
参加店舗の店頭にはオ
リジナルのタペスト
リーが掲げられていま
す！ GOOD UP 飲食
店を探す際の目印にし
てください♪

去る6月24日、福岡商工会議所では、福岡市内の飲食店を対象に “withコロナ時代”の
環境変化に対応し、感染対策と営業の両立を図りながらイートイン客を呼び戻して、一日で
も早くコロナ以前の売り上げを取り戻すことを目的とした「福岡外食応援団 GOOD UP 
FUKUOKA」プロジェクトを立ち上げました。
スタートして約3か月、多くの飲食店に本プロジェクトにご参画いただき、特設webサイト

への掲載数が500店舗を突破しました。多くの飲食店は、新型コロナウィルスの収束が見通
せない中、感染防止対策に取り組みながらがんばって営業しています。
安全対策の実施を宣言するお店では、“GOOD UP 特典（来店特典）”で安心＆お得に飲食

していただけます。お店選びの際には、ぜひ特設サイトをご活用ください‼

福岡外食応援団 GOOD UP FUKUOKA TOPICS

まだご参加いただいていない飲食店の方へ

まだご参加いただいていな
い飲食店の方は、エント
リー条件等詳細を下記コー
ドより確認のうえ、ぜひこの
機会にエントリーください。

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

スマートフォンで簡単に
エントリーできます

感染防止対策に関してお困りの方必見！！ 福岡市の飲食店アドバイザー派遣事業
～ガイドラインを熟知した安全対策アドバイザーが店舗を訪問し、感染対策をバックアップ！～

▲参加店舗に配布している
　タペストリー

特設webサイト掲載が492店に‼（9月25日現在） 市内各所でプロジェクトのPRを実施中‼

市内商業施設内の飲食店も参加‼ 「GUF飲食店エールキャンペーン」スタート！

“施設”毎の絞り込み検索が追加され、お店の検索がより便利に
なりました‼
※各施設内の参加飲食店は施設名をクリックしてご確認ください。

オリジナル“グルメBOOK（冊子）”の発行が決定‼

本プロジェクトの参加
店舗等を紹介するオリ
ジナルのグルメBOOK
（冊子）を発行します。
現在、冊子への掲載店
舗を募集しています。
当所会員様は特別価格
で掲載いただけますの
で、この機会にぜひお
申込みください‼ 冊子
の仕様や掲載料につい
ては、左ページ記載の
特設サイトよりご確認
ください。

▲ソラリアビジョン4基で放映されるPR動画

市民をはじめ、福岡の
「食」ファンが、SNS上
でエールを送ることで、
福岡の「食」文化を元気
にすることを目的とした
キャンペーンを実施して
います。
皆さま、この機会にぜひ
投稿をお願いします♪
※詳細は、特設サイトよりご確
認ください。

●申込締切日：10月14日（水）
●発行予定日：10月26日（月）

▲

▲

イメージ

《事業概要》
安全安心に取り組む飲食店へアドバイザーを派遣し支援をするとともに、公式サイトで対策
を実施する飲食店の情報発信を行い、飲食店利用の促進を図ります。

《実際の相談内容》
■事業開始から約2カ月で200件を超える相談をいただいています
また、安全安心な取り組みを行っている店舗を随時、対策が見える写真とMAPで分かり
やすくご紹介しています。詳しくは、公式サイトをご覧ください。

■実際に寄せられている相談
• どのような安全対策を行えばいいかわからない
• 安全対策に取り組んでいるつもりだが、心配なのでアドバイザーに訪問してほしい
• 店舗の規模によって取り組める対策が限られるため、自分の店にあった取り組みを教えてほしい
• 安全対策に取り組んでいるので、公式サイトで情報発信してほしい　等

■実際にお店が取り組んでいる対策（例） ■最後に
しっかりとした安全対策と情報発
信は「集客」につながります。スタッ
フとお客様の安全安心はもちろんの
こと、福岡の観光
資源としても重要な
食文化を守っていき
ましょう。

公式LINE公式HP

9月末～10月に、
ソラリアビジョ
ン、地下鉄中吊、
地下鉄駅（天神・
博多）でプロジェ
クトをPRしてい
ます。
※掲出場所・日程につ
いては、特設サイト
よりご確認ください。

その他、飲食店向けの支援情報をご紹介します。感染防止対策に関してお困りの方、ぜひご活用ください。

●参加店舗が増えれば増えるほど、“他の飲食店も頑張っているんだな”と逆に元気をもらう。【中央区・韓国料理】
●タペストリーを店頭に掲げることで、スタッフたちも感染対策に積極的に取り組むようになった。【中央区・中華料理】
●働いている側だけでなく、来店される方々も感染対策に取り組んでいただけるので、お店から感染者を出さないた
めの有効的な取り組みだと思う。【中央区・洋食店】

●遠くから見ても目立つタペストリーが、感染対策の見える化になるので活用しがいがある。【博多区・居酒屋】
●TVやタペストリーを見て“GOOD UP 特典”を使用しての来店が複数組あった。【早良区・焼肉店】

参加飲食店の声

（9月25日現在）

福岡外食応援団  GOOD UP FUKUOKA

掲載店
舗

500店突破
‼

飲食店向け“withコロナ”支援事業

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

特 集 2

特設サイト https://goodup-fukuoka.jp/

安全対
策

実施店
の

目印

▲グループごとによるパーティ
　ションの設置

▲接触の機会が多いカウンター
　にはビニールシートを設置

先着  100店舗!!掲載店舗募集中

お問い合わせ先

福岡  安全安心に取り組む飲食店事務局
電話相談：070-5481-9127／070-5274-6597
公式ホームページ、公式LINEでの相談は右記のとおりです。

安全対策

SNSでハッシュタグをつけてエールを 送ろう!

#guf飲食店エールキャンペーン
＠goodupfukuokaのタグ付もお願いします!
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