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〈もしもに備える〉
ビジネス総合保険制度

〈優秀な人材を採用・育成したい〉
福岡商工会議所×九州産業大学
リカレント（社会人の学び直し）講座

2020年度  福商『eラーニング』説明会&体験会
オンライン・オフライン同時開催！

福岡商工会議所パソコン教室受講生募集

社会保険労務士オンラインセミナー【参加費無料】

中小企業診断士ガイダンス【参加費無料】

日商簿記3級・2級直前最終チェック講座

令和2年度  開講講座のご案内（9月・10月開講講座）

〈お知らせ〉
第38回食品まつり  博多うまかもん市出店者募集

ライセンス使用個別商談会
～『鉄道』をモチーフにしたオリジナル商品を作りませんか！～

当所の取り組みが全国的に紹介されました！

福岡商工会議所の無料経営相談窓口

博多伝統芸能館イベント

福商優待サービス

令和2年度  福岡商工会議所
各種検定（認定）試験日程（令和2年9月～令和3年3月）

マル経資金

無料記帳指導
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〈福岡商工会議所の活動〉
FCCI NEWS 会議所の動き

〈役に立つ情報〉
パブリックインフォメーション

福岡の統計

中小企業のセキュリティー対策
サイバー攻撃 中小企業も標的に

〈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

今月のよかもん

0202 Gastroduce Japan株式会社
代表取締役　若松 友貴氏

カンパニーズチャレンジ

〈掲載広告〉
●福岡県信用保証協会…P12
●公益財団法人　産業雇用安定センター…P21
●全国国民年金基金…P33
●福岡県事業承継支援ネットワーク事務局…裏表紙

〈【同封】福商 折込チラシ〉
●劇団四季「マンマ・ミーア!」
●優良従業員表彰

〈【同封】福商ビジネス情報便〉
●株式会社エム・アール・エフ
●株式会社千年市場
●株式会社西日本新聞広告社
●株式会社LIH
●株式会社シーエス・エコ
●ライフクリエイト株式会社
●一般財団法人あんしん財団九州支局
●株式会社アベブ　福岡支店
●福岡県事業引継ぎ支援センター
●株式会社モア
●油機エンジニアリング株式会社
●株式会社日刊工業新聞社　西部支社
●リンベル株式会社
●ラシン株式会社
●株式会社石塚商会
●株式会社forte one
●フロムトゥ株式会社
●独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構福岡支部 福岡職業能力開発促進センター
●ユニオン株式会社
●税理士法人アイユーコンサルティング
●九人プラネット株式会社

2626 株式会社MIKI・ファニット
代表取締役社長　太刀山 美樹氏

ミライロしごと図鑑×福岡天神のFMラジオ FUKUOKA2020

0404 withコロナ時代の
「九州観光」回復の展望
～未来を見据え、観光事業者が「今」できること～

特集1

2828 withコロナ時代に活きる商工会議所のネット試験
特集2

2626ミライロしごと図鑑×FUKUOKA20200202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

白船の願い

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

―クルーズ船を白船と称して
白船は悲しからずや
海に浮かばず埠頭に着かず
いずくにか漂う
―又は、ヤシの実になぞらえ
名も知らぬヤシの実さえも
いかほどか時を経ば
そこかしこ辿り着くを
―周遊航海を竜宮行とみなして
ある漁師子亀を救いし縁により
大亀の背に乗り竜宮へと誘われ
鯛・鮃舞い踊る乙姫君の大饗に浴す
さて、土産に賜りし玉手箱あり
故郷にて紐解けば通行証なり
それよりして
安心安全の竜宮航路開きて
大いに栄ゆと也
めでたしめでたし

福岡商工会議所NEWS CONTENTS

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 Facebook
是非フォローをお願いいたします！
https://www.facebook.com/fukuoka.cci
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自社ブランドやメディアなど
新たな事業を開発して拡大

Gastroduce Japanでは総合プロ
デュース事業を拡大し、自社工場の立
ち上げも視野に入れています。
「商品の企画から発送までを担ってい
く中で、工場を建て自分たちで製造ま
でできるようになれば、設備投資や
OEMなどまとまった資金がなくとも小
ロットでの商品生産が可能になる。そ
うすればテストマーケティングも容易に
なり、これまで二の足を踏んでいた企
業や店舗の皆さんもインターネットでの
事業に挑戦しやすくなるのではないで
しょうか。それはコロナ禍で苦しんでい
る飲食店や企業を救うことにもつな
がっていくと思っています」と若松さん。
また総合プロデュース業に加えて自
社ブランドによる商品販売も強化。
ECによる販売力を生かし、ゼリーや
ジュースなどを取り扱うフルーツの加
工品ブランドと、高級飲食店の監修商
品を販売するお取り寄せブランドの2
つのチャネルを開発。さらに今後はメ
ディア事業も展開する予定で、日本を
代表する料理人によるお取り寄せグル

メを広く発信していくといいます。
「まだまだECをおまけ程度に考えて
いらっしゃる方も多いのが現実。しか
し弊社のクライアントでは、インター
ネットで実店舗の10倍以上を売り上げ
るなど好調です。ECはそうした可能
性を持っていることに少しでも気づい
てほしい」と若松さんは話します。

コロナ禍をチャンスとして捉え
ECにチャレンジを

新型コロナウイルスの感染拡大に
よって社会が変革を迎える中で、イン
ターネットに進出する企業も増加の一
途をたどっていますが、若松さんは「安
易に自社の通販サイトを制作したり、
ECモールに出店したりするだけでは
失敗は見えています。そこにはきちん
とした戦略が必要です」と警鐘を鳴ら
します。そこでGastroduce Japan
は培ってきたノウハウをもとに、販売
戦略を練り、ときには商品の企画、と
きにはウェブサイトのデザイン、ときに
は発送委託という様々なポイントでEC
販売支援に取り組んでいるのです。
若松さんがビジネスにおいて大切に

していることは「レスポンスの速さと当
事者意識」。顧客ファーストの姿勢を
貫き、一緒になってECを盛り上げ結
果を出していく姿勢が顧客の信頼を集
めています。
「大手企業のネームバリューに負け
ず、こだわりを持ってつくり上げた商品
が売れるというのはインターネットの醍
醐味のひとつ。そういったこだわりを
持った企業や店舗こそ、時流に合わせ
たテイクアウト商品の開発ではなく、
全国を商圏にしたECにチャレンジして
ほしいと思っています。Gastroduce 
Japanにはその道のプロが揃っている
ので、インターネットの世界への挑戦を
もっともっと応援していきたいですね」。

当事者意識を持って
商品の魅力を伝える

新型コロナウイルス感染症の影響に
より外食産業が大きな打撃を受けてい
る一方で、お取り寄せ市場が活性化。
中小企業をはじめ、飲食店はインター
ネットでの事業展開に注力しています。
その中で顧客に寄り添ったECにおけ
る総合プロデュース業でひと際存在感
を増しているのが、福岡市博多区博多
駅前に事務所を構えるGastroduce 
Japan株式会社です。代表取締役の
若松友貴さんは、日本最大級のEC
モールを運営する大手IT企業での経
験を生かして起業。食料品に特化した
コンサルティングに力を注ぎ、商品の

魅力を最大限に訴求してECによる売
上アップをサポートしています。
「例えばパソコンだとどの店で購入し
ても同じ商品。そこには価格差しかあ
りません。しかし食料品は各企業や店
舗のプライベートブランド、唯一無二
の商品です。そのお客さまの商品をイ
ンターネットを活用して販売するのです
が、爆発的なヒットを記録するのは中
小企業だったり地方の土産物屋だった
りが手がけたものが多い。皆さんに商
品が持つ本当の価値に気づいてもら
い、販売につなげていくということに
やりがいを感じています」と若松さん。
食品の総合プロデュース事業では、

コンサルタント、店舗運営者、デザイ
ナー、カメラマンがひとつのチームと

なって、顧客が持つ商品の販売を支
援。当事者意識を持つために固定費を
抑え、成果報酬型の取引にしているそ
うです。
若松さんは「会社員時代には収益
ファーストになってしまい、顧客の商品
を売りたいという気持ちはあってもなか
なか具現化できませんでした。そのた
め開業後には、クライアントの役員以
上に販売に対する意識を高く持つこと
をコンセプトに設定し、事業に取り組
んでいます。インターネットと親和性の
高い母の日や父の日、バレンタイン、
ホワイトデーなどのギフトイベントに合
致した商品を開発することで、売上を
現在の10倍にアップさせることも夢で
はありません」と自信をのぞかせます。

Gastroduce Japan株式会社　代表取締役　若松 友貴氏

Gastroduce Japan株式会社

取材日：8月4日

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-23-4-704
TEL 092-292-3104

https://gastroducejapan.com/

2個人の飲食店や中小企業だけではなく、大手外食チェーンのEC
も手がけるGastroduce Japan。豊富な実績が信頼を呼ぶ

4自社ブランドから発売したフルーツゼリーには、これまでの総合プ
ロデュース事業で培ったノウハウが詰まっている

1 Gastroduce Japanが企画した美食のお取り寄せグルメ（上）や
フルーツ加工品ブランド（下）も、多くの人気を集めている

3常に社員との情報共有を欠かさず、「仕事を属人的にすることな
く、社員であれば誰でも同じ対応が可能」と若松さん

【プロフィール】
福岡県出身。大学卒業後、日本最大級のEC
モールを運営する大手IT企業に入社。食料
品などをメインにECコンサルティングに従
事する。2017年に独立し、Gastroduce 
Japanを創業。拠点を福岡へと移し、外食産
業のEC支援などに取り組む。

唯一無二の商品がECを活用し
爆発的なヒット商品へと生まれ変わる
ガストロデュースジャパン

COMPANY’S
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CHALLENGE
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withコロナ時代の
「九州観光」回復の展望

～未来を見据え、観光事業者が「今」できること～

観光産業は、人口減少、少子高齢化の進む日本において
成長を続ける数少ない産業であり、裾野が広く、地域活性
化、雇用機会の増大など多くの経済効果をもたらすことから、
明日の日本を支える基幹産業として期待されてきました。
九州観光推進機構が発表した九州観光の実績値によると、

九州の観光市場は2012年以降成長を続け、2019年には、九
州入国外国人数422.2万人（2012年比367％増）、観光消費
額2.88兆円（2012年比141％増）に達しており、九州において
も「観光」は地域経済を支える重要な産業となっていました。
しかし、今回の世界的な新型コロナウイルス感染拡大は、

2020年4月期の九州入国外国人数が前年同月比で0％とな
るなど、これまで順調に成長を続けてきた九州の観光産業に
大きな打撃を与えました。
6月に発表された2020年の九州の観光予測では、5月の緊

急事態宣言解除後、徐々に経済活動が再開され、観光産業
の支援策として「Go To トラベルキャンペーン」も実施されるこ
とから、九州入国外国人数113万人（2019年比73％減）、観
光消費額1.4兆円（2019年比51％減）程度と想定されていまし
た。しかしながら、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響
を受けて再び自粛ムードが高まる中、経済回復は当初の想定

よりも鈍化し、日常にはまだまだ時間がかかるため、2020年
の九州入国外国人数、観光消費額のいずれも当初の想定を
下回ることが見込まれています。
九州観光推進機構は今後の九州観光回復の展望について、
まず、九州域内の県境を越える旅の回復（マイクロツーリズ
ム）から始まり、その後、九州域外からの国内旅行者の回
復、最後にインバウンド観光が回復すると想定しており、
2019年（コロナ禍前）の状態に戻るのは、3要素（①新型コ
ロナ治療薬・ワクチンの開発・普及、②九州発着国際航空路
線の復便、③旅行マインドの活性化）が前提としながらも概ね
2022年以降になると予測しています。

また、今後のコロナ禍からの九州観光のいち早い回復と
「観光を九州の基幹産業へ」の実現に向け、ALL九州として取
り組むべき短期～中期の戦略方針を以下のように示していま
す。

中期方針
「MICE、観光、インバウンド支援

（交流人口の増加）
～国内外の観光需要の取り　　
 　 　込みに向けた活動強化～」

新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会・経済活動の自粛により、幅広い業種の中小企業・小規模事業者が厳しい状況に陥っています。
当所ではこれまで、「コロナ対策特別相談窓口」さらには関係団体と協力して「共同相談窓口」（3月～6月）を設置したほか、「GOOD UP 

FUKUOKA」（関連ページ：P9）等、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた福岡市内の事業者を支援するための事業を実施してまいりました。
今回の特集では、特に大きな打撃を受けている「観光業界」にスポットを当て、まずは、「コロナ収束を見据えた今後の九州観光の展望」につい

てご紹介するとともに、観光事業者を対象とした当所主催「オンラインde観光マッチング」事業の報告や、国・行政などの各種支援策についてご紹
介します。

コロナ収束を見据えた今後の九州観光の展望について

さまざまな業種において、新型コロナウイルスへの対応が
求められる中、観光業界においても「安心・安全」なサービ
スの提供が求められています。そこで当所は、コロナ収束後
の観光需要を事業者がいち早く獲得し、経営基盤の回復を
早期に図れるよう「安心・安全への取り組み」や「Go To トラ
ベルキャンペーン※」の対象となる商品を大手旅行業者へ売り
込む場として「オンラインde観光マッチング」を開催しました。

7/28～30観光商談会「オンライン de 観光マッチング」のご報告

短期（～2021）

①旅行マインドの醸成

②九州の旅行への安心・安全
イメージの確立

③国のGo Toトラベルキャン
ペーンとの相乗効果の実現

中期（2021～）

①旅に対する志向の変化を捉
えた「観光資源の磨き上げ」

②観光産業の再構築によるイ
ンバウンド消費単価の向上

【開催概要】
■開催日：2020年7月28日～30日
■参加セラー：福岡市内を中心とした宿泊業、運輸業、飲食
業、観光施設等14社
■参加バイヤー：大手旅行会社やOTA（Online Travel 
Agent）など10社
■商談数：135商談（セラー同士の商談含む）

【観光事業者の声（セラー）抜粋】
●コロナ禍により売上が激減している中、郷土料理を取り扱うものとして少
しでも出来ることがないかを日々模索していた。その中で、私たちが「今」
取り組んでいることを知っていただきたく、本商談会へ参加した。（飲食業）
●新たに取り組んでいる法人利用向けのサービスの訴求はもちろんだが、
コロナ禍における「安心・安全」への自社の取り組み（宴会場の換気、
客室の消毒といった衛生管理）を旅行会社に知っていただきたく、本商
談会へ参加した。（宿泊業）
●一度に複数のバイヤーにプレゼンができて効率的に情報を伝えることが
できた。

【旅行業者の声（バイヤー）抜粋】
●これまでは県をまたいだ地域への送客を中心とした商品造成を行っていた
が、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、遠方ではなく近場（福岡県
内）の商品造成を強化することになり、その素材の発掘のため参加した。
●対面商談会では距離・時間的に参加が困難な本社の商品造成部門（名
古屋）の担当者が参加でき、なかなか会えない九州のセラーと直接商談
できたのが良かった。

参加者の声

2012年 2015年 2017年 2019年
（見込み）

2020年
（予想）

観光消費額［日本人（億円）］
観光消費額［訪日外国人（億円）］

九州入国外国人数（万人）

115万人

283万人

494万人

422万人

113万人

2.04兆円

2.56兆円 2.7兆円
2.88兆円

1.4兆円

■九州観光の実績と見込み

■九州観光回復の展望

マ
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九州域外からの国内旅行者の回復

九州圏内での人の移動による旅行者の回復

県内での人の移動による旅行者の回復

2022年以降
インバウンド観光の回復

2020年5月以降～
外出自粛の緩和

セラー

福岡商工会議所
商談の進行・フォロー

バイヤー

■オンライン商談会のイメージ図

■バイヤーへのアンケート調査結果
n＝114
※バイヤーとセラーの総商談数
　（セラー同士を含まない）

　「今後もオンライン商談会に参加したいか」の質問には、セラー、バイヤーともに8割以上から「参加したい」との声をい
ただきました。また、商談結果についても約6割が「採用したい／商談を継続したい」との回答をいただいており、本商談
会を契機にすぐに採用されたケースもありました。当所では今後も、オンライン等を活用した商談会を開催し、事業者が経
営基盤の回復を早期に図れるよう引き続き支援してまいります。

採用したい/
商談を継続したい
60.5％

採用は難しい/
その他
15.8％

内容や金額などを
改善すれば見込みあり
23.7％

※バイヤーからの回答は、各セラーへフィード
　バックを行っており、個別商談へ発展し、
　8月には採用に至るケースもみられた。

出典元：九州観光推進機構

旅行者の回復に
必要となる3要素
①新型コロナ治療
薬・ワクチンの
開発・普及

②九州発着国際航
空路線の復便

③旅行マインドの
活性化

サポート

サポー
ト

プレゼン

質問

商談

※Go To トラベル事業とは…旅行・宿泊商品の割引と地域共通クーポンの発行に
より観光地全体の消費を促すことで、地域における経済の好循環を創出しよう
とする事業です。

特 集
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withコロナ時代の
「九州観光」回復の展望

～未来を見据え、観光事業者が「今」できること～

観光産業は、人口減少、少子高齢化の進む日本において
成長を続ける数少ない産業であり、裾野が広く、地域活性
化、雇用機会の増大など多くの経済効果をもたらすことから、
明日の日本を支える基幹産業として期待されてきました。
九州観光推進機構が発表した九州観光の実績値によると、
九州の観光市場は2012年以降成長を続け、2019年には、九
州入国外国人数422.2万人（2012年比367％増）、観光消費
額2.88兆円（2012年比141％増）に達しており、九州において
も「観光」は地域経済を支える重要な産業となっていました。
しかし、今回の世界的な新型コロナウイルス感染拡大は、
2020年4月期の九州入国外国人数が前年同月比で0％とな
るなど、これまで順調に成長を続けてきた九州の観光産業に
大きな打撃を与えました。
6月に発表された2020年の九州の観光予測では、5月の緊
急事態宣言解除後、徐々に経済活動が再開され、観光産業
の支援策として「Go To トラベルキャンペーン」も実施されるこ
とから、九州入国外国人数113万人（2019年比73％減）、観
光消費額1.4兆円（2019年比51％減）程度と想定されていまし
た。しかしながら、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響
を受けて再び自粛ムードが高まる中、経済回復は当初の想定

よりも鈍化し、日常にはまだまだ時間がかかるため、2020年
の九州入国外国人数、観光消費額のいずれも当初の想定を
下回ることが見込まれています。
九州観光推進機構は今後の九州観光回復の展望について、
まず、九州域内の県境を越える旅の回復（マイクロツーリズ
ム）から始まり、その後、九州域外からの国内旅行者の回
復、最後にインバウンド観光が回復すると想定しており、
2019年（コロナ禍前）の状態に戻るのは、3要素（①新型コ
ロナ治療薬・ワクチンの開発・普及、②九州発着国際航空路
線の復便、③旅行マインドの活性化）が前提としながらも概ね
2022年以降になると予測しています。

また、今後のコロナ禍からの九州観光のいち早い回復と
「観光を九州の基幹産業へ」の実現に向け、ALL九州として取
り組むべき短期～中期の戦略方針を以下のように示していま
す。

中期方針
「MICE、観光、インバウンド支援

（交流人口の増加）
～国内外の観光需要の取り　　
 　 　込みに向けた活動強化～」

新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会・経済活動の自粛により、幅広い業種の中小企業・小規模事業者が厳しい状況に陥っています。
当所ではこれまで、「コロナ対策特別相談窓口」さらには関係団体と協力して「共同相談窓口」（3月～6月）を設置したほか、「GOOD UP 

FUKUOKA」（関連ページ：P9）等、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた福岡市内の事業者を支援するための事業を実施してまいりました。
今回の特集では、特に大きな打撃を受けている「観光業界」にスポットを当て、まずは、「コロナ収束を見据えた今後の九州観光の展望」につい

てご紹介するとともに、観光事業者を対象とした当所主催「オンラインde観光マッチング」事業の報告や、国・行政などの各種支援策についてご紹
介します。

コロナ収束を見据えた今後の九州観光の展望について

さまざまな業種において、新型コロナウイルスへの対応が
求められる中、観光業界においても「安心・安全」なサービ
スの提供が求められています。そこで当所は、コロナ収束後
の観光需要を事業者がいち早く獲得し、経営基盤の回復を
早期に図れるよう「安心・安全への取り組み」や「Go To トラ
ベルキャンペーン※」の対象となる商品を大手旅行業者へ売り
込む場として「オンラインde観光マッチング」を開催しました。

7/28～30観光商談会「オンライン de 観光マッチング」のご報告

短期（～2021）

①旅行マインドの醸成

②九州の旅行への安心・安全
イメージの確立

③国のGo Toトラベルキャン
ペーンとの相乗効果の実現

中期（2021～）

①旅に対する志向の変化を捉
えた「観光資源の磨き上げ」

②観光産業の再構築によるイ
ンバウンド消費単価の向上

【開催概要】
■開催日：2020年7月28日～30日
■参加セラー：福岡市内を中心とした宿泊業、運輸業、飲食
業、観光施設等14社
■参加バイヤー：大手旅行会社やOTA（Online Travel 
Agent）など10社
■商談数：135商談（セラー同士の商談含む）

【観光事業者の声（セラー）抜粋】
●コロナ禍により売上が激減している中、郷土料理を取り扱うものとして少
しでも出来ることがないかを日々模索していた。その中で、私たちが「今」
取り組んでいることを知っていただきたく、本商談会へ参加した。（飲食業）

●新たに取り組んでいる法人利用向けのサービスの訴求はもちろんだが、
コロナ禍における「安心・安全」への自社の取り組み（宴会場の換気、
客室の消毒といった衛生管理）を旅行会社に知っていただきたく、本商
談会へ参加した。（宿泊業）

●一度に複数のバイヤーにプレゼンができて効率的に情報を伝えることが
できた。

【旅行業者の声（バイヤー）抜粋】
●これまでは県をまたいだ地域への送客を中心とした商品造成を行っていた
が、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、遠方ではなく近場（福岡県
内）の商品造成を強化することになり、その素材の発掘のため参加した。
●対面商談会では距離・時間的に参加が困難な本社の商品造成部門（名
古屋）の担当者が参加でき、なかなか会えない九州のセラーと直接商談
できたのが良かった。

参加者の声

2012年 2015年 2017年 2019年
（見込み）

2020年
（予想）

観光消費額［日本人（億円）］
観光消費額［訪日外国人（億円）］

九州入国外国人数（万人）

115万人

283万人

494万人

422万人

113万人

2.04兆円

2.56兆円 2.7兆円
2.88兆円

1.4兆円

■九州観光の実績と見込み

■九州観光回復の展望
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九州域外からの国内旅行者の回復

九州圏内での人の移動による旅行者の回復

県内での人の移動による旅行者の回復

2022年以降
インバウンド観光の回復

2020年5月以降～
外出自粛の緩和

セラー

福岡商工会議所
商談の進行・フォロー

バイヤー

■オンライン商談会のイメージ図

■バイヤーへのアンケート調査結果
n＝114
※バイヤーとセラーの総商談数
　（セラー同士を含まない）

　「今後もオンライン商談会に参加したいか」の質問には、セラー、バイヤーともに8割以上から「参加したい」との声をい
ただきました。また、商談結果についても約6割が「採用したい／商談を継続したい」との回答をいただいており、本商談
会を契機にすぐに採用されたケースもありました。当所では今後も、オンライン等を活用した商談会を開催し、事業者が経
営基盤の回復を早期に図れるよう引き続き支援してまいります。

採用したい/
商談を継続したい
60.5％

採用は難しい/
その他
15.8％

内容や金額などを
改善すれば見込みあり
23.7％

※バイヤーからの回答は、各セラーへフィード
　バックを行っており、個別商談へ発展し、
　8月には採用に至るケースもみられた。

出典元：九州観光推進機構

旅行者の回復に
必要となる3要素
①新型コロナ治療
薬・ワクチンの
開発・普及

②九州発着国際航
空路線の復便

③旅行マインドの
活性化

サポート

サポー
ト

プレゼン

質問

商談

※Go To トラベル事業とは…旅行・宿泊商品の割引と地域共通クーポンの発行に
より観光地全体の消費を促すことで、地域における経済の好循環を創出しよう
とする事業です。

特 集
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業種別の支援策

国の支援策

ここでは観光関連事業者（宿泊業、飲食業など）が活用できる支援策のほか、幅広い業種の事業者
が活用できる国の補助金をご紹介します。詳細については、各施策の問い合わせ先にご連絡ください。
※いずれも8月25日現在の情報ですので、最新の情報については、各施策のホームページをご覧ください。

観光関連事業者が「今」活用できる支援策のご紹介
内容

小規模事業者の方が、販路開拓等の取り組みを行う際の
経費の一部を支援。
※コロナ型で申請する場合のみ、販路開拓等の取り組み
のなかに、A～C類型（枠外下参照）のいずれかに合致
する投資を6分の1以上行う必要有。
▼対象：小規模事業者

　商業・サービス業
　　…常時使用する従業員の数 5人以下
　宿泊・娯楽業・製造業その他
　（建設業、運送業等を含む）
　　…常時使用する従業員の数 20人以下

▼補助上限： 【一 般 型】原則50万円
　　　　　　【コロナ型】原則100万円

※コロナ型は、売上が前年同月比20％以
上減少の場合に補助率半額を前払い

▼活 用 例：【一 般 型】年配の方でも入りやすく、楽し
める飲食サービスの店舗作り
自社ホームページ制作による店舗の訴求力
向上及び集客の効率化　など
【コロナ型】感染症拡大防止時の、シェア
ホテル無人営業化のための設備整備
テイクアウト・デリバリー事業立ち上げによ
る販路拡大と顧客獲得　など

▼締切：【一 般 型】令和2年10月2日（当日消印有効）
　　　　【コロナ型】令和2年10月2日（必着）

内容

安全安心対策に取り組むことを宣言した福岡市内の宿泊
施設に対し、広報ツール（宣言書、バナーデータ）を配布
し、安全安心対策の「見える化」を支援。
▼対象：福岡市内で宿泊施設を営む中小企業等
▼申込の流れ： ①WEB入力フォームにアクセスし、宿泊

施設の基本情報を入力
②安全安心対策の取組状況をチェック項
目に沿ってチェック

▼締切：令和2年12月末日（早めのお申し込みをお願いします）

感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境
の変化に直面している宿泊事業者などの不安を解消する
ため、地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局内に特別
相談窓口を設置し、宿泊事業者等の状況や要望をお聞き
した上で、活用可能な支援策の紹介や、経済産業局・都
道府県労働局等と連携した支援。
▼開設期間：当面の間

内容

福岡の魅力“食文化”を守るため、福岡市内の飲食店を
対象に安全対策を支援。
新しい生活様式に対応する飲食店を支援するアドバイザー
を派遣し、安全対策を実施した飲食店を公式サイトで情
報発信。
▼相談期間：令和２年10月末まで

補助金 問い合わせ先

支援策 問い合わせ先

支援策

宿泊事業者向け
特別相談窓口

福岡 安全安心に
取り組む飲食店支援

「福岡STAY安全安心宣
言」広報ツールの配布と
宣言施設の紹介サイト
開設

小規模事業者持続化
補助金

宿泊業向け

飲食業向け

福岡市
経済観光文化局
観光コンベンション部
観光産業課
（092-711-4353）

九州運輸局観光部
観光企画課
（092-472-2330）

福岡 安全安心に取り
組む飲食店事務局
（070-5481-9127）

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
《東・博多・南区》
（092-441-2161）

地域支援第二グループ
《中央・城南・早良・西区》
（092-441-2162）

お申し込み
はこちら

ITツール導入による業務効率化等を支援。
▼対象：中小企業・小規模事業者等
▼補助上限：原則450万円
▼活用例：宿泊予約一元管理システムの導入、勤怠管理

と請求業務効率化のためのシステム導入　など
▼締切：令和2年9月30日 17:00（電子申請のみ）

IT導入補助金

ホームページ

ホームページ
一般型 コロナ型

※申請要件：A類型：サプライチェーンの毀損への対応、B類型：非対面ビジネスモデルへの転換、C類型：テレワーク環境の整備
　　　　　　　＊いずれもあてはまらない場合は、一般型になります。

※補助金についての詳細は、各施策の問い合わせ先にご連絡ください。

国の支援策

内容補助金 問い合わせ先

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。
▼対象：中小企業・小規模事業者等
▼補助上限：原則1,000万円
▼活用例：冷凍麺の熟成技術の開発、多言語タッチパネ

ル式客室オーダーシステムの開発　など
▼締切：第4次 令和2年11月26日 17:00（電子申請のみ）

ものづくり・商業・
サービス補助金

ものづくり補助金事務局
サポートセンター
（050-8880-4053）

活用事例ホームページ

＜事業再開枠＞
採択された方に対してのみ、「事業再開枠」として感
染対策経費（消毒、換気費用等）の補助。
▼補助上限：原則50万円
▼活用事例：飛沫防止対策（アクリル板・透明ビ

ニールシート）の実施費用
消毒液、マスク、体温計、サーモカメ
ラ等の衛生品の購入費用　など

福岡市の
事業者向け
施策一覧

福岡県の
事業者向け
施策一覧

問い合わせ先

国の「生産性革命推進事業」における3つの補助金です。

サービス等生産性向上
IT導入支援事業コールセンター
（0570-666-424）

ホームページ 活用事例

本記事全般に関するお問い合わせ／福岡商工会議所　地域振興グループ　TEL 092-441-1118
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業種別の支援策

国の支援策

ここでは観光関連事業者（宿泊業、飲食業など）が活用できる支援策のほか、幅広い業種の事業者
が活用できる国の補助金をご紹介します。詳細については、各施策の問い合わせ先にご連絡ください。
※いずれも8月25日現在の情報ですので、最新の情報については、各施策のホームページをご覧ください。

観光関連事業者が「今」活用できる支援策のご紹介
内容

小規模事業者の方が、販路開拓等の取り組みを行う際の
経費の一部を支援。
※コロナ型で申請する場合のみ、販路開拓等の取り組み
のなかに、A～C類型（枠外下参照）のいずれかに合致
する投資を6分の1以上行う必要有。

▼対象：小規模事業者
　商業・サービス業
　　…常時使用する従業員の数 5人以下
　宿泊・娯楽業・製造業その他
　（建設業、運送業等を含む）
　　…常時使用する従業員の数 20人以下

▼補助上限： 【一 般 型】原則50万円
　　　　　　【コロナ型】原則100万円

※コロナ型は、売上が前年同月比20％以
上減少の場合に補助率半額を前払い

▼活 用 例：【一 般 型】年配の方でも入りやすく、楽し
める飲食サービスの店舗作り
自社ホームページ制作による店舗の訴求力
向上及び集客の効率化　など
【コロナ型】感染症拡大防止時の、シェア
ホテル無人営業化のための設備整備
テイクアウト・デリバリー事業立ち上げによ
る販路拡大と顧客獲得　など

▼締切：【一 般 型】令和2年10月2日（当日消印有効）
　　　　【コロナ型】令和2年10月2日（必着）

内容

安全安心対策に取り組むことを宣言した福岡市内の宿泊
施設に対し、広報ツール（宣言書、バナーデータ）を配布
し、安全安心対策の「見える化」を支援。
▼対象：福岡市内で宿泊施設を営む中小企業等
▼申込の流れ： ①WEB入力フォームにアクセスし、宿泊

施設の基本情報を入力
②安全安心対策の取組状況をチェック項
目に沿ってチェック

▼締切：令和2年12月末日（早めのお申し込みをお願いします）

感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境
の変化に直面している宿泊事業者などの不安を解消する
ため、地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局内に特別
相談窓口を設置し、宿泊事業者等の状況や要望をお聞き
した上で、活用可能な支援策の紹介や、経済産業局・都
道府県労働局等と連携した支援。
▼開設期間：当面の間

内容

福岡の魅力“食文化”を守るため、福岡市内の飲食店を
対象に安全対策を支援。
新しい生活様式に対応する飲食店を支援するアドバイザー
を派遣し、安全対策を実施した飲食店を公式サイトで情
報発信。
▼相談期間：令和２年10月末まで

補助金 問い合わせ先

支援策 問い合わせ先

支援策

宿泊事業者向け
特別相談窓口

福岡 安全安心に
取り組む飲食店支援

「福岡STAY安全安心宣
言」広報ツールの配布と
宣言施設の紹介サイト
開設

小規模事業者持続化
補助金

宿泊業向け

飲食業向け

福岡市
経済観光文化局
観光コンベンション部
観光産業課
（092-711-4353）

九州運輸局観光部
観光企画課
（092-472-2330）

福岡 安全安心に取り
組む飲食店事務局
（070-5481-9127）

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
《東・博多・南区》
（092-441-2161）

地域支援第二グループ
《中央・城南・早良・西区》
（092-441-2162）

お申し込み
はこちら

ITツール導入による業務効率化等を支援。
▼対象：中小企業・小規模事業者等
▼補助上限：原則450万円
▼活用例：宿泊予約一元管理システムの導入、勤怠管理

と請求業務効率化のためのシステム導入　など
▼締切：令和2年9月30日 17:00（電子申請のみ）

IT導入補助金

ホームページ

ホームページ
一般型 コロナ型

※申請要件：A類型：サプライチェーンの毀損への対応、B類型：非対面ビジネスモデルへの転換、C類型：テレワーク環境の整備
　　　　　　　＊いずれもあてはまらない場合は、一般型になります。

※補助金についての詳細は、各施策の問い合わせ先にご連絡ください。

国の支援策

内容補助金 問い合わせ先

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。
▼対象：中小企業・小規模事業者等
▼補助上限：原則1,000万円
▼活用例：冷凍麺の熟成技術の開発、多言語タッチパネ

ル式客室オーダーシステムの開発　など
▼締切：第4次 令和2年11月26日 17:00（電子申請のみ）

ものづくり・商業・
サービス補助金

ものづくり補助金事務局
サポートセンター
（050-8880-4053）

活用事例ホームページ

＜事業再開枠＞
採択された方に対してのみ、「事業再開枠」として感
染対策経費（消毒、換気費用等）の補助。
▼補助上限：原則50万円
▼活用事例：飛沫防止対策（アクリル板・透明ビ

ニールシート）の実施費用
消毒液、マスク、体温計、サーモカメ
ラ等の衛生品の購入費用　など

福岡市の
事業者向け
施策一覧

福岡県の
事業者向け
施策一覧

問い合わせ先

国の「生産性革命推進事業」における3つの補助金です。

サービス等生産性向上
IT導入支援事業コールセンター
（0570-666-424）

ホームページ 活用事例

本記事全般に関するお問い合わせ／福岡商工会議所　地域振興グループ　TEL 092-441-1118
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申込
受付中

お問い合わせ／博多うまかもん市実行委員会事務局　TEL 092-441-1119　FAX 092-441-1149
（福岡商工会議所 産業振興部内）

29□24□～
令和3年

3 月水 3
会場会期 ①岩田屋本店  本館7階（大催事場）

②岩田屋本館  地下2階催事場
③福岡三越  地下2階催事場

申込   資格 福岡商工会議所 会員企業
令和2年11月10日火

第38回食品まつり
博多うまかもん市

出店者募集
会期は
6日間

申込   締切

〈注意事項〉主催者は、天災、事変、またはやむを得ない事由により開催が不可能になった場合は、開催を中止することがあります。イベント開催前
に中止を決定した場合に限り、主催者は支払わなければならない経費を差し引いた後、残った金額については支払済の参加費の割合に応じて出店者
に返還します。但し、中止によって生じたその他のいかなる損失に対しても、主催者は一切責任を負わないものとします。

〈出 店 費 用〉 40,000円（税込）
〈会場使用料〉売上金の16％（実演あり）または18％（実演なし）
〈申込方法〉【第３８回博多うまかもん市】で検索、または下記QRコードよりお申し込みください。

ご自宅で楽しんで頂ける

お持ち帰り
メニュー ギフトセット

※物産展の開催に伴う「新型コロナウイルス感染症対策」については、お申し込み後にご案内させていただきます。

福岡商工会議所（主催：食料・水産部会）は福岡を代表する名物を育てるために「博多うまか
もん市」を開催する予定です。
地場食品の「新鮮さ」「味の良さ」「安全性」をPRし、“ふるさとの味”の発見や消費拡大を目指
します。
また、今回は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、物産展の開催方法についても制限
されることが予測されます。そのような状況においても、お客様に楽しんでいただくため、
下記ジャンルを提案していきたいと考えています。

コラボ商品 ミールキット
大切な方に贈る 美味しさ・楽しさが詰まった おうちごはんを彩る
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申込
受付中

お問い合わせ／博多うまかもん市実行委員会事務局　TEL 092-441-1119　FAX 092-441-1149
（福岡商工会議所 産業振興部内）

29□24□～
令和3年

3 月水 3
会場会期 ①岩田屋本店  本館7階（大催事場）

②岩田屋本館  地下2階催事場
③福岡三越  地下2階催事場

申込   資格 福岡商工会議所 会員企業
令和2年11月10日火

第38回食品まつり
博多うまかもん市

出店者募集
会期は
6日間

申込   締切

〈注意事項〉主催者は、天災、事変、またはやむを得ない事由により開催が不可能になった場合は、開催を中止することがあります。イベント開催前
に中止を決定した場合に限り、主催者は支払わなければならない経費を差し引いた後、残った金額については支払済の参加費の割合に応じて出店者
に返還します。但し、中止によって生じたその他のいかなる損失に対しても、主催者は一切責任を負わないものとします。

〈出 店 費 用〉 40,000円（税込）
〈会場使用料〉売上金の16％（実演あり）または18％（実演なし）
〈申込方法〉【第３８回博多うまかもん市】で検索、または下記QRコードよりお申し込みください。

ご自宅で楽しんで頂ける

お持ち帰り
メニュー ギフトセット

※物産展の開催に伴う「新型コロナウイルス感染症対策」については、お申し込み後にご案内させていただきます。

福岡商工会議所（主催：食料・水産部会）は福岡を代表する名物を育てるために「博多うまか
もん市」を開催する予定です。
地場食品の「新鮮さ」「味の良さ」「安全性」をPRし、“ふるさとの味”の発見や消費拡大を目指
します。
また、今回は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、物産展の開催方法についても制限
されることが予測されます。そのような状況においても、お客様に楽しんでいただくため、
下記ジャンルを提案していきたいと考えています。

コラボ商品 ミールキット
大切な方に贈る 美味しさ・楽しさが詰まった おうちごはんを彩る

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

【ライセンス会社】JR九州エージェンシー株式会社 https://www.jrkyu-ag.co.jp/product/
　　　　　　　 ジェイアール西日本商事株式会社 http://www.jrwtrading.jp/
【取引形態】ライセンス契約（ロイヤリティ=小売価格（税抜）×販売数×許諾料率）

※本商談はライセンス商品をライセンス会社やJR九州またJR西日本の関連店舗での取扱いを約束するものではありません。
　予め上記ライセンス会社のHPの商品化（ライセンス）許諾事業ページをご確認ください。

【参加対象】福岡・九州の中小企業者※法人
【参加費用】当所会員：無料、非会員：5,000円 （税込）

販路拡大 ブランドビジネスで新商品開発＆増売のチャンス！

ライセンス使用個別商談会
～『鉄道』をモチーフにしたオリジナル商品を作りませんか！～

鉄道車両は子供達だけではなく、鉄道ファン層を超えて、幅広い大人達にも根
強い人気があり、アニメのキャラクターにも負けない顧客吸引力を持っています。
地域によってデザインに特徴がある車両が運行されているため、地域の有力な
キャラクターとして、玩具や模型からゲームアプリに至るまで様々なお土産にも使
用されています。この機会に地域の目玉商品を生み出しましょう!!

日時 場所9月28日㈪・29日㈫ 9:30～17:00 福岡商工会議所 会議室
福岡市博多区博多駅前2-9-28

※新型コロナウイルス感染症の影響により、Web商談となる場合がございます。

《ライセンス契約の対象》【新幹線車両】N700系（みずほ・さくら・つばめ）、800系（さくら・つば
め）、500系、ハローキティ新幹線など　【在来線車両】ソニック、かもめ、みどり、ハウステンボ
ス、或る列車、ゆふいんの森、YC1系、305系などJR九州車両、ウエストエクスプレス銀河、サ
ンダーバード、パンダくろしお、SLやまぐち号などJR西日本車両　【その他】駅舎デザイン、駅名
標などのサイン、ヘッドマークなど

個別商談会では、鉄道をモチーフ
とした商品化の流れを契約締結か
ら商品発売までわかりやすく丁寧
にご説明します。多くの皆様のご
参加をお待ちしています。

《商品例》
■玩具  ■模型  ■文房具  ■雑貨  ■DVD  ■ゲームソフト
■家具  ■家電  ■衣料品  ■インテリア  ■食品  ■菓子  ■酒類  など

JR九州・JR西日本

お問い合わせ／地域振興部　TEL 092-441-1118　E-mail：fkkankou＠fukunet.or.jp

2020年7月21
日　会議所ニュー

ス（日本商工会議
所）

当所が6月24日にスタートさせた飲食店向け“withコロナ”支援事業「福岡外
食応援団 GOOD UP FUKUOKA」が、日本商工会議所発行の『会議所
ニュース（2020年7月21日付）』に掲載されました。
この他、様々なメディアにてご紹介いただいています。

現在のエントリー店舗数 486店（8月25日現在）
特設Webサイト掲載は394店

【飲食店を利用される方へ】飲食店では、安全対策をしっかり行
いながら営業を再開していますので、お店選びの際には是非本
プロジェクト特設サイトをご活用ください。そしてきちんとガイ
ドラインの項目を守った行動をお願いいたします！！

福岡外食応援団 GOOD UP FUKUOKA
特設web サイトはコチラ➡➡➡

https://goodup-fukuoka.jp/

当所の取り組み
が全国的に

紹介されました
!

まだご参加いただいていない飲食店
の方は、是非この機会にエントリー
ください。

飲食店の方へ

エントリー条件等詳細

https://www.fukunet.or.jp/contact/
covid19/goodupfukuoka/

参加全店舗に
このタペスト

リーを

プレゼント
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7.28、29

採用担当者と求職者が交流する様子

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

会社合同説明会
当所は7月28～29日、対面式による

「会社合同説明会」を開催し、延べ38社

が出展、2021年3月卒業予定の学生など

184名が来場した。

今年度は、新型コロナウイルス感染症

の影響により対面式の開催を中止してい

たが、事業者からの求職者（学生）との

接点機会に対するニーズがあり、小規模

での開催となった。

当日は、来場者の参加を完全予約制の

二部制とし、感染症対策として、飛沫防止

用ビニールシートや会場の入り口にサーモ

グラフィーを設置するなどの対策を施した。

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

経営支援

当所では、コロナ禍で影響を受けた事

業者支援として3月23日から当所3階に

「共同相談窓口」を開設して以降、これま

でに累計15,000件（電話相談含む）を超

える相談を受けた。（※共同相談窓口は6

月末まで）

現在、補助金や経営革新申請の相談

の増加に対応するため、専門家による専

門相談の体制強化を図るとともに、特

に、非接触ビジネスへの展開やリモート

ワーク導入などIT・ICTの利活用に関す

る相談が増加しているため、8月19日か

らIT関係の相談日を増やした。また、相

談者の会社・自宅等のパソコンからオン

ラインで相談できる「オンライン専門相

談」を7月から開始した。利用した相談者

からは、「会社の方針で非接触を指示され

ているので助かる」「時間を効率的に使う

ことができる」などの声をいただいてい

る。相談窓口の詳細は16ページ参照。

8.6

BCPに関する講演に耳を傾ける振興委員

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

小規模企業振興

令和2年度小規模企業振興委
員委嘱式＆講演会
当所は8月6日、令和2年度小規模企

業振興委員委嘱式を開催した。

「小規模企業振興委員」は多くの小規

模事業者の存続と発展のため、当所と事

業者とを繋ぐパイプ役を担い、小規模企

業施策等の普及・促進に取り組んでいた

だいている。

委嘱式後、新型コロナウイルス感染症

の流行により重要性が増しているBCP（事

業継続計画）について、中小企業診断士

の山本 厚氏を講師に招き講演会を実施し

た。

8.7

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九商連

九州商工会議所連合会「令和2年7月豪雨」被災地視察

球磨川沿いで被害が大きかった施設を
視察する境常任幹事（写真右）

大牟田商工会議所で水害復旧について
協議する境常任幹事（写真左）

九州商工会議所連合会（会長＝当所 藤

永会頭）は8月7日、「令和2年7月豪雨」で

被害が大きかった大牟田と人吉の商工会議

所に境常任幹事（当所 専務理事）が訪問し

て今後の支援策について協議を行い、その

後、被災地を視察した。

大牟田商工会議所では板床定男会頭と

協議し、「被災者からプレミアム付商品券へ

のニーズが高まっている」と報告を受けた。

人吉商工会議所では、今村修専務理事と

協議を行った。管内企業の約半数の900

件が被災し、殆どが事業を再開できていな

いため、8月末から商工会議所内に新たに

総合相談窓口を開設して支援体制を強化し

ていく。その後、一昨年の九商連総会で

利用した施設を視察した。当施設は氾濫し

た球磨川沿いに立地しており、川から溢れ

た濁流が館内へ流入し一階が水没した。営

業再開には少なくとも数ヶ月を要する見込み

であった。

九商連では、こうした被災地の商工会議

所の意見をまとめ、復旧・復興に向けて要

望を関係機関に対して行っていく。

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

福岡市役所本庁舎内で弁
当等を販売する事業者を
募集します

　令和2年10月から福岡市役
所本庁舎内で、市職員等を対
象とした弁当等を販売する事業
者（法人・個人）を募集します。
詳細は市ホームページでご確認
ください。

▲

募集要項
9月1日以降に市ホームページ
に掲載します。

▲

申込期間
9月1日（火）～9月23日（水）

【お問い合わせ】
福岡市財政局
財産管理課
TEL 092-711-4173

経営相談“IT相談”の増設、オ
ンライン相談スタート

8.19

常議員会・臨時議員総会の様子

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会・臨時議員総会

3号議員を選任
当所は8月19日、第611回常議員会・第

227回臨時議員総会を開催した。当日は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

WEB会議システムを使用し、リアルとオン

ラインによる出席が可能な併用型で実施。

臨時議員総会では、当所3号議員の選

任について審議し、原案通り承認された。

新たな議員の任期は、令和2年11月1日か

ら令和5年10月31日まで。

また、常議員会では、当所2号議員の部

会別割当数等について審議し、原案どおり

承認された。今後、部会毎に割当数に基づ

き選任を行っていく。

　　　　　　　 議員名

九州電力株式会社

株式会社福岡銀行

株式会社西日本シティ銀行

西日本鉄道株式会社

西部瓦斯株式会社

株式会社九電工

九州旅客鉄道株式会社

株式会社西日本新聞社

株式会社博多大丸

株式会社新出光

株式会社NTTドコモ九州支社

株式会社ベスト電器

総合メディカルホールディングス株式会社

福岡地所株式会社

株式会社ピエトロ

株式会社アサヒ緑健

福岡トヨタ自動車株式会社

株式会社アキラ水産

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3号議員一覧（全18人）
任期：令和2年11月1日～令和5年10月31日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順不同

　　　 部会名

食料・水産

建設

繊維ファッション

工業

エネルギー

運輸・港湾・貿易

卸売商業

小売商業

観光・飲食

理財

情報・文化・サービス

割当数

4

7

2

3

2

2

3

3

3

4

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2号議員の部会別割当数（全42人）

【新型コロナ感染症関連】
「感染防止宣言ステッカー」を
貼って、利用者に安心をPR!!

福岡県は、店舗等の利用者への安心
の提供と感染拡大防止のため「感染防
止宣言ステッカー」を作成しております。
業種別ガイドラインなどの事業者が

実施すべき感染防止対策をすべて実施
していただくと、県ホームページで取
得できます。事業者の皆様には、積極
的な利用をお願いするとともに、引き
続き、徹底した感染防止対策を実施し
ていただきますようお願いします。▲

申請ページ
「感染防止宣言ステッカー」を貼っ
て、利用者に安心をPR！！（県庁
ホームページ）
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
covid-19sticker.html

【お問い合わせ】
福岡県新型コロナウイル
ス感染症一般相談窓口
TEL 0570-783-019
対応時間 ： 平日9時～20時まで

【新型コロナ感染症関連】
経済支援対策
地下鉄広告キャンペーン

福岡市地下鉄では、新型コロナ感染
症関連の独自支援策として特別減額
キャンペーンを実施しております。期間
中、特別価格にて広告をご掲出いただ
けます。
本市地下鉄は、市内を効率よくカ

バーする3つの路線において、日々多
くのお客様にご利用頂いており、幅広
い広告効果が期待できます。この機会
に、ぜひご活用ください。▲

期間
7月～10月▲

掲載例
最大B0×4、￥29,700～/7日間（通
常99,000円）など
https://subway.city.fukuoka.lg.jp/adv/

【お問い合わせ】
指定広告代理店へお電話またはホーム
ページ等をご検索くださ
い。
※在宅勤務導入により、固定電
話での問い合わせに対応できな
い場合があります。

【令和2年国勢調査】
インターネットでの回答をお待
ちしております

国勢調査が10月1日現在で全国一
斉に実施されます。
9月中旬から調査員が世帯を訪問し、

インターホン越しに調査の趣旨を説明
し、調査書類を配布します。インター
ネットまたは紙の調査票で回答できま
す。簡単、便利なインターネットでの
回答にご協力をお願いします。▲

インターネット回答期間
9月14日（月）～10月7日（水）▲

紙の調査票の提出期間
10月1日（木）～10月7日（水）

【お問い合わせ】
各区役所総務課
福岡市役所統計調査課
TEL 092-711-4081
FAX 092-711-4934
国勢調査2020キャンペーンサイト
https://www.kokusei2020.go.jp/
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8.19

常議員会・臨時議員総会の様子

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会・臨時議員総会

3号議員を選任
当所は8月19日、第611回常議員会・第

227回臨時議員総会を開催した。当日は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

WEB会議システムを使用し、リアルとオン

ラインによる出席が可能な併用型で実施。

臨時議員総会では、当所3号議員の選

任について審議し、原案通り承認された。

新たな議員の任期は、令和2年11月1日か

ら令和5年10月31日まで。

また、常議員会では、当所2号議員の部

会別割当数等について審議し、原案どおり

承認された。今後、部会毎に割当数に基づ

き選任を行っていく。

　　　　　　　 議員名

九州電力株式会社

株式会社福岡銀行

株式会社西日本シティ銀行

西日本鉄道株式会社

西部瓦斯株式会社

株式会社九電工

九州旅客鉄道株式会社

株式会社西日本新聞社

株式会社博多大丸

株式会社新出光

株式会社NTTドコモ九州支社

株式会社ベスト電器

総合メディカルホールディングス株式会社

福岡地所株式会社

株式会社ピエトロ

株式会社アサヒ緑健

福岡トヨタ自動車株式会社

株式会社アキラ水産
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3号議員一覧（全18人）
任期：令和2年11月1日～令和5年10月31日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順不同

　　　 部会名

食料・水産

建設

繊維ファッション

工業

エネルギー

運輸・港湾・貿易

卸売商業

小売商業

観光・飲食

理財

情報・文化・サービス

割当数

4
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2
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2
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2号議員の部会別割当数（全42人）

【新型コロナ感染症関連】
「感染防止宣言ステッカー」を
貼って、利用者に安心をPR!!

福岡県は、店舗等の利用者への安心
の提供と感染拡大防止のため「感染防
止宣言ステッカー」を作成しております。
業種別ガイドラインなどの事業者が
実施すべき感染防止対策をすべて実施
していただくと、県ホームページで取
得できます。事業者の皆様には、積極
的な利用をお願いするとともに、引き
続き、徹底した感染防止対策を実施し
ていただきますようお願いします。▲

申請ページ
「感染防止宣言ステッカー」を貼っ
て、利用者に安心をPR！！（県庁
ホームページ）
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
covid-19sticker.html

【お問い合わせ】
福岡県新型コロナウイル
ス感染症一般相談窓口
TEL 0570-783-019
対応時間 ： 平日9時～20時まで

【新型コロナ感染症関連】
経済支援対策
地下鉄広告キャンペーン

福岡市地下鉄では、新型コロナ感染
症関連の独自支援策として特別減額
キャンペーンを実施しております。期間
中、特別価格にて広告をご掲出いただ
けます。
本市地下鉄は、市内を効率よくカ

バーする3つの路線において、日々多
くのお客様にご利用頂いており、幅広
い広告効果が期待できます。この機会
に、ぜひご活用ください。▲

期間
7月～10月▲

掲載例
最大B0×4、￥29,700～/7日間（通
常99,000円）など
https://subway.city.fukuoka.lg.jp/adv/

【お問い合わせ】
指定広告代理店へお電話またはホーム
ページ等をご検索くださ
い。
※在宅勤務導入により、固定電
話での問い合わせに対応できな
い場合があります。

【令和2年国勢調査】
インターネットでの回答をお待
ちしております

国勢調査が10月1日現在で全国一
斉に実施されます。
9月中旬から調査員が世帯を訪問し、

インターホン越しに調査の趣旨を説明
し、調査書類を配布します。インター
ネットまたは紙の調査票で回答できま
す。簡単、便利なインターネットでの
回答にご協力をお願いします。▲

インターネット回答期間
9月14日（月）～10月7日（水）▲

紙の調査票の提出期間
10月1日（木）～10月7日（水）

【お問い合わせ】
各区役所総務課
福岡市役所統計調査課
TEL 092-711-4081
FAX 092-711-4934
国勢調査2020キャンペーンサイト
https://www.kokusei2020.go.jp/
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博多伝統芸能館　公演再開‼
-------------------------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみま
せんか？新型コロナウィルス感染拡
大に伴い、公演を中止しておりまし
たが、9月より感染予防の取り組み
を実施しながら、公演を再開します！博多芸妓の
唄や舞を楽しみ、簡単なお座敷遊びまで体験して
いただけます!!
●日時＝9月26日（土）13:00～13:50、10月8日
（木）16:00～16:50、10月24日（土）13:00～
13:50、11月12日（木）16:00～16:50、11月28
日（土）13:00～13:50●出演団体＝博多芸妓●参
加費＝3,000円（お一人様）●場所＝博多伝統芸能
館（福岡市博多区冷泉町2-20）●定員＝各回10名
（先着順）●お問い合わせ＝博多伝統芸能振興会

（地域振興部内）TEL 092-441-1118（当日
080-2705-5462）
※当館にて実施する感染対策の詳細については、QRコードよりご確認ください。
※お申し込み状況により開催中止となる場合があります。
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

原田治展  「かわいい」の発見
-------------------------------------------------------
●優待内容＝会員証のご提示で2名様まで団体・
前売り料金で購入いただけます。【一般】1,200円

→1,000円、【高大生】900円→700円、【小中生】
500円→300円●対象日程＝9月12日（土）～10
月18日（日）●場所＝福岡アジア美術館　企画
ギャラリー
※他クーポンとの併用はできません。

劇団四季  ミュージカル『マンマ・ミーア！』
-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】11,000円
→9,900円●対象日程＝10月1日（木）～2021年
1月3日（日）※ウィークデー特別料金設定日は対
象外●申込締切＝ご希望公演日の2週間前まで●
場所＝キャナルシティ劇場●申込方法＝当所HP
またはFAXにてお申し込み。
※公演月によって発売日が異なります。
※10月公演は発売中。
※11月～1月公演の発売日、及び最新情報は当所HPをご確認ください。
※2歳以下入場不可。

©Osamu Harada/KOJI HONPO

イベント

福商優待サービス

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

会員事業所の従業員の方なら
どなたでもお申し込みいただけます。

福岡商工会議所からのご案内
※掲載の価格は全て税込です。

令和2年度福岡商工会議所 各種検定（認定）試験日程 令和2年9月～令和3年3月

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一部検定試験の申込登録期間が変更されております。
また、一部検定試験は定員制となっております。お申込み方法については検定試験の各種検定ページからご確認ください。

※カラーコーディネーター検定試験が全面リニューアルされ、新たにアドバンスクラスとスタンダードクラスの2つのクラスになります。

検定名 級 回 施行日 申込期間 受講料（消費税込）

11月15日（日）

令和3年2月28日（日）

令和3年2月17日（水）

11月29日（日）

12月6日（日）

11月22日（日）

12月13日（日）

12月13日（日）

11月8日（日）

11月1日（日）

令和3年3月21日（日）

10月18日（日）

令和3年3月14日（日）

10月25日（日）

令和3年2月14日（日）

9月13日（日）

令和3年1月24日（日）

10月4日（日）

令和3年2月21日（日）

随時

10月4日（日）

令和3年2月21日（日）

随時

10月4日（日）

令和3年2月21日（日）

随時

随時

随時

第156回

第157回

第87回

第49回

第48回

第45回

第40回

第29回

第12回

第29回

第30回

第27回

第28回

第220回

第221回

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1～3級

2・3級

1～3級

アドバンスクラス

スタンダードクラス

1～3級

1～3級

ー

ー

ー

Ⅰ～Ⅲ種

2・3級

1～3級

1～6級

2級

1級

ENTRY

BASIC

STANDARD

EXPERT

初級

初級

1級

2級～Basic

1級

2・3級

1級

2・3級

ー

ー

簿記

リテールマーケティング
（販売士）

カラーコーディネーター

ビジネス実務法務

福祉住環境
コーディネーター

BATIC（国際会計検定）

環境社会（eco）検定
ビジネスマネージャー
メンタルヘルス・
マネジメント

ビジネス会計

日商珠算（そろばん）

DCプランナー

日商プログラミング
検定

日商簿記
日商原価計算

日商PC検定

日商ビジネス英語

電子会計実務

キータッチ2000テスト
ビジネスキーボード

10月2日（金）～10月9日（金）

書店・インターネット共通

書店申込：12月25日（金）～1月12日（火）

ネット申込：12月25日（金）～1月15日（金）

12月7日（月）～1月15日（金）

9月30日（水）～10月16日（金）

10月6日（火）～10月23日（金）

9月24日（木）～10月9日（金）

10月13日（火）～10月30日（金）

10月13日（火）～10月30日（金）

9月8日（火）～9月25日（金）

9月14日（月）～9月25日（金）

1月13日（水）～2月12日（金）

8月31日（月）～9月11日（金）

1月6日（水）～2月5日（金）

9月9日（水）～9月11日（金）

12月21日（月）～12月23日（水）

1級：7,850円

2級：4,720円

3級：2,850円

1級：7,850円

2級：5,770円

3級：4,200円

アドバンスクラス：7,700円

スタンダードクラス：5,500円

1級：11,000円

2級：6,600円

3級：4,400円

1級：11,000円

2級：6,600円

3級：4,400円

Sub1・2： 10,340円

Sub1のみ： 5,500円

Sub2のみ： 8,140円

5,500円

6,600円

Ⅰ種：11,000円

Ⅱ種： 6,600円

Ⅲ種： 4,400円

1級：11,000円

2級：6,600円

3級：4,400円

1級：2,340円

2級：1,730円

3級：1,530円

4～6級：1,020円

1級：11,000円

2級：6,600円

ENTRY：3,300円

BASIC：4,400円

STANDARD：5,500円

EXPERT：6,600円

簿記初級：2,200円

原価計算初級：2,200円

1級：10,480円

2級：7,330円

3級：5,240円

BASIC：4,200円

1級：7,330円

2級：5,240円

3級：4,200円

1級：10,480円

2級：7,330円

3級：4,200円

1,570円

2,620円

申込方法／⑴インターネット：一般社団法人
金融財政事情研究会HP　⑵郵送：日商検
定HPから申請書の入手をお願いします
申込に関するお問い合わせ／一般社団法人
金融財政事情研究会（TEL:03-5927-9518）

日商ネット試験は、各ネット試験施行機関
（会場）にて実施しております。

詳細は直接お問い合わせください。

日本商工会議所ホームページ
https://www.kentei.ne.jp

日本商工会議所検定情報ダイヤル
（ハローダイヤル）
TEL:03-5777-8600
（受付時間 8:00～22:00 年中無休）

施行日は、検定HPでご
確認の上、最寄の試験会
場に直接お尋ねください。

※「簿記初級・原価計算初級」は
　ネット試験で実施しています。
対策講座あり

対策講座あり

対策講座あり

ネ
ッ
ト
試
験

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対応資金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者・小規模事業者の皆さまに対して
3年間実質無利子・無担保、当初保証料ゼロの資金繰り支援を実施しています。

新型コロナウイルス感染症に関する電話経営相談窓口を設置しています。
電話相談窓口：（０９２）４１５－２６０４　（平日午前 9 時～午後 5時）
最新の情報・詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

4,000万円以内

市町村から以下のいずれかの認定を受けた方
①セーフティネット保証4号（売上高20％以上減少）
②セーフティネット保証5号（売上高5％以上減少）
③危機関連保証（売上高15％以上減少）

10年以内（据置期間5年以内）

1.3％（一部対象者を除き、貸付から3年間は実質ゼロ）

事業者負担ゼロ（一部対象者は1/2負担）

融資限度額

融資対象者

融資期間

融資利率

信用保証料（当初）

令和2年12月31日協会受付分まで取扱期間
※複数口の利用は可能ですが、同一資金間での借換は原則できません。 
※令和３年１月３１日までにお借り入れを行う必要があります。 
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令和2年度福岡商工会議所 各種検定（認定）試験日程 令和2年9月～令和3年3月

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一部検定試験の申込登録期間が変更されております。
また、一部検定試験は定員制となっております。お申込み方法については検定試験の各種検定ページからご確認ください。

※カラーコーディネーター検定試験が全面リニューアルされ、新たにアドバンスクラスとスタンダードクラスの2つのクラスになります。

検定名 級 回 施行日 申込期間 受講料（消費税込）

11月15日（日）

令和3年2月28日（日）

令和3年2月17日（水）

11月29日（日）

12月6日（日）

11月22日（日）

12月13日（日）

12月13日（日）

11月8日（日）

11月1日（日）

令和3年3月21日（日）

10月18日（日）

令和3年3月14日（日）

10月25日（日）

令和3年2月14日（日）

9月13日（日）

令和3年1月24日（日）

10月4日（日）

令和3年2月21日（日）

随時

10月4日（日）

令和3年2月21日（日）

随時

10月4日（日）

令和3年2月21日（日）

随時

随時

随時

第156回

第157回

第87回

第49回

第48回

第45回

第40回

第29回

第12回

第29回

第30回

第27回

第28回

第220回

第221回

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1～3級

2・3級

1～3級

アドバンスクラス

スタンダードクラス

1～3級

1～3級

ー

ー

ー

Ⅰ～Ⅲ種

2・3級

1～3級

1～6級

2級

1級

ENTRY

BASIC

STANDARD

EXPERT

初級

初級

1級

2級～Basic

1級

2・3級

1級

2・3級

ー

ー

簿記

リテールマーケティング
（販売士）

カラーコーディネーター

ビジネス実務法務

福祉住環境
コーディネーター

BATIC（国際会計検定）

環境社会（eco）検定
ビジネスマネージャー
メンタルヘルス・
マネジメント

ビジネス会計

日商珠算（そろばん）

DCプランナー

日商プログラミング
検定

日商簿記
日商原価計算

日商PC検定

日商ビジネス英語

電子会計実務

キータッチ2000テスト
ビジネスキーボード

10月2日（金）～10月9日（金）

書店・インターネット共通

書店申込：12月25日（金）～1月12日（火）

ネット申込：12月25日（金）～1月15日（金）

12月7日（月）～1月15日（金）

9月30日（水）～10月16日（金）

10月6日（火）～10月23日（金）

9月24日（木）～10月9日（金）

10月13日（火）～10月30日（金）

10月13日（火）～10月30日（金）

9月8日（火）～9月25日（金）

9月14日（月）～9月25日（金）

1月13日（水）～2月12日（金）

8月31日（月）～9月11日（金）

1月6日（水）～2月5日（金）

9月9日（水）～9月11日（金）

12月21日（月）～12月23日（水）

1級：7,850円

2級：4,720円

3級：2,850円

1級：7,850円

2級：5,770円

3級：4,200円

アドバンスクラス：7,700円

スタンダードクラス：5,500円

1級：11,000円

2級：6,600円

3級：4,400円

1級：11,000円

2級：6,600円

3級：4,400円

Sub1・2： 10,340円

Sub1のみ： 5,500円

Sub2のみ： 8,140円

5,500円

6,600円

Ⅰ種：11,000円

Ⅱ種： 6,600円

Ⅲ種： 4,400円

1級：11,000円

2級：6,600円

3級：4,400円

1級：2,340円

2級：1,730円

3級：1,530円

4～6級：1,020円

1級：11,000円

2級：6,600円

ENTRY：3,300円

BASIC：4,400円

STANDARD：5,500円

EXPERT：6,600円

簿記初級：2,200円

原価計算初級：2,200円

1級：10,480円

2級：7,330円

3級：5,240円

BASIC：4,200円

1級：7,330円

2級：5,240円

3級：4,200円

1級：10,480円

2級：7,330円

3級：4,200円

1,570円

2,620円

申込方法／⑴インターネット：一般社団法人
金融財政事情研究会HP　⑵郵送：日商検
定HPから申請書の入手をお願いします
申込に関するお問い合わせ／一般社団法人
金融財政事情研究会（TEL:03-5927-9518）

日商ネット試験は、各ネット試験施行機関
（会場）にて実施しております。

詳細は直接お問い合わせください。

日本商工会議所ホームページ
https://www.kentei.ne.jp

日本商工会議所検定情報ダイヤル
（ハローダイヤル）
TEL:03-5777-8600
（受付時間 8:00～22:00 年中無休）

施行日は、検定HPでご
確認の上、最寄の試験会
場に直接お尋ねください。

※「簿記初級・原価計算初級」は
　ネット試験で実施しています。
対策講座あり

対策講座あり

対策講座あり

ネ
ッ
ト
試
験

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対応資金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者・小規模事業者の皆さまに対して
3年間実質無利子・無担保、当初保証料ゼロの資金繰り支援を実施しています。

新型コロナウイルス感染症に関する電話経営相談窓口を設置しています。
電話相談窓口：（０９２）４１５－２６０４　（平日午前 9 時～午後 5時）
最新の情報・詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

4,000万円以内

市町村から以下のいずれかの認定を受けた方
①セーフティネット保証4号（売上高20％以上減少）
②セーフティネット保証5号（売上高5％以上減少）
③危機関連保証（売上高15％以上減少）

10年以内（据置期間5年以内）

1.3％（一部対象者を除き、貸付から3年間は実質ゼロ）

事業者負担ゼロ（一部対象者は1/2負担）

融資限度額

融資対象者

融資期間

融資利率

信用保証料（当初）

令和2年12月31日協会受付分まで取扱期間
※複数口の利用は可能ですが、同一資金間での借換は原則できません。 
※令和３年１月３１日までにお借り入れを行う必要があります。 
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東
区

博
多
区

中
央
区

飲食店

飲食店（寿司店）

有料職業紹介

飲食店

施設・店舗の殺菌・抗菌作業

衛生機器販売・メンテナンス

鍼灸治療

美容業

飲食店営業

ゲームソフトの開発販売

飲食コンサルタント

不動産賃貸業

税理士業務

建設業（防水・塗装・塗床・シーリング・その他一般建築）

飲食店

建設コンサルタント

WEBアプリケーション開発

ビジネスファッションの研修講師

秘書業務の請負とコンサルティング

採用支援事業

アートイベントの企画運営

映像ソフト制作業

司法書士業

法人研修事業

飲食店

飲食店（韓国料理）

CS60によるリラクゼーションマッサージ、中国茶教室、顔ヨガレッスン

建築資材、化粧品、サプリメント等の輸出入

昼はカレー&サラダバー、夜は貸切宴会コースでやっています

四方良しの商い、創作江戸前鮨。銀座・中洲の味がお値打ち価格

グローバル人材の採用お手伝いします

全室完全個室。博多駅より徒歩5分の日本料理店。接待や記念日に

ウイルスの殺菌・抗菌ならクリーンライフサポートにお任せ！

ウイルス感染対策機器・（株）タムラテコ一次代理店

お体の健康を健やかに保てるよう心を込めて施術させて頂きます

美容室やカラー専門店の事業を行っています

博多に集まる九州和牛を食べられます。長崎五島牛は希少価値あり

大戦略を代表に自社ブランドのゲームを多数手がけるソフトハウス

東京外資ホテルでの経験を活かし飲食店やイベントをプロデュース

よりよい不動産の賃貸物件の提供で、社会に貢献します

個人事業者や小さな会社をご支援します

よりよい御国づくりの一端を担える企業を目指しています

旬の食材を少しずつコースで食べられます

道路交通分野と情報技術分野を融合したサービスを提供します

情報資産の銀行として、情報を安全に活用するシステムをご提案

業績に直結する、ビジネスシーンの装いに特化した研修をご提供

中小企業やスタートアップの経営者の方をサポートします

広告掲載から応募受付まで、企業様の採用を徹底支援します

経営理念：ART＋〇〇で世の中をもっと楽しく

広告用の動画制作、売上UPや求人等のお手伝いも動画で

登記、成年後見等をはじめ、どの様なご相談も承ります

地方企業にデジタル変革を。福岡発テクノロジー企業が支援します

立ち飲み×創作料理×小皿中華

本場の韓国料理店。貸し切りや1人でも大歓迎！テイクアウトも実施中

病院では解決しない不調や長年の痛みコリなどご相談ください

建築資材・自動車部品等の調達については当社にお任せください

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-633-4610

092-606-6320

092-260-1907

092-441-6778

092-710-5676

092-519-2579

090-2964-1919

092-262-6810

092-710-6818

092-600-9080

092-477-5734

092-515-4115

092-516-3361

090-7929-8372

092-531-7280

092-406-9751

092-725-8105

092-982-8574

080-1723-2908

092-714-0113

090-2517-7299

092-741-2233

092-406-4106

050-3578-6464

092-791-1223

092-713-4262

080-8353-7305

090-9650-1777
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区

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

飲食店

コーチング

営業代行

油圧関係の輸入・輸出

除菌、消臭関連商品の卸売及び小売

建築設計

電気工事業

個別指導学習塾

宿泊業、Cafe bar

リサイクル品の買取

自動車清掃サービス

旅行業

中小企業診断士

国内および国外にわたる有料職業紹介事業

外国人留学生の就学・就労に関する事業

コンタクトセンター産業を通じた経済活動の活性化を図る活動

GAP研修の実施

気軽に入れるイタリア食堂です。テイクアウトも充実してます

家族関係の悩みを経営コンサルが心理学を用いて解決します

企業様の営業代行事業をアルバイト感覚でご利用いただけます

油圧機器の設計・製造・販売・輸出入で10数年以上の実績有

「安全・安心なまちづくり」実現への貢献をします

住宅設計や住宅診断をしています。お気軽に何でもご相談ください

電気工事の事なら、株式会社STEPにおまかせください！

学校の宿題から部活の試合まで全力で応援します

博多駅前で最安値、親切で楽しいスタッフのいるゲストハウスです

不用品や中古品をお電話1本で高価買取します！！！

自動車清掃サービス（抗菌、抗ウイルス）を提供します（出張対応可）

宿泊航空券グループ団体旅行何でもご相談ください

女性中小企業診断士の事務所です。お気軽にご相談ください

外国人人材紹介・特定技能導入等コンサルティングを行っています

ミャンマーからの留学生の就学・就労のサポートをする企業です

コンタクトセンター業界唯一のNPO法人です

GAPとITで農業経営を見える化し強くするお手伝いをします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
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多
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092-406-7321

090-4358-5169

092-406-4729

092-753-9870

092-707-9060

092-555-9960

092-836-5757

092-407-7654

092-407-6960

092-776-9795

092-861-3628

092-807-8616

092-324-6243

093-980-1546

0952-37-3600

03-5843-8486

080-1290-1490
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HOME INN CURRY

二葉鮨  三苫店

油機エンジニアリング（株）  博多オフィス

R（株）

（株）クリーンライフサポート

イノベーション・ケイ

サンライズ鍼灸院

（株）VIDA

（株）ZONOSTYLE

（株）システムソフト・ベータ

aste（株）

福留克己

満田和人税理士事務所

かみや

cucina italiana Amelia

（株）オフィスK

（株）パイプドビッツ  福岡支店

BLUE THE STYLE

（同）Office Fierte

（株）アベブ  福岡支店

（株）and GALLERY

（株）DOPPO

永久井心

（株）ロカリア

今泉スタンドSAKEBUZZ

韓国ビストロ  7階のナム

YAMATO

（株）IRIS

Venti

お金と家族のリアル

（株）YOKABAI

サーボ機電設備（株）

iシックス（同）

I`m設計

（株）STEP

enjoy study  神松寺校

（株）スマート・グロース

リサイクルカンパニー

SS limited

（株）旅ネットジャパン  西都

だいきち事務所

（株）United

（株）アウルメイト

（特非）コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

GAP・ITサポート（同）

福岡市東区馬出1-10-13  山嵜ビルA号室

福岡市東区三苫6-15-72  プレザントビル101

福岡市博多区博多駅前1-7-22  第14岡部ビル10階  1003号室

福岡市博多区博多駅南1-8-31

福岡市博多区博多駅南4-16-2

福岡市博多区比恵町11-21-806

福岡市博多区住吉4-25-15  Branche住吉EAST  406

福岡市博多区上川端町1-6  関ビル2階

福岡市博多区店屋町3-34-1階

福岡市博多区中洲5-1-22 5階

福岡市博多区榎田1-4-55  アオキビルⅡ2号

福岡市博多区東光2-16-29-202

福岡市博多区東月隈2-8-10

福岡市博多区那珂5-3-50  ステラSTⅢ505

福岡市中央区清川2-11-33  仲西ビルⅡ  地下1階

福岡市中央区高砂1-8-8-605

福岡市中央区天神1-9-17  福岡天神フコク生命ビル10階

福岡市中央区天神2-3-10-719

福岡市中央区天神2-11-1  福岡PARCO新館5階  The Company内

福岡市中央区天神3-4-10  天神西茂ビル7階

福岡市中央区天神4-4-11  ショッパーズ福岡  2階  BOOK＆CO. TENJIN

福岡市中央区大名1-9-52  セントベーネビル6階

福岡市中央区大名2-4-22  新日本ビル5階

福岡市中央区大名2-9-35  トウセン天神ビル9階  ヨカラボ天神

福岡市中央区今泉1-18-55  天神南ロイヤルハイツ101

福岡市中央区薬院2-1-8  リアン薬院ビル7階

福岡市中央区薬院4-3-7  フローラ薬院503

福岡市中央区赤坂3-2-9-101  赤坂槇の家

福岡市中央区赤坂3-7-11

福岡市中央区長浜3-17-2-1106

福岡市中央区舞鶴3-2-31  舞鶴栄光ビル502

福岡市中央区舞鶴3-6-23-1003

福岡市南区的場2-25-5  中原ビル401

福岡市南区中尾2-6-14

福岡市城南区樋井川2-1-38

福岡市城南区神松寺2-6-23-105

福岡市早良区百道3-10-30-413

福岡市早良区藤崎2-11-51

福岡市早良区賀茂2-18-36

福岡市西区西都2-11-18-1

糸島市前原南2-14-23

北九州市小倉北区砂津2-14-13

佐賀県佐賀市大和町尼寺844-3  第二古賀ビル306

東京都千代田区麹町1-12-12-4階

茨城県牛久市牛久町2972-5

デザイン業（グラフィック）

自動制御機器販売

運送業

自動車補修塗料・機械販売　卸・小売

インバウンド事業（民泊）

福岡囲碁会館の営業

整体業

IT通信のコンサルティング

訪問医療マッサージ

電気設備の設計、施工、管理

飲食業

飲食業

ホームページ制作

デザイン業

なし

リフォーム全般（賃貸物件専門）

不動産売買、賃貸業、管理

建築意匠設計

フェイシャルエステサロン

管工事業

建設業

飲食店（居酒屋）

建設工事

ディスプレイ・展示装飾・イベント会場設営・店舗内装工事・サイン

飲食（レストラン、ビアレスト）

飲食店

写真・映像撮影・制作

許認可代理申請業務、福祉サービス許可

整体、骨盤矯正

雑貨の小売

コンピュータソフトウェアの開発

美容室

情報処理、文書作成等の事務請負業（文字起こし等）

映像、ウェブ制作＆マーケティング

広告制作

フラダンス衣装、ハワイアン雑貨の販売

（株）テツシンデザイン

アイ・オー電機（株）

青葉運送（株）

江口商事

ジオング（株）

日本棋院 九州本部

ナチュラル整体  ゆらゆら

ライフクリエイト（株）

（株）悠優

（株）エレフィールド

ハカタロイヤル（同）

（株）アイティスグランデ

（株）トランスファ

（有）DOG

髙﨑  隆一

MIRAIEデザインオフィス

（有）高田住宅

（株）後藤純志建築設計事務所

iloha

（有）石川設備

（同）創縁建設

勝栄

（株）正勝工務店

（株）ヨシイスタジオ

コットン・フィールズ

味処膳き屋

（株）スイングバイ

行政書士  マツオカ事務所

ボディメンテナンス  カカヤマ

（株）aibow

コンピュータハウス（株）

アンジェリーク

（株）吉本企画

DiRECTiON（株）

トラノコ

ハワイアンショップラエ

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？
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ウイルスの殺菌・抗菌ならクリーンライフサポートにお任せ！

ウイルス感染対策機器・（株）タムラテコ一次代理店

お体の健康を健やかに保てるよう心を込めて施術させて頂きます

美容室やカラー専門店の事業を行っています

博多に集まる九州和牛を食べられます。長崎五島牛は希少価値あり

大戦略を代表に自社ブランドのゲームを多数手がけるソフトハウス

東京外資ホテルでの経験を活かし飲食店やイベントをプロデュース

よりよい不動産の賃貸物件の提供で、社会に貢献します

個人事業者や小さな会社をご支援します

よりよい御国づくりの一端を担える企業を目指しています

旬の食材を少しずつコースで食べられます

道路交通分野と情報技術分野を融合したサービスを提供します

情報資産の銀行として、情報を安全に活用するシステムをご提案

業績に直結する、ビジネスシーンの装いに特化した研修をご提供

中小企業やスタートアップの経営者の方をサポートします

広告掲載から応募受付まで、企業様の採用を徹底支援します

経営理念：ART＋〇〇で世の中をもっと楽しく

広告用の動画制作、売上UPや求人等のお手伝いも動画で

登記、成年後見等をはじめ、どの様なご相談も承ります

地方企業にデジタル変革を。福岡発テクノロジー企業が支援します

立ち飲み×創作料理×小皿中華

本場の韓国料理店。貸し切りや1人でも大歓迎！テイクアウトも実施中

病院では解決しない不調や長年の痛みコリなどご相談ください

建築資材・自動車部品等の調達については当社にお任せください
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サンライズ鍼灸院

（株）VIDA

（株）ZONOSTYLE

（株）システムソフト・ベータ

aste（株）

福留克己

満田和人税理士事務所

かみや

cucina italiana Amelia

（株）オフィスK

（株）パイプドビッツ  福岡支店

BLUE THE STYLE

（同）Office Fierte

（株）アベブ  福岡支店

（株）and GALLERY

（株）DOPPO

永久井心

（株）ロカリア

今泉スタンドSAKEBUZZ

韓国ビストロ  7階のナム

YAMATO

（株）IRIS

Venti

お金と家族のリアル

（株）YOKABAI

サーボ機電設備（株）

iシックス（同）

I`m設計

（株）STEP

enjoy study  神松寺校

（株）スマート・グロース

リサイクルカンパニー

SS limited

（株）旅ネットジャパン  西都

だいきち事務所

（株）United

（株）アウルメイト

（特非）コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

GAP・ITサポート（同）

福岡市東区馬出1-10-13  山嵜ビルA号室

福岡市東区三苫6-15-72  プレザントビル101

福岡市博多区博多駅前1-7-22  第14岡部ビル10階  1003号室

福岡市博多区博多駅南1-8-31

福岡市博多区博多駅南4-16-2

福岡市博多区比恵町11-21-806

福岡市博多区住吉4-25-15  Branche住吉EAST  406

福岡市博多区上川端町1-6  関ビル2階

福岡市博多区店屋町3-34-1階

福岡市博多区中洲5-1-22 5階

福岡市博多区榎田1-4-55  アオキビルⅡ2号

福岡市博多区東光2-16-29-202

福岡市博多区東月隈2-8-10

福岡市博多区那珂5-3-50  ステラSTⅢ505

福岡市中央区清川2-11-33  仲西ビルⅡ  地下1階

福岡市中央区高砂1-8-8-605

福岡市中央区天神1-9-17  福岡天神フコク生命ビル10階

福岡市中央区天神2-3-10-719

福岡市中央区天神2-11-1  福岡PARCO新館5階  The Company内

福岡市中央区天神3-4-10  天神西茂ビル7階

福岡市中央区天神4-4-11  ショッパーズ福岡  2階  BOOK＆CO. TENJIN

福岡市中央区大名1-9-52  セントベーネビル6階

福岡市中央区大名2-4-22  新日本ビル5階

福岡市中央区大名2-9-35  トウセン天神ビル9階  ヨカラボ天神

福岡市中央区今泉1-18-55  天神南ロイヤルハイツ101

福岡市中央区薬院2-1-8  リアン薬院ビル7階

福岡市中央区薬院4-3-7  フローラ薬院503

福岡市中央区赤坂3-2-9-101  赤坂槇の家

福岡市中央区赤坂3-7-11

福岡市中央区長浜3-17-2-1106

福岡市中央区舞鶴3-2-31  舞鶴栄光ビル502

福岡市中央区舞鶴3-6-23-1003

福岡市南区的場2-25-5  中原ビル401

福岡市南区中尾2-6-14

福岡市城南区樋井川2-1-38

福岡市城南区神松寺2-6-23-105

福岡市早良区百道3-10-30-413

福岡市早良区藤崎2-11-51

福岡市早良区賀茂2-18-36

福岡市西区西都2-11-18-1

糸島市前原南2-14-23

北九州市小倉北区砂津2-14-13

佐賀県佐賀市大和町尼寺844-3  第二古賀ビル306

東京都千代田区麹町1-12-12-4階

茨城県牛久市牛久町2972-5

デザイン業（グラフィック）

自動制御機器販売

運送業

自動車補修塗料・機械販売　卸・小売

インバウンド事業（民泊）

福岡囲碁会館の営業

整体業

IT通信のコンサルティング

訪問医療マッサージ

電気設備の設計、施工、管理

飲食業

飲食業

ホームページ制作

デザイン業

なし

リフォーム全般（賃貸物件専門）

不動産売買、賃貸業、管理

建築意匠設計

フェイシャルエステサロン

管工事業

建設業

飲食店（居酒屋）

建設工事

ディスプレイ・展示装飾・イベント会場設営・店舗内装工事・サイン

飲食（レストラン、ビアレスト）

飲食店

写真・映像撮影・制作

許認可代理申請業務、福祉サービス許可

整体、骨盤矯正

雑貨の小売

コンピュータソフトウェアの開発

美容室

情報処理、文書作成等の事務請負業（文字起こし等）

映像、ウェブ制作＆マーケティング

広告制作

フラダンス衣装、ハワイアン雑貨の販売

（株）テツシンデザイン

アイ・オー電機（株）

青葉運送（株）

江口商事

ジオング（株）

日本棋院 九州本部

ナチュラル整体  ゆらゆら

ライフクリエイト（株）

（株）悠優

（株）エレフィールド

ハカタロイヤル（同）

（株）アイティスグランデ

（株）トランスファ

（有）DOG

髙﨑  隆一

MIRAIEデザインオフィス

（有）高田住宅

（株）後藤純志建築設計事務所

iloha

（有）石川設備

（同）創縁建設

勝栄

（株）正勝工務店

（株）ヨシイスタジオ

コットン・フィールズ

味処膳き屋

（株）スイングバイ

行政書士  マツオカ事務所

ボディメンテナンス  カカヤマ

（株）aibow

コンピュータハウス（株）

アンジェリーク

（株）吉本企画

DiRECTiON（株）

トラノコ

ハワイアンショップラエ

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？
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保存版

福岡
商工会議所の 経営相談窓口

※従業員雇用・労務管理などの問題に対応する窓口です。（従業員個人の相談は対象外となりますのでご注意ください）
●予約不要の窓口につきましては、混雑している際にはお待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。
●中小事業者と創業予定の方の、事業に関するご相談のみ承ります。
●臨時にお休みを頂くことがございます。詳しくは下記連絡先までお尋ねください。
●ご予約後のキャンセル等は、事前にご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

第1
第3
第5

第2
第3
第4

第4

第3

第2

金木水

開 設 日

火月

◯

◯

◯

◯

◯

×

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

随時

予約制

福岡市窓口
441-2171

経営相談部

地域支援
第一グループ
441-2161
（東・博多・南区）

地域支援
第二グループ
441-2162

（中央・城南・早良・西区）

商工
会議所

2階

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

毎月1回（不定期）

◯

第3 第1

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ご相談担当者

商工会議所経営指導員

中小企業診断士

中小企業診断士

社会保険労務士※

弁  護  士

税  理  士

中小企業診断士

商品装飾展示技能士

キャリアコンサルタント

ITインストラクター

9：00～16：30

9：00～17：00

9：30～17：00

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

9：30～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

セーフティネット認定窓口
福岡市窓口 TEL 092-441-2171

SEO・SEMコンサルタント
ITパスポート

社会保険労務士※

［福岡働き方改革推進支援センターより派遣］

ご相談の内容

金融（融資）

経 営

販売戦略・販売促進

働き方改革

税務・財務

店舗改装

人材確保

IT相談

まず、相談したい

IT活用・SEO対策
Web集客

◎公的融資制度 ◎創業資金
◎その他経営全般（創業、経営革新など）

雇用・労務
◎就業規則、従業員の雇用
◎雇用に関する助成金 など

経営安定
（倒産防止）

（創業・経営革新、経営全般等）

◎働き方改革関連法への対応など

法　律
事業に関する

開設時間
昼休み

12:00～13:00（　　　  ） 予約 場所
オン
ライン
相談

予約TEL
お問い合わせ
（市外局番092）

秘密
厳守

第1
第3

第1

第2月曜は
10:00～16:00

第3月曜は
10:00～16:00

第1火曜・第3水曜は
9:00～17:00

経営指導員（当所職員）や各分野の専門家が秘密厳守でご相談を承ります。相談は無料で、何度でもご利用可能です。

■経営相談窓口スケジュール IT活用・WEB集客の相談日増設！ 毎週対応可能！

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者向けの各種支援策（資金繰り、各種補助金（小規模事業者持続化補助金）等）に関する特別
相談窓口も継続しております。予約不要で相談可能でございますので、福岡商工会議所2階までお越しください。

お問い合わせ／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

■オンライン専門相談の予約方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、ご来所が難しい方でも、オンラインで当所
の専門相談窓口をご利用いただけます。オンラ
イン相談に対応している窓口は、上記スケ
ジュールで●がついている相談です。
※窓口開設日の対応となります。
※通信費用は相談者のご負担になります。

②日時の調整
当所からお電
話で連絡いた
します。

①当所HPより
相談申込

③日時確定
相談当日に使
用する資料な
どは事前にご
提出ください。

④当所から会議シ
ステム「B-ROOM」
マニュアル・URL
を送付
予約確定日の3営
業日前までにメー
ルでお送りします。

⑤相談当日
お送りしたURLから
「B-ROOM」にアク
セスをお願いします。

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ
線
で
切
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

＊記帳等に関するやり方等の指導を行うものです。
　確定申告や決算の代行・税率計算等を行うものではございません。 

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

経理や記帳がよく分から
ないので、教えてほしい。

経理事務を自力で
できるようになりたい。

記帳指導員（福岡税務相談所指導員、税理士等）が1年間無料で記帳・税務等の指導を
いたします。

お申し込みは
こちら➡

申 込
①当所ホームページより申込書をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。
②お申し込み後、支援開始まで2週間ほどお時間を頂きます。
③申込書原本は、初回指導日に、記帳指導員へ直接お渡しください。

対象者

・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
・3回以上指導を受けて頂ける方
※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」「その他製造業等は20人以下」

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

日本政策金融公庫による融資／経営指導によるサポート体制

担保不要 運転  OK資
金 設備  OK資

金保証人不要低 金 利

マル経資金
小規模事業者※の経営改善のための資金 ※従業員20名（商業・サービス業5名）以下

2000万円
融
資
限
度
額 最長10年以内返

済
期
間

設備資金

（運転資金の場合は最長7年以内）

本制度は、経営を改善しようとしている小規模事業者などに低利・無担保・無保証人

という有利な条件で貸付を行う国の制度です。お申し込みは、決算書（2期分）・残高

試算表・借入返済表をお持ちになり、商工会議所の窓口へお越しください。

（2020年4月1日現在）

金利

年1.21％

お問い合わせ／経営相談部　東・博多・南区の事業所の方　TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　　　 中央・城南・早良・西区の事業所の方　TEL 092-441-2162

福岡市内で 1 年以上事業を営んでいること、所得税・法人税等納付税額を完納していること、商工会議所の経営指導を6か月前から受けている
こと等お申し込みには要件があります。
詳細はお問い合わせください。 ※ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。
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＊記帳等に関するやり方等の指導を行うものです。
　確定申告や決算の代行・税率計算等を行うものではございません。 

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

経理や記帳がよく分から
ないので、教えてほしい。

経理事務を自力で
できるようになりたい。

記帳指導員（福岡税務相談所指導員、税理士等）が1年間無料で記帳・税務等の指導を
いたします。

お申し込みは
こちら➡

申 込
①当所ホームページより申込書をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。
②お申し込み後、支援開始まで2週間ほどお時間を頂きます。
③申込書原本は、初回指導日に、記帳指導員へ直接お渡しください。

対象者

・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
・3回以上指導を受けて頂ける方
※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」「その他製造業等は20人以下」

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

日本政策金融公庫による融資／経営指導によるサポート体制

担保不要 運転  OK資
金 設備  OK資

金保証人不要低 金 利

マル経資金
小規模事業者※の経営改善のための資金 ※従業員20名（商業・サービス業5名）以下

2000万円
融
資
限
度
額 最長10年以内返

済
期
間

設備資金

（運転資金の場合は最長7年以内）

本制度は、経営を改善しようとしている小規模事業者などに低利・無担保・無保証人

という有利な条件で貸付を行う国の制度です。お申し込みは、決算書（2期分）・残高

試算表・借入返済表をお持ちになり、商工会議所の窓口へお越しください。

（2020年4月1日現在）

金利

年1.21％

お問い合わせ／経営相談部　東・博多・南区の事業所の方　TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　　　 中央・城南・早良・西区の事業所の方　TEL 092-441-2162

福岡市内で 1 年以上事業を営んでいること、所得税・法人税等納付税額を完納していること、商工会議所の経営指導を6か月前から受けている
こと等お申し込みには要件があります。
詳細はお問い合わせください。 ※ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。
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税務Q&A

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

⑶例外の例外：定期同額給与
上記のような懸念から、役員給与は、一定の類型に該
当する場合にのみ、損金算入できる扱いになっています。
この損金算入ができる一定の類型の一つが、定期同額
給与です。
定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定期間ご
とである給与で、各支給時期における支給額が同額であ
るもののことを言います。つまり、経営者の皆さんが毎
月同額で受け取っていた役員給与は、この定期同額給与
に当たるという理由で、これまで損金算入できていたの
です。
もっとも、定期同額給与の額を年度途中で変えた場合
でも損金算入を無制限に認めるとしてしまうと、利益が
出そうと分かった時点で役員給与の額を上げてしまえば、
結局、前記⑵で懸念していた法人所得の操作が可能に
なってしまいます。このような理由で、年度途中の額の
変更の場合には、損金算入を認めていません。
⑷例外の例外の例外：業績悪化改定事由
もちろん、年度途中の額の変更の場合、損金算入を一
切認めないとすると、事情によっては、かなり酷です。
そこで、年度途中で額を変更しても損金算入を認めよ
う、という一定の事情の一つとして、業績悪化改定事由
を定めています。

3．ここまで前置きを長 と々述べてきたのは、法が、法
人所得を自由に操作することを病的なまでに懸念してい
る、ということをご説明したかったからです。
今までの説明を前提にすれば、業績悪化改定事由に
は、一時的な資金繰りの悪化、単なる業績目標値の不達
などの個別的・主観的な事情は含まれず、経営状況・環
境の著しい悪化といった一般的・客観的な事情を指す、
ということがご理解いただけると思います。

4．今般のコロナ禍というのは、観光業一般にとって、
経営状況・環境を著しく悪化させる客観的なものである
ことから、業績悪化改定事由に該当し、貴社が、年度
途中に役員給与を減額しても、損金算入はできるものと
考えられます。
もっとも、業種ごとにコロナ禍が経営に与える影響は
様々です。法の趣旨から、個別に判断すべき業種もあり
ますので、お早めに税理士等にご相談ください。

当社は、観光業を営んでいるところ、今
般のコロナ禍の影響により、外国人及び他
都道府県からの観光客が激減しています。
そこで、役員給与の減額を考えているの

ですが、法人税の取扱いでは、年度の途中で役員給与を
減額すると、損金算入できないことがあると聞きました。
当社のような場合でも、損金算入できなくなるので

しょうか。

貴社の場合、損金算入できると考えられ
ます。

1．コロナに水害…今年は異例尽くしで、
嫌になりますよね。

そんな困難な状況下において、何とか経営を存続させ
ようと懸命に努力をされておられる経営者の方々には、
心から敬意を表します。
ご存じのとおり、日本では、解雇は容易でない上、国

交省が、不動産関連業界に対し賃料の減免や支払の猶
予を要請しても、家主さんが減免、猶予に応じてくれる
かは交渉次第です。
このように、固定費を削減しようとしても限界がある

中、手を付けられる経費節減の代表格が役員給与です。
それでは、こんな異常な状況下での精一杯の努力も、

法人税の取扱い上では損金不算入という形で否定される
のか、というと、さすがにそんなことはありません。

2．腸ねん転のような法の建付け
⑴原則論：費用性の支出
そもそも、役員給与は、収益を獲得するための費用性

ある支出ですから、理屈の上では、（費用性が認められ
る限り）損金算入できるはずです。
⑵例外：役員給与の損金不算入
そうであるにもかかわらず、法が、役員給与につき、

気前よく損金算入を認めていない理由は、経費削減の調
整弁としても使用されることからも分かるとおり、使用
人給与とは異なって、法人が自由に額を決定できるから
です。気前よく役員給与の損金算入を認めてしまうと、
法人所得を自由に操作して法人税を圧縮することを認め
ることになるではないか、との懸念が国にあるのです。

A

Q

コロナ禍の影響により業績が悪化
した場合に行う役員給与の減額

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

不審者・不審物の着眼点
次のような人や物を発見したときや、「おやっ」と思ったと
きは、110番通報してください。

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

爆発物を作らせないために
国際テロ組織による爆発物を使用したテロ等が世界各地
で発生しており、日本におけるテロ発生の危険性は否定でき

ません。
テロの防止には、テロに使用する爆発物を作らせないた
めの対策が重要です。
薬局、薬店、肥料販売店等関係者の皆様が、次のような
不審な人を発見した場合は、相手の身元を確認し、警察に
通報してください。

●インターネットを利用して、化学物質等を大量に購入
しようとする

●電話で薬品等の在庫の問合せをする
●個人使用として、不自然な量を購入する
●使用目的が曖昧である
●身元確認、連絡先、使用目的等の説明を渋る

テロを未然に防止するためには、県民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。
情報提供にご協力をお願いします。

国際テロの未然防止

福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例が
改正されました！

危機管理
情報室

平成24年に公布された、いわゆる「福岡県飲酒運転撲
滅条例」の一部を改正する条例が令和2年6月19日に公
布、同日改正内容の一部が施行され、
①アルコール依存症受診及び治療への誘導の強化
②「見逃さない」県民意識づくり
③県民意識の醸成対策の強化
が図られました。
また、令和2年8月25日には
④事業者の責務等の強化及び具体化
に関する事項についても施行されました。
④については
・通勤、通学中だけではなく、プライベート中の飲酒運

お問い合わせ先
福岡県警察 交通部交通企画課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

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

転についても公安委員会から事業者に通知する。
・「テナントビルオーナー」、「飲食店営業者」、「酒類販売
業者」、「イベント主催者」の責務

・タクシー事業者、運転代行事業者等の通報義務の強化
などがあります。
詳しくは、福岡県警察ホームページをご覧ください。
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不審者・不審物の着眼点
次のような人や物を発見したときや、「おやっ」と思ったと

きは、110番通報してください。

●周囲をうかがいながら、公共施設等の周辺を何度も
往復する人

●防犯カメラの位置や、警備員の配置場所を確認する人
●駅、空港など、人が多数集まる場所に放置されてい
る荷物

爆発物を作らせないために
国際テロ組織による爆発物を使用したテロ等が世界各地

で発生しており、日本におけるテロ発生の危険性は否定でき

ません。
テロの防止には、テロに使用する爆発物を作らせないた
めの対策が重要です。
薬局、薬店、肥料販売店等関係者の皆様が、次のような
不審な人を発見した場合は、相手の身元を確認し、警察に
通報してください。

●インターネットを利用して、化学物質等を大量に購入
しようとする

●電話で薬品等の在庫の問合せをする
●個人使用として、不自然な量を購入する
●使用目的が曖昧である
●身元確認、連絡先、使用目的等の説明を渋る

テロを未然に防止するためには、県民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。
情報提供にご協力をお願いします。

国際テロの未然防止

福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例が
改正されました！

危機管理
情報室

平成24年に公布された、いわゆる「福岡県飲酒運転撲
滅条例」の一部を改正する条例が令和2年6月19日に公
布、同日改正内容の一部が施行され、
①アルコール依存症受診及び治療への誘導の強化
②「見逃さない」県民意識づくり
③県民意識の醸成対策の強化
が図られました。
また、令和2年8月25日には
④事業者の責務等の強化及び具体化
に関する事項についても施行されました。
④については
・通勤、通学中だけではなく、プライベート中の飲酒運

お問い合わせ先
福岡県警察 交通部交通企画課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

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

転についても公安委員会から事業者に通知する。
・「テナントビルオーナー」、「飲食店営業者」、「酒類販売
業者」、「イベント主催者」の責務

・タクシー事業者、運転代行事業者等の通報義務の強化
などがあります。
詳しくは、福岡県警察ホームページをご覧ください。
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

に対しウイルススキャンを実施したところ、ワームやトロ
イの木馬、迷惑ソフトなど計25ファイルの不正プログラ
ムを発見したため駆除を実施した。
■事例②
UTMが2カ月間で100件のウイルス付きメールを検
知・ブロックしている状況を確認した。検知数が多いた
め追加調査が必要と判断し、駆け付け対応を実施した。
取引先企業のメールサーバーが不正アクセスを受けた
ことで当該企業のメールアドレスが漏えいし、それが悪
用されて「賞与支払い」「請求書支払い」などを装うなり
すましメールで標的型攻撃を受けていたことが判明した。
当該企業に標的型攻撃の対象になっていることを通知
し、ウイルス付きメールはUTMでブロックしている状況
ではあるが、被害が拡大しないよう従業員へ注意喚起し
た。
成果報告書ではこれ以外のインシデント駆け付け対
応事例のほか、組織的なセキュリティー対策の実態や人
的リソースの状況などのアンケート結果が掲載されてい
る。自社のセキュリティー対策実施の参考にしてほしい。
また、本事業は今年度も地域を選定して実施予定であ
る。対象地域の事業者は対策強化に向けてぜひ活用し
てほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

「サイバーセキュリティお助け隊」報告書公表
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は6月15日、

「中小企業向けサイバーセキュリティ事後対応支援実証
事業（サイバーセキュリティお助け隊）」の成果報告書を
公表した。
本事業は、19府県8地域（①岩手、宮城、福島、②
新潟、③長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、④神奈川、⑤
富山、石川、福井、⑥愛知、⑦大阪、京都、兵庫、⑧広
島、山口）の中小企業を対象に、サイバー攻撃被害の
実態などを把握するとともに、サイバーインシデントが発
生した際の支援体制の構築に向けた実証事業である。
1064社の中小企業が参加し、そのうち727社に対して
UTM（統合脅威管理）などのセキュリティー機器を設置
し、サイバー攻撃の実態把握を行った。
本実証を通じ、中小企業においても規模や業種を問
わず例外なくサイバー攻撃を受けている状況が確認され
るとともに、検知および防御のための対策や社内体制の
構築ができていない企業が多いことが確認された。ま
た、全国8地域合計で128件の電話およびリモートによ
るインシデント対応を行い、そのうち18件の駆け付け対
応を行った。駆け付け対応を行った事例を紹介する。

駆け付け対応事例
■事例①
過去に複数のウイルスの通信先として使われたIPアド
レス宛ての通信をUTMが検知した。当該企業に確認し
たところ、ウイルス対策ソフト未導入のWindowsXPパソ
コンにて通信をしたことが判明し、ウイルス駆除のため
駆け付け対応を実施した。
ウイルス感染端末は、WindowsXPでしか動作しない
ソフトウエアを利用するためのもので、インターネットに
常時接続していない認識であったことから、ウイルス対
策ソフトが導入されていなかった。今回、プリンターを
使用するために社内LANに接続したことで、意図せずイ
ンターネットに接続されていたことが判明した。当該端末

サイバー攻撃
中小企業も標的に

「サイバーセキュリティお助け隊」のイメージ
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（市内4店）
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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
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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）
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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）
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　〃　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）
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旅券発行総数
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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）
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53.0
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▲71.8
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195 
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＊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。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。
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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

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）

832,374 

1,602,927 

102.6 

101.9 

273,699 

10,274 

14,842 

174,686 

787 

51,378 

1,397 

25,886,701 

16,981,750 

6,886 

133,109 

4 

48 

27 

5,410 

2020年7月〈令和2年7月〉

1.6

0.7

0.6

0.3

▲ 1.1

▲19.3

▲21.0

0.0

1.9

23.6

53.0

7.2

7.4

369.7

618.4

▲84.0

▲71.8

▲ 6.9

▲16.3

1.11 

90,057 

86,533 

195 

4,620,818 

2,667,060 

2,748,624 

602,776 

3,121,055 

356,656 

131 

5,812 

4,077 

2,024 

20,043 

1,666 

3,800 

273 

212,010 

▲30.2

▲27.9

2.0

20.4

▲16.9

▲47.0

▲40.3

▲35.3

▲27.6

▲75.2

▲100.0

▲21.7

▲28.8

▲18.5

▲91.1

▲91.6

▲99.9

▲99.9

▲84.1

＊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。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階

70

PR

21福岡商工会議所 NEWS ︱ 2020  SEPTEMBER



2020年度  福商『eラーニング』説明会＆体験会
オンライン・オフライン同時開催！　　　

■日　　　時／令和2年9月18日（金）  15：00～16：00
説明会終了後オフライン参加者のみデモ機操作

（16：00～17：00予定）

■場　　　所／❶オンライン参加　オンライン会議室（Zoom）
❷オフライン参加　福岡商工会議所会議室
※オフライン参加者のみデモ機を操作いただけます

■定　　　員／オンライン定員20名・オフライン定員5名
■プログラム／『福商eラーニングとは～概要と活用方法』

主催：福岡商工会議所・（一社）日本経営協会

「eラーニングに興味はあるけれど、どんなものかよくわからない」「受講者の学習進度はどのように確認するの？」など、
皆様の疑問にお答えするために、『福商eラーニング』についての説明会を開催いたします。

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/recurrent/

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/

参加無料

人生100年時代と言われる今、皆様はご自身のキャリア形成や、そのために身につけたいスキルなど、どのように将来を描かれていますか。
ご自身の能力をさらに発揮するため、必要に応じて繰り返し学ぶことがリカレント（社会人の学び直し）です。

リカレント教育withコロナ
福岡商工会議所×九州産業大学リカレント（社会人の

学び直し）講座 現在申込
受付中！

話題の社会課題「SDGs」を知る！ SDGsと人生100年時代 自分でつくれるようになれる！ Webデザイン基礎講座
withコロナ時代に自らの価値を高める情報デザインの基礎を学んでみよう。
Webサイトを実際に制作して活用してみよう。
デザイン思考で導かれる情報の公開から共有までのプロセスを体験しよう。

第2回／10月19日（月） 13:00～17:00

SDGs de 地方創生ゲーム

［STEP1］　Web制作のフロー体験
［STEP2］　HTML+CSS によるページデザイン
［STEP3］　情報共有ツールとの連携

SDGsが企業にとってなぜ必要なのか。SDGsを具体的に活用する
流れを体験します。

第3回／11月20日（金） 13:00～17:00

人生100年時代に個の力を育む
人生100年時代の人生戦略に焦点をあて、これからのキャリアやス
キル、ワークライフバランスについて考えます。

■対　象／SDGsに関心のある企業、個人の方。
　　　　　話題の社会課題の取り組みに興味のある企業、個人の方
■会　場／福岡商工会議所　会議室
■受講料／（各回）会員4,000円、非会員6,000円

■日　時／第1回11月10日（火）、第2回11月17日（火）、
　　　　　第3回11月24日（火）　いずれも14:00～17:00
■対　象／Webサイトの立ち上げ・更新を、ご自身で実践したい方
　　　　　当日、ご自身のノートパソコンをご持参いただける方
　　　　　パソコンの基本操作ができる方（ファイルの管理、ソフトのインストール等）
■会　場／九州産業大学
■受講料／会員12,000円、非会員16,000円
パソコンの基本操作から学びたい方は、福商パソコン教室の活用をご検討ください！

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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1190

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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1184

社会保険労務士は、労務や社会保険のエキス
パートとして企業内でも高い評価を得ることの
できる資格です。また、現在のコロナ禍におい
て、国の各種助成金の申請業務を担うなど、
その役割は一層重要となっています。
社労士の将来性、試験制度、学習方法等をご
案内する参加無料のオンラインセミナーを開催
いたしますので、ぜひご参加ください。

■開催日時／9月25日（金）19:00～20:30
■内容／1．「社労士」と「総務・人事担当」の関連性
　　　　2．社会保険労務士の試験制度
　　　　3．効率的な学習法
　　　　4．資格の大原の講座ガイダンス
■担当講師／資格の大原  専任講師・社会保険労務士  柏村健一氏
■参加費／無料
■参加者特典／資格の大原の入学金免除クーポン（6,000円相当）進呈

社会保険労務士オンラインセミナー社会保険労務士オンラインセミナー社会保険労務士オンラインセミナー社会保険労務士オンラインセミナー

中小企業診断士ガイダンス中小企業診断士ガイダンス中小企業診断士ガイダンス中小企業診断士ガイダンス
ビジネスパーソンが注目する資格のランキングで
よく目にするのが中小企業診断士です。この資
格の取得に向けて学習する過程では、経営全
般の知識と同時に広範なビジネスに役立つスキ
ルが身につきます。
参加無料・予約不要のガイダンスを開催いたし
ますので、どうぞお気軽にご参加ください。

■開催日時／10月4日（日）13:30～（70分程度+講義無料体験）
■会場／TAC福岡校　福岡市中央区天神1-15-6 綾杉ビル2階　TEL 092-724-6161
　　　　　  ※予約不要ですので、当日直接会場へお越しください。

■内容／現役の中小企業診断士が、資格の魅力や将来性、試験制度や
　　　　学習方法などをお伝えいたします。また、ガイダンス終了後
　　　　には、無料で体験講義が受講できます。
■参加費／無料
■参加者特典／TAC福岡校入会金（10,000円）免除券進呈！

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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1132

《両コース共通》 ■会場／㈱リンクアカデミー 資格スクール大栄天神校
　　　　　　　 ■講師／㈱リンクアカデミー 資格スクール大栄天神校専任講師

資格取得応援　福岡商工会議所×資格の学校TAC提携講座
スキルアップにつながる中小企業診断士を目指そう！

資格取得応援　福岡商工会議所×資格の大原提携講座

■日時／10月25日（日）・11月1日（日）の2日間
　　　　10:00～17:00
■内容／・重要仕訳50問ポイントチェックと仕訳演習
　　　　・精算表作成（決算整理事項の確認）
　　　　・模擬試験と解答解説など
■受講料／9,440円（税・テキスト代込）

参加費
無料

検定試験対策講座

日商簿記3級・2級 直前最終チェック講座
合格までの“あと一歩”を応援します！独学の方にオススメ！

参加費
無料

3級（2日間コース）
■日時／10月17日（土）・10月24日（土）・
　　　　10月31日（土）の3日間　12:00～17:00
■内容／・商業簿記 決算問題の解法手順の確認
　　　　・工業簿記 頻出項目の解法手順の確認
　　　　・模擬試験と解答解説
■受講料／11,000円（税・テキスト代込）

2級（3日間コース）
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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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1190

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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1184

社会保険労務士は、労務や社会保険のエキス
パートとして企業内でも高い評価を得ることの
できる資格です。また、現在のコロナ禍におい
て、国の各種助成金の申請業務を担うなど、
その役割は一層重要となっています。
社労士の将来性、試験制度、学習方法等をご
案内する参加無料のオンラインセミナーを開催
いたしますので、ぜひご参加ください。

■開催日時／9月25日（金）19:00～20:30
■内容／1．「社労士」と「総務・人事担当」の関連性
　　　　2．社会保険労務士の試験制度
　　　　3．効率的な学習法
　　　　4．資格の大原の講座ガイダンス
■担当講師／資格の大原  専任講師・社会保険労務士  柏村健一氏
■参加費／無料
■参加者特典／資格の大原の入学金免除クーポン（6,000円相当）進呈

社会保険労務士オンラインセミナー社会保険労務士オンラインセミナー社会保険労務士オンラインセミナー社会保険労務士オンラインセミナー

中小企業診断士ガイダンス中小企業診断士ガイダンス中小企業診断士ガイダンス中小企業診断士ガイダンス
ビジネスパーソンが注目する資格のランキングで
よく目にするのが中小企業診断士です。この資
格の取得に向けて学習する過程では、経営全
般の知識と同時に広範なビジネスに役立つスキ
ルが身につきます。
参加無料・予約不要のガイダンスを開催いたし
ますので、どうぞお気軽にご参加ください。

■開催日時／10月4日（日）13:30～（70分程度+講義無料体験）
■会場／TAC福岡校　福岡市中央区天神1-15-6 綾杉ビル2階　TEL 092-724-6161
　　　　　  ※予約不要ですので、当日直接会場へお越しください。

■内容／現役の中小企業診断士が、資格の魅力や将来性、試験制度や
　　　　学習方法などをお伝えいたします。また、ガイダンス終了後
　　　　には、無料で体験講義が受講できます。
■参加費／無料
■参加者特典／TAC福岡校入会金（10,000円）免除券進呈！

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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1132

《両コース共通》 ■会場／㈱リンクアカデミー 資格スクール大栄天神校
　　　　　　　 ■講師／㈱リンクアカデミー 資格スクール大栄天神校専任講師

資格取得応援　福岡商工会議所×資格の学校TAC提携講座
スキルアップにつながる中小企業診断士を目指そう！

資格取得応援　福岡商工会議所×資格の大原提携講座

■日時／10月25日（日）・11月1日（日）の2日間
　　　　10:00～17:00
■内容／・重要仕訳50問ポイントチェックと仕訳演習
　　　　・精算表作成（決算整理事項の確認）
　　　　・模擬試験と解答解説など
■受講料／9,440円（税・テキスト代込）

参加費
無料

検定試験対策講座

日商簿記3級・2級 直前最終チェック講座
合格までの“あと一歩”を応援します！独学の方にオススメ！

参加費
無料

3級（2日間コース）
■日時／10月17日（土）・10月24日（土）・
　　　　10月31日（土）の3日間　12:00～17:00
■内容／・商業簿記 決算問題の解法手順の確認
　　　　・工業簿記 頻出項目の解法手順の確認
　　　　・模擬試験と解答解説
■受講料／11,000円（税・テキスト代込）

2級（3日間コース）
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No.24／9月17日（木） 10:00～17:00【一日講座】
講師：株式会社ザ・プレゼンツ　德永ミユキ氏

　　　　　　　 新入社員の基礎力確認＆入社6か月後のフォロー

新入社員のためのモチベーションアップ・
フォロー研修
新入社員の心構えはもちろん、中だるみしがちな入社半年のモチ
ベーションをしっかりフォローします。 他社の新入社員の皆さんと切
磋琢磨する一日は、 次の日からのやる気に繋がるはずです！

【カリキュラム一例】入社直後と入社後のキャリア意識の変化/仕事の基礎
力（ビジネスマナー・報連相等）～振り返り～　等

No.23／9月15日（火）10:00～17:00【一日講座】
講師：ベンチャーマネジメント　小林英二氏

　　　　　　　　　 仕事に役立つ問題解決に向けた方法を学ぶ！

ロジカルシンキング力養成講座
ロジカルな思考法を学ぶことで、より効率的に、論理的に結論を
導く力が身につきます。

【カリキュラム】問題発見～課題設定/問題解決力を高める為に「思考のフ
レームワーク」を持つ重要性/2つの基礎スキル（MECE・ロジックツリー）

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/

令和2年度 開講講座のご案内（9月・10月開講講座）

【実務研修講座開催にあたっての感染症対策】 ①受講当日、受付にて検温をいたします。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　②マスク着用
③消毒液の設置　④屋内換気の徹底　⑤一定の間隔を確保した座席配置　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。
※講座の中止や変更等が発生した場合には、ホームページにてお知らせいたします。　※当所都合による講座中止の場合、受講料はご返金いたします。

当所では、感染症対策を講じた上で講座を実施しております。すでにご案内の
講座も「＋withコロナ視点」を加えたカリキュラムに続々更新中です。コロナと共
存しながらも、企業の成長にかかせない人「財」育成の手段としてぜひご活用くだ
さい。

●会場／当所会議室（No.29はZoomを使用したオンライン研修）
●締切／定員になり次第　　●定員／各日20名程度
●受講料／【一日講座】会員：15,720円、特商：20,120円、一般：23,050円
　　　　　【半日講座】会員：10,490円、特商：14,890円、一般：15,720円
　　　　　【福岡市共催一日講座】一律4,720円
※各講座の詳しいカリキュラム・お申し込み方法は福商ホームページをご覧ください。

共
通
項
目

新入社員向け

No.27／10月6日（火） 10:00～17:00【一日講座】
講師：株式会社ビジネスリファイン　城下博美氏

　　　　　　　 　　組織機動力の要！

中堅社員パワーアップ講座
主にリーダーシップや部下育成に焦点をあて、中堅社員に求めら
れる役割を再確認し、さらなる成長を促します。

【カリキュラム一例】中堅社員の役割と責任/組織でのリーダーシップ/効果
性を上げるwithコロナ時代の後輩育成・指導の方法　等

No.25／9月24日（木） 10:00～17:00【福岡市共催一日講座】
講師：株式会社 エム・イー・エル　佐藤康二氏

　　　　　　

管理職のための実務 ̶働き方改革のなか
で期待されるリーダーシップと部下育成̶
部下育成が機能しない失敗事例を学ぶことで 自分自身の部下育
成の課題に気づき、改善策を持ち帰ることができます。

【カリキュラム】はじめに/働き方改革で求められる管理職の役割/管理職の
実務①：リーダーシップで成果を生み出す/管理職の実務②：部下育成で成
果を生み出す/まとめ：自社での実践の準備

管理職向け

若手・中堅社員向け

No.28／10月8日（木）13:00～17:00【半日講座】
講師：株式会社IRODORI　高木朱理氏、江崎智代氏

　　　　　　　 指導育成力がアップする

“伝わる”思考と“伝える”対話スキル向上
講座
チームメンバーの一人一人の力を最大限に活かすために円滑なコ
ミュニケーションは欠かせません。変化が激しい現代のリーダーに
必要な要素を知り、対話スキルの向上を目指します。

【カリキュラム一例】自分の価値観を知る/テレワークでもチーム力を上げる
ミーティング/組織で“伝わる”対話のスキルを練習する　等

若手・中堅社員向け

No.26／10月1日（木）10:00～17:00【一日講座】
講師：税理士法人アップパートナーズ　楠原好顕氏、社会保険労務士法人かぜよみ　江藤崇亨氏

　　　　　

給与計算実務と年末調整実務の基礎講座
（基本編）
給与計算担当者が知っておくべき基本実務と年末調整基礎知識
を、一日で効率よく学べる講座です。また、コロナの影響による
イレギュラー対応が発生した場合の処理についてもお答えいたし
ます。

【カリキュラム】給与計算の概要、知識、注意事項/年末調整に必要な知識
と流れ/各種申告書の記入方法とポイント/来年以降の改正ポイント（法令・
税制など）

経理向け

管理職向け

No.29／10月9日（金）10:00～17:00【一日講座】 講師：山内経営株式会社　山内修氏

新型コロナウイルス感染症の影響で従来の営業スタイルで成果をあげることが難しくなる中、業績を良くす
るには、営業担当者の実力を高め、生産性を高めることが重要です。販売テクニックを教えることが中心
の営業研修とは違い、営業力を根本的に高める基本原則から学んでいきます。
※本講座はZoomを使用します。

営業向け 《オンライン開催》 withコロナ時代に成果を出す！

営業担当者の実力を3倍高める生産性アップ講座

オンライン開催

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

もっと街を盛り上げたい連
合会と、地域と繋がりたいと
いう学生の思いが繋がり、多
くの出会いや地域イベントなど
様々なアイデアやチャレンジが
この場所から生まれ、始まって
います。

そんな石川さん行きつけ（？）の造り酒屋を訪問。

杉能舎（すぎのや）は明治3年に創業した酒蔵で、その屋舎は150年

の歴史を感じさせる趣があり、備えつけの酒蔵資料館をはじめ、随

所で杉能舎の酒造りの歴史に触れることができました。試飲コー

ナーでは、地元のお米を使った地酒や期間限定のリキュールなどを

飲み比べさせていただき、今の時期（取材日の最高気温は35℃超

え！）にぴったりのスッキリとした喉越しのお酒もおすすめしていただ

きました！ 140年の歴史が詰まった杉能舎で皆さんもお気に入りのお

酒を飲んで探してみてはいかがですか。
取材日：8月13日

NEW

今月よりトコロ商遊記を動画でもお届けします。
杉能舎のビール工房の紹介や、がやがや門での学生インタビュー
など本誌で掲載しきれなかった情報盛りだくさん！ 
是非ご覧ください！

福岡商工会議所
よかぞうチャンネル

元岡商工連合会

浜地酒造㈱  杉能舎
電話 092-806-1186
福岡市西区元岡1442
※詳細はホームページをご覧ください。

店舗情報

商店街情報

福岡市西区、九州大学伊都キャンパスが
あり自然豊かで農業が盛んな元岡に「元岡商
工連合会」はあります。元岡地区をはじめ周
辺に広がる飲食店や建設業、医療機関など
100の事業所が加盟する本連合会は、今年
で創立24年目を迎えます。地域住民にとっ
て誇りが持てる住みやすい町をつくるととも
に、もっといろんな人に元岡に愛着を感じて
もらうための積極的な活動を続けています。
中でも、九州大学の学生サークル「糸島空

き家プロジェクト」と連携し誕生した“がやが

や門”は、連合会事務所機能を備えつつ、 地
域と学生を繋ぐ拠点として幅広い交流を生
んでいます。
連合会の副会長である石川さんは「元岡

の魅力はやはり地元の人や企業がこの街を
愛していることだと思います。近年、目まぐ
るしい変化を遂げている中で、この街をもっ
とよくするために、地域の関係機関や学生さ
んらと連携し、活動の輪を広げていきたいと
思います」と語ってくれました。

イベント情報

Check

がやがや門

運営メンバーの九大生と

地域の方や学生など誰でも気軽に
利用できる交流スペース

“がやがや門”

TOKORO
SHOW  YOU

17

商店街応援隊「トコロ」が参ります！
人と人とのつながりを
大切にしている

アットホームな商店街

元岡商工連合会の巻

見ドコ
ロ
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お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

もっと街を盛り上げたい連
合会と、地域と繋がりたいと
いう学生の思いが繋がり、多
くの出会いや地域イベントなど
様々なアイデアやチャレンジが
この場所から生まれ、始まって
います。

そんな石川さん行きつけ（？）の造り酒屋を訪問。

杉能舎（すぎのや）は明治3年に創業した酒蔵で、その屋舎は150年

の歴史を感じさせる趣があり、備えつけの酒蔵資料館をはじめ、随

所で杉能舎の酒造りの歴史に触れることができました。試飲コー

ナーでは、地元のお米を使った地酒や期間限定のリキュールなどを

飲み比べさせていただき、今の時期（取材日の最高気温は35℃超

え！）にぴったりのスッキリとした喉越しのお酒もおすすめしていただ

きました！ 140年の歴史が詰まった杉能舎で皆さんもお気に入りのお

酒を飲んで探してみてはいかがですか。
取材日：8月13日

NEW

今月よりトコロ商遊記を動画でもお届けします。
杉能舎のビール工房の紹介や、がやがや門での学生インタビュー
など本誌で掲載しきれなかった情報盛りだくさん！ 
是非ご覧ください！

福岡商工会議所
よかぞうチャンネル

元岡商工連合会

浜地酒造㈱  杉能舎
電話 092-806-1186
福岡市西区元岡1442
※詳細はホームページをご覧ください。

店舗情報

商店街情報

福岡市西区、九州大学伊都キャンパスが
あり自然豊かで農業が盛んな元岡に「元岡商
工連合会」はあります。元岡地区をはじめ周
辺に広がる飲食店や建設業、医療機関など
100の事業所が加盟する本連合会は、今年
で創立24年目を迎えます。地域住民にとっ
て誇りが持てる住みやすい町をつくるととも
に、もっといろんな人に元岡に愛着を感じて
もらうための積極的な活動を続けています。
中でも、九州大学の学生サークル「糸島空

き家プロジェクト」と連携し誕生した“がやが

や門”は、連合会事務所機能を備えつつ、 地
域と学生を繋ぐ拠点として幅広い交流を生
んでいます。
連合会の副会長である石川さんは「元岡

の魅力はやはり地元の人や企業がこの街を
愛していることだと思います。近年、目まぐ
るしい変化を遂げている中で、この街をもっ
とよくするために、地域の関係機関や学生さ
んらと連携し、活動の輪を広げていきたいと
思います」と語ってくれました。

イベント情報

Check

がやがや門

運営メンバーの九大生と

地域の方や学生など誰でも気軽に
利用できる交流スペース

“がやがや門”

TOKORO
SHOW  YOU

17

商店街応援隊「トコロ」が参ります！
人と人とのつながりを
大切にしている

アットホームな商店街

元岡商工連合会の巻

見ドコ
ロ
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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。 

子どもの挑戦力・チーム力・表現力を育てること、そして
大人も成長していくことを掲げ、チアダンスや運動のレッスン
を行っている（株）MIKI・ファニット。今回は、そんな（株）
MIKI・ファニット 代表取締役社長の太刀山さんにお話を伺
いました。

御社を設立した経緯について教えてください。

大学受験の時、私は国立大学の教育学部を目指していたの
ですが、センター試験で失敗し浪人もできなかったので、運
動が好きだったという理由で体育学部に進学しました。大学
に入ると周りがエリート選手ばかりで、私は落ちこぼれになっ
てしまったのです。そこで初めて「できない人」の気持ちが分
かり、この経験が後の会社設立につながりました。
大学を卒業後は、就職・結婚・出産を経て子どもが0歳

と1歳になったころ、“子どもにもママにも友達を作ってあげた
い”、“ママ友が働いている間、子どもの預け先がない”などの
悩みをどうにかしたいと思う機会が増えてきました。自分にで
きることは何だろうかと考えたとき「子どもと遊ぶこと」がその
問題の解決につながっていくのではないかと考えました。そこ
で、遊ぶようにして「運動と教育を一度に学べる」プログラム
を作成し、最初は一人でボランティア活動から始めました。

その後、NHKの体操コーナーをやらせていただいたり、学
校の講師のお話をいただいたりしてお仕事の幅が広がっていっ
たのですが、それと同時にお客様に迷惑をかけてしまうから
自分の子どもの授業参観に行けないというような、「叶えたい
こと」と自分の生活が離反するということが起きてしまいまし
た。その時にオランダのワーキングシェアの仕組みを見つけ、
一人で活動するのをやめてボランティア団体を設立することに
したのですが、活動を続けていくうちにボランティア団体だと
運営や人材の雇用などが中途半端だということに気づき、会
社にしました。

（株）MIKI・ファニットのビジョンと事業についてお聞かせく
ださい。

人生で一度は、気持ちが折れてしまい次に進めなくなるこ
とがあると思います。だからこそ、どのような困難があったと
しても自分で立ち上がっていける子どもたちを育てたいと思っ
て活動しています。それは子どもたちだけでなく、大人の私
たちもそうありたいと思っています。MIKI・ファニットの
「MIKI」は樹の「幹」のことで、“挑戦力”と“表現力”と“チーム
力”という3本柱でスクールを開講しています。
現在は、苦手克服の体育や、チアダンス、チアリーディン

グが主流です。学校に馴染みにくい、いわゆるボーダーのお
子さんもいらっしゃるのですが、その子たちの居場所を作り、
自信をつけてもらいたいと思っています。お母さんと体を動か
している間にちょっとしたことでも「いつの間にかできるように
なった！」という子を育てたいですね。人と比べるのではな
く、自分の努力によってできることが目に見えて増えていくの
が良いですよね。
他にも、シニア世代の体力作りを目的に、グランハブとい
うシニア向けのチアダンス教室もあります。この教室では、
今の子育て世代のママにも参加していただき元気にする取り
組みということで、今や社会活動になっています。

「子育て世代のママをチアダンスで元気にする」という目的も
あるわけですね。芯の強い子を育てるということとチアダン
スにはどのようなつながりがあるのでしょうか。

親や先生が元気ではないのに子どもだけどうにかしようとす
るのは難しいと思っていますので、子どもだけでなく、周りの
大人も元気にしたいですね。
チアダンスに限らずどの競技も「人前に立って自分を表現す
ること」が求められると思います。そのうえで、チアダンスの
特徴は“相手に喜んでもらう”、さらに“みんなで作る”ことであ
ると思っています。上に立つ人や下で支える人、横で支える人
と後ろで支える人といったそれぞれ役割が違うもの同士で一つ
の“ダンス”を作り上げます。それは社会の仕組みと同じです。
それぞれの役割をしっかりと全うしていないとチームが成り立
たないし、人任せだと倒れてしまう。そういったことをチアダ
ンスの経験を通じて子どもたちに伝えていきたいです。

御社には、スタッフにシニア世代の方がいたり、多様な働き
方をしている人がいるそうですね。

今年から71歳の受付嬢が活躍しています。ときには他のス
タッフと考え方の違いなどで衝突することもありますが、何歳
になっても生身でぶつかっていき、チャレンジできるというこ
とを彼女から肌で感じているので、他のスタッフも刺激を受け
て変化があったと思います。さらに現在は、17歳の高校生も
アルバイトに来ています。17歳と71歳が一緒に働いているこ
とで、お互いが新しい発見につながったりします。また、他
にもやりたいことがあるからということで、週休3日にしてい
る社員もいます。今回のコロナ禍になる前から、テレワーク
を導入していたため慌てずにすみました。3ヶ月ほど続けると
会社に合うか合わないかが分かるので、試行錯誤をしながら
継続しています。

コロナ禍でテレワーク環境になっているんですね。お客様や
スタッフとのコミュニケーションはどのように取っているので
しょうか。また、業務に変化はありましたか。

お客様とも、スタッフとも会ってコミュニケーションを取る
ことはとても大切だと考えています。しかし、スタッフ同士で
も実際に会うことが難しいので、Zoomなどを使って毎朝の
朝礼や定期的な研修、新人研修もオンラインで行っていま

す。以前からポータルサイトを整えていたので、社内の情報
共有にはポータルサイトを使っています。
お客様に向けては、オンラインでレッスンしようと試みてい
ます。とにかく目の前にいるお客様へサービスを届けたいとい
う一心で、オンラインツールの得意なスタッフが率先して導入
に向けて取り組んでいます。
業務については、コロナの影響もあり業務内容の見直しや
分担を変更しました。今、特に力を入れているのはICT分野
です。20代のスタッフをトップに進めており、専門家をお呼
びしてスタッフのサポート体制も整えました。

各社員が自分の一番得意な分野を担当されるのですね。

そうですね。若手社員がリーダーとなって周りに指示をする
という経験は良いと思います。でも「責任者」という肩書を与
えられると、責任が重いように感じてしまうので、「リーダー」
と呼ぶようにしました。管理職として、その人に5年後にどの
ような活躍をしてほしいかということを真剣に考え、これから
出てくる悩みも予測し、一番重荷になりそうなところは本部に
任せて、その中でリーダーとしての役割を果たしてほしいと伝
えています。

負荷のかからないようにマネジメントしながら、成長してもら
う仕組みを作っていらっしゃるのですね。本日はありがとうご
ざいました。

運動のスクールを通して、困難があっても自ら立ち上がる子
どもを育てたい、さらに、子どもだけでなく大人の成長にも
つなげたいという太刀山社長のお話に共感しました。また、
力強く組織を牽引され、多様な世代・多様な働き方が共存す
る環境を作り上げている姿がとても素敵でした。

「子どもから大人まで、
  元気で芯の強い人になってもらいたい」

取材日：8月5日

株式会社MIKI・ファニット

代表取締役社長 太刀山 美樹氏

た　　　  ち　　 やま　　　   み　　　 き

■今月の取材先　株式会社MIKI・ファニット
〈住所〉福岡市西区内浜1-7-2  西部スポーツガーデン2階
〈電話〉092-407-2530
〈概要〉「『育てる』をはぐくむ」を企業理念に掲げ、芯の強い子を育てる
運動スクールを運営している。0歳のベビーからシニアまで、幅広い年齢
層への運動指導を行う。

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
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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。 

子どもの挑戦力・チーム力・表現力を育てること、そして
大人も成長していくことを掲げ、チアダンスや運動のレッスン
を行っている（株）MIKI・ファニット。今回は、そんな（株）
MIKI・ファニット 代表取締役社長の太刀山さんにお話を伺
いました。

御社を設立した経緯について教えてください。

大学受験の時、私は国立大学の教育学部を目指していたの
ですが、センター試験で失敗し浪人もできなかったので、運
動が好きだったという理由で体育学部に進学しました。大学
に入ると周りがエリート選手ばかりで、私は落ちこぼれになっ
てしまったのです。そこで初めて「できない人」の気持ちが分
かり、この経験が後の会社設立につながりました。
大学を卒業後は、就職・結婚・出産を経て子どもが0歳
と1歳になったころ、“子どもにもママにも友達を作ってあげた
い”、“ママ友が働いている間、子どもの預け先がない”などの
悩みをどうにかしたいと思う機会が増えてきました。自分にで
きることは何だろうかと考えたとき「子どもと遊ぶこと」がその
問題の解決につながっていくのではないかと考えました。そこ
で、遊ぶようにして「運動と教育を一度に学べる」プログラム
を作成し、最初は一人でボランティア活動から始めました。

その後、NHKの体操コーナーをやらせていただいたり、学
校の講師のお話をいただいたりしてお仕事の幅が広がっていっ
たのですが、それと同時にお客様に迷惑をかけてしまうから
自分の子どもの授業参観に行けないというような、「叶えたい
こと」と自分の生活が離反するということが起きてしまいまし
た。その時にオランダのワーキングシェアの仕組みを見つけ、
一人で活動するのをやめてボランティア団体を設立することに
したのですが、活動を続けていくうちにボランティア団体だと
運営や人材の雇用などが中途半端だということに気づき、会
社にしました。

（株）MIKI・ファニットのビジョンと事業についてお聞かせく
ださい。

人生で一度は、気持ちが折れてしまい次に進めなくなるこ
とがあると思います。だからこそ、どのような困難があったと
しても自分で立ち上がっていける子どもたちを育てたいと思っ
て活動しています。それは子どもたちだけでなく、大人の私
たちもそうありたいと思っています。MIKI・ファニットの
「MIKI」は樹の「幹」のことで、“挑戦力”と“表現力”と“チーム
力”という3本柱でスクールを開講しています。
現在は、苦手克服の体育や、チアダンス、チアリーディン

グが主流です。学校に馴染みにくい、いわゆるボーダーのお
子さんもいらっしゃるのですが、その子たちの居場所を作り、
自信をつけてもらいたいと思っています。お母さんと体を動か
している間にちょっとしたことでも「いつの間にかできるように
なった！」という子を育てたいですね。人と比べるのではな
く、自分の努力によってできることが目に見えて増えていくの
が良いですよね。
他にも、シニア世代の体力作りを目的に、グランハブとい

うシニア向けのチアダンス教室もあります。この教室では、
今の子育て世代のママにも参加していただき元気にする取り
組みということで、今や社会活動になっています。

「子育て世代のママをチアダンスで元気にする」という目的も
あるわけですね。芯の強い子を育てるということとチアダン
スにはどのようなつながりがあるのでしょうか。

親や先生が元気ではないのに子どもだけどうにかしようとす
るのは難しいと思っていますので、子どもだけでなく、周りの
大人も元気にしたいですね。
チアダンスに限らずどの競技も「人前に立って自分を表現す

ること」が求められると思います。そのうえで、チアダンスの
特徴は“相手に喜んでもらう”、さらに“みんなで作る”ことであ
ると思っています。上に立つ人や下で支える人、横で支える人
と後ろで支える人といったそれぞれ役割が違うもの同士で一つ
の“ダンス”を作り上げます。それは社会の仕組みと同じです。
それぞれの役割をしっかりと全うしていないとチームが成り立
たないし、人任せだと倒れてしまう。そういったことをチアダ
ンスの経験を通じて子どもたちに伝えていきたいです。

御社には、スタッフにシニア世代の方がいたり、多様な働き
方をしている人がいるそうですね。

今年から71歳の受付嬢が活躍しています。ときには他のス
タッフと考え方の違いなどで衝突することもありますが、何歳
になっても生身でぶつかっていき、チャレンジできるというこ
とを彼女から肌で感じているので、他のスタッフも刺激を受け
て変化があったと思います。さらに現在は、17歳の高校生も
アルバイトに来ています。17歳と71歳が一緒に働いているこ
とで、お互いが新しい発見につながったりします。また、他
にもやりたいことがあるからということで、週休3日にしてい
る社員もいます。今回のコロナ禍になる前から、テレワーク
を導入していたため慌てずにすみました。3ヶ月ほど続けると
会社に合うか合わないかが分かるので、試行錯誤をしながら
継続しています。

コロナ禍でテレワーク環境になっているんですね。お客様や
スタッフとのコミュニケーションはどのように取っているので
しょうか。また、業務に変化はありましたか。

お客様とも、スタッフとも会ってコミュニケーションを取る
ことはとても大切だと考えています。しかし、スタッフ同士で
も実際に会うことが難しいので、Zoomなどを使って毎朝の
朝礼や定期的な研修、新人研修もオンラインで行っていま

す。以前からポータルサイトを整えていたので、社内の情報
共有にはポータルサイトを使っています。
お客様に向けては、オンラインでレッスンしようと試みてい
ます。とにかく目の前にいるお客様へサービスを届けたいとい
う一心で、オンラインツールの得意なスタッフが率先して導入
に向けて取り組んでいます。
業務については、コロナの影響もあり業務内容の見直しや
分担を変更しました。今、特に力を入れているのはICT分野
です。20代のスタッフをトップに進めており、専門家をお呼
びしてスタッフのサポート体制も整えました。

各社員が自分の一番得意な分野を担当されるのですね。

そうですね。若手社員がリーダーとなって周りに指示をする
という経験は良いと思います。でも「責任者」という肩書を与
えられると、責任が重いように感じてしまうので、「リーダー」
と呼ぶようにしました。管理職として、その人に5年後にどの
ような活躍をしてほしいかということを真剣に考え、これから
出てくる悩みも予測し、一番重荷になりそうなところは本部に
任せて、その中でリーダーとしての役割を果たしてほしいと伝
えています。

負荷のかからないようにマネジメントしながら、成長してもら
う仕組みを作っていらっしゃるのですね。本日はありがとうご
ざいました。

運動のスクールを通して、困難があっても自ら立ち上がる子
どもを育てたい、さらに、子どもだけでなく大人の成長にも
つなげたいという太刀山社長のお話に共感しました。また、
力強く組織を牽引され、多様な世代・多様な働き方が共存す
る環境を作り上げている姿がとても素敵でした。

「子どもから大人まで、
  元気で芯の強い人になってもらいたい」

取材日：8月5日

株式会社MIKI・ファニット

代表取締役社長 太刀山 美樹氏

た　　　  ち　　 やま　　　   み　　　 き

■今月の取材先　株式会社MIKI・ファニット
〈住所〉福岡市西区内浜1-7-2  西部スポーツガーデン2階
〈電話〉092-407-2530
〈概要〉「『育てる』をはぐくむ」を企業理念に掲げ、芯の強い子を育てる
運動スクールを運営している。0歳のベビーからシニアまで、幅広い年齢
層への運動指導を行う。

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。
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日本商工会議所・福岡商工会議所 ネット試験　一覧
日商PC検定試験
日商ビジネス英語検定試験
日商簿記初級
ビジネスキーボード認定試験
日商原価計算初級
キータッチ2000テスト
電子会計実務検定試験
日商プログラミング検定試験

詳しくは

昨今、新型コロナウイルスの影響を受けて生活や社会環境が急激に変化してい
ます。企業活動においても、新しい生活様式に対応した新しい営業形態を模索す
る中で様々なIT・ICTツールが注目されており、それらを活用した組織やビジネス
の変革に対応することが求められています。
日本商工会議所および福岡商工会議所では、企業実務においてIT・IoTを活用

する実践的な知識、スキルの習得に資するとともに、ネット社会に対応した新たな
ビジネススキルの育成を図ることを目的として、「日商PC検定試験」や「日商プロ
グラミング検定」を実施しています。

ご自身のスケジュールに合わせて受験
できます。

●商工会議所のネット試験とは
インターネットを介して試験の施行から採点、合否判定までを行う形式の検定試験です。以下の3つの特徴を備えています。

■  ネット試験を活用してスマートにスキルアップ！

●ネット試験施行機関について
商工会議所のネット試験は、各地商工会議所およびPCスクールや教育機関、職業訓練校等で受験できます。

この試験会場は一定の要件を満たすことでネット試験の施行機関になれる認定校制度を取り入れており、自社や
自校が認定校になることで、社員や学生がそれぞれの環境で随時受験することができます。当日の実施に際して
もインターネットを通じた試験問題の配布・回収、自動採点が行われるため実施における事務負担が少なく、福
岡市内でも企業や教育機関が認定校となって検定試験を実施しています。

①随時受験が可能
次の学習に向けたスタートをすぐに切る

ことができます。
※一部検定試験については統一試験日で実施致します
ので、合否結果が試験日の約1か月後となる場合が
あります。

②合否結果がその場で判明
全国各地の「商工会議所ネット試験施

行機関」で受験できます。
認定校制度を採用しており、要件を満

たせば自社や自校が試験会場になります。

③最寄りの会場で受験が可能

商工会議所ネット試験施行機関募集について

1．ネット社会で必要な「仕事力」が身につく！「日商PC検定」
ネット社会に対応した新たなビジネススキルの育成を図ることを
目的として実施されている試験。ビジネス文書に関する「日商PC
検定試験（文書作成）」、業務データの活用と取り扱いを問う「日
商PC検定試験（データ活用）」、目的に応じた適切でわかりやす
いプレゼン資料の作成ができるかを問う「日商PC検定試験（プレ
ゼン資料作成）」の3分野に分かれ、それぞれ独立して施行されて
います。

【日商PC検定がオススメできる5つのポイント！】
●公的資格の信頼と実績！
●就職力がアップ！
●実務能力を証明できる！
●プロフェッショナルとしての能力を
証明！
●学習に合わせて連続して資格取得
が可能！

2．情報技術の基盤となる知識やスキルを磨く！「日商プログラミング検定」
IT人材の育成に資するため、プログ
ラミングに関する基本知識・スキルを
体系的に習得する機会や学習支援の仕
組みを提供するとともに、習得レベル
を測定・認定するため2019年から実
施されている新たな検定試験・認定制
度。 IT技術者（志望者）のみならず、学生・社会人、年齢、職業
等を問わず、幅広く多くの方を対象としています。受験級は
「EXPERT」「STANDARD」「BASIC」「ENTRY」に分かれ、級に
よって出題言語が異なります。2020年度からAI（人工知能）の開
発に多用されている言語「Python」を試験に導入しました。

【日商プログラミング検定の特徴！】
●社会人必須の論理的思考力、問題解決力の向上に役立つ！
●企業のシステム開発・改良をはじめ、生産性向上を具現化するIT利活用能力
を高めることができる！
●「STANDARD」「EXPERT」からは実技科目が加わり、基本的な
プログラミングスキルが身につく！

他にも、様々なネット試験を実施しています。詳しくは

商工会議所の
ネット試験施行機関 認定校に聞く！

ネット社会に対応した新たなデジタル人材の育成を図ることを目的として、日本全国で実施されている商工
会議所ネット試験。また、最近はIT・IoT時代の社会人必須スキルの習得を促進・支援するため、新たに日
商プログラミング検定が創設されるなど、さらに注目が高まっています。今回は、教育機関として学校教育
に商工会議所ネット試験を導入している中村学園大学流通科学部流通科学科姉川教授にお話を伺いました。

《中村学園大学流通科学部流通科学科について》
経営分野及び商学分野を中核として、4つの専門領域（社会調査・統計、観光・
サービス、IT&ビジネス、ビジネス心理）と2つの人材育成プログラム（ビジネス
リーダー、グローバル人材）を加えた、幅広い専門的な内容が学べる学部。日商
PC検定と日商プログラミング検定を導入している。

中村学園大学流通科学部流通科学科
教授  姉川 正紀 氏
専門分野：情報処理関係。研究テーマに感性情報学、
知能情報学、学習支援システム等

《回答者プロフィール》

是非、貴校様・貴社様に認定校として加わっていただき、
人材育成・就活支援等にお役立てください！
【要件について】
1．原則として会場所在地域の商工会議所の会員であること。
2．試験会場のスペック（通信環境、受験機器等）が所定の要件を満
たしていること。
3．上記2つの要件を満たしたうえで、地元の商工会議所が試験施行
機関として適していると認めた会場であること。
4．試験委員が、試験会場の設備、通信環境、受験機器等に関する
知識をはじめ、当該試験の実施に係る十分な知識を有していること

ネット試験の一部を紹介!!

ネット試験施行機関を募集しています！

皆様の人材育成やスキル習得にご活用ください。　

学校教育にネット試験を取り入れた経緯
以前は、同業他社のアプリケーションを使い、実技に特化
した試験を実施していました。ですが、日商PC検定はコン
ピュータの基礎知識とアプリケーションの実技の両方が試験
内容となっているということで、2010年度より日商PC 3級
（文書作成・データ活用）を導入しています。また、2019年
度より試験的ではありますが、日商プログラミング検定をお
こなっています。

商工会議所のネット試験をどのように活用しているか
本学の1年前期の必修科目において、単位取得条件の一
つとして、日商PC 3級（文書作成・データ活用）の資格取
得を義務化しています。これにより、学生全員が実社会で
即戦力となるITスキルを習得します。また、1年後期の必須
科目では、必要に応じて日商プログラミング検定（ENTRY・
BASIC）を実施しています。

ネット試験の環境設備や、利用者の層について
多くの受験生が、公平な
同じ環境で受験する為に、
最大90人が受験可能なコン
ピュータ教室で試験を実施し
ています。その際、デスク
トップ型パソコン（フルキー
ボード・マウス・有線LAN
利用）を用いて試験をおこなっています。大学内で試験を実
施している為、受験者は18～22歳の若者がほとんどです。

新たに「日商プログラミング検定試験」を導入
2019年度より、日商プログラミング検定（ENTRY・
BASIC）を導入しています。初年度という事もあり、まだ試
験的な導入です。
まだ試験対策の参考書等の資料が少なく、試験勉強が難

しかった等の意見もありました。今後、授業内容の改善に合
わせて、より広く導入していきたいと考えています。

ネット試験がどのように役立っているか
試験を受験する1年生の
時は、正直あまり評判は良く
ありません。しかし、4年生
になると、“履歴書に書ける
資格があって良かった”とか、
“卒業論文でWordやExcel
を使えて良かった”等の肯定
的な意見が多くなります。また、流通科学部におけるITリ
テラシー教育として、多くの先生方にご理解いただいている
と思います。

ネット試験の今後の活用について
近年、スマートフォンの普及により、若者のコンピュータ
に対する関心・興味が低くなっています。その弊害として、
特にタイピング能力の低下が、近年明らかになってきていま
す。容易かつ安価な方法で、タイピング能力の向上に役立
つ試験の活用を検討しています。

ネット試験合格者に抱く期待
現代の“読み書きそろばん”は、IT技術を上手に効率良く使
える知識・技術だと思います。これからもIT技術は進歩し
ていきますので、常に新しい知識・技術を習得する等の向上
心を忘れないで、これからの実社会でのご活躍を期待してい
ます。

withコロナ時代に活きる商工会議所のネット試験
⃞ ネット試験を活用してスマートにスキルアップ！　　　　　　　　　 
⃞ 商工会議所のネット試験施行機関（認定校）に聞く！（中村学園大学）

お問い合わせ／福岡商工会議所  会員サービス部  検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189　FAX 092-414-6206
https://www.fukunet.or.jp/license/
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日本商工会議所・福岡商工会議所 ネット試験　一覧
日商PC検定試験
日商ビジネス英語検定試験
日商簿記初級
ビジネスキーボード認定試験
日商原価計算初級
キータッチ2000テスト
電子会計実務検定試験
日商プログラミング検定試験

詳しくは

昨今、新型コロナウイルスの影響を受けて生活や社会環境が急激に変化してい
ます。企業活動においても、新しい生活様式に対応した新しい営業形態を模索す
る中で様々なIT・ICTツールが注目されており、それらを活用した組織やビジネス
の変革に対応することが求められています。
日本商工会議所および福岡商工会議所では、企業実務においてIT・IoTを活用
する実践的な知識、スキルの習得に資するとともに、ネット社会に対応した新たな
ビジネススキルの育成を図ることを目的として、「日商PC検定試験」や「日商プロ
グラミング検定」を実施しています。

ご自身のスケジュールに合わせて受験
できます。

●商工会議所のネット試験とは
インターネットを介して試験の施行から採点、合否判定までを行う形式の検定試験です。以下の3つの特徴を備えています。

■  ネット試験を活用してスマートにスキルアップ！

●ネット試験施行機関について
商工会議所のネット試験は、各地商工会議所およびPCスクールや教育機関、職業訓練校等で受験できます。
この試験会場は一定の要件を満たすことでネット試験の施行機関になれる認定校制度を取り入れており、自社や
自校が認定校になることで、社員や学生がそれぞれの環境で随時受験することができます。当日の実施に際して
もインターネットを通じた試験問題の配布・回収、自動採点が行われるため実施における事務負担が少なく、福
岡市内でも企業や教育機関が認定校となって検定試験を実施しています。

①随時受験が可能
次の学習に向けたスタートをすぐに切る

ことができます。
※一部検定試験については統一試験日で実施致します
ので、合否結果が試験日の約1か月後となる場合が
あります。

②合否結果がその場で判明
全国各地の「商工会議所ネット試験施

行機関」で受験できます。
認定校制度を採用しており、要件を満

たせば自社や自校が試験会場になります。

③最寄りの会場で受験が可能

商工会議所ネット試験施行機関募集について

1．ネット社会で必要な「仕事力」が身につく！「日商PC検定」
ネット社会に対応した新たなビジネススキルの育成を図ることを
目的として実施されている試験。ビジネス文書に関する「日商PC
検定試験（文書作成）」、業務データの活用と取り扱いを問う「日
商PC検定試験（データ活用）」、目的に応じた適切でわかりやす
いプレゼン資料の作成ができるかを問う「日商PC検定試験（プレ
ゼン資料作成）」の3分野に分かれ、それぞれ独立して施行されて
います。

【日商PC検定がオススメできる5つのポイント！】
●公的資格の信頼と実績！
●就職力がアップ！
●実務能力を証明できる！
●プロフェッショナルとしての能力を
証明！
●学習に合わせて連続して資格取得
が可能！

2．情報技術の基盤となる知識やスキルを磨く！「日商プログラミング検定」
IT人材の育成に資するため、プログ
ラミングに関する基本知識・スキルを
体系的に習得する機会や学習支援の仕
組みを提供するとともに、習得レベル
を測定・認定するため2019年から実
施されている新たな検定試験・認定制
度。 IT技術者（志望者）のみならず、学生・社会人、年齢、職業
等を問わず、幅広く多くの方を対象としています。受験級は
「EXPERT」「STANDARD」「BASIC」「ENTRY」に分かれ、級に
よって出題言語が異なります。2020年度からAI（人工知能）の開
発に多用されている言語「Python」を試験に導入しました。

【日商プログラミング検定の特徴！】
●社会人必須の論理的思考力、問題解決力の向上に役立つ！
●企業のシステム開発・改良をはじめ、生産性向上を具現化するIT利活用能力
を高めることができる！
●「STANDARD」「EXPERT」からは実技科目が加わり、基本的な
プログラミングスキルが身につく！

他にも、様々なネット試験を実施しています。詳しくは

商工会議所の
ネット試験施行機関 認定校に聞く！

ネット社会に対応した新たなデジタル人材の育成を図ることを目的として、日本全国で実施されている商工
会議所ネット試験。また、最近はIT・IoT時代の社会人必須スキルの習得を促進・支援するため、新たに日
商プログラミング検定が創設されるなど、さらに注目が高まっています。今回は、教育機関として学校教育
に商工会議所ネット試験を導入している中村学園大学流通科学部流通科学科姉川教授にお話を伺いました。

《中村学園大学流通科学部流通科学科について》
経営分野及び商学分野を中核として、4つの専門領域（社会調査・統計、観光・
サービス、IT&ビジネス、ビジネス心理）と2つの人材育成プログラム（ビジネス
リーダー、グローバル人材）を加えた、幅広い専門的な内容が学べる学部。日商
PC検定と日商プログラミング検定を導入している。

中村学園大学流通科学部流通科学科
教授  姉川 正紀 氏
専門分野：情報処理関係。研究テーマに感性情報学、
知能情報学、学習支援システム等

《回答者プロフィール》

是非、貴校様・貴社様に認定校として加わっていただき、
人材育成・就活支援等にお役立てください！
【要件について】
1．原則として会場所在地域の商工会議所の会員であること。
2．試験会場のスペック（通信環境、受験機器等）が所定の要件を満
たしていること。
3．上記2つの要件を満たしたうえで、地元の商工会議所が試験施行
機関として適していると認めた会場であること。
4．試験委員が、試験会場の設備、通信環境、受験機器等に関する
知識をはじめ、当該試験の実施に係る十分な知識を有していること

ネット試験の一部を紹介!!

ネット試験施行機関を募集しています！

皆様の人材育成やスキル習得にご活用ください。　

学校教育にネット試験を取り入れた経緯
以前は、同業他社のアプリケーションを使い、実技に特化

した試験を実施していました。ですが、日商PC検定はコン
ピュータの基礎知識とアプリケーションの実技の両方が試験
内容となっているということで、2010年度より日商PC 3級
（文書作成・データ活用）を導入しています。また、2019年
度より試験的ではありますが、日商プログラミング検定をお
こなっています。

商工会議所のネット試験をどのように活用しているか
本学の1年前期の必修科目において、単位取得条件の一

つとして、日商PC 3級（文書作成・データ活用）の資格取
得を義務化しています。これにより、学生全員が実社会で
即戦力となるITスキルを習得します。また、1年後期の必須
科目では、必要に応じて日商プログラミング検定（ENTRY・
BASIC）を実施しています。

ネット試験の環境設備や、利用者の層について
多くの受験生が、公平な

同じ環境で受験する為に、
最大90人が受験可能なコン
ピュータ教室で試験を実施し
ています。その際、デスク
トップ型パソコン（フルキー
ボード・マウス・有線LAN
利用）を用いて試験をおこなっています。大学内で試験を実
施している為、受験者は18～22歳の若者がほとんどです。

新たに「日商プログラミング検定試験」を導入
2019年度より、日商プログラミング検定（ENTRY・

BASIC）を導入しています。初年度という事もあり、まだ試
験的な導入です。
まだ試験対策の参考書等の資料が少なく、試験勉強が難

しかった等の意見もありました。今後、授業内容の改善に合
わせて、より広く導入していきたいと考えています。

ネット試験がどのように役立っているか
試験を受験する1年生の
時は、正直あまり評判は良く
ありません。しかし、4年生
になると、“履歴書に書ける
資格があって良かった”とか、
“卒業論文でWordやExcel
を使えて良かった”等の肯定
的な意見が多くなります。また、流通科学部におけるITリ
テラシー教育として、多くの先生方にご理解いただいている
と思います。

ネット試験の今後の活用について
近年、スマートフォンの普及により、若者のコンピュータ
に対する関心・興味が低くなっています。その弊害として、
特にタイピング能力の低下が、近年明らかになってきていま
す。容易かつ安価な方法で、タイピング能力の向上に役立
つ試験の活用を検討しています。

ネット試験合格者に抱く期待
現代の“読み書きそろばん”は、IT技術を上手に効率良く使
える知識・技術だと思います。これからもIT技術は進歩し
ていきますので、常に新しい知識・技術を習得する等の向上
心を忘れないで、これからの実社会でのご活躍を期待してい
ます。

withコロナ時代に活きる商工会議所のネット試験
⃞ ネット試験を活用してスマートにスキルアップ！　　　　　　　　　 
⃞ 商工会議所のネット試験施行機関（認定校）に聞く！（中村学園大学）

お問い合わせ／福岡商工会議所  会員サービス部  検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189　FAX 092-414-6206
https://www.fukunet.or.jp/license/
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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

半世紀を超えて活用される業界情報の宝庫
4年ぶり待望の全面改訂

㈱きんざい  福岡支社

第14次業種別審査事典

▼

書籍版は全10巻

徹底分析された記載が充実。
■書籍版、社内ネットワーク版、クラウ
ドアプリ版をご用意。社内インフラ状
況等にあわせてお選びいただけます。

■既存業種の分類を整理し構成を見直
し、新規業種を大幅拡充、計1513
業種を収録。

■業界動向や業務・商品知識はもとよ
り、最新のデータ・情報に基づいて

㈱きんざい  福岡支社
福岡市中央区天神2-14-2
福岡証券ビル7階
TEL：092-761-1511
FAX：092-715-5165
https://www.kinzai.jp/
営業内容
法務・経済・金融・保険・証券・教育
教材・ソフト開発・ コンサル事業の企
画、制作ならびに販売

CS60（生体電流整流器）を用いて、体内電流の状態を
整え全身の代謝を促進・自然治癒力を高めます

ヘルスケア＆リラクゼーションサロン YAMATO

ボディケアCS60でらくらく未病
対策とアンチエイジング

▼

この小さな器具（CS60）で
施術を行います

質改善に良いと分かっても手を付けにく
いことばかり。ボディケアCS60はただ
ベッドに横になって全身の施術を受ける
だけ。楽々気持ちよく体質改善のお手伝
いを致します。

全国の病院のおよそ7割が検査で異常
の認められない不定愁訴の患者さんだと
言われています。病院で治らなければ、
残るは体質改善。しかし、食事・運動・
姿勢・仕事や家庭でのストレスなど、体

ヘルスケア＆リラクゼーションサ
ロン YAMATO
福岡市中央区薬院4-3-7
フローラ薬院503
TEL：080-4285-7774
https://www.syamato.net/
E-mail：info@syamato.net
営業内容
ボディケアCS60、メディテーション、顔
ヨガ、中国茶レッスンをご提供しています。

新規開拓にお困りの企業様をサポート。東証一部企業を
はじめ100社以上の支援実績があります

㈱YOKABAI

営業経験豊富な人材による非対面の
営業活動全般をトータル支援！

▼

経験豊富な人材が御社を
サポートします♪

に、月5万円～サービスの提供が可能で
す。コロナによる環境変化で従来通りの
営業は難しくなってきています。営業に
お悩みの企業様はまずはご相談くださ
い！

株式会社YOKABAIは福岡市にて営
業代行サービスを提供しています。
事業を開始して約2年の間に100社

以上の支援実績がございます。ご依頼
いただく企業様の負担にならないよう

㈱YOKABAI
福岡市中央区薬院1-7-1 角屋ビル307
TEL：092-717-9477
https://www.yokabai-yokabai.com/
E-mail：info@yokabai-yokabai.com
営業内容
法人専門の営業代行サービス（テレアポ
代行・インサイドセールス代行）を提供し
ています。全国対応可能です。

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで除菌し清潔な空気を送り出します。
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の補助対象です！

「エアーリア」正規販売店　㈱ダックス

話題の深紫外線を利用した除菌装置
『エアーリアコンパクト』

▼

人が出入りする室内の
空気感染対策に最適！

不活性化（死滅）させます。今回の新型
コロナウイルス以外にもインフルエンザ
菌等の空気感染やクラスター対策として
も活用して頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

皆様方には、新型コロナウイルスの感
染予防対策として、飛沫感染・接触感
染防止にご注力されていることと存じま
す。エアーリアコンパクトは、深紫外線
（UV-C）により室内のあらゆる浮遊菌を

㈱ダックス　エアーリア事業部
担当：相場（アイバ）
福岡市中央区長浜1-1-1 KBCビル8F
TEL：092-737-5660
FAX：092-737-5655
https://www.dax-jp.com/airlia
E-mail：s.aiba@dax-jp.com
営業内容
1.戸建住宅の建築販売　2.ソーラーシス
テムの施工販売　3.浄水器の製造販売
4.喫煙ブース販売　5.「エアーリア」販売

もっと気軽にカウンセリングを！　軽い愚痴から
お悩みまで、プロのカウンセラーがお聴きします

女性専用カウンセリング  office kei

掘りごたつのある
カウンセリングルームです

▼

掘りごたつで
カウンセリング（冬仕様）

心に余白を作れば、見出せなかった解
決の道が見つかります。
福利厚生の一環としてカウンセリング

サービスを取り入れる法人さまが増えて
います。料金等ご相談ください。

高砂の地で開業して8年目。元心療
内科勤務のカウンセラー中島です。
カウンセリングは敷居が高いと感じる

方、ちょっとだけ重荷をおろしにきませ
んか？

女性専用カウンセリング
office kei
福岡市中央区高砂2-6-15-604
TEL：090-3196-7478
http://office-kei.moon.bindcloud.jp
E-mail：office_kei@ae.auone-net.jp
営業内容
女性専用のカウンセリング。個人及び法
人向け。DV・虐待防止講座、パワハ
ラ・セクハラ防止、メンタルヘルス研修
も行っています。

自分のヘアスタイルに合わせた　あなただけの
カスタマイズウィッグをつくることが出来ます

㈲アップデイト

HairDre®― ヘアドレ― 【美容室で
つくるカスタマイズウィッグ】

▼

ソラリアステージ
HairDre®ショップ店内写真

ラーチェンジが可能です。西鉄ソラリア
ステージに出店中のHairDre®ショップ
では無料フィッティングを随時承っており
ます。ぜひ一度ご覧になってその自然さ
を実感してください。

あなた好みにカスタマイズができる新
感覚ウィッグ。美容師さんの技術により
あなたに似合うヘアスタイルをつくること
が出来ます。ヘアカラーやパーマなどを
施すことができ、様々なアレンジ・カ

㈲アップデイト
福岡市中央区天神2-4-12
天神矢野ビル5階
TEL：092-732-9606
https://www.heart02.com/hairdre/
E-mail：hairdress0524@gmail.com
営業内容
美容室「HEART」運営、及びオリジナル
ウィッグブランド「HairDre®」の卸販売。
西鉄ソラリアステージ1階にHairDre®
ショップを出店中。
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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

半世紀を超えて活用される業界情報の宝庫
4年ぶり待望の全面改訂

㈱きんざい  福岡支社

第14次業種別審査事典

▼

書籍版は全10巻

徹底分析された記載が充実。
■書籍版、社内ネットワーク版、クラウ
ドアプリ版をご用意。社内インフラ状
況等にあわせてお選びいただけます。

■既存業種の分類を整理し構成を見直
し、新規業種を大幅拡充、計1513
業種を収録。

■業界動向や業務・商品知識はもとよ
り、最新のデータ・情報に基づいて

㈱きんざい  福岡支社
福岡市中央区天神2-14-2
福岡証券ビル7階
TEL：092-761-1511
FAX：092-715-5165
https://www.kinzai.jp/
営業内容
法務・経済・金融・保険・証券・教育
教材・ソフト開発・ コンサル事業の企
画、制作ならびに販売

CS60（生体電流整流器）を用いて、体内電流の状態を
整え全身の代謝を促進・自然治癒力を高めます

ヘルスケア＆リラクゼーションサロン YAMATO

ボディケアCS60でらくらく未病
対策とアンチエイジング

▼

この小さな器具（CS60）で
施術を行います

質改善に良いと分かっても手を付けにく
いことばかり。ボディケアCS60はただ
ベッドに横になって全身の施術を受ける
だけ。楽々気持ちよく体質改善のお手伝
いを致します。

全国の病院のおよそ7割が検査で異常
の認められない不定愁訴の患者さんだと
言われています。病院で治らなければ、
残るは体質改善。しかし、食事・運動・
姿勢・仕事や家庭でのストレスなど、体

ヘルスケア＆リラクゼーションサ
ロン YAMATO
福岡市中央区薬院4-3-7
フローラ薬院503
TEL：080-4285-7774
https://www.syamato.net/
E-mail：info@syamato.net
営業内容
ボディケアCS60、メディテーション、顔
ヨガ、中国茶レッスンをご提供しています。

新規開拓にお困りの企業様をサポート。東証一部企業を
はじめ100社以上の支援実績があります

㈱YOKABAI

営業経験豊富な人材による非対面の
営業活動全般をトータル支援！

▼

経験豊富な人材が御社を
サポートします♪

に、月5万円～サービスの提供が可能で
す。コロナによる環境変化で従来通りの
営業は難しくなってきています。営業に
お悩みの企業様はまずはご相談くださ
い！

株式会社YOKABAIは福岡市にて営
業代行サービスを提供しています。
事業を開始して約2年の間に100社

以上の支援実績がございます。ご依頼
いただく企業様の負担にならないよう

㈱YOKABAI
福岡市中央区薬院1-7-1 角屋ビル307
TEL：092-717-9477
https://www.yokabai-yokabai.com/
E-mail：info@yokabai-yokabai.com
営業内容
法人専門の営業代行サービス（テレアポ
代行・インサイドセールス代行）を提供し
ています。全国対応可能です。

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで除菌し清潔な空気を送り出します。
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の補助対象です！

「エアーリア」正規販売店　㈱ダックス

話題の深紫外線を利用した除菌装置
『エアーリアコンパクト』

▼

人が出入りする室内の
空気感染対策に最適！

不活性化（死滅）させます。今回の新型
コロナウイルス以外にもインフルエンザ
菌等の空気感染やクラスター対策として
も活用して頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

皆様方には、新型コロナウイルスの感
染予防対策として、飛沫感染・接触感
染防止にご注力されていることと存じま
す。エアーリアコンパクトは、深紫外線
（UV-C）により室内のあらゆる浮遊菌を

㈱ダックス　エアーリア事業部
担当：相場（アイバ）
福岡市中央区長浜1-1-1 KBCビル8F
TEL：092-737-5660
FAX：092-737-5655
https://www.dax-jp.com/airlia
E-mail：s.aiba@dax-jp.com
営業内容
1.戸建住宅の建築販売　2.ソーラーシス
テムの施工販売　3.浄水器の製造販売
4.喫煙ブース販売　5.「エアーリア」販売

もっと気軽にカウンセリングを！　軽い愚痴から
お悩みまで、プロのカウンセラーがお聴きします

女性専用カウンセリング  office kei

掘りごたつのある
カウンセリングルームです

▼

掘りごたつで
カウンセリング（冬仕様）

心に余白を作れば、見出せなかった解
決の道が見つかります。
福利厚生の一環としてカウンセリング
サービスを取り入れる法人さまが増えて
います。料金等ご相談ください。

高砂の地で開業して8年目。元心療
内科勤務のカウンセラー中島です。
カウンセリングは敷居が高いと感じる

方、ちょっとだけ重荷をおろしにきませ
んか？

女性専用カウンセリング
office kei
福岡市中央区高砂2-6-15-604
TEL：090-3196-7478
http://office-kei.moon.bindcloud.jp
E-mail：office_kei@ae.auone-net.jp
営業内容
女性専用のカウンセリング。個人及び法
人向け。DV・虐待防止講座、パワハ
ラ・セクハラ防止、メンタルヘルス研修
も行っています。

自分のヘアスタイルに合わせた　あなただけの
カスタマイズウィッグをつくることが出来ます

㈲アップデイト

HairDre®― ヘアドレ― 【美容室で
つくるカスタマイズウィッグ】

▼

ソラリアステージ
HairDre®ショップ店内写真

ラーチェンジが可能です。西鉄ソラリア
ステージに出店中のHairDre®ショップ
では無料フィッティングを随時承っており
ます。ぜひ一度ご覧になってその自然さ
を実感してください。

あなた好みにカスタマイズができる新
感覚ウィッグ。美容師さんの技術により
あなたに似合うヘアスタイルをつくること
が出来ます。ヘアカラーやパーマなどを
施すことができ、様々なアレンジ・カ

㈲アップデイト
福岡市中央区天神2-4-12
天神矢野ビル5階
TEL：092-732-9606
https://www.heart02.com/hairdre/
E-mail：hairdress0524@gmail.com
営業内容
美容室「HEART」運営、及びオリジナル
ウィッグブランド「HairDre®」の卸販売。
西鉄ソラリアステージ1階にHairDre®
ショップを出店中。
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今回訪れたのは、西区にある「サヌイ織物」さんが運営
されている“博多織工芸館”です　 
博多織工芸館には、博多織に関する歴史的な資料など
が展示されており、ショップも併設されています。ショップ
に入ると、バッグ、ネクタイ、テーブルクロス、名刺入れ
など様々な商品が並んでいて、その種類の多さにびっくり
しました　 最近の人気は、にわか面の模様が入った“にわ
かシリーズ”で、お土産などに購入される方が多いとか
そして、今回気になったのは、博多織のマスクです！ 6月
より販売していますが、生産が追いつかないほどの人気で
す。実は、コロナの影響でマスクが不足していたとき、少
しでも困っている方のお手伝いが出来れば…と、3月から4
月にかけてマスク4,000枚を無料配布されたそうです。そ
の後、お客様の「購入したい！」という声が多数よせられた
ため、無料配布したマスクに改良を加え販売しています。
その名も『kurusyu～nai』。つけてみると、呼吸がとても
しやすく、耳にかける部分の生地はとてもやわらかいの
で、一日着用していても耳も痛くならず快適に過ごすことが
できました
ホームページには、商品の詳しい情報やお知らせなど掲
載していますので、ぜひチェックしてみてください

博多織立体型エチケ
ットマスク

『kurusyu～nai』 （S
・M・L）

ホームページ

㈱サヌイ織物
☎092-883-7077
福岡市西区小戸3-51-22
https://sanui-orimono.co.jp/
営10:00～17:00
㉁年末年始・お盆

ライフスタイルに合わせて
変化を続ける博多織　　

博多織のドレス 人気商品“にわかシリーズ”

時代が変化していく中で、780年余りの歴史を持つ博多織も、その時代のライフスタイルに
あわせて革新しなければならないと考えています。サヌイ織物では、昭和39年から帯の製造を
やめて、博多織の可能性をひろげるため、さまざまなことにチャレンジをし続けてきました。
新しい製品をつくるとき、さまざまな壁にぶつかりますが、とことんお客様のニーズに寄り添

いながら、品質の良い“妥協しないものづくり”にこだわって製品開発を行っています。今後も
博多織の魅力や弊社の取り組みを発信し続け、より多くの人に知っていただくことで次の世代に
引き継いでいきたいと考えています。これからの新しいチャレンジにも、ぜひご注目ください！

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♪

代表取締役社長
讃井勝彦さん
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