 割（1 施設ごと上限 50 万円）を支援
②5月7日から5月31日までの賃料の8 割（1 施設ごと上限 30 万円）を支援

■対　　象：①福岡県から出された協力要請等を受けて、対象期間中に定休日を含む15日以上休業した施設又は時間
短縮営業した食事提供施設

②福岡県の休業要請が継続する店舗等（5月7日～31日の間に概ね 15日以上休業した施設）
休業・時短要請が解除になった店舗等（5月7日～14日の間に概ね 5日以上休業した施設又は時間短縮
営業した食事提供施設）

■申請期間：①については、5月13日から7月31日まで
②については、5月27日から7月31日まで

　緊急事態宣言に基づき、福岡県から出された協力要請等を受け、休業した施設又は時間短縮営業した食事提供施設
の賃料の8 割を補助。

福岡市 休業・時短要請への協力店舗等への家賃支援

http://portal.monodukuri-hojo.jp/

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援する補助金。
※新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に、補助率を引き上げた「特別枠」が設けられ

ています。特別枠については、補助対象経費に広告宣伝・販売促進費も加わります。

※詳細については下記ホームページで
　ご確認いただけます。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

通常枠

中小企業・小規模事業者等

原則 1,000万円

中小企業者 1/2
小規模事業者 2/3

８月３日（月）17時

特別枠

対　　象

補助上限

補 助 率

申込期限

類型 A　2/3
類型 B又はC　3/4

https://www.it-hojo.jp/

事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援する補助金。
※新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び感染症拡大防止に向け、テレワーク導入や業務改善等を行う事業者を対象に、補助率を引き上げた

「特別枠」が設けられています。

※詳細については下記ホームページで
　ご確認いただけます。

IT 導入補助金 2020

通常枠

中小企業・小規模事業者等

30～450万円

1/2

６月26日（金）17 時（予定）
（４次締切）

特別枠

対　　象

補助上限

補 助 率

申込期限

類型 A　2/3
類型 B又はC　3/4

６月26日（金）17 時（予定）
（３次締切）

※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html

■対 象 者：中堅・中小法人、個人事業者
■給 付 額：法人 50 万円（最大）、個人事業者 25 万円（最大）
■申請要件：1．2020 年 1月以降、申請日の属する月の前月までの期間のうち、ひと月の売上が前年同月比30％以上
　　　　　　　  50％未満減少した月があること。
　　　　　　2．対象期間のうち、前年同月比50％以上減少した月がひと月もないこと。
　　　　　　3．国の「持続化給付金」を申請していないこと。
■申請期間：2020 年 5月2日（土）から緊急事態解除宣言がなされた日の翌月末（最長 2021 年 1月15日）
■申請方法：「電子（オンライン）申請」を基本とします。
　　　　　　〈申込サイト〉https://www.kinkyushienkin.pref.fukuoka.lg.jp/
　　　　　　　※Web 上での電子申請が困難な方のために、申請支援窓口（事前予約制）を開設されています。
　　　　　　　　ご予約等につきましてはお問い合わせ先（0570－094894）へご連絡ください。

　県では、新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起
の糧としていただくため、事業全般に広くお使いいただける支援金を給付。

福岡県　持続化緊急支援金

店舗等への家賃支援お問い合わせダイヤル（福岡市家賃支援相談窓口）
TEL 092-739-8175　※9:00～18:00（土日祝日も対応）

お問い合わせ先

※5月27日現在の情報です。

特 集
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■対 象 者：中堅・中小法人、個人事業者
■給 付 額：法人 200 万円（最大）、個人事業者 100 万円（最大）
■申請要件：新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比の50％以上減少している事業者
■申請方法：「電子（オンライン）申請」を基本とします。
　　　　　　　※ご自身で「電子（オンライン）申請」を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設されています。

　　　　　　○申請サポート会場　電話予約窓口（オペレーター対応）　0570-077-866
　　　　　　○申請サポート会場　受付専用ダイヤル（自動ガイダンス）　0120-835-130
　　　　　　電話予約には「会場コード」が必要です。会場コードはホームページの「開催場所一覧」をご確認ください。

※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
　https://www.jizokuka-kyufu.jp/

　当所 3 階に開設しております事業者向け「共同相談窓
口」や電話でのご相談で、お問い合わせが多かった支援施
策についてご紹介いたします。

〈中小企業生産性革命推進事業〉
※5/22 付で、各補助金の特別枠のうち、類型 Bと類型 Cの補助率が2／3から3／4へ引き上げられました。
　（特別枠の対象事業の類型）※3 補助金共通
　・類型 A：サプライチェーンの毀損への対応　　・類型 B：非対面型ビジネスモデルの転換　　・類型 C：テレワーク環境の整備
※小規模事業者持続化補助金（通常枠・特別枠）、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（特別枠）において、ガイドライン等に沿った感染防止対策

の投資に対して、新たに定額補助・補助上限 50 万円の別枠（事業再開枠）が上乗せされます。詳細については、各補助金のホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する
事業者向け各種支援施策のご案内（続報）

　その他の支援策については、当所ホームページ
（https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/coronavirus/）

にまとめておりますので、そちらをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症により、特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業全般に広く使える給付金を支給。

国　持続化給付金

※留意事項
　 申込みにあたり、補助金申請者が所在する地区の商工会議所・商工会で書類確認作業が必要のため、締切日まで余裕を持った日程（締切 1 週間前までに）で、
商工会・商工会議所にご相談ください。
　なお、福岡商工会議所では、一般型の事業支援計画書（様式 4）とコロナ特別対応型の支援機関確認（様式 3）の発行依頼はメールにて受付ております。申請書類等
を添付の上、こちらの（fkchiiki@fukunet.or.jp）メールアドレスにお送りください。

小規模事業者の方が、販路開拓等の取り組みを行う際、経費の一部が助成される補助金。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために販路開拓を行う事業者を対象に「特別枠（コロナ特別対応型）」が設けられています。  特別枠（コロナ特別対応

型）は、特例として、2020 年 2月18日以降に発生した経費を遡って対象とすることができます。

※詳細については下記ホームページで
　ご確認いただけます。

〈通常枠（一般型）〉　
https://www.fukunet.or.jp/

keieisodan/sustainability-subsidy/

小規模事業者持続化補助金

〈特別枠（コロナ特別対応型）〉
https://www.fukunet.or.jp/

keieisodan/sustainability-subsidy-covid19/

通常枠（一般型）

対　　象

補助上限

補 助 率

申込期限

小規模事業者等

原則 50万円 原則 100万円

2/3 類型 A　2/3
類型 B又はC　3/4

10月2日（金）当日消印有効
（第 3 回締切） ８月７日（金）必着

特別枠（コロナ特別対応型）

支援策全般のお問い合わせ先　福岡商工会議所　経営相談部　TEL 092-441-2161／092-441-2162

※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。　  https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kokusaikeizai/business/cotenpo.html

■支援内容：①4月7日から5月6日までの賃料の8 割（1 施設ごと上限 50 万円）を支援
②5月7日から5月31日までの賃料の8 割（1 施設ごと上限 30 万円）を支援

■対　　象：①福岡県から出された協力要請等を受けて、対象期間中に定休日を含む15日以上休業した施設又は時間
短縮営業した食事提供施設

②福岡県の休業要請が継続する店舗等（5月7日～31日の間に概ね 15日以上休業した施設）
休業・時短要請が解除になった店舗等（5月7日～14日の間に概ね 5日以上休業した施設又は時間短縮
営業した食事提供施設）

■申請期間：①については、5月13日から7月31日まで
②については、5月27日から7月31日まで

　緊急事態宣言に基づき、福岡県から出された協力要請等を受け、休業した施設又は時間短縮営業した食事提供施設
の賃料の8 割を補助。

福岡市 休業・時短要請への協力店舗等への家賃支援

http://portal.monodukuri-hojo.jp/

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援する補助金。
※新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に、補助率を引き上げた「特別枠」が設けられ

ています。特別枠については、補助対象経費に広告宣伝・販売促進費も加わります。

※詳細については下記ホームページで
　ご確認いただけます。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

通常枠

中小企業・小規模事業者等

原則 1,000万円

中小企業者 1/2
小規模事業者 2/3

８月３日（月）17時

特別枠

対　　象

補助上限

補 助 率

申込期限

類型 A　2/3
類型 B又はC　3/4

https://www.it-hojo.jp/

事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援する補助金。
※新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び感染症拡大防止に向け、テレワーク導入や業務改善等を行う事業者を対象に、補助率を引き上げた

「特別枠」が設けられています。

※詳細については下記ホームページで
　ご確認いただけます。

IT 導入補助金 2020

通常枠

中小企業・小規模事業者等

30～450万円

1/2

６月26日（金）17 時（予定）
（４次締切）

特別枠

対　　象

補助上限

補 助 率

申込期限

類型 A　2/3
類型 B又はC　3/4

６月26日（金）17 時（予定）
（３次締切）

※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html

■対 象 者：中堅・中小法人、個人事業者
■給 付 額：法人 50 万円（最大）、個人事業者 25 万円（最大）
■申請要件：1．2020 年 1月以降、申請日の属する月の前月までの期間のうち、ひと月の売上が前年同月比30％以上
　　　　　　　  50％未満減少した月があること。
　　　　　　2．対象期間のうち、前年同月比50％以上減少した月がひと月もないこと。
　　　　　　3．国の「持続化給付金」を申請していないこと。
■申請期間：2020 年 5月2日（土）から緊急事態解除宣言がなされた日の翌月末（最長 2021 年 1月15日）
■申請方法：「電子（オンライン）申請」を基本とします。
　　　　　　〈申込サイト〉https://www.kinkyushienkin.pref.fukuoka.lg.jp/
　　　　　　　※Web 上での電子申請が困難な方のために、申請支援窓口（事前予約制）を開設されています。
　　　　　　　　ご予約等につきましてはお問い合わせ先（0570－094894）へご連絡ください。

　県では、新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起
の糧としていただくため、事業全般に広くお使いいただける支援金を給付。

福岡県　持続化緊急支援金

店舗等への家賃支援お問い合わせダイヤル（福岡市家賃支援相談窓口）
TEL 092-739-8175　※9:00～18:00（土日祝日も対応）

お問い合わせ先

※5月27日現在の情報です。

特 集

05福岡商工会議所 NEWS ︱ 2020  JUNE



　日本商工会議所が契約者となって実施している各種損
害保険制度等の取扱会社あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社およびMS＆ADインターリスク総研株式会社で
は、新型コロナウイルスに関する企業の対応、感染症

福岡商工会議所では、企業を取り巻くさまざまなリスクの予防や、
その対応策などをテーマに「福商リスクマネジメントセミナー」を開催しています。
今回は、その一環として損保会社によるWEBセミナーをご案内いたします。

新型コロナウイルス対策 WEBセミナー
BCP整備のポイント、看護師の目から見た感染予防対応
のポイントについて解説するWEBセミナーを配信していま
す。どなたでも無料で閲覧可能です。今般、BCP対応
がもとめられる中、ぜひご参考にご覧ください。

WEBセミナー
【ご視聴無料】

▶ 閲覧方法

・予告なく内容を変更する場合がございます。

・本セミナーの著作権はMS＆ADインターリス
ク総研株式会社に帰属します。

・ご都合のよろしい時間に視聴できますが、
アクセス状況により、WEBサイトにつなが
らない可能性があります。その場合は時間帯
を変えて再アクセスをお願いいたします。

注意事項

新型コロナウイルスに関する企業
対応の最新情報 【約 10 分】

①緊急事態宣言対象区
域における企業の対
応方針

②区域外における企業
の対応方針

最新情報編

基本編

第一部：感染症BCP整備のポイント
【約 20 分】

①感染症BCP整備前提
（感染症BCPの特徴、
対応判断の観点）

②感染症BCP整備のポイ
ント（上記①を踏まえた
整備ポイントの紹介）

第二部：看護師の目から見た感染
予防対応のポイント【約 23 分】

①職場における感染予
防策

②感染が疑われる社員
への対応

③感染確定後の対応

❶下記URLにアクセス
　https://www.smartstream.jp/ad/index.html

❸オンラインセミナー閲覧開始

❷ログイン画面に遷移し、ID・パスワードを入力
　ID：movie
　パスワード：msadAD

主催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
共催：MS&ADインターリスク総研株式会社
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福岡商工会議所 掲載情報募集
福商コロナ対策特設ページ

　新型コロナウイルス感染症が及ぼす中小企業への影響
が長期化するなか、イベントの中止や店舗の休業、外出
の自粛などにより経済の停滞が深刻化しており、あらゆ
る業種において業況が悪化しています。
　この度、福岡商工会議所では、こうした状況を改善す

お問い合わせ先

❶雇用対策掲示板福商ジョブサーチ

経営相談部　商業・雇用支援グループ
TEL 092-441-2169
FAX 092-482-1523
E-mail : fkshougyou@fukunet.or.jp

❷買って応援！過剰在庫SOS
❸サービス業向け　発注して応援！受注減少SOS
❺コロナに負けるな！対策商品・サービス情報

産業振興部　産業振興グループ
TEL 092-441-1119
FAX 092-441-1149
E-mail : fkkeizai@fukunet.or.jp

❹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）

地域振興部　地域振興グループ
TEL 092-441-1118
FAX 092-441-1149
E-mail : fkkankou@fukunet.or.jp

掲載
無料

る一助となるべく、当所ホームページ内に以下の通り5 つ
の特設ページを開設し、掲載情報を募集しております。
　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。

❸

　新型コロナの影響による需要減に伴い、受注が減

少している会員企業の販路開拓を目的に、各企業の

情報を掲載します。

《対象：サービス業等の当所会員（業種の制限なし）》

❹

　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。

《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）》

特設ページはこちら
https://www.fukunet.
or.jp/anti-covid19/

❶

　新型コロナの影響を受け、解雇、雇止め、休業な

どが発生している一方で、業種によっては喫緊で働き

手を求めている状況にあることから、求職・休業中

の方々に向け、緊急的に人材を求める企業の採用情

報を掲載します。

《対象：当所会員（業種の制限なし）》

❷

　新型コロナの影響による需要減に伴い、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。

《対象：製造・卸・小売等の当所会員（業種制限なし）》

❺

　新型コロナウイルス感染症対策に役立つ会員企業

の商品やサービスを掲載します。

《対象：当所会員（業種の制限なし）》

　日本商工会議所が契約者となって実施している各種損
害保険制度等の取扱会社あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社およびMS＆ADインターリスク総研株式会社で
は、新型コロナウイルスに関する企業の対応、感染症

福岡商工会議所では、企業を取り巻くさまざまなリスクの予防や、
その対応策などをテーマに「福商リスクマネジメントセミナー」を開催しています。
今回は、その一環として損保会社によるWEBセミナーをご案内いたします。

新型コロナウイルス対策 WEBセミナー
BCP整備のポイント、看護師の目から見た感染予防対応
のポイントについて解説するWEBセミナーを配信していま
す。どなたでも無料で閲覧可能です。今般、BCP対応
がもとめられる中、ぜひご参考にご覧ください。

WEBセミナー
【ご視聴無料】

▶ 閲覧方法

・予告なく内容を変更する場合がございます。

・本セミナーの著作権はMS＆ADインターリス
ク総研株式会社に帰属します。

・ご都合のよろしい時間に視聴できますが、
アクセス状況により、WEBサイトにつなが
らない可能性があります。その場合は時間帯
を変えて再アクセスをお願いいたします。

注意事項

新型コロナウイルスに関する企業
対応の最新情報 【約 10 分】

①緊急事態宣言対象区
域における企業の対
応方針

②区域外における企業
の対応方針

最新情報編

基本編

第一部：感染症BCP整備のポイント
【約 20 分】

①感染症BCP整備前提
（感染症BCPの特徴、
対応判断の観点）

②感染症BCP整備のポイ
ント（上記①を踏まえた
整備ポイントの紹介）

第二部：看護師の目から見た感染
予防対応のポイント【約 23 分】

①職場における感染予
防策

②感染が疑われる社員
への対応

③感染確定後の対応

❶下記URLにアクセス
　https://www.smartstream.jp/ad/index.html

❸オンラインセミナー閲覧開始

❷ログイン画面に遷移し、ID・パスワードを入力
　ID：movie
　パスワード：msadAD

主催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
共催：MS&ADインターリスク総研株式会社
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新型コロナウイルス感染症対策で活用できる税制措置  

法人税・消費税・固定資産税・社会保険料などの納付が猶予されます第１回

（注）「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」など

　新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、世界経済は戦後最
大の危機に直面。日本経済も感染症拡大の影響により国難とも言うべ
き厳しい状況が続いております。
　こうした状況から政府は、財政・金融・税制といったあらゆる政策
手段を総動員した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として

新たに総額25兆6,914億円の2020年度補正予算案を国会に提出。
衆参両院の審議を経て、本年４月30日に国会で可決・成立しました。
　本特集では、「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」（注）の重要なポイントを３回にわたり、ご紹介します。第１
回目は「納税猶予の特例」措置について取り上げます。

　「納税猶予の特例」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で「事業等に
係る収入」に相当の減少があった事業者に対して、無担保かつ延滞税なしで
１年間、納税の猶予が認められる特例制度です。
　この特例は、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。また、社会保険料の納付も同様に猶予されます。
　ただし、印紙で納付する印紙税のほか、外国貨物を保税地域から引き取
る場合の消費税や、出国する際に直接納付する方式の国際観光旅客税など
については対象となりません。
　法人税や消費税などの国税を例にとって「納税猶予の特例」を解説します。

先生、本特例の対象者について教えてください。
❶法人だけでなく個人も本特例の対象になりますか?
❷法人について、事業規模などの制限はありますか? 
❸青色申告ではなく白色申告の場合でも、本特例の対象になりますか?

【❶の回答】「事業等に係る収入（事業所得、給与所得、不動産所得など）」
があり、かつ、収入減少等の要件を満たしている個人が対象となります。
例えば、事業・不動産賃貸業を営む個人だけでなく、フリーランス（事業
所得者）やパートやアルバイト（給与所得者）も収入減少等の要件を満たせ
ば本特例の対象となります。
【❷の回答】資本金や従業員数などの会社の規模に関係なく、収入減少要件を満たせ
ば本特例の対象となります。

【❸の回答】白色申告の場合でも、収入減少要件を満たせば本特例の対象となります。

 「納税猶予の特例」の概要

▶従来の制度と納税猶予特例との比較
項　目 従来の制度（国税通則法第46条） 納税猶予の特例（緊急経済対策）

事　由

担　保

延滞税

猶予の対象
となる要件

震災、風水害、落雷、火災そ
の他これらに類する災害によ
り、納税者がその財産につき
相当な損失を受けた場合

新型コロナウイルス感染拡大
防 止 の た め の 措 置 に 起 因 し
て、相当な収入の減少があっ
た場合

一定期間（原則 1 年）において、
大幅な赤字が発生して、一時
の納税ができないと認められ
る場合

担保の提供が可能な場合は担
保の提供が必要となります。 担保は不要です。

延滞税は通常年 8.9 % ですが、猶予
期間中は年 1.6% に軽減されます。

（注）同感染症の影響により財産に
損失が生じた場合（消毒作業での
在庫の毀損等）は、免除される場
合もあります。

延滞税は免除されます。

本年2月1日以降の任意の期間（1カ
月以上）において、収入が相当（前年
同期比概ね 20% 以上）減少し、一時
の納税が困難と認められる場合

ポイント1

❶申請手続き
　関係法令の施行（本年4月1日）から2カ月後、または納付期限（申告納付
期限が延長された場合は延長後の期限）のいずれか遅い日までに申請が必要
です。
　申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出する必要があり
ます。詳しくは以下の相談窓口にご相談ください。
❷納税猶予に関する相談窓口
　納税猶予に関する相談窓口は、税の種類や社会保険料などにより異なり
ます。
・法人税や源泉所得税、申告所得税、消費税などの国（税務署）へ納付する

税金の猶予相談
　⇒「国税局猶予相談センター」にお電話ください。

（注）国税局猶予相談センターの電話番号は国税庁ホームページをご覧
ください。

・市県民税や固定資産税及び自動車税等の地方税の猶予相談
　⇒都道府県や市区町村の担当窓口へご相談ください。
・社会保険料についての猶予相談
　⇒日本年金機構へご相談ください。

（注）具体的な詳細は政省令でご確認ください。

申請手続きと相談窓口ポイント5

対象者に関する要件

A子さん

キド先生

先生、本特例の収入減少の要件について教えてください。
❶どの程度の収入減少が要件となるのですか?
❷利益が黒字であっても、収入減少要件を満たせば本特例を利用できますか?
❸前年の月別収入が不明の場合には、どのように判断すればよいですか?
❹収入が20%減少していない場合にも、納税猶予は利用できますか?

【❶の回答】同感染症の影響により、本年2月以降の任意の期間（1カ月以上）
において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
ことが要件となります。
【❷の回答】利益が黒字であっても収入減少等の要件を満たせば本特例を
利用できます。ただし、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れ
るなど、一時に納税することが困難と認められる場合に限ります。
【❸の回答】前年の月別収入が不明の場合には、次のような方法により収入減少割合を
判断することもできます。
・年間収入を按分した額（平均収入）と比較
・事業開始後1年を経過していない場合、本年1月までの任意の期間と比較
【❹の回答】特例の要件を満たさない場合でも、従来の納税猶予制度を利用できる場
合があります。詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。

（ただしこの場合、原則として年1.6%の延滞税がかかります。）

収入減少に関する要件ポイント3

ポイント2

　私は旅館業（4月決算）の経理課長です。当社は前期の2018年11月か
ら19年3月まで大規模な耐震補強工事とリニューアルに伴い事業を休業
していたため、19年 4月決算では法人所得は多額の欠損金が発生し、
消費税は還付となりました。
　そして当期（本年4月決算）においては、工事に伴う借入金の返済に加え、同感染
症による休館で資金繰りが切迫しています。特に、消費税については前期還付申告の
ため中間納税を行っておらず、10月以降課税仕入が概ね軽減税率の8%で課税売上
が標準税率の10%ですので、当決算における消費税の納税見込額は約6,000万円を
想定しています。そこで、質問です。
❶当社は資本金8,000万円・従業員数約180名であり、中小企業基本法における
「中小企業者等」に該当しませんが、納税猶予の特例は受けられますか?
❷収入減少割合について、本年4月はほとんど休館していたため前年同期比80%減

でしたが、本年2月と3月は前年が休業期間であったため前年同期比を算出するこ
とができません。本年4月の売上だけで判断してもよろしいでしょうか?
❸来期（21年4月決算）の期中における消費税の予定納税の支払も苦慮していますが、

この予定納税についても納税猶予の特例を利用できるのでしょうか?

【❶の回答】納税猶予の特例の要件を満たせば、会社の規模に関係なく利
用できます。
【❷の回答】本年2月以降の任意の期間（1カ月以上）において、収入減少
割合が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることが要件ですの
で、4月だけで判断しても問題ないと思います。ただし、少なくとも向こう
半年間の事業資金を考慮する等の理由により「一時に納税することが困難と認められ
る場合」に適用されますので、資金繰り予定表などの資料を用意しておく必要があり
ます。
【❸の回答】本年2月1日から21年1月31日までに納付期限が到来する所得税・法人
税・消費税などが対象となっています。特に、確定申告分とは記載がありませんの
で、予定納税額についても猶予特例の対象になると思われますが、詳しくは国税局
猶予相談センターにご相談ください。

「納税猶予の特例」を希望する企業の相談事例

経理課長

キド先生

城所 弘明（きどころ・ひろあき）
公認会計士・税理士・行政書士
日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員

ポイント4

A子さん

キド先生

質問内容

福岡商工会議所　経営相談部
地域支援第一グループ（東・博多・南区）　　　　　TEL：092-441-2161
地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区）　TEL：092-441-2162

お問い合わせ
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目的と特徴

■対　象／管理職　■定　員／20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

■対　象／新入社員　■定　員／20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

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／20名
■受講料／一律　4,720円
■時　間／10：00～17：00

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／20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

■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

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／20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

■対　象／営業　■定　員／20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

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／20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

No.12／6月16日（火）

　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

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

No.14／6月23日（火）

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

講師：CareercrescenDo（キャリアクレッシェンド） 中園久美子氏

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

No.16／6月30日（火）

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）／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

～はじめての部下育成～
新任 OJT 担当者向け人材育成力講座

　本セミナーでは、場当たり的に仕事をするのではなく、「計画（Plan）→実行
（Do）→学習（Study）→改善（Action）」のサイクルを、繰り返し回すことで精

度の高い仕事ができるよう、ワークを中心に学んでいきます。

1. 仕事を確実に進めるために必要な要素／2. 仕事の進め方の原点 !PDSA の
急所勘所を再確認する／3. 仕事をマネジメントする!／4. 仕事はスタートとエン
ドを確実に!／5. 仕事の段取り力を高める!／6. 仕事の改善のススメ! 

仕事の進め方（PDSA）研修

No.13／6月18日（木）

・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

上司を補佐し、部下を育てる主任・係長養成講座

No.15／6月25日（木）

　『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

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～

7月2日（木）

1. 販売力を公式でわかりやすく解説する　→ さらにワークで示す／2. 営業マン
の実力を9 つのタイプに分けてそれぞれに対して具体策を明示する／3. 時間
内に訪問件数をいかに増やすか、その高め方を学ぶ／4.ハガキや電話、メー
ルなどの通信コミュニケーションで訪問件数をカバーするやり方／5. 重要度に
合わせて訪問計画を設定するやり方／6. 滞在時間も重要度に合わせて設定す
るやり方／7.自分の実質営業原価を知り、自己啓発に取り組む方法

　後輩に効率的に業務を教えると同時に、自分も後輩も業務改善とノウハウ
蓄積を積み重ねていくことが可能な、しかも超簡単な作業手順書の作り方を
教えます。

講師：山内経営株式会社  山内修氏

営業マンの実力を3 倍高める生産性アップ講座

7月7日（火）

1.セミナーの受講効果を最大にするための心得と準備／2. 手順書 4つの目的／
3.「教えられない」、「伝承できない」を根本から解決する「戦略的手順書利用法」
とは／4.超簡単、たった2つの自問で現場がみるみる改善される／5.講師による
手順書作成実演／6.参加者、手順書作成ワーク　および　添削、解説

講師：きょうかん堂  堤正英氏

7月9日（木）講師：株式会社ウィズネス  本田妃世氏

業務効率化関連講座
～人が育つ仕掛けを組み込まれた超シンプル作業手順書の作り方～

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/
○会場 :当所会議室　○締 切 :定員になり次第締め切ります

実施にあたっての対応
⑴検温／受講当日、発熱（37.5度を超える場合など）の症状が疑われる方は受講をご遠慮ください
⑵マスク着用／感染拡大防止のため着用をお願いいたします。講師、運営スタッフもマスクを着用いたします
⑶消毒液の設置／こまめな手指の消毒にご協力ください
⑷屋内換気の徹底／外気を取り入れた空調運転を行い、部屋の空気が滞留しないようにしております
その他、状況に応じて、受講者の皆様が安心して講座をご受講いただけるよう対応してまいります。

実務研修講座におけるコロナウイルス感染予防対策について

2020 年度 開講講座のご案内 （6月・7月開講講座）新型コロナウイルス感染症対策で活用できる税制措置  

法人税・消費税・固定資産税・社会保険料などの納付が猶予されます第１回

（注）「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」など

　新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、世界経済は戦後最
大の危機に直面。日本経済も感染症拡大の影響により国難とも言うべ
き厳しい状況が続いております。
　こうした状況から政府は、財政・金融・税制といったあらゆる政策
手段を総動員した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として

新たに総額25兆6,914億円の2020年度補正予算案を国会に提出。
衆参両院の審議を経て、本年４月30日に国会で可決・成立しました。
　本特集では、「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」（注）の重要なポイントを３回にわたり、ご紹介します。第１
回目は「納税猶予の特例」措置について取り上げます。

　「納税猶予の特例」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で「事業等に
係る収入」に相当の減少があった事業者に対して、無担保かつ延滞税なしで
１年間、納税の猶予が認められる特例制度です。
　この特例は、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。また、社会保険料の納付も同様に猶予されます。
　ただし、印紙で納付する印紙税のほか、外国貨物を保税地域から引き取
る場合の消費税や、出国する際に直接納付する方式の国際観光旅客税など
については対象となりません。
　法人税や消費税などの国税を例にとって「納税猶予の特例」を解説します。

先生、本特例の対象者について教えてください。
❶法人だけでなく個人も本特例の対象になりますか?
❷法人について、事業規模などの制限はありますか? 
❸青色申告ではなく白色申告の場合でも、本特例の対象になりますか?

【❶の回答】「事業等に係る収入（事業所得、給与所得、不動産所得など）」
があり、かつ、収入減少等の要件を満たしている個人が対象となります。
例えば、事業・不動産賃貸業を営む個人だけでなく、フリーランス（事業
所得者）やパートやアルバイト（給与所得者）も収入減少等の要件を満たせ
ば本特例の対象となります。
【❷の回答】資本金や従業員数などの会社の規模に関係なく、収入減少要件を満たせ
ば本特例の対象となります。

【❸の回答】白色申告の場合でも、収入減少要件を満たせば本特例の対象となります。

 「納税猶予の特例」の概要

▶従来の制度と納税猶予特例との比較
項　目 従来の制度（国税通則法第46条） 納税猶予の特例（緊急経済対策）

事　由

担　保

延滞税

猶予の対象
となる要件

震災、風水害、落雷、火災そ
の他これらに類する災害によ
り、納税者がその財産につき
相当な損失を受けた場合

新型コロナウイルス感染拡大
防 止 の た め の 措 置 に 起 因 し
て、相当な収入の減少があっ
た場合

一定期間（原則 1 年）において、
大幅な赤字が発生して、一時
の納税ができないと認められ
る場合

担保の提供が可能な場合は担
保の提供が必要となります。 担保は不要です。

延滞税は通常年 8.9 % ですが、猶予
期間中は年 1.6% に軽減されます。

（注）同感染症の影響により財産に
損失が生じた場合（消毒作業での
在庫の毀損等）は、免除される場
合もあります。

延滞税は免除されます。

本年2月1日以降の任意の期間（1カ
月以上）において、収入が相当（前年
同期比概ね 20% 以上）減少し、一時
の納税が困難と認められる場合

ポイント1

❶申請手続き
　関係法令の施行（本年4月1日）から2カ月後、または納付期限（申告納付
期限が延長された場合は延長後の期限）のいずれか遅い日までに申請が必要
です。
　申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出する必要があり
ます。詳しくは以下の相談窓口にご相談ください。
❷納税猶予に関する相談窓口
　納税猶予に関する相談窓口は、税の種類や社会保険料などにより異なり
ます。
・法人税や源泉所得税、申告所得税、消費税などの国（税務署）へ納付する

税金の猶予相談
　⇒「国税局猶予相談センター」にお電話ください。

（注）国税局猶予相談センターの電話番号は国税庁ホームページをご覧
ください。

・市県民税や固定資産税及び自動車税等の地方税の猶予相談
　⇒都道府県や市区町村の担当窓口へご相談ください。
・社会保険料についての猶予相談
　⇒日本年金機構へご相談ください。

（注）具体的な詳細は政省令でご確認ください。

申請手続きと相談窓口ポイント5

対象者に関する要件

A子さん

キド先生

先生、本特例の収入減少の要件について教えてください。
❶どの程度の収入減少が要件となるのですか?
❷利益が黒字であっても、収入減少要件を満たせば本特例を利用できますか?
❸前年の月別収入が不明の場合には、どのように判断すればよいですか?
❹収入が20%減少していない場合にも、納税猶予は利用できますか?

【❶の回答】同感染症の影響により、本年2月以降の任意の期間（1カ月以上）
において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
ことが要件となります。
【❷の回答】利益が黒字であっても収入減少等の要件を満たせば本特例を
利用できます。ただし、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れ
るなど、一時に納税することが困難と認められる場合に限ります。
【❸の回答】前年の月別収入が不明の場合には、次のような方法により収入減少割合を
判断することもできます。
・年間収入を按分した額（平均収入）と比較
・事業開始後1年を経過していない場合、本年1月までの任意の期間と比較
【❹の回答】特例の要件を満たさない場合でも、従来の納税猶予制度を利用できる場
合があります。詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。

（ただしこの場合、原則として年1.6%の延滞税がかかります。）

収入減少に関する要件ポイント3

ポイント2

　私は旅館業（4月決算）の経理課長です。当社は前期の2018年11月か
ら19年3月まで大規模な耐震補強工事とリニューアルに伴い事業を休業
していたため、19年 4月決算では法人所得は多額の欠損金が発生し、
消費税は還付となりました。
　そして当期（本年4月決算）においては、工事に伴う借入金の返済に加え、同感染
症による休館で資金繰りが切迫しています。特に、消費税については前期還付申告の
ため中間納税を行っておらず、10月以降課税仕入が概ね軽減税率の8%で課税売上
が標準税率の10%ですので、当決算における消費税の納税見込額は約6,000万円を
想定しています。そこで、質問です。
❶当社は資本金8,000万円・従業員数約180名であり、中小企業基本法における
「中小企業者等」に該当しませんが、納税猶予の特例は受けられますか?
❷収入減少割合について、本年4月はほとんど休館していたため前年同期比80%減

でしたが、本年2月と3月は前年が休業期間であったため前年同期比を算出するこ
とができません。本年4月の売上だけで判断してもよろしいでしょうか?
❸来期（21年4月決算）の期中における消費税の予定納税の支払も苦慮していますが、

この予定納税についても納税猶予の特例を利用できるのでしょうか?

【❶の回答】納税猶予の特例の要件を満たせば、会社の規模に関係なく利
用できます。
【❷の回答】本年2月以降の任意の期間（1カ月以上）において、収入減少
割合が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることが要件ですの
で、4月だけで判断しても問題ないと思います。ただし、少なくとも向こう
半年間の事業資金を考慮する等の理由により「一時に納税することが困難と認められ
る場合」に適用されますので、資金繰り予定表などの資料を用意しておく必要があり
ます。
【❸の回答】本年2月1日から21年1月31日までに納付期限が到来する所得税・法人
税・消費税などが対象となっています。特に、確定申告分とは記載がありませんの
で、予定納税額についても猶予特例の対象になると思われますが、詳しくは国税局
猶予相談センターにご相談ください。

「納税猶予の特例」を希望する企業の相談事例

経理課長

キド先生

城所 弘明（きどころ・ひろあき）
公認会計士・税理士・行政書士
日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員

ポイント4

A子さん

キド先生

質問内容

福岡商工会議所　経営相談部
地域支援第一グループ（東・博多・南区）　　　　　TEL：092-441-2161
地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区）　TEL：092-441-2162

お問い合わせ
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九商連

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

新型コロナウイルスに関する電話経営相談窓口を、土・日・祝日も当分の間設置しています。
電話相談窓口：（０９２）４１５－２６０４　（午前 9 時～午後 5時）
最新情報につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

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

47都道府県 全業種 全国

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）

発動の事象

指定地域等

認定基準

責任共有制度

4.23

小川県知事に要望書を提出する藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福商連

福岡県商工会議所連合会　
新型コロナウイルスに関する緊急要望
　福岡県商工会議所連合会（会長=当

所・藤永会頭）は4月23日、『新型コロナ

ウイルス感染症拡大に対する緊急経済対

策に関する要望』を小川洋県知事、栗原

渉県議会議長などに提出した。

　藤永会長は、「中小・小規模事業者が

この難局を乗り越え、感染収束後も事業

が維持できるために必要な支援と、収束

後を見据えた思い切った需要喚起策の実

施をお願いしたい」と述べた。

5.13

小川県知事に要望書を提出する正木会長

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

商店街等

福岡県知事への休業・
自粛協力要請の緩和に関する要望
　福岡市商店街百貨店量販店連盟（会長

=正木計太郎）は5月13日、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法に基づく福岡

県の休業・自粛協力要請について、福岡

県が特定警戒都道府県の指定を解除され

た際に商店街、百貨店、量販店等あらゆ

る商業集積に対し、休業・自粛協力要

請の緩和対象に加えていただくよう福岡

県商店街連合会（会長=鳥巣勲）と連名

で、福岡県に対し要望書を提出した。

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九州商工会議所連合会　
新型コロナウイルスに関する緊急要望
　九州商工会議所連合会（会長=当所・

藤永会頭）は、『新型コロナウイルス感染

症拡大に対する緊急経済対策に関する要

望』を取りまとめた。５月下旬以降、各県

において地元選出の国会議員への働きか

けや、国の出先機関を通じて関係省庁の

大臣らに提出を行った。

　要望では、経済回復に向けて、企業

規模の大小を問わない支援や大規模で実

効性のある需要喚起策の必要性、また、

経済対策として打ち出された様々な支援

策が、迅速かつ確実に中小・小規模事

業者等の手元に届くように運用の改善を

求めた。あわせて、地方創生臨時交付

金増額および地方自治体が地域の実情に

応じて柔軟に活用できるような運用を求

めた。

FCCI NEWS 会議所の動き

PR
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予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止

Business Continuity Plan）を策定し、運用する。
　具体的には、システムの冗長化により障害に強いシ
ステム構築や、システムの稼働状況を監視することで
障害に早く気付く仕組みづくりに取り組んでいく。ま
た、万が一の場合を想定して、データバックアップを
行っておくことで復旧対策に取り組んでいく。
　IT 基盤 側との契約やサービス品質保証（SL A：
Service Level Agreement）などを確認しておくことも
重要である。IT 基盤を利用して顧客にサービスを提供
する場合は、顧客との契約や SLAなども確認してお
く。また、被害を想定してIT 基盤側との事前の連携
確認を行っておく。
　もし、障害が発生した場合、BCPに従った対応が
求められる。そのために、日頃から従業員に対して
BCP 教育や、障害が発生した場合を想定したBCP 訓
練を行っておくことが有効である。　
　BCPの策定や運用に関しては、中小企業庁にて「中
小企業 BCP 策定運用指針」を公開しているので詳しく
はウェブサイト（https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/）
を確認してほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

発生相次ぐ予期せぬ障害

　企業や官公庁などで費用面や運用負担の軽減のた
め、自社の機器をデータセンターに設置したり、クラウ
ドのIT 基盤を利用したりするケースが増えてきている。
利用しているIT 基盤で、自然災害、データセンターの
設備故障や停電、ハードウエア・ソフトウエア障害な
どにより、予期しない障害が発生すると、社内の業務
システムが突然停止することになる。また、IT 基盤を
利用して顧客にサービスを提供している場合、顧客が
そのサービスを利用できなくなったり、顧客の業務が停
止したりする。
　2019 年 11月、データセンターにおいて電源設備の
更新作業中に事故が発生し、7 秒間の電源停止が起き
た。その間、データセンターを利用している顧客の
サーバー類の電源供給が失われ、約 260 社の顧客の
システムが利用できなくなった。クレジットカードやスマ
ホ決済など消費者向けのサービスに数日間影響が及ん
だクレジットカード会社もあった。
　同年12月には自治体専用クラウドサービスにおいて
障害が発生し、サービスを利用する全国約 50 の自治
体が影響を受けた。影響を受けた自治体では住民向け
の窓口サービスや自治体の業務システムに支障が出た。
復旧には時間を要し、20 年 1月10日時点の報告では
98.1%が復旧を終えたとしている。

長期の業務停止は経済的損失に

　近年、このような予期せぬ IT 基盤の障害に伴う業
務停止の報道が続いている。もし、長時間停止した場
合、組織の利益減少や競争力の弱体化など、経済的
損失につながることとなる。また、人々の日常生活にも
支障が出る恐れがある。企業は IT 基盤のさまざまなト
ラブルを事前に想定し、対応策を準備しておく必要が
ある。
　企業は事業の継続や早期復旧を可能にするため、行
動計画や復旧目標を定め、事業継 続計画（BCP：

早期復旧へBCP策定

セキュリティー対策
中 小 企 業 の
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労務Q&A

　この適用条件が、2022年10月に101人以上規模の
企業を対象に、2024年10月に51人以上規模の企業ま
でに拡大される予定です。そして、上記の㋐から㋓にお
ける加入条件についても同時に見直しが行われる項目が
発生する予定です。
　例えば、㋐です。現在の労働時間要件は週20時間以
上ですが、20時間は現状維持とするものの、週20時間
の判定は基本的に契約上の所定労働時間によって行うこ
ととし、臨時に生じた残業時間は含まない方向です。こ
の20時間においては、現行の運用では実労働時間が2
か月連続で、週20時間以上となり、なお引き続くと見
込まれる場合には3か月目から厚生年金保険に加入する
ことになります。
　㋒および㋓は現状維持となりますが、㋑については、
実務上の取扱いの現状も踏まえてこの要件を撤廃し、フ
ルタイムの被保険者と同様に2か月超の要件を適用する
ことと予定しています。さらに、雇用期間が1年未満で
あっても、雇用契約書に契約が更新する旨または更新す
る可能性がある旨が明示されている場合も、㋑に含まれ
ることになっています。また、㋒の賃金要件については、
賞与等、1か月を超える期間ごとに支給されるものの他、
通勤手当や家族手当といった最低賃金法で算入しないこ
とになっている賃金は、含めずに考えます。

●対応策
　相談者が心配しているように小規模企業の場合、すぐ
に適用されるわけではありません。4年後に施行される
予定ですので、自身の働き方など、社会保険について考
えてみてはどうでしょうか。

　私は、現在パートで働いています。今の
職場は大企業ではなく、パートは厚生年金
に加入しなくてもよいことになっているの

で、夫の扶養の範囲内で働いています。しかし、今後
改正されてパートも必ず厚生年金に加入しなければなら
ないとなると、給料のことを考えて私は拒否します。年
金に加入するなら、正社員になって、フルタイムで働い
てからにしたいのです。今は子どももまだ小さくフルタイ
ム勤務は難しいです。
　パート仲間には、厚生年金に加入したいという人もい
ますが、いつからパートも絶対に加入しなければならな
いでしょうか。

　2020年の年金制度改正について、昨年
末から改正に関する情報が報道されるよう
になりました。

　その中のひとつにパートタイマーの被用者年金への適
用拡大があります。この適用拡大は、法改正後すぐにと
いうよりも段階を踏んで行われる予定です。
　社会保険の適用拡大が行われることで、年金財政の
支え手となる人が増えることは年金制度の安定につなが
りますが、従業員や企業にとっては社会保険料の負担が
大きくなり、被保険者となる要件に該当しない範囲に労
働時間を短縮する働き方を選択するパート等の発生にも
つながります。

●被用者保険の適用拡大は、段階的に実施される
　現在は、501人以上の企業規模で働いているパートタ
イム労働者は、勤務時間・勤務日数が常時雇用労働者
の4分の3未満で、次の㋐から㋓のすべての要件に該当
する場合に厚生年金保険に加入することとされています。
　㋐週の所定労働時間が20時間以上であること
　㋑雇用期間が1年以上見込まれること
　㋒賃金の月額8・8万円以上であること
　㋓学生でないこと

被用者保険の
適用拡大について

福岡県社会保険労務士会　平野 聡

Q

A
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法律Q&A

がある場合を除き、受領を拒否することは下請法上問
題となります。たとえば、新型コロナウイルス感染症の
影響で、親事業者が休業となったために商品等が必要
なくなったとしてその受領を拒否する行為は、下請事業
者に責任があるとはいえないため、下請法違反になり得
ます。
また、受領拒否だけでなく、納期の遅れを理由とし

た一方的な取引の停止や適正なコスト負担を伴わない短
納期発注なども下請法違反になり得ます。
下請法については、令和2年3月10日に、経済産業

省が「新型コロナウイルス感染症により影響を受けてい
る下請業者との取引について、一層の配慮を親事業者
に要請します」とのリリースを発表しており、下請業者
への一層の配慮が求められています。

3．終わりに
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、事

業者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤ
ル0570-001-240）を実施しています。お気軽にご利
用ください。

　メーカーから部品の発注を受けて、当
社では部品の製造を終えたのですが、
メーカーから在庫の余剰を理由に部品の

受領を拒否された挙句、発注を取消したいとの連絡を
受けました。このような要求に応じなければならないの
でしょうか。

1．製造委託契約について
　ご質問のような取引を製造委託契約と
いいます。契約書があればその取り決め

に従うことになります。契約書の中で取り決めがなされ
ていない場合や、そもそも契約書を交わしていない場
合には、民法上の請負契約の規定に従って判断します。
請負契約においては、発注者であるメーカーは、あな
たの会社が部品を作り終わるまでの間は、いつでも損
害を賠償した上で契約を解除することができるとされて
います。
ご質問では、既に部品の製造が完了しているという

ことですから、取引先は発注を取消すことはできず、
部品を受領したうえで代金を支払う必要があります。し
たがって、メーカーの要求に応じる必要はないというこ
とになります。

2．下請法の適用がある場合
取引の内容と資本金区分から下請法が適用される場

合には、下請事業者が納入した商品の受領を親事業者
が拒むことは下請法違反にあたる可能性があります。
下請法で禁止されている受領拒否とは「下請事業者

の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の
受領を拒むこと」です。したがって、下請事業者に責任

A

受領拒絶は認められるの？

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　松尾 香菜子

Q

部品の
受領

を拒否
!?部品の

受領

を拒否
!?

発注の取消し!?

発注の取消し!?

・製造委託契約
・下請法

要確認

労務Q&A

　この適用条件が、2022年10月に101人以上規模の
企業を対象に、2024年10月に51人以上規模の企業ま
でに拡大される予定です。そして、上記の㋐から㋓にお
ける加入条件についても同時に見直しが行われる項目が
発生する予定です。
　例えば、㋐です。現在の労働時間要件は週20時間以
上ですが、20時間は現状維持とするものの、週20時間
の判定は基本的に契約上の所定労働時間によって行うこ
ととし、臨時に生じた残業時間は含まない方向です。こ
の20時間においては、現行の運用では実労働時間が2
か月連続で、週20時間以上となり、なお引き続くと見
込まれる場合には3か月目から厚生年金保険に加入する
ことになります。
　㋒および㋓は現状維持となりますが、㋑については、
実務上の取扱いの現状も踏まえてこの要件を撤廃し、フ
ルタイムの被保険者と同様に2か月超の要件を適用する
ことと予定しています。さらに、雇用期間が1年未満で
あっても、雇用契約書に契約が更新する旨または更新す
る可能性がある旨が明示されている場合も、㋑に含まれ
ることになっています。また、㋒の賃金要件については、
賞与等、1か月を超える期間ごとに支給されるものの他、
通勤手当や家族手当といった最低賃金法で算入しないこ
とになっている賃金は、含めずに考えます。

●対応策
　相談者が心配しているように小規模企業の場合、すぐ
に適用されるわけではありません。4年後に施行される
予定ですので、自身の働き方など、社会保険について考
えてみてはどうでしょうか。

　私は、現在パートで働いています。今の
職場は大企業ではなく、パートは厚生年金
に加入しなくてもよいことになっているの

で、夫の扶養の範囲内で働いています。しかし、今後
改正されてパートも必ず厚生年金に加入しなければなら
ないとなると、給料のことを考えて私は拒否します。年
金に加入するなら、正社員になって、フルタイムで働い
てからにしたいのです。今は子どももまだ小さくフルタイ
ム勤務は難しいです。
　パート仲間には、厚生年金に加入したいという人もい
ますが、いつからパートも絶対に加入しなければならな
いでしょうか。

　2020年の年金制度改正について、昨年
末から改正に関する情報が報道されるよう
になりました。

　その中のひとつにパートタイマーの被用者年金への適
用拡大があります。この適用拡大は、法改正後すぐにと
いうよりも段階を踏んで行われる予定です。
　社会保険の適用拡大が行われることで、年金財政の
支え手となる人が増えることは年金制度の安定につなが
りますが、従業員や企業にとっては社会保険料の負担が
大きくなり、被保険者となる要件に該当しない範囲に労
働時間を短縮する働き方を選択するパート等の発生にも
つながります。

●被用者保険の適用拡大は、段階的に実施される
　現在は、501人以上の企業規模で働いているパートタ
イム労働者は、勤務時間・勤務日数が常時雇用労働者
の4分の3未満で、次の㋐から㋓のすべての要件に該当
する場合に厚生年金保険に加入することとされています。
　㋐週の所定労働時間が20時間以上であること
　㋑雇用期間が1年以上見込まれること
　㋒賃金の月額8・8万円以上であること
　㋓学生でないこと

被用者保険の
適用拡大について

福岡県社会保険労務士会　平野 聡
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東
区

博
多
区

中
央
区

からあげ鶏ｋｅｉ  新八田店

ＫＤＳ

（株）ＴＡＫＵ商会

ジェット（株）  九州営業所

（株）エム・トレード

（株）ＤＡＮ

グラント税理士事務所

金之橋ヒューマンブリッヂ（株）

トラストパーク（株）

ＫＮペイント

（株）ワンダーウォール

メタビジョン（同）

日本証券業協会  九州地区協会

（株）ダイナ

（同）丞

整体院アプローズ

二九二九亭

Ｈ．Ｐ．Ｓ．  唐人町店

健康弁当  さわん

雅工房

総合探偵社  オルカジャパン福岡博多

（株）二葉地所

西村商事（株）

行政書士千種康弘事務所

（有）入江ビル

（株）フクラ

Ｄａｍｅ  Ｎａｔｕｒｅ

ｋｅｄｏｍｏ

からあげテイクアウト

管洗浄

訪問介護関連事業

航空機・自動車部品の設計、生産技術開発

害虫駆除業

飲食店等の外国人労働者導入、登録支援機関

税理士事務所

外国人インターンシップ事業

コインパーキングの企画、管理、運営

塗装工事

エステサロン

映像制作（番組・CM・PV等）

自主規制業務

居抜きマッチングサービス

飲食店支援事業（レトルト食品OEM製造・コンサル）

整体院、健康増進

飲食業（焼肉店）

靴の小売

飲食業（弁当製造・販売業）

リフォーム業

探偵

不動産管理

日用雑貨販売

行政書士業務

ホテル

営業代行（訪問販売）

菓子製造販売

外国人材紹介事業

福岡市東区八田3-13-9

福岡市東区八田4-7-8332

福岡市東区雁の巣2-9-54-3

福岡市博多区博多駅前1-15-12 藤田ビル3階 302号室

福岡市博多区博多駅前1-15-20-2階

福岡市博多区博多駅前3-23-12-604

福岡市博多区博多駅前3-27-25-9階

福岡市博多区博多駅東1-1-25 宝ビル504

福岡市博多区博多駅南5-15-18

福岡市博多区春町3-5-11-105

福岡市中央区渡辺通2-9-20

福岡市中央区天神2-3-10-719

福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル

福岡市中央区天神4-9-14-1301

福岡市中央区赤坂1-2-1

福岡市中央区大手門2-6-1 コーポ福永1階

福岡市中央区鳥飼1-5-32 アリタリアビル1階

福岡市中央区唐人町1-11-2

福岡市中央区六本松2-2-13

福岡市中央区小笹3-21-46-704

福岡市南区塩原4-3-13

福岡市南区桧原7-23-10

福岡市南区屋形原3-35-16-206

福岡市城南区別府6-3-11

福岡市城南区長尾4-8-1

福岡市早良区重留2-23-1

福岡市西区小戸1-24-6

福岡市西区内浜2-12-5-204

中津唐揚げテイクアウト専門店。その場でお揚げし熱熱をご提供♪

排水管の洗浄、詰まりや汚れを除去する作業の専門です

小さい企業ですが、真心を持って一生懸命頑張っています

プロの職人集団が最高の技術と感性で顧客満足にお応えします

九州一円の害虫害獣駆除をはじめ環境衛生事業を行っています！

外国人採用の登録支援機関＆経産省の認定支援機関の両面から応援

福岡でクリニックのお金の悩みに特化した税理士事務所です

人手不足でお困りの方！外国人材との懸け橋をお手伝いします

価値創造型の駐車場ビジネスで土地活用のご提案をしています

リフォーム塗装の事ならKNペイントにお任せください

美ｉｎｇでは本気の方を本気で応援します

企業様における広告・記録等を映像・HP制作でサポートします

資産形成に関する社内研修等の講師を無料で派遣します

移転・開店・閉店をサポート。コストダウンに貢献します！

OEMでレトルト食品製造～販促支援を行っています

パーソナル施術で悩みのケアを行います

先代から受け継いだ秘伝のタレをご賞味ください

外反母趾にやさしい靴！おしゃれな健康靴のお店です！

真心を込めて。「さわん」が皆様の健康をサポートします！

お家のお困り事何でもご相談ください

元刑事が各種調査承ります。まずはお気軽にお電話ください

南区皿山長住築41年のボロアパート８室を3か月で満室の実績

日用雑貨中国輸出入

官公署のお手続お悩みでしたら、一緒に解決しましょう！

博多駅徒歩６分、お泊まりはエストイン博多へ

サービスやモノの販売・営業を代行します

身体に優しい健康的な食品づくりをしています

海外エンジニア・特定技能人財など外国人採用をお手伝いします

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

092-287-6193

090-8409-5613

092-986-1469

092-400-2299

092-419-2570

092-481-8116

092-686-8021

092-401-1677

092-437-8911

080-9140-7720

092-231-9595

092-861-8912

092-751-1868

092-751-1788

092-260-6511

092-401-1966

092-791-1998

092-741-1523

090-1369-5988

090-5741-1326

0120-783-713

090-8913-2093

092-516-3496

092-707-4711

092-861-3560

092-707-5590

092-884-1430

090-3271-7848

早
良
区

東
区

博
多
区

大
野
城
市

糟
屋
郡

佐
賀
県

熊
本
県

（株）トラスト・ジャパン

オサダコンサルティング

六見アーキテクト（株）

物流・貿易

経営相談、各種計画（経営戦略、事業戦略、中期計画、資金計画）策定支援

建築工事

福岡市西区福重2-6-39 701

那珂川市今光5-138 パークホーム今光203号

糟屋郡宇美町ひばりが丘1-9-21

人的支援を含むあらゆるコスト削減をサポートします

YouTubeを活用し、販売促進・企業PRをしてみませんか？

お困りの事があれば相談してください！何でもすぐに解決します！

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

住宅設備機器の販売、工事

建築設計、施工

建設業

空調システム、発電システム、駆動システム、太陽光発電システム、遠隔監視システムの開発・製造

「販売」と「営業」の2つの支援体制で、営業活動をサポート

化粧品・健康食品・日用品の卸し、輸出販売

木材輸出入

総合建築業

寝具卸売業

焼鳥とアルコールをメインにした居酒屋・飲食業

リラクゼーションサロン（腸もみヒーリング）

飲食店

日本料理、鉄板焼

外国人技能実習生受入れ事業

遊技機売買

ネットショップ運営（雑貨、ゲームなど）

日本国内におけるパイオニアとしての事業所向けコーヒーサービス事業

建築工事一式

オゾン生成水装置の製造・販売

コンクリート構造物の機能維持・耐用年数の向上をサポート

税理士事務所

（株）福岡住設

（有）霧島建築事務所

（有）進隆組

ヤンマーエネルギーシステム（株）  福岡支店

ビーモーション（株）  九州支社

佳品（株）

（株）J－WOOD

（株）絆

大翔

焼鳥酒場  ブリッジ

プライベートサロン  真華和

（同）倉吉

日本料理石田

（協）日中国際交流協会

（株）パワーズ

オフィス  オガタ

（株）ダイオーズジャパン  福岡支店

空間建築店

オゾンウォーターテック（株）

MJTジャパン（株）

多田陽子税理士事務所

営業内容／事業所名

衛生商材卸

ビジネスコミュニケーション＆コミュニケーションテクニック研修

経営コンサルティング

小籠包、いきなり団子製造販売

Aim  Line

Ulyssessコミュニケーション広場

（株）エイチ・コンサルティング

（株）しずく屋

営業内容／事業所名

幼児教室

税理士業務

飲食（コーヒー店）

レストラン

カフェ、BAR、イベントスペース

放送技術、音響、フォトグラファー、映像制作

税理士業

動画および音声での知的財産コンテンツ化

エステティックサロン

住宅リフォーム

総合ビル管理

造園業

コンテンツ及びソフトウェア開発

飲食業

不動産業

一般建築塗装

畳製造

宅建企業研修（セミナー）

働き方改革・健康経営支援

土木工事業

警備業

（株）福岡こどもクラブ

石橋徹税理士事務所

麓  珈琲

東方健寿実業（株）

コモエス

Studio  M3

中村・日山税理士事務所

（株）リリカムジカ

Ka  Luna  大濠

（株）クレスト

（有）城南ビルメンテナンス

（株）双葉

（株）ヴァイス

ROJY

（株）ルミネコーポレーション

壱塗装

松尾畳店

Quality  Office

AOI人財育成・教育コンサルティング事務所

田尻技建（株）

（株）ナイン警備

営業内容／事業所名

西
区

中
央
区

南
区

城
南
区

中
央
区

092-203-0007

080-9974-3116

092-985-8568

城
南
区

早
良
区

西
区

西
区

那
珂
川
市
糟
屋
郡

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

からあげ鶏ｋｅｉ  新八田店

ＫＤＳ

（株）ＴＡＫＵ商会

ジェット（株）  九州営業所

（株）エム・トレード

（株）ＤＡＮ

グラント税理士事務所

金之橋ヒューマンブリッヂ（株）

トラストパーク（株）

ＫＮペイント

（株）ワンダーウォール

メタビジョン（同）

日本証券業協会  九州地区協会

（株）ダイナ

（同）丞

整体院アプローズ

二九二九亭

Ｈ．Ｐ．Ｓ．  唐人町店

健康弁当  さわん

雅工房

総合探偵社  オルカジャパン福岡博多

（株）二葉地所

西村商事（株）

行政書士千種康弘事務所

（有）入江ビル

（株）フクラ

Ｄａｍｅ  Ｎａｔｕｒｅ

ｋｅｄｏｍｏ

からあげテイクアウト

管洗浄

訪問介護関連事業

航空機・自動車部品の設計、生産技術開発

害虫駆除業

飲食店等の外国人労働者導入、登録支援機関

税理士事務所

外国人インターンシップ事業

コインパーキングの企画、管理、運営

塗装工事

エステサロン

映像制作（番組・CM・PV等）

自主規制業務

居抜きマッチングサービス

飲食店支援事業（レトルト食品OEM製造・コンサル）

整体院、健康増進

飲食業（焼肉店）

靴の小売

飲食業（弁当製造・販売業）

リフォーム業

探偵

不動産管理

日用雑貨販売

行政書士業務

ホテル

営業代行（訪問販売）

菓子製造販売

外国人材紹介事業

福岡市東区八田3-13-9

福岡市東区八田4-7-8332

福岡市東区雁の巣2-9-54-3

福岡市博多区博多駅前1-15-12 藤田ビル3階 302号室

福岡市博多区博多駅前1-15-20-2階

福岡市博多区博多駅前3-23-12-604

福岡市博多区博多駅前3-27-25-9階

福岡市博多区博多駅東1-1-25 宝ビル504

福岡市博多区博多駅南5-15-18

福岡市博多区春町3-5-11-105

福岡市中央区渡辺通2-9-20

福岡市中央区天神2-3-10-719

福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル

福岡市中央区天神4-9-14-1301

福岡市中央区赤坂1-2-1

福岡市中央区大手門2-6-1 コーポ福永1階

福岡市中央区鳥飼1-5-32 アリタリアビル1階

福岡市中央区唐人町1-11-2

福岡市中央区六本松2-2-13

福岡市中央区小笹3-21-46-704

福岡市南区塩原4-3-13

福岡市南区桧原7-23-10

福岡市南区屋形原3-35-16-206

福岡市城南区別府6-3-11

福岡市城南区長尾4-8-1

福岡市早良区重留2-23-1

福岡市西区小戸1-24-6

福岡市西区内浜2-12-5-204

中津唐揚げテイクアウト専門店。その場でお揚げし熱熱をご提供♪

排水管の洗浄、詰まりや汚れを除去する作業の専門です

小さい企業ですが、真心を持って一生懸命頑張っています

プロの職人集団が最高の技術と感性で顧客満足にお応えします

九州一円の害虫害獣駆除をはじめ環境衛生事業を行っています！

外国人採用の登録支援機関＆経産省の認定支援機関の両面から応援

福岡でクリニックのお金の悩みに特化した税理士事務所です

人手不足でお困りの方！外国人材との懸け橋をお手伝いします

価値創造型の駐車場ビジネスで土地活用のご提案をしています

リフォーム塗装の事ならKNペイントにお任せください

美ｉｎｇでは本気の方を本気で応援します

企業様における広告・記録等を映像・HP制作でサポートします

資産形成に関する社内研修等の講師を無料で派遣します

移転・開店・閉店をサポート。コストダウンに貢献します！

OEMでレトルト食品製造～販促支援を行っています

パーソナル施術で悩みのケアを行います

先代から受け継いだ秘伝のタレをご賞味ください

外反母趾にやさしい靴！おしゃれな健康靴のお店です！

真心を込めて。「さわん」が皆様の健康をサポートします！

お家のお困り事何でもご相談ください

元刑事が各種調査承ります。まずはお気軽にお電話ください

南区皿山長住築41年のボロアパート８室を3か月で満室の実績

日用雑貨中国輸出入

官公署のお手続お悩みでしたら、一緒に解決しましょう！

博多駅徒歩６分、お泊まりはエストイン博多へ

サービスやモノの販売・営業を代行します

身体に優しい健康的な食品づくりをしています

海外エンジニア・特定技能人財など外国人採用をお手伝いします

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

092-287-6193

090-8409-5613

092-986-1469

092-400-2299

092-419-2570

092-481-8116

092-686-8021

092-401-1677

092-437-8911

080-9140-7720

092-231-9595

092-861-8912

092-751-1868

092-751-1788

092-260-6511

092-401-1966

092-791-1998

092-741-1523

090-1369-5988

090-5741-1326

0120-783-713

090-8913-2093

092-516-3496

092-707-4711

092-861-3560

092-707-5590

092-884-1430

090-3271-7848

早
良
区

東
区

博
多
区

大
野
城
市

糟
屋
郡

佐
賀
県

熊
本
県

（株）トラスト・ジャパン

オサダコンサルティング

六見アーキテクト（株）

物流・貿易

経営相談、各種計画（経営戦略、事業戦略、中期計画、資金計画）策定支援

建築工事

福岡市西区福重2-6-39 701

那珂川市今光5-138 パークホーム今光203号

糟屋郡宇美町ひばりが丘1-9-21

人的支援を含むあらゆるコスト削減をサポートします

YouTubeを活用し、販売促進・企業PRをしてみませんか？

お困りの事があれば相談してください！何でもすぐに解決します！

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

住宅設備機器の販売、工事

建築設計、施工

建設業

空調システム、発電システム、駆動システム、太陽光発電システム、遠隔監視システムの開発・製造

「販売」と「営業」の2つの支援体制で、営業活動をサポート

化粧品・健康食品・日用品の卸し、輸出販売

木材輸出入

総合建築業

寝具卸売業

焼鳥とアルコールをメインにした居酒屋・飲食業

リラクゼーションサロン（腸もみヒーリング）

飲食店

日本料理、鉄板焼

外国人技能実習生受入れ事業

遊技機売買

ネットショップ運営（雑貨、ゲームなど）

日本国内におけるパイオニアとしての事業所向けコーヒーサービス事業

建築工事一式

オゾン生成水装置の製造・販売

コンクリート構造物の機能維持・耐用年数の向上をサポート

税理士事務所

（株）福岡住設

（有）霧島建築事務所

（有）進隆組

ヤンマーエネルギーシステム（株）  福岡支店

ビーモーション（株）  九州支社

佳品（株）

（株）J－WOOD

（株）絆

大翔

焼鳥酒場  ブリッジ

プライベートサロン  真華和

（同）倉吉

日本料理石田

（協）日中国際交流協会

（株）パワーズ

オフィス  オガタ

（株）ダイオーズジャパン  福岡支店

空間建築店

オゾンウォーターテック（株）

MJTジャパン（株）

多田陽子税理士事務所

営業内容／事業所名

衛生商材卸

ビジネスコミュニケーション＆コミュニケーションテクニック研修

経営コンサルティング

小籠包、いきなり団子製造販売

Aim  Line

Ulyssessコミュニケーション広場

（株）エイチ・コンサルティング

（株）しずく屋

営業内容／事業所名

幼児教室

税理士業務

飲食（コーヒー店）

レストラン

カフェ、BAR、イベントスペース

放送技術、音響、フォトグラファー、映像制作

税理士業

動画および音声での知的財産コンテンツ化

エステティックサロン

住宅リフォーム

総合ビル管理

造園業

コンテンツ及びソフトウェア開発

飲食業

不動産業

一般建築塗装

畳製造

宅建企業研修（セミナー）

働き方改革・健康経営支援

土木工事業

警備業

（株）福岡こどもクラブ

石橋徹税理士事務所

麓  珈琲

東方健寿実業（株）

コモエス

Studio  M3

中村・日山税理士事務所

（株）リリカムジカ

Ka  Luna  大濠

（株）クレスト

（有）城南ビルメンテナンス

（株）双葉

（株）ヴァイス

ROJY

（株）ルミネコーポレーション

壱塗装

松尾畳店

Quality  Office

AOI人財育成・教育コンサルティング事務所

田尻技建（株）

（株）ナイン警備

営業内容／事業所名

西
区

中
央
区

南
区

城
南
区

中
央
区

092-203-0007

080-9974-3116

092-985-8568

城
南
区

早
良
区

西
区

西
区

那
珂
川
市
糟
屋
郡

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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・株式会社福住 様
・玉屋リネンサービス株式会社 様
・株式会社ノア・カワバタ 様
・株式会社大福 様
・東京海上日動火災保険株式会社 様
・C&C 株式会社 様
・アクサ生命保険株式会社 様

（順不同）

　この度、新型コロナウイルス感染症対策として、マスク、手袋、消毒
液などをご寄付いただきました。
　この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。

（ご寄付頂いた企業名）

ありがとう
ございます!!

福岡の統計 2020年4月〈令和2年4月〉

830,881 

1,601,755 

102.3 

101.9 

292,214 

6,953 

― 

― 

548 

53,660 

― 

25,004,361 

16,523,053 

4,497 

100,745 

5 

27 

25 

1,560 

1.8

0.9

0.3

0.4

▲ 5.5

▲24.6

―

―

8.3

4.8

―

3.6

4.5

288.7

755.3

▲70.6

▲12.9

0.0

▲66.7

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会

（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店

（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店

（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会

（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」

（平成27年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

1.34 

110,903 

79,685 

176 

5,369,547 

3,635,243 

3,616,155 

774,528 

3,458,200 

864,414 

47,355 

5,207 

5,119 

― 

― 

1,487 

2,900 

― 

― 

▲16.8

▲16.8

▲ 1.0

1.1

▲13.6

▲29.9

▲24.3

▲18.8

▲20.0

▲46.9

▲92.7

▲29.5

▲10.2

―

―

▲90.4

▲99.9

―

―

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

万人

台

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

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）

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。

※「博多駅乗降人員　新幹線」は、令和2年2月までの集計で、
　月別乗降人員の公表を終了いたしました。

5 月号〈福岡の統計 2020 年 3月〉で未掲載項目について（％）
・消費者物価指数（福岡市）・・・・102.3（0.5）
・消費者物価指数（全国）・・・・・101.9（0.4）
・百貨店　　売上高・・・・・・・11,824（▲35.1）
・　〃　　　売場面積・・・・・・174,686（0.0）
・信用保証　　　件　数・・・・・2,398（86.9）
・　 〃 　　　　保証高・・・・・41,350（226.9）
・福岡商工会議所　融資斡旋件数・・・13（8.3）
・　　　〃　　　　　　額　　　・・・127（89.6）

・博多港入港船舶（外航・内航）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航）につきましては、5月 22 日現在、未発表。
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TOKORO
SHOW  YOU

14

商店街応援隊「トコロ」が参ります！

当所支援に関するお問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

コロナに立ち向かう
商店街の取り組みを紹介 !

新天町商店街
商業協同組合

会議所HP

　16店舗を掲載（5月22日時点）。一部の店舗では複数の宅配サービスが利用可能で消
費者の様 な々ニーズに広く対応。オフィス・おうちで新天町グルメを楽しむことができます。

●新天町商店街商業協同組合

コロナ対策緊急企画
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛や店舗の
休業要請等は、市内商店街においても、来街者の減少や商
店街イベントの中止など大きな影響を及ぼしています。
　 このような中で、市内商店街では加盟店に対し、独自に支

▶外出自粛による巣ごもり消費増加への対応として商店街に加盟する
　飲食店のテイクアウト・デリバリー情報を商店街HPと当所HPで紹介

援活動に取り組んでいます。
　 今回は、福岡商工会議所と連携した商店街の取り組み
の一部をご紹介いたします。

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

商店街よりひとこと

　新型コロナウイルスの影響で不自由な日々が続い
ております。医療に関わる方、生活を支えてくださる
方へ感謝しています。新天町商店街は細心の注意
を払いながら特別営業を行っております。皆様のご
利用を心よりお待ちしております!

当所 HP「テイクアウト・デ
リバリープラザ」にて掲載、
情報発信

会議所との
連携ポイント

西新商店街
連合会HP

　連合会加盟店約230店舗を対象に「新型コロナウイルス支援策臨時相談窓口」を開
設。加盟店から予約制で相談を受け付け、相談に来られた加盟店に対し、総合案内役と
して国や自治体等の支援策を紹介し、その後の各支援機関への円滑な相談に繋げました。

●西新商店街連合会

▶加盟店に対する相談窓口開設

商店街よりひとこと

　コロナウイルスの影響に関するアンケート調査を加
盟店に実施したところ、支援メニューの多さなどから、
自身が該当する支援策が分からないとの意見が多く
寄せられました。そこで、西新商店街連合会として
支援情報を提供する窓口を緊急的に開設すること
で、街の商店を守りたいと考えています。

藤崎商店街
組合

会議所HP

　14店舗を掲載（5月22日時点）。お弁当やテイクアウトなど特別メニューで、いつもと違っ
た藤崎商店街を味わうことができます。また、毎週金曜日の正午には医療・介護関係者の
方々に、感謝の気持ちを伝える「Friday Ovation」を実施しています。

●藤崎商店街組合

商店街よりひとこと

　この状況で何かできることはないか?と考え、みん
なが頑張っていることをアピールできるチラシを作るこ
とにしました。飲食店だけでなく、加盟店全店舗対
象の100円割引券をつけ、お客様にも還元できるよ
うにしました。

5月22日時点の情報です
最新情報については各商店街にお問い合わせください

当所 HP「テイクアウト・デ
リバリープラザ」にて掲載、
情報発信

会議所との
連携ポイント

国や県、市などの行政をはじめ
とする各支援機関等の支援策
について、連合会に情報提供

※窓口は 5 月24
　日で終了してい
　ます

会議所との
連携ポイント
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　お勧めしたい福岡の名物、福岡の飲食店の「テイクアウト」
「デリバリー」「お取り寄せ」メニューに、ハッシュタグ「#おう

ちでうまかもん」を付けて、SNS投稿で応援する企画です。
　既に500を超える投稿があり、多くの方々に発信していただ
いています。

　会員企業のテイクアウトやデリバリー
サービスや、在庫の販売情報を掲載してい
ます。販路拡大に、ぜひご利用ください。

ローマ発祥の新感覚ピッツア
「ピンサ・ロマーナ」。これま
でにない生地・食感をお試し
あれ！

 ピンサ・ロマーナ
マルゲリータ

今や博多土産の定番。パリパ
リっと何枚でも食べられる食
感と、程良い辛味と魚介の旨
味が特徴。

  ㈱山口油屋福太郎
めんべいプレーン

独特のパリパリ感がやみつき
に！1週間かけてじっくり焼
き上げたみつます特製「ぐる
ぐるとり皮」。

 みつます
とり皮焼き

こだわりの串物や日替わり惣菜、
かしわ飯などショーウィンドウに
並べてみました。お好きな惣菜を
選んでご自宅でお楽しみください。

 岩瀬惣菜店
赤鶏ねぎま串

お肉じゃないのにお肉のような満
足感、食べ応えあるヴィーガンバー
ガーです。その他にもポテト、飲み
物がセットでご注文できます。

 パニックバーガー
クラシックバーガー

お肉と野菜を中心に、健康にこ
だわりすべて店内で手作りして
ます!彩豊かな見た目も楽しい
ヘルシーなお惣菜をどうぞ!!

 ミートアップ！！
ベジシリーズ（チキン、ポーク、ビーフ）

食品添加物を最小限に抑えて
作った、果汁分30％以上の果
実感たっぷり飲むゼリー。

 九州良果
果実のジュレセット

ALL福岡県素材で仕込む、ノンア
ルコールの甘酒。夏季限定製造の
ブルーベリーの甘酒を含むこちら
のセットはお中元にも好評です。

 浦野醤油醸造元
にじいろ甘酒夏の5色ギフトセット

生麩で作った生地でこしあん
を包み、笹の葉で巻きまし
た。もっちりとした食感をお
楽しみください。

 鈴懸
麩乃餅

新緑の風を運ぶ、香り豊かな
抹茶餡。夏限定・福岡限定「茶
ひよ子」です。この季節にしか
味わえない味覚をどうぞ！

 ひよ子
茶ひよ子

県外物産展でも大人気の太宰府
名物。薄皮で素朴な甘さのつぶ
餡を包み、香ばしく焼き上げて
います。通販でも購入可能です。

 かさの家
梅ヶ枝餅

新鮮なミルクとバターをたっぷ
り使いチロル伝統のレシピでサ
クッと焼き上げた軽い食感、千鳥
屋代表作のロールクッキーです。

 千鳥饅頭総本舗
各種チロリアン

「夏の風物詩になる菓子を」という思
いが込められた創作菓子。小豆とわら
び粉を主原料に笹で巻くことが決ま
り。※詳細は特集記事24ページ参照

 左衛門
博多水無月

昭和23（1948）年創業、代々伝わ
る匠の手技を受け継いだ豆菓子
専門店。博多うまかもん市でも多
くのファンに愛されています。

 五色堂
豆菓子

昭和36（1961）年創業以来、手焼きせ
んべい一筋に無漂白の国産小麦粉に
こだわるとともに、一度食べたら忘れ
られない古来の味を守っています。

 野田和光堂
手焼きせんべい

原材料にこだわり、昔ながら
に1つ1つ丁寧に手造りしてい
ます。おうち時間での「ホッと
一息」する際のお供にどうぞ。

 博多長崎屋
元寇防塁

明治37（1904）年に福岡最初
の中華料理店として誕生、博
多皿うどん発祥のお店です。

 福新楼
博多皿うどん

昭和37（1962）年に博多駅前
にて屋台としてスタート。今
や博多のソウルフードです。

 博多中洲　鉄なべ
焼き餃子、冷凍生餃子

昆布出しで丁寧に漬け込んだ
明太子と柚子こしょうの風味
を効かせ、新鮮なイカを塩辛
風に仕上げた逸品。

 原口海産物専門店
柚子いか明太子

大正2（1913）年に博多の地で創
業した老舗蒲鉾店。職人が一本一
本丹精を込めて作る「伝統の味」。

 西門蒲鉾本店
蒲鉾おうち時間セット

地元の方、プロ野球選手な
ど、愛され続けて30年!!博多
の名物「もつ鍋」がご自宅で楽
しめます。

 牛もつ鍋　なの川
もつ鍋セット

最高のもつに、宮崎県産のにら
と熊本県産のキャベツで新鮮・
安全な野菜を山盛りに福岡・博
多で愛されるソウルフード！

 元祖もつ鍋　楽天地
伝統もつ鍋セット

鶏ガラと丸鶏を重ねてじっくり
と旨味を炊き出す「鶏かさね炊き
製法」。お店と同じ「生スープ」
をご家庭でお楽しみください。

 水炊き　博多華味鳥
華味鳥水炊き　持ち帰りセット

大正6（1917）年創業、豊かな自然と誠実な
造り手に育まれた食とお酒を食卓に繋げる
専門店。お酒を楽しむための知恵が詰まっ
た、公式YouTube「教えて！酒大将」は必見。

 住吉酒販
日本酒、焼酎、ワイン他

　博多うまかもん市公式SNSで
も出店者情報を発信しています
ので、これからもチェックして
みてください。そして、「いい
ね!」「フォロー」をお願いいたし
ます。

❶テイクアウト・デリバリー
　プラザ

❷買って応援!過剰在庫SOS
　（食品以外のジャンルも掲載）

関連情報７ページをご覧ください。

●「#おうちでうまかもん」プロジェクト ●福商コロナ対策特設ページ

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　第38回食品まつり「博多うまかもん市」は、今年も「福
岡・博多の食」を楽しんでいただけるように準備を進めて
おりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り中止となりました。
　本ページでは、残念ながらご披露できなかった「博多う
まかもん市」出店企業の店舗・商品情報の一部をご紹介い
たします。

おうちで「博多の定番」うまかもん

おうちで「身体に優しい」うまかもん

おうちで「銘菓」うまかもん

おうちで「家族団らん」うまかもん

おうちで

　この他にも、多くの店舗・商品情報を公式 SNS
（Instagram、Facebook、Twitter）で発信しています。ぜひ
皆様の「うまかもん」を見つけて、オススメ商品をハッシュ
タグ「#おうちでうまかもん」をつけてSNSで
投稿してください。SNSを通じて、福岡の食
品・飲食業界を盛り上げていきましょう！

※各店舗の営業時間につきましては、博多うまかもん市公式ホームページからご確認ください。

※5月27日現在の情報です。
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　お勧めしたい福岡の名物、福岡の飲食店の「テイクアウト」
「デリバリー」「お取り寄せ」メニューに、ハッシュタグ「#おう

ちでうまかもん」を付けて、SNS投稿で応援する企画です。
　既に500を超える投稿があり、多くの方々に発信していただ
いています。

　会員企業のテイクアウトやデリバリー
サービスや、在庫の販売情報を掲載してい
ます。販路拡大に、ぜひご利用ください。

ローマ発祥の新感覚ピッツア
「ピンサ・ロマーナ」。これま
でにない生地・食感をお試し
あれ！

 ピンサ・ロマーナ
マルゲリータ

今や博多土産の定番。パリパ
リっと何枚でも食べられる食
感と、程良い辛味と魚介の旨
味が特徴。

  ㈱山口油屋福太郎
めんべいプレーン

独特のパリパリ感がやみつき
に！1週間かけてじっくり焼
き上げたみつます特製「ぐる
ぐるとり皮」。

 みつます
とり皮焼き

こだわりの串物や日替わり惣菜、
かしわ飯などショーウィンドウに
並べてみました。お好きな惣菜を
選んでご自宅でお楽しみください。

 岩瀬惣菜店
赤鶏ねぎま串

お肉じゃないのにお肉のような満
足感、食べ応えあるヴィーガンバー
ガーです。その他にもポテト、飲み
物がセットでご注文できます。

 パニックバーガー
クラシックバーガー

お肉と野菜を中心に、健康にこ
だわりすべて店内で手作りして
ます!彩豊かな見た目も楽しい
ヘルシーなお惣菜をどうぞ!!

 ミートアップ！！
ベジシリーズ（チキン、ポーク、ビーフ）

食品添加物を最小限に抑えて
作った、果汁分30％以上の果
実感たっぷり飲むゼリー。

 九州良果
果実のジュレセット

ALL福岡県素材で仕込む、ノンア
ルコールの甘酒。夏季限定製造の
ブルーベリーの甘酒を含むこちら
のセットはお中元にも好評です。

 浦野醤油醸造元
にじいろ甘酒夏の5色ギフトセット

生麩で作った生地でこしあん
を包み、笹の葉で巻きまし
た。もっちりとした食感をお
楽しみください。

 鈴懸
麩乃餅

新緑の風を運ぶ、香り豊かな
抹茶餡。夏限定・福岡限定「茶
ひよ子」です。この季節にしか
味わえない味覚をどうぞ！

 ひよ子
茶ひよ子

県外物産展でも大人気の太宰府
名物。薄皮で素朴な甘さのつぶ
餡を包み、香ばしく焼き上げて
います。通販でも購入可能です。

 かさの家
梅ヶ枝餅

新鮮なミルクとバターをたっぷ
り使いチロル伝統のレシピでサ
クッと焼き上げた軽い食感、千鳥
屋代表作のロールクッキーです。

 千鳥饅頭総本舗
各種チロリアン

「夏の風物詩になる菓子を」という思
いが込められた創作菓子。小豆とわら
び粉を主原料に笹で巻くことが決ま
り。※詳細は特集記事24ページ参照

 左衛門
博多水無月

昭和23（1948）年創業、代々伝わ
る匠の手技を受け継いだ豆菓子
専門店。博多うまかもん市でも多
くのファンに愛されています。

 五色堂
豆菓子

昭和36（1961）年創業以来、手焼きせ
んべい一筋に無漂白の国産小麦粉に
こだわるとともに、一度食べたら忘れ
られない古来の味を守っています。

 野田和光堂
手焼きせんべい

原材料にこだわり、昔ながら
に1つ1つ丁寧に手造りしてい
ます。おうち時間での「ホッと
一息」する際のお供にどうぞ。

 博多長崎屋
元寇防塁

明治37（1904）年に福岡最初
の中華料理店として誕生、博
多皿うどん発祥のお店です。

 福新楼
博多皿うどん

昭和37（1962）年に博多駅前
にて屋台としてスタート。今
や博多のソウルフードです。

 博多中洲　鉄なべ
焼き餃子、冷凍生餃子

昆布出しで丁寧に漬け込んだ
明太子と柚子こしょうの風味
を効かせ、新鮮なイカを塩辛
風に仕上げた逸品。

 原口海産物専門店
柚子いか明太子

大正2（1913）年に博多の地で創
業した老舗蒲鉾店。職人が一本一
本丹精を込めて作る「伝統の味」。

 西門蒲鉾本店
蒲鉾おうち時間セット

地元の方、プロ野球選手な
ど、愛され続けて30年!!博多
の名物「もつ鍋」がご自宅で楽
しめます。

 牛もつ鍋　なの川
もつ鍋セット

最高のもつに、宮崎県産のにら
と熊本県産のキャベツで新鮮・
安全な野菜を山盛りに福岡・博
多で愛されるソウルフード！

 元祖もつ鍋　楽天地
伝統もつ鍋セット

鶏ガラと丸鶏を重ねてじっくり
と旨味を炊き出す「鶏かさね炊き
製法」。お店と同じ「生スープ」
をご家庭でお楽しみください。

 水炊き　博多華味鳥
華味鳥水炊き　持ち帰りセット

大正6（1917）年創業、豊かな自然と誠実な
造り手に育まれた食とお酒を食卓に繋げる
専門店。お酒を楽しむための知恵が詰まっ
た、公式YouTube「教えて！酒大将」は必見。

 住吉酒販
日本酒、焼酎、ワイン他

　博多うまかもん市公式SNSで
も出店者情報を発信しています
ので、これからもチェックして
みてください。そして、「いい
ね!」「フォロー」をお願いいたし
ます。

❶テイクアウト・デリバリー
　プラザ

❷買って応援!過剰在庫SOS
　（食品以外のジャンルも掲載）

関連情報７ページをご覧ください。

●「#おうちでうまかもん」プロジェクト ●福商コロナ対策特設ページ

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　第38回食品まつり「博多うまかもん市」は、今年も「福
岡・博多の食」を楽しんでいただけるように準備を進めて
おりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り中止となりました。
　本ページでは、残念ながらご披露できなかった「博多う
まかもん市」出店企業の店舗・商品情報の一部をご紹介い
たします。

おうちで「博多の定番」うまかもん

おうちで「身体に優しい」うまかもん

おうちで「銘菓」うまかもん

おうちで「家族団らん」うまかもん

おうちで

　この他にも、多くの店舗・商品情報を公式 SNS
（Instagram、Facebook、Twitter）で発信しています。ぜひ
皆様の「うまかもん」を見つけて、オススメ商品をハッシュ
タグ「#おうちでうまかもん」をつけてSNSで
投稿してください。SNSを通じて、福岡の食
品・飲食業界を盛り上げていきましょう！

※各店舗の営業時間につきましては、博多うまかもん市公式ホームページからご確認ください。

※5月27日現在の情報です。
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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。 

　「ユーザーとの接点」や「距離の近さ」などの福岡ならでは
の特長を活かし、ユーザビリティの向上や、地域における新
しい施策など、価値ある取り組みを行うLINE Fukuoka 株式
会社（以下 LINE Fukuoka）その中でもSmart City 戦略室
は、「福岡市を世界に誇れるスマートシティに」を合言葉に、
LINE の技術を使ったスマートシティの実現を目指していま
す。今回は、そんなLINE Fukuoka 株式会社 Smart City 戦
略室 室長の南方 尚喜さんにお話を伺いました。

LINE FukuokaのSmart City 戦略室について
教えてください。

私たちSmart City 戦略室は、福岡で暮らし、福岡で働いて
いるメンバーで構成されているので、福岡の皆さんが日頃の
生活の中で困っていること、不便なことをよくわかっていま
す。それらの不便を LINE で解決することにより、「便利」が
街中にあふれていく。私たちはこれを「スマートシティ」と定
義し、プロジェクトを進めています。 Smart City 戦略室は、
LINEによって福岡の街がますます便利になっていくことを目指
しています。

元々 LINE Fukuokaは、東京の LINE 株式会社が作ったサー
ビスを運営していく会社として生まれました。しかし皆さんも
ご存知の通り、福岡市民の皆さんは新しいものを積極的に使

おうとする方が多く、自治体もITを使ったまちづくりに積極的
です。そういった点で、福岡はチャンスにあふれている街だ
と考え、LINEを使った「福岡らしい」まちづくりをしてみよう
と、このSmart City 戦略室が立ち上がりました。

Smart City 戦略室の特徴は何でしょうか。

私たちの組織の特徴は、とにかくチャレンジすることです。
空気を読んで遠慮してしまうのではなく、積極的に手を挙げ
てやりたいことに挑戦できる環境づくりを大切にしています。
メンバーは私に積極的に提案してきますし、可能性があれば
権限を与え、主体的に動けるようにしています。

現在は中途採用のメンバーが大半ですが、前職の業種や出
身が様々で、違う価値観や経験、スキルを持っている人が集
まっています。ですから、各々の視点で「もっとこのようなも
のがあったら良いのではないか」ということを常に考えて実行
しています。例えば、先日リリースされた、おむつの交換場
所をLINEで確認できるサービスは、今年入社した育児中の男
性社員が、福岡で子供と散歩に行くときにおむつの交換場所
に困る、という自身の実体験をもとに開発されました。このよ
うに、自分たちの視点で、自分たちの困っていることをベース
にサービス開発を行っています。

LINE による「スマートシティ」は、どのようなプロセスを
経て作り上げられるのでしょうか。

まず、身近なスマートシティの例としては、月に1度の燃え
ないごみやペットボトルの回収日をLINEが通知してくれる機能
です。とても小さなことですが、福岡市民ならではの困りごと
を解決している機能で、スマートシティの象徴です。スマート
シティは「街づくり」という大規模な話なので、 LINE Fukuoka
だけでは実現できません。ですから、様々な企業と連携して
プロジェクトを進めています。例えば、シェアリングエコノ
ミーサービスの一つである「アイカサ」を運営する株式会社
Nature Innovation Groupと一緒に、傘をシェアリングすると
いう文化を福岡に広めたり、 ANAホールディングス株式会社と
一緒に、LINE で注文・決済した新鮮な海産物をドローンが
運んでくる、といったドローンの実証実験を行ったりしていま
す。最新のテクノロジーを用いて市民の身近な課題に寄り添
うプロジェクトを幅広く展開しているのです。

また、スマートシティは世界的にいくつかのカテゴリーに分
けられていて、行政手続きや交通、エネルギー、物流などの
分野があります。そのように分類していくと、福岡は、交通
の分野では西鉄やJR 九州、エネルギーの分野では九州電力
がいて、各分野のプレイヤーがそろっているのです。しかし、
それぞれの分野が連携するのは難しかったので、誰もが使え
る LINEならば福岡の様々な企業を一気につなぐことができる
のではと考えました。スマートシティは、パートナーの企業も
私たちもwin-win になるような形で「共創」することで実現す
るのです。

Smart City 戦略室がスピーディーにサービスを提供できる理由は
何でしょうか。

まず、時間のかかるものはしません。先ほどの共創パート
ナーの話を例にとると、動きが速く、意思決定に時間をかけ
ない企業と連携することにしています。加えて、法律上難し
いことなど、ハードルが高すぎるものは基本的にやりません。
今まさに皆さんが困っていることや、今すぐに解決しないとい
けないことを見定め、その中でできることを優先的に進めて
いきます。既に皆さんが利用しているLINEというツールを使っ
て、今困っていることを、今解決するからこそスピーディーな
サービス提供ができるのです。月に一本は新しいニュースを
出すようにしているので、毎月楽しみにしていただけると嬉し
いです。

最後に、Smart City戦略室の今後の展望を教えてください。

皆さんはシアトルという街をご存じでしょうか。シアトルが
日本で有名になったきっかけはおそらくスターバックスで、実
は Amazon もシアトルで生まれました。アメリカの中でも、
海岸沿いにあるシアトルという街は、ニューヨークに比べると
地方都市ですよね。そのような街で魅力的な企業が生まれ、
一躍その街が有名になっていく。そのストーリーは、実は福
岡にも当てはまるのではないかと思っています。日本の海岸沿
いにある街 福岡から魅力的な企業が生まれ、福岡という街が
世界的に有名になっていく。そのようなことを考えた時に、ス
ターバックスや Amazon のようなポジションに、私たちLINE 
Fukuokaがなれると嬉しいです。現在は、福岡、日本が主戦
場ですが、福岡で取り組んでいることがアジアや世界にもっ
と知られるようになり、「世界を代表するスマートシティは福岡
だよね。その福岡でスマートシティを主に手がけているのは 
LINE Fukuokaだよね」という流れで有名になるという野望を抱
いています。そのために、引き続き市民の皆さんが困っている
ことや街の課題に着目し、地道に一つずつ解決していきたい
ですね。

その中間的なゴールとして、朝起きてから寝るまでの生活
をLINEで完結させる「Life on LINE」を福岡で実現させたいで
す。朝起きたら、まずLINE で今日の天気や公共交通機関の
時間を調べ、昼にはLINEで事前注文したお弁当を受け取り、
雨が降った時にはLINEでアイカサを借り、夜寝る前にはLINE
でニュースをチェックする。福岡の人が、LINEさえあれば生
活のあらゆることを完結することができるようにしたいですね。

「『世界的なスマートシティ』を目指し、
  福岡を共創する」

取材日：4月2日

LINE Fukuoka株式会社 Smart City戦略室

室長 南方 尚喜氏

■今月の取材先　LINE Fukuoka株式会社　とは？
　「福岡で、福岡の皆さまとLINEをつなぎ、福岡の人たちと一緒に
LINEを育んでいく」という想いのもと、LINE株式会社と連携しながら、

「LINE」のさらなる成長に向け、速いスピードで多様な事業を展開する。
他にも、LINEサービスを活用した地域活性化イベントや、エンジニアな
どの講演および技術交流会なども開催している。

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 ×

20 2020  JUNE  ︱ 福岡商工会議所 NEWS



■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。 

　「ユーザーとの接点」や「距離の近さ」などの福岡ならでは
の特長を活かし、ユーザビリティの向上や、地域における新
しい施策など、価値ある取り組みを行うLINE Fukuoka 株式
会社（以下 LINE Fukuoka）その中でもSmart City 戦略室
は、「福岡市を世界に誇れるスマートシティに」を合言葉に、
LINE の技術を使ったスマートシティの実現を目指していま
す。今回は、そんなLINE Fukuoka 株式会社 Smart City 戦
略室 室長の南方 尚喜さんにお話を伺いました。

LINE FukuokaのSmart City 戦略室について
教えてください。

私たちSmart City 戦略室は、福岡で暮らし、福岡で働いて
いるメンバーで構成されているので、福岡の皆さんが日頃の
生活の中で困っていること、不便なことをよくわかっていま
す。それらの不便を LINE で解決することにより、「便利」が
街中にあふれていく。私たちはこれを「スマートシティ」と定
義し、プロジェクトを進めています。 Smart City 戦略室は、
LINEによって福岡の街がますます便利になっていくことを目指
しています。

元々 LINE Fukuokaは、東京の LINE 株式会社が作ったサー
ビスを運営していく会社として生まれました。しかし皆さんも
ご存知の通り、福岡市民の皆さんは新しいものを積極的に使

おうとする方が多く、自治体もITを使ったまちづくりに積極的
です。そういった点で、福岡はチャンスにあふれている街だ
と考え、LINEを使った「福岡らしい」まちづくりをしてみよう
と、このSmart City 戦略室が立ち上がりました。

Smart City 戦略室の特徴は何でしょうか。

私たちの組織の特徴は、とにかくチャレンジすることです。
空気を読んで遠慮してしまうのではなく、積極的に手を挙げ
てやりたいことに挑戦できる環境づくりを大切にしています。
メンバーは私に積極的に提案してきますし、可能性があれば
権限を与え、主体的に動けるようにしています。

現在は中途採用のメンバーが大半ですが、前職の業種や出
身が様々で、違う価値観や経験、スキルを持っている人が集
まっています。ですから、各々の視点で「もっとこのようなも
のがあったら良いのではないか」ということを常に考えて実行
しています。例えば、先日リリースされた、おむつの交換場
所をLINEで確認できるサービスは、今年入社した育児中の男
性社員が、福岡で子供と散歩に行くときにおむつの交換場所
に困る、という自身の実体験をもとに開発されました。このよ
うに、自分たちの視点で、自分たちの困っていることをベース
にサービス開発を行っています。

LINE による「スマートシティ」は、どのようなプロセスを
経て作り上げられるのでしょうか。

まず、身近なスマートシティの例としては、月に1度の燃え
ないごみやペットボトルの回収日をLINEが通知してくれる機能
です。とても小さなことですが、福岡市民ならではの困りごと
を解決している機能で、スマートシティの象徴です。スマート
シティは「街づくり」という大規模な話なので、 LINE Fukuoka
だけでは実現できません。ですから、様々な企業と連携して
プロジェクトを進めています。例えば、シェアリングエコノ
ミーサービスの一つである「アイカサ」を運営する株式会社
Nature Innovation Groupと一緒に、傘をシェアリングすると
いう文化を福岡に広めたり、 ANAホールディングス株式会社と
一緒に、LINE で注文・決済した新鮮な海産物をドローンが
運んでくる、といったドローンの実証実験を行ったりしていま
す。最新のテクノロジーを用いて市民の身近な課題に寄り添
うプロジェクトを幅広く展開しているのです。

また、スマートシティは世界的にいくつかのカテゴリーに分
けられていて、行政手続きや交通、エネルギー、物流などの
分野があります。そのように分類していくと、福岡は、交通
の分野では西鉄やJR 九州、エネルギーの分野では九州電力
がいて、各分野のプレイヤーがそろっているのです。しかし、
それぞれの分野が連携するのは難しかったので、誰もが使え
る LINEならば福岡の様々な企業を一気につなぐことができる
のではと考えました。スマートシティは、パートナーの企業も
私たちもwin-win になるような形で「共創」することで実現す
るのです。

Smart City 戦略室がスピーディーにサービスを提供できる理由は
何でしょうか。

まず、時間のかかるものはしません。先ほどの共創パート
ナーの話を例にとると、動きが速く、意思決定に時間をかけ
ない企業と連携することにしています。加えて、法律上難し
いことなど、ハードルが高すぎるものは基本的にやりません。
今まさに皆さんが困っていることや、今すぐに解決しないとい
けないことを見定め、その中でできることを優先的に進めて
いきます。既に皆さんが利用しているLINEというツールを使っ
て、今困っていることを、今解決するからこそスピーディーな
サービス提供ができるのです。月に一本は新しいニュースを
出すようにしているので、毎月楽しみにしていただけると嬉し
いです。

最後に、Smart City戦略室の今後の展望を教えてください。

皆さんはシアトルという街をご存じでしょうか。シアトルが
日本で有名になったきっかけはおそらくスターバックスで、実
は Amazon もシアトルで生まれました。アメリカの中でも、
海岸沿いにあるシアトルという街は、ニューヨークに比べると
地方都市ですよね。そのような街で魅力的な企業が生まれ、
一躍その街が有名になっていく。そのストーリーは、実は福
岡にも当てはまるのではないかと思っています。日本の海岸沿
いにある街 福岡から魅力的な企業が生まれ、福岡という街が
世界的に有名になっていく。そのようなことを考えた時に、ス
ターバックスや Amazon のようなポジションに、私たちLINE 
Fukuokaがなれると嬉しいです。現在は、福岡、日本が主戦
場ですが、福岡で取り組んでいることがアジアや世界にもっ
と知られるようになり、「世界を代表するスマートシティは福岡
だよね。その福岡でスマートシティを主に手がけているのは 
LINE Fukuokaだよね」という流れで有名になるという野望を抱
いています。そのために、引き続き市民の皆さんが困っている
ことや街の課題に着目し、地道に一つずつ解決していきたい
ですね。

その中間的なゴールとして、朝起きてから寝るまでの生活
をLINEで完結させる「Life on LINE」を福岡で実現させたいで
す。朝起きたら、まずLINE で今日の天気や公共交通機関の
時間を調べ、昼にはLINEで事前注文したお弁当を受け取り、
雨が降った時にはLINEでアイカサを借り、夜寝る前にはLINE
でニュースをチェックする。福岡の人が、LINEさえあれば生
活のあらゆることを完結することができるようにしたいですね。

「『世界的なスマートシティ』を目指し、
  福岡を共創する」

取材日：4月2日

LINE Fukuoka株式会社 Smart City戦略室

室長 南方 尚喜氏

■今月の取材先　LINE Fukuoka株式会社　とは？
　「福岡で、福岡の皆さまとLINEをつなぎ、福岡の人たちと一緒に
LINEを育んでいく」という想いのもと、LINE株式会社と連携しながら、

「LINE」のさらなる成長に向け、速いスピードで多様な事業を展開する。
他にも、LINEサービスを活用した地域活性化イベントや、エンジニアな
どの講演および技術交流会なども開催している。

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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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

仕事のことは忘れて没頭できる趣味を持ちましょう
「クラフトルームHAKATA」で検索！

シルバーで作ろう♪
リング or ペンダント（体験講座）

▼

3時間の体験で指輪が出来ます

へいらっしゃいませんか？
　贈り物にもどうぞ　（^_-）-☆

　詳しくはホームページをご覧ください。
色々な講座を開講しています。

　モノ作りは心を豊かにします。
楽しく作って身につける。貴方のオリジ
ナルアクセサリーの完成です。
日頃から何かに没頭したいと思ってい
らっしゃる方、3時間で作れる体験講座

クラフトルーム HAKATA／atelier Cham

福岡市博多区博多駅前4-4-20-701
TEL：092-710-7495
FAX：092-710-7495
http://www.a-cham.com/taiken
E-mail：craftroom.hkt@gmail.com
営業内容
博多のジュエリー教室／彫金（貴金属加
工）・ワックス原型制作・ジュエリーデザ
イン・ジュエリーCAD・宝石学初級講
座・陶芸小物／ジュエリーリフォーム可

クラフトルームHAKATA／
atelier Cham

「飲食店応援します」導入簡単！多言語対応！オンライン決済！
ネット申込で利用可能なテイクアウト/配達サービスです

㈱ TRYSEE

初期費用0円、月間費用0円！
手数料5％でテイクアウト/自社配達を始めませんか？

▼

ラーメンチェーンが
弊社オーダーシステムを導入

オーダーが表示されるので受取時間に合
わせて調理する事ができ、業務改善・
効率化が図れます。
対応決済：PayPay, Alipay,
　　　　　WeChatPay

　お客様のスマホでお店のQRコードを
スキャンし、お名前、電話番号、受取時
間の入力、注文＆会計までをスマホ上で
行えるサービス。注文が入ると、お店に
設置したプリンターやスマホアプリに

福岡市博多区対馬小路13-26
クレセントビル402
TEL：050-6868-2828
https://www.paymul.co.jp
E-mail：paymul@127jp.com
営業内容
①マルチ決済プラットフォームTRYSEE

の開発・運営
②キャッシュレス応用システムの開発・

運営

㈱TRYSEE

福岡創業40周年！
オーダーカーテン専門店キタインテリア福岡店です

オーダーカーテン専門店　㈱キタコーポレーション

オーダーカーテンフェアー開催中！
オーダーカーテンのご注文は専門店へ！

▼

お気軽にお電話、ご来店ください

お電話1 本でカーテン選びがご自宅で
できる出張サービスも行っております。

【出張エリア】福岡市、糟屋郡、春日市、
太宰府市、古賀市、福津市、宗像市、
など出張対応しております。

　カーテンの本場ヨーロッパ各国の素敵
な生地を直接買い付けることにより、良
い品をお求めやすくご提供しております。
スタッフが取り付け工事まで行うので
カーテン取り付け工事も安心ですよ。

福岡市東区原田1-25-10
TEL：092-292-8288
http://kita-interior.com
営業内容
直輸入オーダーカーテン、国産メーカー
オーダーカーテン、ロールスクリーン、ブ
ラインド、オーダーカーペット等インテリ
ア商品の販売。

オーダーカーテン専門店
㈱キタコーポレーション

2020年1月東京ドーム「日本のふるさと祭り」にて
ハイボール5000杯以上の売上実績！

㈱りーな 21　蔵元屋

「のみやすさ」と「味わい深さ」の融合
『The人吉』シリーズ

▼

炭酸割りもおススメです！

のブレンド方法により新しいお酒を造り
ました。
　「ウイスキーでもなく、焼酎でもなく、
人吉」。ライスウヰスキーという新分野開
拓への挑戦です。

　小京都と云われる熊本県人吉市では
室町時代から500 余年に亘り米焼酎が
造られて来ました。この伝統技術と人吉
という地を国内のみならず世界に知らし
めるため、蔵元屋店主田中裕二が独特

熊本県人吉市上青井町120-4
TEL：0966-24-0122
FAX：0966-22-1103
http://www.kuramotoya.jp
E-mail：shop@kuramotoya.jp
営業内容
オリジナルブランド『人吉シリーズ』をはじ
め地元人吉球磨地方の名産「球磨焼酎」
を販売しています。

㈱りーな21　蔵元屋

1万人以上の相談業務を行った著者が、
そのノウハウを込めた本を日本実業出版社から出版しました

キャリアクレッシェンド

『それでも書類選考で落とされない
 履歴書・職務経歴書の書き方』

▼

定価1,300円（税抜き）
日本実業出版社

望動機の書き方」など、読みやすい言葉
でまとめています。福岡で働く人々が生
き生きと輝けるような応援メッセージも
満載です。お仕事のお悩みなら、いつ
でもご相談ください。

　福岡市内で就労相談、再就職支援講
座を行ってきた著者が、このたび『それ
でも書類選考で落とされない履歴書・
職務経歴書の書き方』を出版しました。
　「自分の強みの探し方」や「目的別の志

福岡市西区姪浜駅南4丁目
TEL：090-8835-4243
https://www.career-k.com
E-mail：info@career-k.com
営業内容
就労相談、キャリアカウンセリング、メン
タルヘルス相談、企業研修（キャリアデ
ザイン、コミュニケーション、パワハラ防
止など）

キャリアクレッシェンド

COMBO：5,500円～6,500円（CUT, SHAVE & WASH）
ポマード：2,420円　※価格はすべて税込

FRANK'S CHOP SHOP

FRANK'S CHOP SHOP
-CUT, SHAVE and WASH-

▼

本場アメリカから直輸入した
バーバーチェア

【本誌持参で20％OFF】

多種多様なお客様にハイエンドなメンズ
グルーミングを提供しています。
　NYテイストのアフロコームやオリジナ
ル・ポマード（ウォーター/クリーム/ク
レー）も好評。

　2016 年にアジア1号店として福岡市
中央区大名にオープンしたニューヨーク
発祥のバーバーショップ。
　現代社会におけるジェントルマン達の
社交場として、日々世界各国から訪れる

福岡市中央区大名1-9-45
TEL：092-751-7685
https://www.frankschopshop.jp
E-mail：info@frankschopshop.jp
営業内容
BARBER SHOP（理髪店）ハイエンドメ
ンズグルーミング（男性理容）・フェード
スタイル・ジェントルマンズカット・
シェービング

FRANK'S CHOP SHOP
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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

仕事のことは忘れて没頭できる趣味を持ちましょう
「クラフトルームHAKATA」で検索！

シルバーで作ろう♪
リング or ペンダント（体験講座）

▼

3時間の体験で指輪が出来ます

へいらっしゃいませんか？
　贈り物にもどうぞ　（^_-）-☆

　詳しくはホームページをご覧ください。
色々な講座を開講しています。

　モノ作りは心を豊かにします。
楽しく作って身につける。貴方のオリジ
ナルアクセサリーの完成です。
日頃から何かに没頭したいと思ってい
らっしゃる方、3時間で作れる体験講座

クラフトルーム HAKATA／atelier Cham

福岡市博多区博多駅前4-4-20-701
TEL：092-710-7495
FAX：092-710-7495
http://www.a-cham.com/taiken
E-mail：craftroom.hkt@gmail.com
営業内容
博多のジュエリー教室／彫金（貴金属加
工）・ワックス原型制作・ジュエリーデザ
イン・ジュエリーCAD・宝石学初級講
座・陶芸小物／ジュエリーリフォーム可

クラフトルームHAKATA／
atelier Cham

「飲食店応援します」導入簡単！多言語対応！オンライン決済！
ネット申込で利用可能なテイクアウト/配達サービスです

㈱ TRYSEE

初期費用0円、月間費用0円！
手数料5％でテイクアウト/自社配達を始めませんか？

▼

ラーメンチェーンが
弊社オーダーシステムを導入
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http://www.kuramotoya.jp
E-mail：shop@kuramotoya.jp
営業内容
オリジナルブランド『人吉シリーズ』をはじ
め地元人吉球磨地方の名産「球磨焼酎」
を販売しています。

㈱りーな21　蔵元屋

1万人以上の相談業務を行った著者が、
そのノウハウを込めた本を日本実業出版社から出版しました

キャリアクレッシェンド

『それでも書類選考で落とされない
 履歴書・職務経歴書の書き方』

▼

定価1,300円（税抜き）
日本実業出版社

望動機の書き方」など、読みやすい言葉
でまとめています。福岡で働く人々が生
き生きと輝けるような応援メッセージも
満載です。お仕事のお悩みなら、いつ
でもご相談ください。

　福岡市内で就労相談、再就職支援講
座を行ってきた著者が、このたび『それ
でも書類選考で落とされない履歴書・
職務経歴書の書き方』を出版しました。
　「自分の強みの探し方」や「目的別の志

福岡市西区姪浜駅南4丁目
TEL：090-8835-4243
https://www.career-k.com
E-mail：info@career-k.com
営業内容
就労相談、キャリアカウンセリング、メン
タルヘルス相談、企業研修（キャリアデ
ザイン、コミュニケーション、パワハラ防
止など）

キャリアクレッシェンド

COMBO：5,500円～6,500円（CUT, SHAVE & WASH）
ポマード：2,420円　※価格はすべて税込

FRANK'S CHOP SHOP

FRANK'S CHOP SHOP
-CUT, SHAVE and WASH-

▼

本場アメリカから直輸入した
バーバーチェア

【本誌持参で20％OFF】

多種多様なお客様にハイエンドなメンズ
グルーミングを提供しています。
　NYテイストのアフロコームやオリジナ
ル・ポマード（ウォーター/クリーム/ク
レー）も好評。

　2016 年にアジア1号店として福岡市
中央区大名にオープンしたニューヨーク
発祥のバーバーショップ。
　現代社会におけるジェントルマン達の
社交場として、日々世界各国から訪れる

福岡市中央区大名1-9-45
TEL：092-751-7685
https://www.frankschopshop.jp
E-mail：info@frankschopshop.jp
営業内容
BARBER SHOP（理髪店）ハイエンドメ
ンズグルーミング（男性理容）・フェード
スタイル・ジェントルマンズカット・
シェービング

FRANK'S CHOP SHOP
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今、取材が難しい状況なので「# おうちでうまかもん」を
見ていると、「博多水無月」が目にとまりました！そこで、
今月号では、博多水無月についてご紹介します

皆さん「博多水無月」ってご存じですか？私は知らなかったです…
夏を越すことは、人々にとって一大事とされていたその昔、6月

30日を一年の半分とし、その日を越えると無事に一年を過ごせると
言い伝えられてきました。今でも各地で水無月祓・夏越祓が執り行
われるときに、無病息災や暑気払いの意味を込めた水無月（京都発
祥のお菓子）を食べて邪気を祓う習慣があります。

福岡博多では“小豆とわらび粉を主原料にし、笹で巻く”という
オリジナルのルールのもと、職人さんが腕を振るって仕上げてい
ます。

博多水無月とは?

博多水無月

YOKAMON

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♪

　5月18日（月）～7月31日（金）の期間中のみ販売し
ます。
販売店は、福岡市と近郊の32店舗
詳細は、福岡市和菓子組合のFacebookを
ご覧ください

　いろんなお店の味を楽しみたい方は、出店企業が
あつまる共同催事がオススメです！
■福岡三越…6月2日（火）～8日（月） （終了）
■博多阪急…6月24日（水）～30日（火）

博多水無月は期間限定！

新型コロナウイルス感染が終息するように「厄除（やく
よけ）招福」の願いがこめられています。

皆様も、今しか食べることができない、福岡のさまざまな和菓子店のお味をお楽しみください！

共同催事!

今年のテーマは「厄除招福」
やくよけしょうふく

今年もやります

Facebook

　私たちは、和菓子文化をより多くの人に触れていただく機会を増や
したいと思い、「博多水無月」を考案しました。
　「博多水無月」が、福岡博多の季節の風物詩として根付くように、
毎年各社がアイデアを出し、新しい商品開発にチャレンジし続けてい
ます。
　主原料がシンプルが故に技量が試される、そんな職人の心意気を
お楽しみください。

福岡市和菓子組合 理事長 松本弘樹 氏

※5月27日現在の情報です。
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※5月27日現在の情報です。

見舞金、祝金は期限までに、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、2020年3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

※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、2020年3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。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



業務災害補償プランビジネス総合保険制度

ご記入いただく個人情報は、当所と提携する保険会社の担当者が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。
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