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退職金のポータビリティ（持ち運び）が可能です
当制度に加入する事業所間や、当所が通算契約を締結している他の特
定退職金共済制度または中小企業退職金共済制度に加入する事業所と
の間で従業員が異動する場合、通算を申し出れば、通算元契約の退職
金を引き継ぐことができます。

委託保険会社および委託割合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　行　（FAX 092-441-2810）
ご希望事項に◯印をつけ、切り取らずにFAXにてご返送ください。

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

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

◆担当者（社名・所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　  　　　　　　　　　）

貴社名： 担当者 TEL

特定退職金共済制度ホームページ URL
https://www.fukunet.or.jp/moshimo/tokutaikyo/
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従 業 員の 退 職 金 準 備 のために
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コロナ禍によるピンチも
サブスクサービスに活路

そこで井口さんは、魚のミールキット
を家庭に届ける『Fishlle!（フィシュル）』
という新たなサービスを展開しました。
定額制のサブスクリプションサービス
で、魚を食べやすい形に処理して下味
までつけ、アレンジレシピを添えた
ボックスが毎月届きます。
「もちろん流通構造も問題ではありま
すが、業界が抱える大きな課題として
魚離れがあります。流通の仕組みを改
善したとしても、消費者が魚を食べな
くては意味がありませんから。サブスク
リプションにすることで、様々な魚を味
わってもらうことができますし、また事
業者側としても売上が見込みやすいと
いうメリットがあります」と井口さん。
サブスクリプションに加え、もうひと
つサービスを語る上で外せないキーワー
ドが、サスティナブル。『Fishlle!』では
一般的に流通していない未利用魚を積
極的に活用しています。例えばオジサ
ンやイラ、24cmに満たない小さなロー
ソクサバなど、市場では価値がつきに
くい魚種を取り扱っています。

「『Fishlle!』の目的は、消費者にもっ
と魚を食べてもらうことにありますが、
他方で漁業者が獲っている魚をすべて
価値化することをめざしています。せっ
かく獲った魚は利益にしてもらいたいで
すし、命に対しても申し訳ないですから
ね。実際に食卓に上がる魚は数種類に
限られていて、その数種類ばかりを
獲っていては当然資源のバランスは崩れ
ていきます。バランスよく様々な魚を食
べていかなければ、生態系も変化して
いく。その均衡を元に戻すという点に
おいても、色々な魚食を提案していき
たいと思っています」
『Fishlle!』は2021年3月からサービ
スを開始し、3月末現在の契約者は約
160人。現在は福岡市内を中心に利用
されていますが、今後は東京や大阪な
ど、大都市圏にもユーザーを広げてい
く予定です。

魚にあふれた社会
フィッシュフルをめざしていく

コロナ禍においても新たなアイデアに
よって事業を創造した井口さん。今後
の展望はもちろん『Fishlle!』を拡大し

ていくことではありますが、現在停止
中のプラットフォームサービスとも互恵
的な関係をつくっていきたいと言いま
す。「サービスが相互に働くことで、生
産者と消費者が直接やり取りできるよ
うになったり、外食産業が盛り上がれ
ば多くの魚種の価値が高められたりす
るのではないでしょうか。『Fishlle!』で
も取り扱えないような小さな魚であって
も、ペットフードに活用するなど、すべ
ての魚に価値を創造することができる
と思っています」と井口さん。
国産の天然物にこだわる『Fishlle!』に

関しては、ユーザーの意見を取り入れな
がら商品開発をしていきたいという井口
さん。全国がフィッシュフル、魚にあふ
れた社会をめざして邁進していきます。

水産物の流通に革命を起こす
プラットフォーム事業で創業

現状の流通構造だと漁業者側の情
報と買い手側のニーズがうまくマッチン
グしていないので、この需要と供給の
マッチングを図るため、海産物の売り
手と買い手をクラウド上でマッチングさ
せるプラットフォームサービスを手がけ
るのが、福岡市中央区大名の株式会
社ベンナーズ。2018年4月に大学を
卒業したばかりの井口剛志さんが設立
したベンチャー企業で、海産物の流通
の課題解決を目的に開発したサービス
です。
井口さんは「大学でアントレプレ

ナーシップを学び、その中でプラット
フォーム戦略に触れたことで、この

マッチングビジネスの原型となるアイデ
アが生まれました。祖父母や父が水産
業に従事していたので馴染みのある業
界ではありましたが、何十年と変わっ
てこなかった流通の仕組みは、売り手
にも買い手にも負担を強いていること
に気づき、その課題をシステムを活用
することで改善できないかと考えまし
た」と振り返ります。
このプラットフォームサービスはセ

ラー（漁業者）が魚種や量、価格などの
水揚げ情報を提供し、バイヤー（外食
産業など）が購入する仕組みです。一
方、バイヤー側からも欲しい魚種や価
格などの条件を提示し、セラー側が対
応することもできるなど、相互のコミュ
ニケーションが可能。「従来だと競りが
行われ、漁業者にはその価格から手数

料が引かれた金額だけが戻ってくる形で
したが、それを根本的に変えるもので
す。生産者側の利益もアップしますし、
消費側のコストも下げられる。なおか
つ競りにかけることなく直送するので、
より鮮度の高い海産物をお届けできま
す」と井口さんは自信をのぞかせます。
漁業者や外食産業など、ユーザー候
補に意見をもらいながら開発を進めて
いき、サービスインしたのは創業から1
年半後のこと。実際に海産物の卸売り
を通してバイヤーと接点を持つなど、
地道な活動によってユーザーを獲得し
ていきました。しかし順調に進んでい
るかと思った矢先、新型コロナウイルス
感染症の拡大によって外食産業がス
トップ。2020年3月には一時的に売上
ゼロの状態にまで落ち込んだそうです。

株式会社ベンナーズ　代表取締役　井口 剛志氏

株式会社ベンナーズ

取材日：3月31日

〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-11-203
TEL 092-985-8804

https://www.benners.co.jp/

2ベンナーズのプラットフォームサービスにはパソコンやスマートフォ
ンから簡単にログイン可能。簡単な操作で魚の売買ができる

4『Fishlle!』で提供されている商品はすべて自社工場での加工品。
味付けもプロの料理人の監修のもと自社で考案している

1 獲れた魚はその日のうちに自社工場で加工。手作業で加工を
行っているため、さまざまな魚種にも対応できる

3井口さん（左）自身も産地を訪れ、実際に漁業者とコミュニケー
ションをとりながら魚種などの情報を収集している

【プロフィール】
長崎県長崎市出身。小学校入学と同時に福
岡へ。高校2年から大学卒業までをアメリカ
で過ごし、日本に帰国後、2018年4月に株
式会社ベンナーズを創業した。趣味は温泉
めぐりと、美味しいものを食べること。

新たなプラットフォームとサブスク
サービスで未利用魚に新たな価値を
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補に意見をもらいながら開発を進めて
いき、サービスインしたのは創業から1
年半後のこと。実際に海産物の卸売り
を通してバイヤーと接点を持つなど、
地道な活動によってユーザーを獲得し
ていきました。しかし順調に進んでい
るかと思った矢先、新型コロナウイルス
感染症の拡大によって外食産業がス
トップ。2020年3月には一時的に売上
ゼロの状態にまで落ち込んだそうです。

株式会社ベンナーズ　代表取締役　井口 剛志氏

株式会社ベンナーズ

取材日：3月31日

〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-11-203
TEL 092-985-8804

https://www.benners.co.jp/

2ベンナーズのプラットフォームサービスにはパソコンやスマートフォ
ンから簡単にログイン可能。簡単な操作で魚の売買ができる

4『Fishlle!』で提供されている商品はすべて自社工場での加工品。
味付けもプロの料理人の監修のもと自社で考案している

1 獲れた魚はその日のうちに自社工場で加工。手作業で加工を
行っているため、さまざまな魚種にも対応できる

3井口さん（左）自身も産地を訪れ、実際に漁業者とコミュニケー
ションをとりながら魚種などの情報を収集している

【プロフィール】
長崎県長崎市出身。小学校入学と同時に福
岡へ。高校2年から大学卒業までをアメリカ
で過ごし、日本に帰国後、2018年4月に株
式会社ベンナーズを創業した。趣味は温泉
めぐりと、美味しいものを食べること。

新たなプラットフォームとサブスク
サービスで未利用魚に新たな価値を

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.69

COMPANY’S
CHALLENGE
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令和3年度 税制改正のポイント

本特集では、「令和3年度 税制改正」について中小企業・小規模事業者の皆様に関連するポイントをご紹介します。

売り手
（中小企業者）

取得対価取得対価 株式譲渡株式譲渡

買い手
（中小企業者）

株式 取得価額の70％を
限度として

準備金を積み立て

所得拡大促進
税制※の適用

※事業譲渡によってM&Aを実施する場合についても対象

経営力向上
計画認定

M&A
実施

据置期間（５年間）

リスクの顕在化

一部取崩し
（益金算入）
一部取崩し
（益金算入）

中小企業経営
強化税制の適用※

５年間で均等取崩し
（益金算入）

立
積
の
金
備
準

）
入
算
金
損
（

立
積
の
金
備
準

）
入
算
金
損
（

資
投
備
設

【控除上限】　原則法人税額の25％を限度

【控除率】メリハリをつけつつ、
　　　　より増加インセンティブが効く仕組み

【控除上限】基準年度と比べ、売上が2％以上減少し、
　　　　　かつ、試験研究費を増加させた場合には
　　　　　5％上乗せ（→合計最大で30％）
　　

【控除率】更なる増加インセンティブが効くように、
　　　　控除率を見直すとともに、控除率の下限を
　　　　2％へ引下げ

※基準年度：令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度
（注）研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限
　　の特例と選択適用。

（試験研究費の増減率）

≪改正前≫ ≪改正後≫

15.0%

12.5%

10.0%

7.5%

5.0%
ー30% ー25% ー20% ー15% ー10% ー5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

6%
（下限）

14%
（上限）

9.9%

（税額控除率）
（税額控除率）

14%

10.145%
9.9%

6%

2%

ー37% ー14% 8% 21%22%

（試験研究費の増減率）

6%
（下限）

2%
（下限）

屈折点の右シフト
8％⇒9.4％

8%

次期計画を
見据えた水準へ

9.4%環境変化への対応を後押しする税制措置

1．経営資源集約化税制の創設▲

M&A実施後に発生し得るリスク（簿外債務等）に備えるため、国の認定を受けた計画に基づき中小企業がM&Aを実施した
場合、下記を認める措置を創設（適用期限3年間）

事業継続・雇用維持に資する税制措置

1．土地に係る固定資産税額の据置措置、商業地等の固定資産税の負担調整措置等の延長（3年間）▲

令和3年度における特例措置として、令和3年度に課税額が上昇する全ての土地の固定資産税等について、令和2年度税額に据置▲

あわせて、商業地等に係る固定資産税の負担調整措置・条例減額制度の適用期限を3年間延長

2．中小企業者等の法人税率の軽減の延長（2年間）▲

所得800万円まで法人税率を19％から15％に軽減、適用期限を2年間延長

3．所得拡大促進税制の延長（2年間）・要件簡素化▲

中小企業全体として雇用を守るため、適用要件を「継続雇用者の給与等支給額」から「企業全体の給与等支給額（総額）」へ
と見直した上で、適用期限を2年間延長

2．中小企業向け設備投資減税の延長（2年間）

3．研究開発税制の延長（2年間）・
拡充▲

控除上限を法人税額の最大50％まで
引上げ（いわゆる総額型 25%→30％）▲

時限措置である総額型の上乗せ措置を
2年間延長するとともに、控除率の増
加インセンティブを強化▲

クラウドを活用したソフトウェアに関す
る研究開発を支援対象に追加

※コロナ前と比較し、①売上が2%以上減少しており、
②試験研究費を増加させる場合、総額型の控除上
限を5%引上げ

4．地域未来投資促進税制の延長
（2年間）・拡充▲

地域経済を牽引する企業の建物等の設備投資について、税額控除または特別償却
を適用する措置を2年間延長▲

製造拠点が海外に集中している製品・部素材の製造事業も対象に（サプライチェー
ン類型の追加）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）■■を付した部分は、経営力向上計画の認定が必要　　※を付した部分は、資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合

（注）中小企業のM&Aには、大別して「株
式譲渡」と「事業譲渡」のケースがあるが、
簿外債務等のリスクをヘッジできない「株
式譲渡」について準備金制度を措置。

①準備金制度

②M＆Aの効果を高める設備投資減税
（中小企業経営強化税制の類型追加）

投資額の10％を税額控除 又は 全額即時償却
※資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7％

③雇用確保を促す税制
（所得拡大促進税制の上乗せ措置）

給与等支給総額を前年度比2.5％以上引上げた場合、
増加額の25％を税額控除 ※1.5%以上引上げは15%税額控除

設備の種類
（価額要件）

支援措置 国
　税

機械装置
（160万円以上）

ソフトウェア
（70万円以上）

器具備品・工具
（30万円以上）

建物附属設備
（60万円以上）

【中小企業経営強化税制】
即時償却又は税額控除10%（※7%）

2年
延長

【中小企業投資促進税制】
30%特別償却又は税額控除7%

※30%特別償却のみ適用
※不動産業、商店街振興組合等の業種を追加

【商業・サービス業・農林水産業活性化税制】
30%特別償却又は税額控除7%

※30%特別償却のみ適用

2年
延長

廃止

※計画認定手続を柔軟化

※教育訓練費増加等の要件：次のいずれかの要件
①当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍
②中小企業等経営強化法の認定に係る計画
　（【改正後】中小企業事業再編投資損失準備金制度に係る経営力向上計画の追加）における経営力向上の証明

≪改正前≫ ≪改正後≫

【要件】
①継続雇用者給与等支給額：対前年度増加率1.5％以上
②雇用者給与等支給額： 対前年度を上回ること

【税額控除】
・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15％の税額控除
・継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5％以上で
 あり、かつ、教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、
 控除率を10％上乗せ（→合計25％）
・税額控除額は法人税額の20％を限度

【要件】
・雇用者給与等支給額：対前年度増加率1.5％以上

【税額控除】
・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15％の税額控除
・雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5％以上であり、

    
 かつ、教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、控除率
 を10％上乗せ（→合計25％）
・税額控除額は法人税額の20％を限度

特 集
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令和3年度 税制改正のポイント

本特集では、「令和3年度 税制改正」について中小企業・小規模事業者の皆様に関連するポイントをご紹介します。

売り手
（中小企業者）

取得対価取得対価 株式譲渡株式譲渡

買い手
（中小企業者）

株式 取得価額の70％を
限度として

準備金を積み立て

所得拡大促進
税制※の適用

※事業譲渡によってM&Aを実施する場合についても対象

経営力向上
計画認定

M&A
実施

据置期間（５年間）

リスクの顕在化

一部取崩し
（益金算入）
一部取崩し
（益金算入）

中小企業経営
強化税制の適用※

５年間で均等取崩し
（益金算入）

立
積
の
金
備
準

）
入
算
金
損
（

立
積
の
金
備
準

）
入
算
金
損
（

資
投
備
設

【控除上限】　原則法人税額の25％を限度

【控除率】メリハリをつけつつ、
　　　　より増加インセンティブが効く仕組み

【控除上限】基準年度と比べ、売上が2％以上減少し、
　　　　　かつ、試験研究費を増加させた場合には
　　　　　5％上乗せ（→合計最大で30％）
　　

【控除率】更なる増加インセンティブが効くように、
　　　　控除率を見直すとともに、控除率の下限を
　　　　2％へ引下げ

※基準年度：令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度
（注）研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限
　　の特例と選択適用。

（試験研究費の増減率）

≪改正前≫ ≪改正後≫

15.0%

12.5%

10.0%

7.5%

5.0%
ー30% ー25% ー20% ー15% ー10% ー5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

6%
（下限）

14%
（上限）

9.9%

（税額控除率）
（税額控除率）

14%

10.145%
9.9%

6%

2%

ー37% ー14% 8% 21%22%

（試験研究費の増減率）

6%
（下限）

2%
（下限）

屈折点の右シフト
8％⇒9.4％

8%

次期計画を
見据えた水準へ

9.4%環境変化への対応を後押しする税制措置

1．経営資源集約化税制の創設▲

M&A実施後に発生し得るリスク（簿外債務等）に備えるため、国の認定を受けた計画に基づき中小企業がM&Aを実施した
場合、下記を認める措置を創設（適用期限3年間）

事業継続・雇用維持に資する税制措置

1．土地に係る固定資産税額の据置措置、商業地等の固定資産税の負担調整措置等の延長（3年間）▲

令和3年度における特例措置として、令和3年度に課税額が上昇する全ての土地の固定資産税等について、令和2年度税額に据置▲

あわせて、商業地等に係る固定資産税の負担調整措置・条例減額制度の適用期限を3年間延長

2．中小企業者等の法人税率の軽減の延長（2年間）▲

所得800万円まで法人税率を19％から15％に軽減、適用期限を2年間延長

3．所得拡大促進税制の延長（2年間）・要件簡素化▲
中小企業全体として雇用を守るため、適用要件を「継続雇用者の給与等支給額」から「企業全体の給与等支給額（総額）」へ
と見直した上で、適用期限を2年間延長

2．中小企業向け設備投資減税の延長（2年間）

3．研究開発税制の延長（2年間）・
拡充▲

控除上限を法人税額の最大50％まで
引上げ（いわゆる総額型 25%→30％）▲

時限措置である総額型の上乗せ措置を
2年間延長するとともに、控除率の増
加インセンティブを強化▲

クラウドを活用したソフトウェアに関す
る研究開発を支援対象に追加

※コロナ前と比較し、①売上が2%以上減少しており、
②試験研究費を増加させる場合、総額型の控除上
限を5%引上げ

4．地域未来投資促進税制の延長
（2年間）・拡充▲

地域経済を牽引する企業の建物等の設備投資について、税額控除または特別償却
を適用する措置を2年間延長▲

製造拠点が海外に集中している製品・部素材の製造事業も対象に（サプライチェー
ン類型の追加）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）■■を付した部分は、経営力向上計画の認定が必要　　※を付した部分は、資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合

（注）中小企業のM&Aには、大別して「株
式譲渡」と「事業譲渡」のケースがあるが、
簿外債務等のリスクをヘッジできない「株
式譲渡」について準備金制度を措置。

①準備金制度

②M＆Aの効果を高める設備投資減税
（中小企業経営強化税制の類型追加）

投資額の10％を税額控除 又は 全額即時償却
※資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7％

③雇用確保を促す税制
（所得拡大促進税制の上乗せ措置）

給与等支給総額を前年度比2.5％以上引上げた場合、
増加額の25％を税額控除 ※1.5%以上引上げは15%税額控除

設備の種類
（価額要件）

支援措置 国
　税

機械装置
（160万円以上）

ソフトウェア
（70万円以上）

器具備品・工具
（30万円以上）

建物附属設備
（60万円以上）

【中小企業経営強化税制】
即時償却又は税額控除10%（※7%）

2年
延長

【中小企業投資促進税制】
30%特別償却又は税額控除7%

※30%特別償却のみ適用
※不動産業、商店街振興組合等の業種を追加

【商業・サービス業・農林水産業活性化税制】
30%特別償却又は税額控除7%

※30%特別償却のみ適用

2年
延長

廃止

※計画認定手続を柔軟化

※教育訓練費増加等の要件：次のいずれかの要件
①当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍
②中小企業等経営強化法の認定に係る計画
　（【改正後】中小企業事業再編投資損失準備金制度に係る経営力向上計画の追加）における経営力向上の証明

≪改正前≫ ≪改正後≫

【要件】
①継続雇用者給与等支給額：対前年度増加率1.5％以上
②雇用者給与等支給額： 対前年度を上回ること

【税額控除】
・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15％の税額控除
・継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5％以上で
 あり、かつ、教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、
 控除率を10％上乗せ（→合計25％）
・税額控除額は法人税額の20％を限度

【要件】
・雇用者給与等支給額：対前年度増加率1.5％以上

【税額控除】
・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15％の税額控除
・雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5％以上であり、

    
 かつ、教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、控除率
 を10％上乗せ（→合計25％）
・税額控除額は法人税額の20％を限度

特 集
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デジタル化に対応した納税環境整備

電子帳簿保存法の要件の抜本的緩和▲

帳簿書類の電子的保存手続を簡素化する観点から以下の見直しを行う（令和4年1月1日以後適用）※変更箇所は赤字

法人版事業承継税制の要件緩和

▲

相続時の後継者役員就任要件の緩和（①先代経営者が70歳未満（現行：60歳未満）で死亡した場合、または、②後継者が
特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合、役員就任要件は課されない）

「新たな日常」に向けた企業の経営改革を実現する投資促進

▲

2050年カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設（50%特別償却／最大10%税額控除）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

▲

DX（デジタルトランスフォーメーション）投資促進税制の創設（30%特別償却／3%or5%税額控除）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

▲

経営改革に取り組む企業（資本金1億円超）の欠損金の繰越控除上限の引上げ（上限50%→100%）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

○2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資（化合物パワー半導体 
　等の生産設備への投資、生産プロセスの脱炭素化を進める投資）について、税額控除（10％・　
　5％）又は特別償却（50％）ができる措置を創設します。（３年間の時限措置）

２．生産工程効率化等設備

１．需要開拓商品生産設備

事業適応計画

【計画の経済産業大臣の認定】　

課税の特例の内容

１．脱炭素化を加速する製品を生産する設備
　（需要開拓商品生産設備）
　①需要開拓商品※の生産を行うために不可欠な　
　　機械装置であること
　②専ら需要開拓商品の生産に使用されること
（※）燃料電池・化合物パワー半導体等のうち、特に優れた性能
　　を有するもの
　
２．生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化する
　ための最新の設備（生産工程効率化等設備）
　・事業所等の単位で炭素排出量1単位当たりの　
　 付加価値額（炭素生産性）の目標が、「３年以内に
　 ７％又は10％以上向上」を満たす計画であること

特別償却税額控除対象設備＊

機械装置
器具備品
建物附属設備
構築物　

5％

【目標が10％以上
向上の場合】
10％

50％

特別償却税額控除対象設備

機械装置 10％ 50％

※設備投資総額の上限：500億円

（＊）導入される設備が事業所の炭素生産性を1％向上させる
　　ことを満たす必要。

（注）税額控除の控除上限は、デジタルトランスフォーメーション
　　投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20％を上限。

●認定された事業適応計画に基づく脱炭素化効果の
　大きい設備投資について、以下の措置を講じる。

○デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、「つながる」デジタル環境の構築（クラウ
　ド化等）による企業変革に向けた投資について、税額控除（５％・３％）又は特別償却（30％）が
　できる措置を創設します。（２年間の時限措置）

事業適応計画

○事業適応計画の認定要件を満たした上、次の要件について
　主務大臣から確認を受ける必要。

課税の特例の内容

※設備投資総額の上限：300億円

●認定された事業適応計画に基づいて行う設備投資
　について、以下の措置を講じる。

特別償却税額控除対象設備

ソフトウェア
繰延資産
機械装置
器具備品

3％

【他社とのデータ
連携に係るもの】

5％

30％

１．デジタル（Ｄ）要件（データ連携・共有、レガシー回避、
　サイバーセキュリティ）
　◆他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等
　　を利用して新たに取得するデータと既存内部データ
　　とを合わせて連携すること
　◆クラウド技術を活用すること
　◆情報処理推進機構が審査を行う認定(ＤＸ認定)
２．企業変革（Ｘ）要件（ビジネスモデルの変革、アウト　
　プット、全社戦略）
　◆商品の製造原価が8.8％以上削減されること等
　◆生産性向上や売上高の上昇の目標を定めること
　　・計画期間内で、ROAが2014年～2018年平均を基
　　 準値として1.5％ポイント向上
　　・計画期間内で、売上高伸び率≧過去５年度の業種売
　　 上高伸び率＋５％ポイント
　◆投資総額が売上高比0.1％以上であること

（注1）クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用
）産資延繰（ 　　

（注2）機械装置及び器具備品にあっては、ソフトウェア又は繰延
　　 資産と連携して使用するものに限る。
（注3）税額控除の控除上限は、カーボンニュートラルに向けた投
　　 資促進税制と合わせて当期の法人税額の20％を上限。

○コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても果敢に前向きな投資（※）を行う企業に対し、
　コロナ禍の影響を受けた2年間に生じた欠損金額について、その投資額の範囲内で、最大5年
　間、繰越欠損金の控除限度額を最大100％（改正前：所得の金額の50％）とする特例を創設します。
※カーボンニュートラル、DX、事業再構築・再編等。

（イメージ）

コロナ禍による影響

欠損
金額

所得

事業適応計画 課税の特例の内容

●認定された事業適応計画に基づく果敢な投資を行う企業
　の繰越欠損金について以下の措置を講じる。

○事業適応計画の認定要件を満たした上、次の要件を満
　たす必要。

◆将来の成長に向けた投資内容を記載した計画を提出
　すること
◆計画期間内に達成を見込む業績目標（ROAが計画認
　定時の直近事業年度比5％ポイント向上など）を定め
　ること
◆投資計画が企業の成長に資する内容であること（単純
　な維持・更新投資は対象外）
◆主務大臣が①計画を認定するとともに②投資実績を
　毎年確認

対象欠損事業年度

2年間※

欠損金の控除限度額

最大5年間
100％控除可能

欠損
金額

適格投資

投資
繰越
欠損金

所得 繰越
欠損金

投資

50%

100%
50%

100%
50%

100%

（※）令和２年２月１日から令和３年４月１日までの期間内の日
　　を含む事業年度

（注）この特例における欠損金の控除限度額の引上げは、対象欠
　　損事業年度において生じた欠損金額のうち事業適応計画に
　　従って行った投資の額に達するまでの金額を上限。

投資

繰越
欠損金

所得
所得

受領
スキャン 記帳

請求書等の紙保存
不要

AIによる自動仕訳
※要仕訳結果の確認

帳簿書類の紙保存
不要

税務申告（電子）

請求書
領収書
等

請求書
領収書
等

相互けん制、
定期検査の廃止

電子申告までの工程
が簡単にデジタル化

「帳簿書類の電子的保
存」「スキャナ保存」の
事前承認が不要に

処理期間の延長
（3日⇒約2か月）

書類への
自署不要に

デジタルのまま
保存可能

〈今後の検討課題〉
電子帳簿の訂正履歴等
トレーサビリティの確保
記帳水準の向上

請求書等のタイムスタンプ付与に代えてクラウド保存等も可能に

詳細につきましては、
財務省のホームページをご覧ください。
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デジタル化に対応した納税環境整備

電子帳簿保存法の要件の抜本的緩和▲

帳簿書類の電子的保存手続を簡素化する観点から以下の見直しを行う（令和4年1月1日以後適用）※変更箇所は赤字

法人版事業承継税制の要件緩和

▲

相続時の後継者役員就任要件の緩和（①先代経営者が70歳未満（現行：60歳未満）で死亡した場合、または、②後継者が
特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合、役員就任要件は課されない）

「新たな日常」に向けた企業の経営改革を実現する投資促進

▲

2050年カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設（50%特別償却／最大10%税額控除）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

▲

DX（デジタルトランスフォーメーション）投資促進税制の創設（30%特別償却／3%or5%税額控除）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

▲

経営改革に取り組む企業（資本金1億円超）の欠損金の繰越控除上限の引上げ（上限50%→100%）

引用：「令和3年度税制改正」（財務省）

○2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資（化合物パワー半導体 
　等の生産設備への投資、生産プロセスの脱炭素化を進める投資）について、税額控除（10％・　
　5％）又は特別償却（50％）ができる措置を創設します。（３年間の時限措置）

２．生産工程効率化等設備

１．需要開拓商品生産設備

事業適応計画

【計画の経済産業大臣の認定】　

課税の特例の内容

１．脱炭素化を加速する製品を生産する設備
　（需要開拓商品生産設備）
　①需要開拓商品※の生産を行うために不可欠な　
　　機械装置であること
　②専ら需要開拓商品の生産に使用されること
（※）燃料電池・化合物パワー半導体等のうち、特に優れた性能
　　を有するもの
　
２．生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化する
　ための最新の設備（生産工程効率化等設備）
　・事業所等の単位で炭素排出量1単位当たりの　
　 付加価値額（炭素生産性）の目標が、「３年以内に
　 ７％又は10％以上向上」を満たす計画であること

特別償却税額控除対象設備＊

機械装置
器具備品

建物附属設備
構築物　

5％

【目標が10％以上
向上の場合】
10％

50％

特別償却税額控除対象設備

機械装置 10％ 50％

※設備投資総額の上限：500億円

（＊）導入される設備が事業所の炭素生産性を1％向上させる
　　ことを満たす必要。

（注）税額控除の控除上限は、デジタルトランスフォーメーション
　　投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20％を上限。

●認定された事業適応計画に基づく脱炭素化効果の
　大きい設備投資について、以下の措置を講じる。

○デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、「つながる」デジタル環境の構築（クラウ
　ド化等）による企業変革に向けた投資について、税額控除（５％・３％）又は特別償却（30％）が
　できる措置を創設します。（２年間の時限措置）

事業適応計画

○事業適応計画の認定要件を満たした上、次の要件について
　主務大臣から確認を受ける必要。

課税の特例の内容

※設備投資総額の上限：300億円

●認定された事業適応計画に基づいて行う設備投資
　について、以下の措置を講じる。

特別償却税額控除対象設備

ソフトウェア
繰延資産
機械装置
器具備品

3％

【他社とのデータ
連携に係るもの】

5％

30％

１．デジタル（Ｄ）要件（データ連携・共有、レガシー回避、
　サイバーセキュリティ）
　◆他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等
　　を利用して新たに取得するデータと既存内部データ
　　とを合わせて連携すること
　◆クラウド技術を活用すること
　◆情報処理推進機構が審査を行う認定(ＤＸ認定)
２．企業変革（Ｘ）要件（ビジネスモデルの変革、アウト　
　プット、全社戦略）
　◆商品の製造原価が8.8％以上削減されること等
　◆生産性向上や売上高の上昇の目標を定めること
　　・計画期間内で、ROAが2014年～2018年平均を基
　　 準値として1.5％ポイント向上
　　・計画期間内で、売上高伸び率≧過去５年度の業種売
　　 上高伸び率＋５％ポイント
　◆投資総額が売上高比0.1％以上であること

（注1）クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用
）産資延繰（ 　　

（注2）機械装置及び器具備品にあっては、ソフトウェア又は繰延
　　 資産と連携して使用するものに限る。
（注3）税額控除の控除上限は、カーボンニュートラルに向けた投
　　 資促進税制と合わせて当期の法人税額の20％を上限。

○コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても果敢に前向きな投資（※）を行う企業に対し、
　コロナ禍の影響を受けた2年間に生じた欠損金額について、その投資額の範囲内で、最大5年
　間、繰越欠損金の控除限度額を最大100％（改正前：所得の金額の50％）とする特例を創設します。
※カーボンニュートラル、DX、事業再構築・再編等。

（イメージ）

コロナ禍による影響

欠損
金額

所得

事業適応計画 課税の特例の内容

●認定された事業適応計画に基づく果敢な投資を行う企業
　の繰越欠損金について以下の措置を講じる。

○事業適応計画の認定要件を満たした上、次の要件を満
　たす必要。

◆将来の成長に向けた投資内容を記載した計画を提出
　すること
◆計画期間内に達成を見込む業績目標（ROAが計画認
　定時の直近事業年度比5％ポイント向上など）を定め
　ること
◆投資計画が企業の成長に資する内容であること（単純
　な維持・更新投資は対象外）
◆主務大臣が①計画を認定するとともに②投資実績を
　毎年確認

対象欠損事業年度

2年間※

欠損金の控除限度額

最大5年間
100％控除可能

欠損
金額

適格投資

投資
繰越
欠損金

所得 繰越
欠損金

投資

50%

100%
50%

100%
50%

100%

（※）令和２年２月１日から令和３年４月１日までの期間内の日
　　を含む事業年度

（注）この特例における欠損金の控除限度額の引上げは、対象欠
　　損事業年度において生じた欠損金額のうち事業適応計画に
　　従って行った投資の額に達するまでの金額を上限。

投資

繰越
欠損金

所得
所得

受領
スキャン 記帳

請求書等の紙保存
不要

AIによる自動仕訳
※要仕訳結果の確認

帳簿書類の紙保存
不要

税務申告（電子）

請求書
領収書
等

請求書
領収書
等

相互けん制、
定期検査の廃止

電子申告までの工程
が簡単にデジタル化

「帳簿書類の電子的保
存」「スキャナ保存」の
事前承認が不要に

処理期間の延長
（3日⇒約2か月）

書類への
自署不要に

デジタルのまま
保存可能

〈今後の検討課題〉
電子帳簿の訂正履歴等
トレーサビリティの確保
記帳水準の向上

請求書等のタイムスタンプ付与に代えてクラウド保存等も可能に

詳細につきましては、
財務省のホームページをご覧ください。
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必ず事前に
ご相談
ください

主　旨 公募および当所対応スケジュール

補助対象事業の類型等 ※類型問わず、補助金申請額3,000万円超の場合は、金融機関の確認書が必要です。

公募要領、様式等は
右記から公式サイトを
ご確認ください。

お問い合わせ先／経営相談部　地域支援第1グループ  TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　　　　地域支援第2グループ  TEL 092-441-2162

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期
待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため
に中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが
重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、または事業
再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

二次公募は５月開始予定
最新情報は、事業再構築補助金事務局の

ホームページをご覧ください。

発行にあたっては、必ず事前に相談が必要です。下記問い合わせ先にお電話いただ
き、「事業再構築補助金の認定支援機関確認書発行について」とお伝えください。
なお窓口相談はすべて予約制とさせていただいております。

また、事前に相談がない場合
は、認定経営革新等支援機関
確認書の発行はできません。何
卒ご了承のほどお願い申し上げ
ます。

認定経営革新等支援機関確認書について

●要件 ※卒業枠、グローバルV字回復枠については、公募要領をご確認ください。

【通常枠】
①事業再構築要件
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

②売上高減少要件
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が令和元年
（2019年）または令和2年（2020年）1月～3月の同3か月の合計売上
高と比較して10%以上減少していること

③認定支援機関要件
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること

④付加価値額要件
補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、ま
たは従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％以上増加する見込
みの事業計画を策定すること

【緊急事態宣言枠】
上記に加え、売上高減少要件
令和3年（2021年）の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や
不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3
年（2021年）1月～3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の
同月比で30％以上減少していること

中小企業

通常枠

卒業枠

補助率

2/3

2/3

補助額

100万円～6,000万円

6,000万円超～1億円

中堅企業

通常枠
グローバル
V字回復枠

補助率

1/2※

1/2

補助額

100万円～8,000万円

8,000万円超～1億円
※4,000万円超は1/3

［注］「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。ただし、不
採択となった場合も、通常枠で再審査します。

従業員数

5人以下

6人～20人

21人以上

補助率

中小企業
3/4

中堅企業
2/3

補助額

100万円～500万円

100万円～1,000万円

100万円～1,500万円

緊急事態宣言枠

（中堅企業）通常枠・グローバルV字回復枠

（中小企業）通常枠・卒業枠

ご予約・お問い合わせ先：092-441-2161、092-441-2162

当所以外の認定経営革新等
支援機関は、右記にて
ご確認ください。

コロナ対策支援施策情報
コロナ禍によって影響を受けた事業者の方がご利用いただける支援施策情報です。 （R3.4.21現在）

■事業再構築補助金について
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必ず事前に
ご相談
ください

主　旨 公募および当所対応スケジュール

補助対象事業の類型等 ※類型問わず、補助金申請額3,000万円超の場合は、金融機関の確認書が必要です。

公募要領、様式等は
右記から公式サイトを
ご確認ください。
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二次公募は５月開始予定
最新情報は、事業再構築補助金事務局の

ホームページをご覧ください。

発行にあたっては、必ず事前に相談が必要です。下記問い合わせ先にお電話いただ
き、「事業再構築補助金の認定支援機関確認書発行について」とお伝えください。
なお窓口相談はすべて予約制とさせていただいております。

また、事前に相談がない場合
は、認定経営革新等支援機関
確認書の発行はできません。何
卒ご了承のほどお願い申し上げ
ます。

認定経営革新等支援機関確認書について

●要件 ※卒業枠、グローバルV字回復枠については、公募要領をご確認ください。

【通常枠】
①事業再構築要件
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

②売上高減少要件
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が令和元年
（2019年）または令和2年（2020年）1月～3月の同3か月の合計売上
高と比較して10%以上減少していること

③認定支援機関要件
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること

④付加価値額要件
補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、ま
たは従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％以上増加する見込
みの事業計画を策定すること

【緊急事態宣言枠】
上記に加え、売上高減少要件
令和3年（2021年）の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や
不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3
年（2021年）1月～3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の
同月比で30％以上減少していること

中小企業

通常枠

卒業枠

補助率

2/3

2/3

補助額

100万円～6,000万円

6,000万円超～1億円

中堅企業

通常枠
グローバル
V字回復枠

補助率

1/2※

1/2

補助額

100万円～8,000万円

8,000万円超～1億円
※4,000万円超は1/3

［注］「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。ただし、不
採択となった場合も、通常枠で再審査します。

従業員数

5人以下

6人～20人

21人以上

補助率

中小企業
3/4

中堅企業
2/3

補助額

100万円～500万円

100万円～1,000万円

100万円～1,500万円

緊急事態宣言枠

（中堅企業）通常枠・グローバルV字回復枠

（中小企業）通常枠・卒業枠

ご予約・お問い合わせ先：092-441-2161、092-441-2162

当所以外の認定経営革新等
支援機関は、右記にて
ご確認ください。

コロナ対策支援施策情報
コロナ禍によって影響を受けた事業者の方がご利用いただける支援施策情報です。 （R3.4.21現在）

■事業再構築補助金について

施策名 概要（詳細はご確認ください） お問い合わせ先

【国】
小規模事業者
持続化補助金
〈一般型〉

【県】
福岡県経営革新
実行支援補助金

【市】
売上が減少した
事業者への支援金

【市】
文化エンタメ・ハイ
ブリッド開催支援金

【市】
感染症対応シティ
促進支援金

【市】
支援金等申請
サポート事業

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（交付決定前の
着手不可）
■対象：小規模事業者
　　　　※常時使用する従業員の数
　　　　　●商業・サービス業（宿泊・娯楽業除く）　5人以下
　　　　　●サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他　20人以下
■締切： ①中小企業診断士によるブラッシュアップ実施期限

　　　第5回締切：令和3年5月21日17:00
　　　第6回締切：令和3年9月17日17:00
　②福岡商工会議所への様式4交付依頼期限
　　　第5回締切：令和3年5月28日
　　　第6回締切：令和3年9月24日 
　③申請書類一式の補助金事務局（東京）への送付締切
　　　第5回締切：令和3年6月4日【締切日当日消印有効】
　　　第6回締切：令和3年10月1日【締切日当日消印有効】

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経営環境の変化に的確に対応するため、中小企業
がチャレンジする新たな取り組み（経営革新）に必要な経費の一部を支援
■対象： 福岡県内の中小企業者であること（経営革新計画の申請要件に該当するもの）

※その他売上減少等対象要件あり
■受付開始： 第2回公募（予定）：令和3年6月1日

最終公募（予定）：令和3年9月1日
■締切： ①福岡商工会議所での新規相談締切

第2回公募（予定）：令和3年7月16日
最終公募（予定）：令和3年9月16日

②補助金申込締切
第2回公募（予定）：令和3年7月30日
最終公募（予定）：令和3年9月30日

■対象：緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等によ
り影響を受け、売上が減少した事業者のうち、国の「緊急事態宣言の影響緩和に
係る一時支援金」や「福岡県感染拡大防止協力金」の支払対象とならない事業者

　　　　※一時支援金等との重複受給不可
■締切：令和3年6月14日

福岡市を拠点に活動する公演主催者が開催する有観客公演と、オンライン配信を併用した
ハイブリッド公演にかかる経費を支援
■締切：令和3年5月31日
■対象公演：支給決定後～令和4年2月28日に開催するもの

福岡市内にある来店型の施設・店舗等による感染症対策強化の工事、物品・サービス導
入経費に対する支援（工事については交付決定前の着手不可）
■締切：令和3年6月30日

国・県・市の事業者向け支援制度（補助金を除く）の申請手続きをサポート、また、行政
書士又は社会保険労務士に申請手続きを依頼した際に生じる報酬の一部を助成
■対象：全ての業種の事業主
■締切：令和4年1月31日

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
TEL 092-441-2161

地域支援第二グループ
TEL 092-441-2162

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
TEL 092-441-2161

地域支援第二グループ
TEL 092-441-2162

【市】
福岡市売上が減少した
事業者への支援事務局
TEL 092-286-7137

【市】
文化エンタメ・ハイブリッド
開催支援金受付センター
TEL 092-712-0840

【市】
感染症対応シティ促進
事業事務センター
TEL 092-707-3046

【市】
申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

GビズIDプライムアカウントの登録はお済みですか？

　下記の補助金申請には、GビズIDプライムアカ
ウントが必要です。

①ものづくり補助金
②小規模事業者持続化補助金（一般型）
※電子申請希望者のみ
③小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビ
ジネス枠）
④事業再構築補助金

GビズIDプライムアカウントの作成には、3週間
以上の時間を要します。ただし、③および④の補助
金のみ、特別に48時間程度で発行される「暫定G
ビズIDプライムアカウント」が利用できます。
申請をご検討されている方は、早めのアカウント
申請をお願いいたします。

ID取得は
こちらから
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福岡商工会議所の 経営相談窓口

※開設日は変更になる場合がございます。
※セーフティネット認定に関するご相談は、福岡市窓口（092-441-2171）にお問い合わせください。
※オンライン相談をご希望の方は右記QRコード又は下記HPよりお申し込みください。
　https://www.fukunet.or.jp/contact/contact_other/online-consultation/

※1  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）
●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。
●臨時にお休みをいただくことがございます。詳しくは右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。

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

秘密
厳守

事前
予約制無料

第3

第2

金木水
開 設 日
火月

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

予約制

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）

経営相談部

経営支援
グループ
441-1146

商工
会議所

2階

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

毎月1回（不定期）

◯

第3

第4

第3

第1

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ご相談担当者

商工会議所経営指導員

経営コンサルタント

中小企業診断士

中小企業診断士

中小企業診断士

税  理  士

社会保険労務士※1

キャリアコンサルタント※1

弁  護  士

商品装飾展示技能士

ITインストラクター

9：00～17：00

10：00～16：00

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00SEO・SEMコンサルタント
ITコンサルティング

ご相談の内容

まず、相談したい
（公的融資、補助金、経営全般）

コロナ禍特別相談
（資金繰り・経営戦略再構築）

経 営
（創業・経営革新、経営全般等）

経営安定
（倒産防止）

販売戦略・販売促進

税務・財務

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

人材確保

事業に関する

法　律

店舗改装

IT相談

IT活用・SEO対策
Web集客相談

開設時間
昼休み

12:00～13:00（　　　  ） 予約 場所
オン
ライン
相談

お問い合わせ
（市外局番092）

第3

第2月曜は
10:00～16:00

第3月曜は
10:00～16:00

受付時間
午前は11:30まで
午後は16:30まで

第3木曜は
9:00～17:00

◯

◯

◯

◯

予約制

予約制

HPより
予約

暴排相談窓口
441-1245

産業振興部
441-1119

福岡県中小企業
再生支援協議会
441-1221
福岡県承継支援・
引継ぎ支援センター
441-6922
福岡県経営改善
支援センター
441-1234
経営相談部 地域支援
第一グループ 441-2161
第二グループ 441-2162

商工会議所

9階
商工会議所

8階
商工会議所

7階
商工会議所

2階
商工会議所

6階

◯

◯

◯

　　要相談

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

福岡県
中小企業再生支援協議会

　福岡県承継支援・
引継ぎ支援センター

福岡県
経営改善支援センター

BCPに対応可能な専門家
社労士・中小企業診断士など

ワンストップ海外展開
相談窓口

暴力団など、反社会的勢力とのトラブルについて、
初期対応の方法などのご相談に応じます。暴排相談窓口

海外展開

BCP

経営改善計画
早期経営改善計画

事業承継・
引継ぎ相談

企業再生
（事業存続）

福岡商工会議所、 福岡市中小企業サポートセンター
（福岡市博多区博多駅前2丁目9-28　商工会議所ビル2階）

相談場所

経営相談部　経営支援グループ　TEL 092-441-1146予約専用

当所では三密回避と事業者の待ち時間の短縮を図るため、経営指導員による相談窓口を含め、全ての経営相談窓口が
完全予約制に変更となりました。ご利用の際は、お電話にてご予約をお願い申し上げます。
TEL 092-441-2161、092-441-2162、092-441-1146

経営相談窓口
ご利用方法変更について

（R3.4.16現在）
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FCCI NEWS 会議所の動きFCCI NEWS 会議所の動き

3.26

挨拶する安東会長

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

第109回九州商工会議所
女性会連合会役員会
九州商工会議所女性会連合会（会長＝

安東友子）は3月26日、沖縄ハーバー

ビューホテルで役員会を開催。九州各県

より、7つの女性会から27名が参加。

役員会では、事業計画等について協議

し、全件を6月開催予定の総会に上程する

こととなった。また、女性会20周年表彰・

永年会長表彰を行うなど連携を深めた。

役員会に加えて、オリオンビール㈱代

表取締役社長兼CEO早瀬京鋳氏を講師

に招き、講演会をリアルとオンラインのハ

イブリッド形式で開催した。

4.6～8

新入社員基礎講座の受講者

●検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

人材育成

福商実務研修講座
『【福岡市共催】新入社員基礎講座』
当所は4月6日から8日の3日間、福岡

市との共催で『新入社員基礎講座』を開

催し、59社147名が参加。新入社員を対

象に、受講者がビジネスパーソンとして、

プロ意識を持つことや、顧客満足度を高

めるビジネスマナーの習得を目的とした。

当日は感染拡大防止対策を徹底してリア

ル（対面式）で開催。

参加者からは「社会人としての自覚を

もって仕事に臨みたい」「お客様に与える

第一印象がとても大切であることが分

かった」などの声が聞かれた。

4.21

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会

3.24～29

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

食イベント

第38回 食品まつり 博多うまかもん市
当所食料・水産部会（部会長＝川端淳・

㈱福岡魚市場 代表取締役社長）ならびに博

多うまかもん市実行委員会（実行委員長＝

中岡生公・㈱鈴懸 代表取締役）は、3月24

日から29日の6日間、「第38回食品まつり 

博多うまかもん市」を岩田屋本店本館7階

大催事場ほか2会場で分散開催し、新規

27社を含む70社が出店した。

このような状況こそ、「食するために費や

す時間」を大切にしていただくことをコンセ

プトに、限定品やコラボ商品、自宅で楽し

めるスイーツ等を取り揃え、来場者には好

評だった。

来場者数は前回（2019 年）対比で約

42％減少したが、一人当たりの購入点数を

増やす工夫をすることで、総売上は前回対

比約90％と僅かな落ち込みに留めた。

食料・水産部会 川端部会長からの開会宣言岩田屋本店 本館7階大催事場

左上／鈴懸×パンストック
「あんぱん」
右上／ななつ星 in 九州「な
な丸」（一風堂と共同開発し
たラーメン）
左下／パティスリーパ・ド
ドゥ「ハリネズミシュークリー
ム」

【市】福岡市感染症対応シティ
促進事業（店舗の感染症対策支援）

換気や非接触などの感染症対策の費
用を支援する「福岡市感染症対応シティ
促進事業」の申請受付を開始しています。▲

申請期間　令和3年6月30日（水）まで▲

対象事業者
来店型の施設・店舗等を福岡市内に
有し、申請日時点で運営・営業してい
る中小・小規模事業者等（飲食店・
理美容店など）▲

支援内容
感染症対策強化に資する工事や物
品・サービス導入に必要な経費の
2/3（上限：60万円）▲

申請方法　オンライン、郵送▲

詳細　ホームページをご覧ください。

【お問い合わせ】
感染症対応シティ促進事業
事務センター
TEL 092-707-3046

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

第620回常議員会
当所は4月21日、第620回常議員会

を開催。当所委員会の委員長・副委員

長および委員の委嘱等について承認され

たほか、2号議員・部会長・副部会長の

選任結果の報告等を行なった。

■委員長・副委員長一覧（以下、敬称略）
《中小企業委員会》委員長：河野 武司　
副委員長：古賀 佳代子、吉次 正利

《観光委員会》委員長：髙栁 健二　副委
員長：篠崎 和敏、別府 美千代

《デジタル化推進委員会》委員長：岩﨑 
和人　副委員長：大賀 崇浩、中村 紘右

《グリーン成長戦略研究委員会》委員長：大
坪 潔晴　副委員長：金井 昌道、渡邉 剛

《魅力あるまちづくり委員会》委員長：金
子 直幹　副委員長：徳島 建征、原田 浩

司、増田 成泰

◆2号議員の選任：㈱ベスト電器（職務
執行者：代表取締役社長 小野 浩司）

◆部会長・副部会長の選任（小売商業部会）：
部会長：柴田 祐司　副部会長：後藤 孝洋
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挨拶する安東会長
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女性会
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九州商工会議所女性会連合会（会長＝

安東友子）は3月26日、沖縄ハーバー

ビューホテルで役員会を開催。九州各県

より、7つの女性会から27名が参加。

役員会では、事業計画等について協議

し、全件を6月開催予定の総会に上程する

こととなった。また、女性会20周年表彰・

永年会長表彰を行うなど連携を深めた。

役員会に加えて、オリオンビール㈱代

表取締役社長兼CEO早瀬京鋳氏を講師

に招き、講演会をリアルとオンラインのハ

イブリッド形式で開催した。

4.6～8

新入社員基礎講座の受講者

●検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

人材育成

福商実務研修講座
『【福岡市共催】新入社員基礎講座』
当所は4月6日から8日の3日間、福岡

市との共催で『新入社員基礎講座』を開

催し、59社147名が参加。新入社員を対

象に、受講者がビジネスパーソンとして、

プロ意識を持つことや、顧客満足度を高

めるビジネスマナーの習得を目的とした。

当日は感染拡大防止対策を徹底してリア

ル（対面式）で開催。

参加者からは「社会人としての自覚を

もって仕事に臨みたい」「お客様に与える

第一印象がとても大切であることが分

かった」などの声が聞かれた。
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●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会

3.24～29

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

食イベント

第38回 食品まつり 博多うまかもん市
当所食料・水産部会（部会長＝川端淳・

㈱福岡魚市場 代表取締役社長）ならびに博

多うまかもん市実行委員会（実行委員長＝

中岡生公・㈱鈴懸 代表取締役）は、3月24

日から29日の6日間、「第38回食品まつり 

博多うまかもん市」を岩田屋本店本館7階

大催事場ほか2会場で分散開催し、新規

27社を含む70社が出店した。

このような状況こそ、「食するために費や

す時間」を大切にしていただくことをコンセ

プトに、限定品やコラボ商品、自宅で楽し

めるスイーツ等を取り揃え、来場者には好

評だった。

来場者数は前回（2019 年）対比で約

42％減少したが、一人当たりの購入点数を

増やす工夫をすることで、総売上は前回対

比約90％と僅かな落ち込みに留めた。

食料・水産部会 川端部会長からの開会宣言岩田屋本店 本館7階大催事場

左上／鈴懸×パンストック
「あんぱん」
右上／ななつ星 in 九州「な
な丸」（一風堂と共同開発し
たラーメン）
左下／パティスリーパ・ド
ドゥ「ハリネズミシュークリー
ム」

【市】福岡市感染症対応シティ
促進事業（店舗の感染症対策支援）

換気や非接触などの感染症対策の費
用を支援する「福岡市感染症対応シティ
促進事業」の申請受付を開始しています。▲

申請期間　令和3年6月30日（水）まで▲

対象事業者
来店型の施設・店舗等を福岡市内に
有し、申請日時点で運営・営業してい
る中小・小規模事業者等（飲食店・
理美容店など）▲

支援内容
感染症対策強化に資する工事や物
品・サービス導入に必要な経費の
2/3（上限：60万円）▲

申請方法　オンライン、郵送▲

詳細　ホームページをご覧ください。

【お問い合わせ】
感染症対応シティ促進事業
事務センター
TEL 092-707-3046

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

第620回常議員会
当所は4月21日、第620回常議員会

を開催。当所委員会の委員長・副委員

長および委員の委嘱等について承認され

たほか、2号議員・部会長・副部会長の

選任結果の報告等を行なった。

■委員長・副委員長一覧（以下、敬称略）
《中小企業委員会》委員長：河野 武司　
副委員長：古賀 佳代子、吉次 正利

《観光委員会》委員長：髙栁 健二　副委
員長：篠崎 和敏、別府 美千代

《デジタル化推進委員会》委員長：岩﨑 
和人　副委員長：大賀 崇浩、中村 紘右

《グリーン成長戦略研究委員会》委員長：大
坪 潔晴　副委員長：金井 昌道、渡邉 剛

《魅力あるまちづくり委員会》委員長：金
子 直幹　副委員長：徳島 建征、原田 浩

司、増田 成泰

◆2号議員の選任：㈱ベスト電器（職務
執行者：代表取締役社長 小野 浩司）

◆部会長・副部会長の選任（小売商業部会）：
部会長：柴田 祐司　副部会長：後藤 孝洋
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地場企業の経営動向調査 令和2年度 第4四半期（令和3年1月～3月）
REPORT

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

今期（令和3年1～3月）の業況

令和3年1～3月の自社業況DI（全業種）は、前期から
＋0.3ポイント改善の▲40.6となり、若干ではあるが改善
したものの、依然として厳しい状況である。
業種別では、サービス業、小売業、運輸・倉庫業で改

善した一方で、製造業、卸売業、建設業においては、悪
化した。また、企業規模別では、中小企業は改善した一
方、大企業は悪化した。

次期（令和3年4～6月）の見通し

次期（令和3年4～6月）の自社業況DIは▲22.1で、今
期比＋18.5ポイントと、大幅に改善の見込みとなった。
調査開始が緊急事態宣言解除後（2/28）だったこともあ
り、コロナ発生以前の水準に戻りつつあり、事業者から
は今後に期待する声が聞かれた。

◎飲食店の時短営業・営業自粛により、食品卸はもろに
影響を受けている。消費期限の近い在庫の処理費も増
えている。（卸売業：食料品）

◎コロナの影響による移動制限やイベント自粛により、事
業収入が大幅に減少している。緊急事態宣言も解除さ
れたので、少しずつ需要が回復すると見込んでいる。
（運輸・倉庫業：旅客運送業）

◎コロナの影響により、施設の休館やイベント等を中止し
たことで影響を受けたが、次期はその反動で、来客数
が増えると見込んでいる。（サービス業：その他サービス業）

福岡商工会議所　調査 検索

■調査時点　令和3年3月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　522社（回答率26.1％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

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

若干の改善傾向だが依然として
厳しい状況、次期改善に期待感

企業の声

※前期（R2.10-12月）は前回調査結果
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善（ ➡）・悪化（⇨ ）
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善（ ➡）・悪化（⇨ ）

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲40.9
▲25.3
▲37.7
▲35.3
▲52.8
▲62.1
▲46.7
▲42.0
▲18.5

前期
（R2.10-12）

今期
（R3.1-3）

次期予測
（R3.4-6）

▲40.6 ➡
▲33.4⇨

▲52.7⇨

▲46.9⇨

▲45.6 ➡
▲57.9 ➡
▲30.7 ➡
▲41.5 ➡
▲21.8⇨

▲22.1 ➡
▲35.3⇨

▲39.2 ➡
▲7.4 ➡

▲10.9 ➡
▲26.3 ➡
▲16.9 ➡
▲24.3 ➡
26.1 ➡

■自社業況の景気判断推移（業種別）
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地場企業の経営動向調査 付帯調査：設備投資について

コロナ禍における先行きの不透明感から、各種調査では
「設備投資は下振れ」という結果が出ている。一方、政府は補
助金や税制優遇措置等の各種支援策を講じ、設備投資の促
進を図っている。これに関して当所会員の実態を調査した。

2020年度の設備投資について

「設備投資を実施した」と回答した企業は48.8％。過去
平成30年度第４四半期（2019年3月）に行った調査結果
と比較すると、▲2.6ポイント減少した。（参考：2018年
度設備投資を実施した割合 51.4％・平成30年度第4四
半期調査）
また、コロナ発生以前の当初の設備投資計画を変更ま

たは中止・延期したと回答した企業157社のうち、「コロ
ナの影響により計画を変更した」企業は約7割に及んだ。

2021年度の設備投資計画について

2021年度に「設備投資を実施する予定」の企業は34.2％。
一方、コロナ禍により先行きが不透明なこともあり、「現時点
では未定（41.0％）」と回答した企業は約4割に上った。過去
平成30年度第4四半期（2019年3月）に行った「2019年度
の設備投資計画」の調査結果と比較すると、「未定」と回答し
た企業は約1割増加しており、設備投資に慎重な姿勢がうか
がえる。（参考：2019年度設備投資計画で「未定」と回答した
割合28.9％・平成30年度第4四半期調査）

2020年度設備投資実施は
コロナ禍により減少、
2021年度も慎重な姿勢

◎空調をウイルス対応型に変えたい。来店客の安全、安
心感が得られると思う。（小売業：繊維・身回り品）

◎ホームページ、通販ツールの新たな開発を行い、酒類を
エンドユーザーへ直接販売する販路構築を予定している。
補助・助成は利用したいと考えている。（卸売業：食料品）

◎コロナ禍により老朽化対応の計画を先延ばしにしている
が、いずれ取り組む必要がある。そのようなものに関する
補助があれば助かる。（サービス業：不動産賃貸業・管理業）

REPORT

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

□2020年度の設備投資は約4割超で実施されたもの
の、2018年度の設備投資状況と比べると減少した。

□また、2021年度の設備投資計画では、設備投資を
予定している企業は約3割。一方、「未定」と回答し
た企業は約4割で、コロナ禍による先行きの不透明
感から設備投資に対して慎重な姿勢がうかがえる。

□長引くコロナ禍で依然として先行きは不透明であるが、
2021年度にテレワークやDX対応、ECサイト構築と
いった生産性向上や業態転換に取り組む企業もある。
当所としては、事業継続に向けたウィズコロナ対応を行
いつつ、アフターコロナを見据えた中小企業のデジタル
実装促進支援を行なっていく。また、国や行政に対し
て設備投資を促進する支援策の充実を要望していく。

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

設備投資を実施・積極化する条件

設備投資を実施・積極化する条件として、「業績の改善」
と回答した企業が62.3％と最も多く、次いで「今後の経済
回復への期待」が51.3％、「補助金・助成金の創設・拡充」
が30.3％となった。自社業績の改善もさることながら、コ
ロナ禍により疲弊した経済の回復を期待する声が多い。

■2020年度の設備投資状況（全業種・n=522）

■設備投資を実施・積極化する条件（複数回答・n=522）

■ 当初の計画通り、実施した
■ 当初の計画を変更し、拡大して実施した
■ 当初の計画を変更し、縮小して実施した
■ 実施の予定ではなかったが、実施した
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■2021年度の設備投資計画（全業種・n=522）

■ 規模を拡大して実施予定
■ 2020年度と同水準で実施予定
■ 規模を縮小して実施予定
■ 実施しない予定
■ 現時点では未定
■ 未記入

設備投資を実施する予定 34.2%
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　五入しているため、合計しても必ず
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17.4%
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地場企業の経営動向調査 付帯調査：設備投資について

コロナ禍における先行きの不透明感から、各種調査では
「設備投資は下振れ」という結果が出ている。一方、政府は補
助金や税制優遇措置等の各種支援策を講じ、設備投資の促
進を図っている。これに関して当所会員の実態を調査した。

2020年度の設備投資について

「設備投資を実施した」と回答した企業は48.8％。過去
平成30年度第４四半期（2019年3月）に行った調査結果
と比較すると、▲2.6ポイント減少した。（参考：2018年
度設備投資を実施した割合 51.4％・平成30年度第4四
半期調査）
また、コロナ発生以前の当初の設備投資計画を変更ま

たは中止・延期したと回答した企業157社のうち、「コロ
ナの影響により計画を変更した」企業は約7割に及んだ。

2021年度の設備投資計画について

2021年度に「設備投資を実施する予定」の企業は34.2％。
一方、コロナ禍により先行きが不透明なこともあり、「現時点
では未定（41.0％）」と回答した企業は約4割に上った。過去
平成30年度第4四半期（2019年3月）に行った「2019年度
の設備投資計画」の調査結果と比較すると、「未定」と回答し
た企業は約1割増加しており、設備投資に慎重な姿勢がうか
がえる。（参考：2019年度設備投資計画で「未定」と回答した
割合28.9％・平成30年度第4四半期調査）

2020年度設備投資実施は
コロナ禍により減少、
2021年度も慎重な姿勢

◎空調をウイルス対応型に変えたい。来店客の安全、安
心感が得られると思う。（小売業：繊維・身回り品）

◎ホームページ、通販ツールの新たな開発を行い、酒類を
エンドユーザーへ直接販売する販路構築を予定している。
補助・助成は利用したいと考えている。（卸売業：食料品）

◎コロナ禍により老朽化対応の計画を先延ばしにしている
が、いずれ取り組む必要がある。そのようなものに関する
補助があれば助かる。（サービス業：不動産賃貸業・管理業）

REPORT

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

□2020年度の設備投資は約4割超で実施されたもの
の、2018年度の設備投資状況と比べると減少した。

□また、2021年度の設備投資計画では、設備投資を
予定している企業は約3割。一方、「未定」と回答し
た企業は約4割で、コロナ禍による先行きの不透明
感から設備投資に対して慎重な姿勢がうかがえる。

□長引くコロナ禍で依然として先行きは不透明であるが、
2021年度にテレワークやDX対応、ECサイト構築と
いった生産性向上や業態転換に取り組む企業もある。
当所としては、事業継続に向けたウィズコロナ対応を行
いつつ、アフターコロナを見据えた中小企業のデジタル
実装促進支援を行なっていく。また、国や行政に対し
て設備投資を促進する支援策の充実を要望していく。

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

設備投資を実施・積極化する条件

設備投資を実施・積極化する条件として、「業績の改善」
と回答した企業が62.3％と最も多く、次いで「今後の経済
回復への期待」が51.3％、「補助金・助成金の創設・拡充」
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■ 2020年度と同水準で実施予定
■ 規模を縮小して実施予定
■ 実施しない予定
■ 現時点では未定
■ 未記入
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東
区

博
多
区

エステサロン経営

工業用ゴム製品卸売販売

引越し、遺品整理、ゴミ屋敷片付け

子供服販売・通販

宿泊業

核シェルター事業（不動産業）

イベント企画・運営

IoT関連システム等の開発及び販売

弁護士業（企業法務、企業労務、相続）

旅行業

マッサージ・指圧・鍼

環境機械製造・販売

時計・宝石・眼鏡小売業

商品販売業（主に女性向け輸入衣類の販売）

交通誘導、雑踏警備

鮮魚飲食店卸売

ネット指導付き教材販売

社会保険労務士事務所

受託ソフトウェア開発

テレビ番組、広報PR向け映像制作

健康食品、不動産、美容、健康、ダイエット、パーティ、恋活

司法書士事務所

足と爪のトラブル専門店

占い

整体業、指圧、ほぐし

美容業（エステサロン経営）

インテリア雑貨製作と販売

社会保険労務士法人

お客様からありがとうと言われる仕事づくりを取り組みます

特に型物形成品に力を入れております。お気軽にご相談ください

まごころ片付け福岡は九州内引越し、遺品整理、ゴミ屋敷片付けの作業

カラフルでかわいい！ 北欧のオーガニックコットン子供服専門店

テレワーク、ワーケーション対応型の宿泊施設です

核シェルター事業

音楽をベースにイベントを企画。音楽は時空を超え、寄り添うものです

遠隔業務に関するオンラインサービスでコロナ対策を支援します

弁護士、社労士、税理士、司法書士を有する総合リーガルファーム

お客様のライフシーンに寄り添った最適な旅をご提案します

指圧マッサージ針rest。YouTube健康CH配信中！！

低炭素から脱炭素への豊さの道。SE-DAS（株）は環境改善の事業です

時計の修理等、ご相談お受けしています。お気軽にご来店ください

西欧からの女性向け衣類の輸入販売をしています

接客に自信がある警備会社。工事、商業施設、なんでも対応できます

人と人とのつながりを大事に、皆様に喜ばれる鮮魚を提供しています

小中学生用教科書準拠によるネット指導塾。費用は通塾の半額

創業支援・給与計算が強みの事務所です。お気軽にお問い合わせください

オフショアでの開発を検討の方は、是非、ご相談ください

発達障害をテーマとした情報番組をJ:COM福岡にてスタート

明治大学ラグビーのガッツで頑張りますのでよろしくお願いします

相続手続きでお困り事があれば気軽にご相談ください

足もとから皆さまの健康をサポートする足と爪のトラブル専門店

四柱推命と手相の鑑定をしております。未来予測にお使いください

おかげ様で14年！ こだわってやってます。本当にキツイ時にでも！

痩身、美顔でお悩みの方

廃棄されたワイン瓶を加工したシンプルなガラス製品を製作販売

「助成金申請」や「就業規則作成」はお任せください！

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-517-1284

092-691-6629

090-3419-4765

092-775-5052

092-672-3882

092-600-4666

080-2671-0138

092-433-5168

092-433-8711

092-451-2500

092-483-5251

092-292-4270

092-431-0475

092-473-6201

092-516-4556

092-272-0469

092-433-3661

092-260-5478

092-600-0118

050-3718-0240

070-3537-7514

092-753-6303

092-403-4624

080-1482-2043

092-526-8680

092-523-7225

092-404-6768

092-534-8677

東
区

南
区

料理教室

スチール製オフィス家具の製造、販売

ジュエリー製造、販売

吹奏楽の楽譜販売

飲食店

住宅設備機器販売（海外メーカー商品）

広告撮影のヘアメイク、スタイリスト、フードスタイリスト

シザー・販売・メンテナンス

訪問介護事業

ゴルフレッスン事業

料理教室

宝飾品貴金属卸、小売

ソフトウェア、アプリの開発

タクシー業務及び観光案内

菓子製造販売

運転代行業

ドライブレコーダー等のカー用品販売及び取付

美容業

喋り方教室

麻雀店

リラクゼーション

オリジナルウェア・グッズの製作・販売（小売業）

ヨガ養成・教室・スクール　セラピスト育成・サロン運営

食品関連の経営コンサルタント

中古船舶、中古船舶エンジンの輸出入

IT人材教育事業

初心者歓迎！ 簡単・手軽におもてなし料理がつくれます

スチール製オフィス家具の製造。オリジナル加工にも対応します

オーダー婦人服、ジュエリーリフォーム等ご相談ください

楽譜のネット販売及び演奏会のパンフレット等の制作を請け負います

会社等の催事にてキッチンカーでの元祖博多たこやき出張販売！

浴室キッチン洗面トイレなどの住宅設備機器を販売加工します

現役メイクアップアーティストが直接指導するメイクスクールです

出張でハサミ研ぎします。お預かり時間約30分

高齢者や障がい者・児の生活支援を訪問介護で支援しています

福岡ゴルフクリニックでマンツーマンレッスンを受けてみませんか

発酵食で健康な身体作りを普及する活動をしています

基本は人とのふれあいです

IT人材派遣、IT人材教育他、システム開発等をお手伝いします

九州福岡の観光地に国内外のお客様を御案内します

お店やイベント等のオリジナルデザインラベルのラスクを作ります

運転代行（お昼も含む）、お墓のお掃除代行、遺品整理を行っています

生産工場との直接取引により格安販売を実現。出張にて取付します

丁寧な技術が驚きのお値段で！ キレイをお手伝いします！

アナウンサーの経験を生かしてTPOに合わせた喋り方を教えます

麻雀を頭のスポーツと位置付けて明るく楽しい店作りをします

100%天然なエッセンシャルオイルを使用し、お客様の健康をサポート

オリジナルウェア、グッズの制作のお手伝いをします

健康運動指導者の受託、ヨガ・アロマサロンの運営、セラピスト育成事業

食品に関する商品開発と食品表示法に基づく表示作成の実施をする

世界に広げる日本の技術。中古船舶のことならお任せください

1社月額5万円～定額制研修SEカレッジで社員の成長をサポート

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
博
多
区

中
央
区

090-3732-2550

092-524-3416

092-523-6361

092-739-0131

092-531-6835

092-524-0033

092-522-5353

092-566-4143

092-564-3010

092-408-2562

090-3466-8890

092-555-3986

092-408-1419

080-2695-9914

090-8415-3669

092-410-5406

092-980-4201

092-864-5488

090-4987-5812

050-5436-2592

080-8123-6139

092-400-0700

092-707-6525

090-5295-6699

092-573-1611

03-6685-5420

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

大
野
城
市
東
京
都

（株）Excellent  Luck

（有）福岡ラバーテック

偉世（株）

（株）シーソー

（株）カスミ

（同）エムアイ

（株）アートハーツ

Atlas  Direction（株）

弁護士法人菰田法律事務所

（株）タビックスジャパン  福岡支店

rest

SE－DAS（株）

（有）オガタ宝飾店

East  Euro  Trading  Co．

梵  そよぎ

おかもと水産（株）

イースクールコジマ

トモ社会保険労務士事務所

（株）ベトナムオフショア開発

（株）CELTIS

（株）ENTER JAPAN

ふくおか司法書士法人

フット専門店  a  Sea

亀占

薬院そらち整体

すいな

UPCYCLE  ART  and  CRAFT

あひる社会保険労務士法人

料理教室  Maki  Method

（株）カルカヤ

（株）彩成  ヒトミハマジュエルサロン

（株）エムツープラン

（株）石井商店  くりーむみっくす本舗

（株）ハウゼックコーポレーション

フレーム

SYシザーサービス

ワンライト（同）

（株）丸福

一般社団法人発酵食健康推進協会

（株）ヨシキン

フィンクリエイト（同）

個人関本タクシー

ポジティブプラス

（株）office裕

（株）カー＆サポートゆう

LUANA　HAIR

スピーチマルシェ

（株）アミューズ41

アロマ．スタジオ．ひなの

（株）ボネオ

WSC

DBSデリカビジネスサポート

（株）A－NEXT

（株）SEプラス

福岡市東区松崎4-40-30

福岡市東区青葉3-37-7

福岡市東区蒲田1-1564-1

福岡市東区名島4-5-1-103

福岡市東区香椎駅東4-34-62

福岡市博多区博多駅前1-21-20  8階16号

福岡市博多区博多駅前2-10-12-708

福岡市博多区博多駅前2-19-29  博多相互ビル5階

福岡市博多区博多駅前2-20-1  大博多ビル8階

福岡市博多区博多駅前3-6-12  オヌキ博多駅前ビル3階

福岡市博多区博多駅前4-8-12  第5シスコンビル1階

福岡市博多区博多駅前4-33-7-201号

福岡市博多区博多駅中央街  地下5号

福岡市博多区博多駅南5-22-7-404

福岡市博多区比恵町1-18-810

福岡市博多区中洲2-1-10  しんばしストアービル1階

福岡市博多区東比恵2-17-23-903

福岡市博多区東比恵3-24-24-502

福岡市中央区天神1-1-1  アクロス福岡1階

福岡市中央区大名1-3-7  サウスステージⅠ  3階

福岡市中央区大名1-9-14-703

福岡市中央区大名2-1-35  4階

福岡市中央区大名2-2-57  藤和サンコープ大名306

福岡市中央区大名2-10-39  サンマリノビル402

福岡市中央区薬院3-16-35  大山ビル206

福岡市中央区薬院4-6-22  トーカンマンション浄水通803

福岡市中央区桜坂1-12-46  桜坂ハイツ407

福岡市中央区平尾2-3-24  ビバーン平尾2階

福岡市中央区平尾3-10-3-702

福岡市中央区平尾3-16-17

福岡市中央区平尾浄水町8-14  ガーデンヒルズ浄水Ⅱ

福岡市中央区荒戸1-1-3  大濠JOYビル5階

福岡市中央区平和3-2-25

福岡市南区大楠3-12-27

福岡市南区高宮2-9-27-201

福岡市南区桧原4-17-33

福岡市南区桧原7-2-15  サンライズ・ミナミ1階

福岡市南区野間4-2-15

福岡市南区向野1-3-14  A-1

福岡市南区三宅3-22-29

福岡市南区大橋2-11-8  築地第一ビル505

福岡市南区弥永2-4-17

福岡市城南区茶山6-16-20-102

福岡市城南区長尾5-9-17-301

福岡市城南区堤1-9-33

福岡市城南区神松寺2-1-15

福岡市早良区室見3-9-3

福岡市早良区西新3-2-4  アーク西新4階

福岡市早良区西新4-6-6  ロマネスク西新第5-1207

福岡市早良区西新7-1-57  田村ビル1階

福岡市早良区有田4-1-37  ツインリッチ有田2階

福岡市西区室見が丘3-11-3

大野城市白木原3-5-29

東京都千代田区二番町11-19  興和二番町ビル2階

建設業

建設業

足場機材レンタル、工事

小売りソフトウェア開発

エステ

飲食店

九州ゼット（株）

（株）和司総建

セイシン（株）

AMERICA雑貨  時代屋クラウドビット（同）

（株）Loasis

ごはんや飯すけ

中
央
区

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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東
区

博
多
区

エステサロン経営

工業用ゴム製品卸売販売

引越し、遺品整理、ゴミ屋敷片付け

子供服販売・通販

宿泊業

核シェルター事業（不動産業）

イベント企画・運営

IoT関連システム等の開発及び販売

弁護士業（企業法務、企業労務、相続）

旅行業

マッサージ・指圧・鍼

環境機械製造・販売

時計・宝石・眼鏡小売業

商品販売業（主に女性向け輸入衣類の販売）

交通誘導、雑踏警備

鮮魚飲食店卸売

ネット指導付き教材販売

社会保険労務士事務所

受託ソフトウェア開発

テレビ番組、広報PR向け映像制作

健康食品、不動産、美容、健康、ダイエット、パーティ、恋活

司法書士事務所

足と爪のトラブル専門店

占い

整体業、指圧、ほぐし

美容業（エステサロン経営）

インテリア雑貨製作と販売

社会保険労務士法人

お客様からありがとうと言われる仕事づくりを取り組みます

特に型物形成品に力を入れております。お気軽にご相談ください

まごころ片付け福岡は九州内引越し、遺品整理、ゴミ屋敷片付けの作業

カラフルでかわいい！ 北欧のオーガニックコットン子供服専門店

テレワーク、ワーケーション対応型の宿泊施設です

核シェルター事業

音楽をベースにイベントを企画。音楽は時空を超え、寄り添うものです

遠隔業務に関するオンラインサービスでコロナ対策を支援します

弁護士、社労士、税理士、司法書士を有する総合リーガルファーム

お客様のライフシーンに寄り添った最適な旅をご提案します

指圧マッサージ針rest。YouTube健康CH配信中！！

低炭素から脱炭素への豊さの道。SE-DAS（株）は環境改善の事業です

時計の修理等、ご相談お受けしています。お気軽にご来店ください

西欧からの女性向け衣類の輸入販売をしています

接客に自信がある警備会社。工事、商業施設、なんでも対応できます

人と人とのつながりを大事に、皆様に喜ばれる鮮魚を提供しています

小中学生用教科書準拠によるネット指導塾。費用は通塾の半額

創業支援・給与計算が強みの事務所です。お気軽にお問い合わせください

オフショアでの開発を検討の方は、是非、ご相談ください

発達障害をテーマとした情報番組をJ:COM福岡にてスタート

明治大学ラグビーのガッツで頑張りますのでよろしくお願いします

相続手続きでお困り事があれば気軽にご相談ください

足もとから皆さまの健康をサポートする足と爪のトラブル専門店

四柱推命と手相の鑑定をしております。未来予測にお使いください

おかげ様で14年！ こだわってやってます。本当にキツイ時にでも！

痩身、美顔でお悩みの方

廃棄されたワイン瓶を加工したシンプルなガラス製品を製作販売

「助成金申請」や「就業規則作成」はお任せください！

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-517-1284

092-691-6629

090-3419-4765

092-775-5052

092-672-3882

092-600-4666

080-2671-0138

092-433-5168

092-433-8711

092-451-2500

092-483-5251

092-292-4270

092-431-0475

092-473-6201

092-516-4556

092-272-0469

092-433-3661

092-260-5478

092-600-0118

050-3718-0240

070-3537-7514

092-753-6303

092-403-4624

080-1482-2043

092-526-8680

092-523-7225

092-404-6768

092-534-8677

東
区

南
区

料理教室

スチール製オフィス家具の製造、販売

ジュエリー製造、販売

吹奏楽の楽譜販売

飲食店

住宅設備機器販売（海外メーカー商品）

広告撮影のヘアメイク、スタイリスト、フードスタイリスト

シザー・販売・メンテナンス

訪問介護事業

ゴルフレッスン事業

料理教室

宝飾品貴金属卸、小売

ソフトウェア、アプリの開発

タクシー業務及び観光案内

菓子製造販売

運転代行業

ドライブレコーダー等のカー用品販売及び取付

美容業

喋り方教室

麻雀店

リラクゼーション

オリジナルウェア・グッズの製作・販売（小売業）

ヨガ養成・教室・スクール　セラピスト育成・サロン運営

食品関連の経営コンサルタント

中古船舶、中古船舶エンジンの輸出入

IT人材教育事業

初心者歓迎！ 簡単・手軽におもてなし料理がつくれます

スチール製オフィス家具の製造。オリジナル加工にも対応します

オーダー婦人服、ジュエリーリフォーム等ご相談ください

楽譜のネット販売及び演奏会のパンフレット等の制作を請け負います

会社等の催事にてキッチンカーでの元祖博多たこやき出張販売！

浴室キッチン洗面トイレなどの住宅設備機器を販売加工します

現役メイクアップアーティストが直接指導するメイクスクールです

出張でハサミ研ぎします。お預かり時間約30分

高齢者や障がい者・児の生活支援を訪問介護で支援しています

福岡ゴルフクリニックでマンツーマンレッスンを受けてみませんか

発酵食で健康な身体作りを普及する活動をしています

基本は人とのふれあいです

IT人材派遣、IT人材教育他、システム開発等をお手伝いします

九州福岡の観光地に国内外のお客様を御案内します

お店やイベント等のオリジナルデザインラベルのラスクを作ります

運転代行（お昼も含む）、お墓のお掃除代行、遺品整理を行っています

生産工場との直接取引により格安販売を実現。出張にて取付します

丁寧な技術が驚きのお値段で！ キレイをお手伝いします！

アナウンサーの経験を生かしてTPOに合わせた喋り方を教えます

麻雀を頭のスポーツと位置付けて明るく楽しい店作りをします

100%天然なエッセンシャルオイルを使用し、お客様の健康をサポート

オリジナルウェア、グッズの制作のお手伝いをします

健康運動指導者の受託、ヨガ・アロマサロンの運営、セラピスト育成事業

食品に関する商品開発と食品表示法に基づく表示作成の実施をする

世界に広げる日本の技術。中古船舶のことならお任せください

1社月額5万円～定額制研修SEカレッジで社員の成長をサポート

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
博
多
区

中
央
区

090-3732-2550

092-524-3416

092-523-6361

092-739-0131

092-531-6835

092-524-0033

092-522-5353

092-566-4143

092-564-3010

092-408-2562

090-3466-8890

092-555-3986

092-408-1419

080-2695-9914

090-8415-3669

092-410-5406

092-980-4201

092-864-5488

090-4987-5812

050-5436-2592

080-8123-6139

092-400-0700

092-707-6525

090-5295-6699

092-573-1611

03-6685-5420

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

大
野
城
市
東
京
都

（株）Excellent  Luck

（有）福岡ラバーテック

偉世（株）

（株）シーソー

（株）カスミ

（同）エムアイ

（株）アートハーツ

Atlas  Direction（株）

弁護士法人菰田法律事務所

（株）タビックスジャパン  福岡支店

rest

SE－DAS（株）

（有）オガタ宝飾店

East  Euro  Trading  Co．

梵  そよぎ

おかもと水産（株）

イースクールコジマ

トモ社会保険労務士事務所

（株）ベトナムオフショア開発

（株）CELTIS

（株）ENTER JAPAN

ふくおか司法書士法人

フット専門店  a  Sea

亀占

薬院そらち整体

すいな

UPCYCLE  ART  and  CRAFT

あひる社会保険労務士法人

料理教室  Maki  Method

（株）カルカヤ

（株）彩成  ヒトミハマジュエルサロン

（株）エムツープラン

（株）石井商店  くりーむみっくす本舗

（株）ハウゼックコーポレーション

フレーム

SYシザーサービス

ワンライト（同）

（株）丸福

一般社団法人発酵食健康推進協会

（株）ヨシキン

フィンクリエイト（同）

個人関本タクシー

ポジティブプラス

（株）office裕

（株）カー＆サポートゆう

LUANA　HAIR

スピーチマルシェ

（株）アミューズ41

アロマ．スタジオ．ひなの

（株）ボネオ

WSC

DBSデリカビジネスサポート

（株）A－NEXT

（株）SEプラス

福岡市東区松崎4-40-30

福岡市東区青葉3-37-7

福岡市東区蒲田1-1564-1

福岡市東区名島4-5-1-103

福岡市東区香椎駅東4-34-62

福岡市博多区博多駅前1-21-20  8階16号

福岡市博多区博多駅前2-10-12-708

福岡市博多区博多駅前2-19-29  博多相互ビル5階

福岡市博多区博多駅前2-20-1  大博多ビル8階

福岡市博多区博多駅前3-6-12  オヌキ博多駅前ビル3階

福岡市博多区博多駅前4-8-12  第5シスコンビル1階

福岡市博多区博多駅前4-33-7-201号

福岡市博多区博多駅中央街  地下5号

福岡市博多区博多駅南5-22-7-404

福岡市博多区比恵町1-18-810

福岡市博多区中洲2-1-10  しんばしストアービル1階

福岡市博多区東比恵2-17-23-903

福岡市博多区東比恵3-24-24-502

福岡市中央区天神1-1-1  アクロス福岡1階

福岡市中央区大名1-3-7  サウスステージⅠ  3階

福岡市中央区大名1-9-14-703

福岡市中央区大名2-1-35  4階

福岡市中央区大名2-2-57  藤和サンコープ大名306

福岡市中央区大名2-10-39  サンマリノビル402

福岡市中央区薬院3-16-35  大山ビル206

福岡市中央区薬院4-6-22  トーカンマンション浄水通803

福岡市中央区桜坂1-12-46  桜坂ハイツ407

福岡市中央区平尾2-3-24  ビバーン平尾2階

福岡市中央区平尾3-10-3-702

福岡市中央区平尾3-16-17

福岡市中央区平尾浄水町8-14  ガーデンヒルズ浄水Ⅱ

福岡市中央区荒戸1-1-3  大濠JOYビル5階

福岡市中央区平和3-2-25

福岡市南区大楠3-12-27

福岡市南区高宮2-9-27-201

福岡市南区桧原4-17-33

福岡市南区桧原7-2-15  サンライズ・ミナミ1階

福岡市南区野間4-2-15

福岡市南区向野1-3-14  A-1

福岡市南区三宅3-22-29

福岡市南区大橋2-11-8  築地第一ビル505

福岡市南区弥永2-4-17

福岡市城南区茶山6-16-20-102

福岡市城南区長尾5-9-17-301

福岡市城南区堤1-9-33

福岡市城南区神松寺2-1-15

福岡市早良区室見3-9-3

福岡市早良区西新3-2-4  アーク西新4階

福岡市早良区西新4-6-6  ロマネスク西新第5-1207

福岡市早良区西新7-1-57  田村ビル1階

福岡市早良区有田4-1-37  ツインリッチ有田2階

福岡市西区室見が丘3-11-3

大野城市白木原3-5-29

東京都千代田区二番町11-19  興和二番町ビル2階

建設業

建設業

足場機材レンタル、工事

小売りソフトウェア開発

エステ

飲食店

九州ゼット（株）

（株）和司総建

セイシン（株）

AMERICA雑貨  時代屋クラウドビット（同）

（株）Loasis

ごはんや飯すけ

中
央
区

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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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。

※新型コロナ感染症への対策として別枠がございます。（最近1カ月の売上高が前年または前々年の同時期と比較して5％以上減少している方）
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。

（令和3年4月1日現在）

金利

年1.21％

お問い合わせ／地域支援グループ　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

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

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（部分保証の場合は5,000万円）
10年以内（据置期間5年以内）
金融機関所定
0.2％（保証料の一部を国が補助）
令和3年4月1日～令和4年3月31日協会受付分まで
必要に応じて徴求
原則、法人代表者のみ※

市町村から以下のいずれかの認定を受け、経営行動に係る計画を策定した中小企業者
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15％以上減少）
③危機関連保証（売上高15％以上減少）
※①、③は、新型コロナウイルス感染症に係るものに限ります。

融資限度額
融資期間
融資利率

信用保証料（当初）
取扱期間
担　　保
連帯保証人

融資対象者

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・小規模事業者の皆さまが
金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、保証
料の一部を補助します。

新商品「伴走支援型特別保証制度」のご案内

※一定の要件を充たす場合、連帯保証人が免除されます。

PR

＊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。

クラウド会計を活用し、
経理事務を効率化したい。

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
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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。

※新型コロナ感染症への対策として別枠がございます。（最近1カ月の売上高が前年または前々年の同時期と比較して5％以上減少している方）
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。

（令和3年4月1日現在）

金利

年1.21％

お問い合わせ／地域支援グループ　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

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

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（部分保証の場合は5,000万円）
10年以内（据置期間5年以内）
金融機関所定
0.2％（保証料の一部を国が補助）
令和3年4月1日～令和4年3月31日協会受付分まで
必要に応じて徴求
原則、法人代表者のみ※

市町村から以下のいずれかの認定を受け、経営行動に係る計画を策定した中小企業者
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15％以上減少）
③危機関連保証（売上高15％以上減少）
※①、③は、新型コロナウイルス感染症に係るものに限ります。

融資限度額
融資期間
融資利率

信用保証料（当初）
取扱期間
担　　保
連帯保証人

融資対象者

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・小規模事業者の皆さまが
金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、保証
料の一部を補助します。

新商品「伴走支援型特別保証制度」のご案内

※一定の要件を充たす場合、連帯保証人が免除されます。

PR

＊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。

クラウド会計を活用し、
経理事務を効率化したい。

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

 

博多伝統芸能館　公演のご案内！
-------------------------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみま
せんか？ 新型コロナウイルス感染拡
大に伴い、感染予防の取り組みを実
施しながら、公演を再開しています! 
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＝5月29日（土）13:00～13:50、6月10日
（木）16:00～16:50、6月26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15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画像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。

劇団四季ミュージカル『キャッツ』
-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】平日夜：

9,900円→9,000円、平日昼・土夜：11,000円
→10,000円、初日夜・土日祝昼：12,100円→
11,000円、【S席良席ペアシートプラン】9～10月
土日祝の昼公演　2名1組限定で良席ペアシート
を設定しております●対象日程＝7月27日（火）～
10月31日（日）●申込締切＝ご希望公演日の10
日前まで●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
※2歳以下入場不可。
※発熱等によりご来場が困難な場合、事前に劇団
四季福岡オフィスまでご連絡ください。

※発熱等の体調不良の場合に限り取消を承ります
が、手数料としてチケット代金（定価）の20%を
頂戴します。

※劇場では、常時マスクの着用が必要となります。
マスクを着用していない場合、入場をお断りす
る場合がございます。

イベント

福岡商工会議所からのご案内
※掲載の価格は全て税込です。

福商優待サービス

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

会員事業所の従業員の方なら
どなたでもお申し込みいただけます。

PR
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税務Q&A

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

また、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる
際に提出する本人（委任者）からの委任状等についても、
押印が不要となりました。ただし、実印の押印及び印鑑
登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認してい
る特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、
引き続き、委任状への押印等が必要となりますので、注
意が必要です。

国税庁のHPに用意されている申告書等の様式は押印
欄の無い様式に順次更新されていく予定のようです。更
新前の押印欄のある様式について、様式自体はそのまま
使用できますが、押印欄への押印は不要です。また、押
印が不要である税務書類について、任意で押印していた
だいても差し支えありませんが、押印の有無によって効
力に影響が生じることはありません。
振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、
金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印
（銀行印）の押印が必要な場合があります。（e-Taxを利
用する場合は押印が不要。）

コロナ禍において「人との接触を避ける」ことが求めら
れた時から、契約書をはじめとする「紙の書類」をどうす
るかが問題となっています。税務に関しても同様の問題
が生じており、電子化を進めることが従来以上に求めら
れるようになりました。
令和3年の税制改正においては、上記のような押印の
簡素化だけでなく種々の改正がなされています。税制改
正に関する疑問等がありましたらお近くの税理士にご相
談ください。

税金を納付する際の申告書に押印する
必要がなくなったと聞きました。具体的に
教えてください。

国税に関する法令に基づき税務署長等
に提出される申告書等（以下、「税務関係
書類」という）については、これまで提出

者等の押印をしなければならないこととされていました
が、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以
降、次の①②を除いて、押印を要しないこととされてい
ます。

①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

これは、コロナ禍の下、政府全体の行政手続の簡素
化の一つとしての、押印義務の見直しの方針を踏まえ、
税務署長等に提出する税務関係書類において、実印及
び印鑑証明書を求めている手続等を除き、押印義務を
廃止したものです。（地方公共団体の長に提出する地方
税関係書類についても同様。）

A

Q

確定申告書等の税務関係書類への
押印義務の廃止について

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　山本 教貴

※上記のほか、国税の犯則調査手続における質問調書等への押印義務は存置。

1）全般（例：確定申告書、給与
所得者の扶養控除等申告書）

2）担保提供関係書類（例：不動
産抵当権設定登記承諾書、第三
者による納税保証書）

3）遺産分割協議書（例：相続税・
贈与税の特例における添付書類）

原則

押印の要否税務関係書類の分類

不要

要例外

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

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

福岡県暴力団排除条例が改正され、県民、事業者等が禁止行為（※）を行ったことについて自ら進んで申告し、再び禁
止行為を行わないことを誓約した場合、公安委員会は、勧告（行為の是正を求めること）を行わないこととされました。
暴力団からの不当要求を現に受けている場合はもちろん、過去に暴力団に対してみかじめ料など金品を供与したことが
ある場合も、最寄りの警察署又は暴力追放ダイヤルに相談してください。
県警察は、暴力団排除に取り組もうとする事業者を保護し、暴力団と決別することを全力で後押しします。

覚醒剤や大麻、麻薬などの薬物の乱用は、あなたの健康やあなたの周りの人々に計り知れない悪影響をもたらします。
たとえ1回だけでも「乱用」です。絶対に使わないでください。

企業対象暴力対策の推進
～暴力団との関係遮断を後押しします～

薬物乱用防止
覚醒剤・大麻等の薬物乱用防止～「ダメ！ ゼッタイ！」

危機管理
情報室

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

薬物を勧められたり、身近な人が持っていたりしませんか？
そんな時は一人で悩まず、ご相談ください。

【規制されている主な違法薬物】
覚醒剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、向精神薬、
危険ドラッグ

【薬物乱用の危険性】
●自分の意志ではやめられない
薬物の依存性と耐性により、自分の意志だけではやめる
ことができない。
●薬物の影響で凶悪な事件を起こす
薬物の乱用により、幻覚、妄想が現れ、殺人等の重大犯
罪を引き起こす。
●薬物欲しさに犯罪を犯す
薬物を入手する金欲しさに事件を起こす。
●友達や家族を失う
薬物に溺れ、人間関係が崩壊、孤立する。

お問い合わせ先
福岡県警察本部 薬物銃器対策課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

【薬物乱用に関する相談窓口】
●薬物110番

電話 （092）641-4444
●福岡県警察相談メール
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※禁止行為
○暴力団の活動又は運営に協力する目的での利益供与
○暴力団員に自己の名義を使用させること
○暴力団事務所として使用されることを知っての不動産譲
渡等に係る契約若しくは契約の代理又は媒介

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

福岡県暴力団排除条例が改正され、県民、事業者等が禁止行為（※）を行ったことについて自ら進んで申告し、再び禁
止行為を行わないことを誓約した場合、公安委員会は、勧告（行為の是正を求めること）を行わないこととされました。
暴力団からの不当要求を現に受けている場合はもちろん、過去に暴力団に対してみかじめ料など金品を供与したことが

ある場合も、最寄りの警察署又は暴力追放ダイヤルに相談してください。
県警察は、暴力団排除に取り組もうとする事業者を保護し、暴力団と決別することを全力で後押しします。

覚醒剤や大麻、麻薬などの薬物の乱用は、あなたの健康やあなたの周りの人々に計り知れない悪影響をもたらします。
たとえ1回だけでも「乱用」です。絶対に使わないでください。

企業対象暴力対策の推進
～暴力団との関係遮断を後押しします～

薬物乱用防止
覚醒剤・大麻等の薬物乱用防止～「ダメ！ ゼッタイ！」

危機管理
情報室

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

薬物を勧められたり、身近な人が持っていたりしませんか？
そんな時は一人で悩まず、ご相談ください。

【規制されている主な違法薬物】
覚醒剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、向精神薬、
危険ドラッグ

【薬物乱用の危険性】
●自分の意志ではやめられない
薬物の依存性と耐性により、自分の意志だけではやめる
ことができない。

●薬物の影響で凶悪な事件を起こす
薬物の乱用により、幻覚、妄想が現れ、殺人等の重大犯
罪を引き起こす。

●薬物欲しさに犯罪を犯す
薬物を入手する金欲しさに事件を起こす。

●友達や家族を失う
薬物に溺れ、人間関係が崩壊、孤立する。

お問い合わせ先
福岡県警察本部 薬物銃器対策課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

【薬物乱用に関する相談窓口】
●薬物110番

電話 （092）641-4444
●福岡県警察相談メール
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

ティー担当者、従業員はそれぞれ次に挙げる対策を実施
してほしい。

経営者は、テレワークにおけるセキュリティー方針を策
定し、継続的に対策を実施するよう担当者に指示する。
また、対策予算の確保や緊急時対応も含めた体制の確
立を図る。
セキュリティー担当者は、被害予防として、組織支給
PCと私物PCの違いも考慮した上で、テレワークの規定
や運用ルールの整備を行い、従業員に対してセキュリ
ティー教育を実施する。可能であれば、シンクライアン
トやVPN、ゼロトラストネットワークなどのセキュリティー
に強いテレワーク環境の採用を検討してほしい。
運用中は、テレワークで利用するソフトウエアの脆弱
性情報の収集と周知、対策状況の管理を行う。また、
被害の早期検知のために、適切なログの取得と継続的
な監視を行うことも重要である。
テレワーカーである従業員は、組織が提供するセキュ
リティー教育を受講して、情報リテラシーや情報モラル
の向上を図る。
また、基本的な情報セキュリティー対策を実施すると
ともに、組織のテレワークのルールを順守することが重
要である。もしも被害を受けた場合は、社内体制に
従って報告し、迅速に対処するようにする。
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
では、テレワークを支援する各種施策をま
とめた特設サイト（QRコード参照）を公開して
いるので参考にしてほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

コロナ禍での被害事例
2020年は新型コロナウイルス感染症の世界的なまん
延に伴い、政府機関から日本の組織に対して感染症対
策の一環としてニューノーマルな働き方の一つであるテレ
ワークが推奨された。組織のテレワークへの移行に伴い
Web会議サービスやVPN（仮想専用ネットワーク）など
の本格的な活用が始まった中、それらを狙った攻撃が
観測されている。

■在宅勤務中にウイルス感染、社内に拡大
20年 4月、在宅勤務中の従業員が社有PCで社内
ネットワークを経由せずに外部ネットワークに接続し、
SNSを利用した際にウイルスに感染した。その後、当該
従業員が出社した際に当該PCを社内ネットワークに接
続したところ社内ネットワークにウイルス感染が拡大し
た。
■非公開Web会議へアクセスできる脆弱性
20年7月、あるWeb会議サービスに、特定の状況下
において数分で非公開のWeb会議へアクセスできる脆
弱（ぜいじゃく）性があったと発表された。Web会議へ
アクセスする際に使うデフォルトのパスワードは6桁の数
字であり、パスワードの候補は最大で100万個ほどで
あった。当時、特定のアクセス方法を行うことでパスワー
ド施行回数の制限を回避できる状況だったため、100万
回ほどの試行でログインされる恐れがあるというもので
あった。なお、当該脆弱性は、Web会議サービス会社
が報告を受けた4月に修正されている。
■脆弱性の悪用によるVPNの認証情報流出
20年8月、VPN製品の脆弱性が悪用されて窃取され
た認証情報約900件がインターネット上で公開されてい
ることが判明した。なお、悪用された脆弱性は19年4
月にアドバイザリが公開されており、更新プログラムを適
用していないVPN製品が狙われた。

各人が講じるべき対策
このようなテレワークなどのニューノーマルな働き方を
狙った攻撃の被害に遭わないために、経営者、セキュリ

テレワークを狙った攻撃

「テレワークなどのニューノーマルな働き方を狙った攻撃」のイメージ

フランス・福岡（九州）経済フォーラム2021
～ポストコロナ時代における持続可能な都市とグリーンテクノロジー～

ボルドーと福岡の友好を祝う特別なディナー・ショー ガラ・パーティー福岡2021

福岡商工会議所、在日フランス商工会議所は、フラン
ス・福岡（九州）経済フォーラム2021を開催します。
SDGsというキーワードがさらに重要視されるポストコロ

ナ時代。持続可能な都市を目指すフランスと福岡（九州）
の取り組みを紹介しつつ、注目が集まる持続可能な技
術・グリーンテクノロジーの分野において、多方面から
様々なアプローチを実践するフランスと福岡（九州）双方の
企業、また専門家から最新の事情を学ぶ絶好の機会で
す。ぜひご参加ください。

在日フランス商工会議所は、ボルドー市と福岡市の姉妹
都市交流の一環としてガラ・パーティーを開催します。ミ
シュラン一つ星シェフ パスカル・ニボドーによる、豪華で
繊細なフランス料理の特別メニューと姉妹都市友好コン
サートをぜひお楽しみください。

6月24日（木） 13:00～17:00
福岡アジア美術館 あじびホール
Ⅰ ：セミナー
Ⅱ ：日仏の専門家によるパネルディスカッション
Ⅲ ：ビジネスネットワーキングレセプション

■定　員／40名 ※ハイブリッド開催　Zoomウェビナーによるライブ配信

■参加費／無料
■お申し込み・お問い合わせ／
　産業振興部　産業振興グループ　TEL 092-441-1119

日時

会場

■日　時／6月24日（木） 18:30～21:30
■会　場／ホテルオークラ福岡  平安の間
　　　　　　（福岡市博多区下川端町3-2 博多リバレイン）

■形　式／着席正餐
■参加費／38,000円（税込）/1名
　　　　　　（フランス料理コース、シャンパン、ワイン含む）

■申込締切／ 6月2日（水）
■お申し込み・お問い合わせ／
　在日フランス商工会議所　九州デスク　TEL 092-733-0101（橋本）
　　　　　　　　　　　　 イベント企画部　TEL 03-4500-6603

シェフ
パスカル・ニボドー氏

ボルドーの街並み©Juan Nella

Dinner show

会議所からのお知らせ
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Ⅰ ：セミナー
Ⅱ ：日仏の専門家によるパネルディスカッション
Ⅲ ：ビジネスネットワーキングレセプション

■定　員／40名 ※ハイブリッド開催　Zoomウェビナーによるライブ配信

■参加費／無料
■お申し込み・お問い合わせ／
　産業振興部　産業振興グループ　TEL 092-441-1119

日時

会場

■日　時／6月24日（木） 18:30～21:30
■会　場／ホテルオークラ福岡  平安の間
　　　　　　（福岡市博多区下川端町3-2 博多リバレイン）

■形　式／着席正餐
■参加費／38,000円（税込）/1名
　　　　　　（フランス料理コース、シャンパン、ワイン含む）

■申込締切／ 6月2日（水）
■お申し込み・お問い合わせ／
　在日フランス商工会議所　九州デスク　TEL 092-733-0101（橋本）
　　　　　　　　　　　　 イベント企画部　TEL 03-4500-6603

シェフ
パスカル・ニボドー氏

ボルドーの街並み©Juan Nella

Dinner show

会議所からのお知らせ

経営に役に立つサービス

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

会員限定割引サービス

（株）マネーフォワードが提供する4つのクラウド
サービスを、当所会員の方は年額利用料金（12カ
月）で14カ月ご利用いただけます。
『MFクラウド会計・確定申告』は、簿記初心者で
もスムーズに会計処理ができるクラウド会計ソフトで
す。金融機関やクレジットカードの明細を自動的に
取得し、自動仕訳、電子帳簿の自動作成、さらに個
人事業の場合、確定申告まで自動で行なうことがで
き、会計業務を大幅に軽減します。
また、リアルタイムで資金繰りなどの財務状況を

把握できるため、「経営の見える化」の実現と、経営
分析・経営戦略の策定等に役立ちます。
これからマネーフォワードクラウド

サービスの利用を検討されている方、
すでに利用されている方のどちらでも
当特典をご利用いただけます。
詳しくは当所HP等をご覧ください。

対　象

個人事業主

法　人

対象プラン

①パーソナルミニ

②パーソナル

③スモールビジネス

④ビジネス

年額10,560円（税込）

年額12,936円（税込）

年間39,336円（税込）

年間65,736円（税込）

当所会員の方は年額利用料金で
14カ月利用できます!
（2カ月分お得!）

※当所では、マネーフォワードクラウドの導入支援を無料で行なっています。詳しくは、お問い合わせください。

詳しくは
こちらから

従来の会計ソフトを
使った場合

22時間／月

MFクラウド会計を
使った場合

4時間
／月

会計業務に
かかる時間を

※（株）マネーフォワード調べ

約1/5に
短縮
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福商実務研修講座（令和3年度5・6月）

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　髙尾英正氏

【時　間】13:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円
　　　  　   ：15,720円
【講　師】㈱きづくネットワーク　武田義昭氏

【時　間】13:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円
　　　  　   ：15,720円
【講　師】ラーニング・マスターズ㈱
　　　　近藤克明氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱GSSヒューマンソリューションズ
　　　　猿渡大吾郎氏

会場収容人数
の半数以下

受付時に
検温実施

座席間隔を
あける

館内空調に
よる換気徹底

消毒液
設置

●発熱（37.5度以上）や風邪症状がある方の受講はご遠慮ください。
＝会員価格

オン
ライン

対面
オン
ライン

対面 対面研修
の感染症
対策

対面研修会場＝福岡商工会議所会議室
オンライン研修会場＝Zoom使用

会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

会 特
一

自らの「枠」から飛び出しアイディ
ア創出！ ラテラルシンキング研修

□ 脳のクセを理解し考えを広げる
□ ただ考えるだけの無駄な時間を無くす
□ 新たな発想を生み出す術を身につける

●概念化能力

会 特
一

上司を補佐し部下を育成する！ 理念浸透
型フォロワーシップ向上講座～「企業理念」
に基づき主体的な行動ができる社員へ～

□ 組織へ貢献するためのマインド・スキルの習得
□ 後輩に業務の「目的」を正しく伝えられる
□ 上司の判断軸を理解し自発的に行動できる

●対人関係能力

会 特
一

新任管理職スタートアップ研修

□ 最初に理解しておきたい管理職のいろはを習得
□ 働き方改革で求められるチーム作りが理解できる
□ チームの人材力を上げ成果を創出できる管理者を育成する

●基礎講座

会 特
一

組織も人材も強くなる！ 改革と成
長を実現する3つの手法習得講座

□ チーム・組織の場力を向上させる
□ 権限移譲と役割分担が理解できる
□ 1on1で育成と組織改善を同時に叶える

●概念化能力

管理職向け

若手社員・中堅社員向け

新入社員・若手社員向け

対面 対面

対面 オン
ライン

5/20
（木）

6/8
（火）

5/25
（火）

6/9
（水）

POINT POINT

POINT

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】4,720円
【講　師】㈱地域のチカラ　北岡敦広氏

【福岡市共催】変化を察知し即行
動！ 自律型社員育成講座

□ コロナ禍においての自分自身の仕事を見える化する
□ 自分自身の課題と会社の課題をリンクさせる
□ 課題解決に向けて自発的に行動できる社員になる

●業務遂行能力対面

6/17
（木）

POINT

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】コンサルタントネットワーク㈱
　　　　本田祐美氏

会 特
一

仕事が3倍速くなる！ 段取りと時
間管理術

□ 自分に合った効果的なプランニングができるようになる
□ 生産性を意識した仕事の進め方が理解できる
□ 優先順位をつける的確な判断力が身につく

●業務遂行能力対面

6/18
（金）

POINT

POINT 【時　間】10:00～17:00
【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円
　　　  　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】事業構想大学院大学　井手隆司氏／
　　　　CHIKOH Design Lab㈱　一色知行氏

会

特
一

デザイン思考で事業をモデリングする！
描きながら考えるグラフィックシンキング体験講座

□ 非常識な発想が生まれるサイクルを知る
□ 考えを視覚化し新たな構想を生み出す
□ メンバーの考えを共有・理解・発展させるスキルを習得する

●概念化能力対面

6/11
（金）

POINT

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】（一社）日本研修協会　木下裕子氏

会 特
一

新入社員・若手社員のための
即戦力となるビジネスコミュニケーションスキル

□「聴く力」「伝える力」「考える力」を強化
□ 円滑なコミュニケーションスキルを身につける

●対人関係能力対面

6/1
（火）

POINT

「人材育成＋人事部門への育成状況フィードバック」のフルサポート
コロナ禍に新入社員をひとりにさせない!

10名限定！ 追加募集

【定　員】10名
【受講料】　  ：39,600円　   ：51,480円
　　　  　   ：59,400円
　　　　※第二回目からの特別価格

【講　師】㈱就面　松田剛次氏

会 特
一

新入社員育成6カ月集中パッケージ研修
（第二回～六回受講者募集）

4月13日にスタートした本研修の受講生を追加
募集いたします。

少数精鋭の新入社員をしっかり育成したいと感じてい
ませんか? 第二回目からは、社会人でも不足がちな3
つの能力「対人関係能力・業務遂行能力・概念化能力」
を養うプログラム。受講者の育成フィードバック付き
なので、新入社員が一人しかおらず、フォロー面で心
配な企業にもおすすめです。
※第一回のビジネスマナー研修（名刺交換・ビジネス文書等）は終了しており
ます。

5/18（火）～ 
9/14（火）

企業理念の具現化に向け、多角的な視点から自社の課題を解決に導く人材を育成します！
※掲載講座の詳細、その他の講座ラインナップはHPでご確認ください。

URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/
●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

詳しくは
こちら!

対面
オン
ライン

※階層問わず、経営企画に携わる方・本テーマに興味がある方の参加もお待ちしております

第1回受講者
講義理解度100%
講師満足度100％

ほとんどの研修は「その時だけ教えておわり」ということが多いです。
しかし、この研修は「5月～9月に毎月1回実施」、「学んだ内容のブ
ラッシュアップ」、「人事部門への育成状況フィードバック」もありま
す。さらに、“社外に同期ができる”のも魅力の一つです。視野を広
く持った社会人へと育成します。

井手氏 一色氏

研修講座・検定情報
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福商実務研修講座（令和3年度5・6月）

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　髙尾英正氏

【時　間】13:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円
　　　  　   ：15,720円
【講　師】㈱きづくネットワーク　武田義昭氏

【時　間】13:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円
　　　  　   ：15,720円
【講　師】ラーニング・マスターズ㈱
　　　　近藤克明氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱GSSヒューマンソリューションズ
　　　　猿渡大吾郎氏

会場収容人数
の半数以下

受付時に
検温実施

座席間隔を
あける

館内空調に
よる換気徹底

消毒液
設置

●発熱（37.5度以上）や風邪症状がある方の受講はご遠慮ください。
＝会員価格

オン
ライン

対面
オン
ライン

対面 対面研修
の感染症
対策

対面研修会場＝福岡商工会議所会議室
オンライン研修会場＝Zoom使用

会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

会 特
一

自らの「枠」から飛び出しアイディ
ア創出！ ラテラルシンキング研修

□ 脳のクセを理解し考えを広げる
□ ただ考えるだけの無駄な時間を無くす
□ 新たな発想を生み出す術を身につける

●概念化能力

会 特
一

上司を補佐し部下を育成する！ 理念浸透
型フォロワーシップ向上講座～「企業理念」
に基づき主体的な行動ができる社員へ～

□ 組織へ貢献するためのマインド・スキルの習得
□ 後輩に業務の「目的」を正しく伝えられる
□ 上司の判断軸を理解し自発的に行動できる

●対人関係能力

会 特
一

新任管理職スタートアップ研修

□ 最初に理解しておきたい管理職のいろはを習得
□ 働き方改革で求められるチーム作りが理解できる
□ チームの人材力を上げ成果を創出できる管理者を育成する

●基礎講座

会 特
一

組織も人材も強くなる！ 改革と成
長を実現する3つの手法習得講座

□ チーム・組織の場力を向上させる
□ 権限移譲と役割分担が理解できる
□ 1on1で育成と組織改善を同時に叶える

●概念化能力

管理職向け

若手社員・中堅社員向け

新入社員・若手社員向け

対面 対面

対面 オン
ライン

5/20
（木）

6/8
（火）

5/25
（火）

6/9
（水）

POINT POINT

POINT

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】4,720円
【講　師】㈱地域のチカラ　北岡敦広氏

【福岡市共催】変化を察知し即行
動！ 自律型社員育成講座

□ コロナ禍においての自分自身の仕事を見える化する
□ 自分自身の課題と会社の課題をリンクさせる
□ 課題解決に向けて自発的に行動できる社員になる

●業務遂行能力対面

6/17
（木）

POINT

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】コンサルタントネットワーク㈱
　　　　本田祐美氏

会 特
一

仕事が3倍速くなる！ 段取りと時
間管理術

□ 自分に合った効果的なプランニングができるようになる
□ 生産性を意識した仕事の進め方が理解できる
□ 優先順位をつける的確な判断力が身につく

●業務遂行能力対面

6/18
（金）

POINT

POINT 【時　間】10:00～17:00
【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円
　　　  　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】事業構想大学院大学　井手隆司氏／
　　　　CHIKOH Design Lab㈱　一色知行氏

会

特
一

デザイン思考で事業をモデリングする！
描きながら考えるグラフィックシンキング体験講座

□ 非常識な発想が生まれるサイクルを知る
□ 考えを視覚化し新たな構想を生み出す
□ メンバーの考えを共有・理解・発展させるスキルを習得する

●概念化能力対面

6/11
（金）

POINT

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】（一社）日本研修協会　木下裕子氏

会 特
一

新入社員・若手社員のための
即戦力となるビジネスコミュニケーションスキル

□「聴く力」「伝える力」「考える力」を強化
□ 円滑なコミュニケーションスキルを身につける

●対人関係能力対面

6/1
（火）

POINT

「人材育成＋人事部門への育成状況フィードバック」のフルサポート
コロナ禍に新入社員をひとりにさせない!

10名限定！ 追加募集

【定　員】10名
【受講料】　  ：39,600円　   ：51,480円
　　　  　   ：59,400円
　　　　※第二回目からの特別価格

【講　師】㈱就面　松田剛次氏

会 特
一

新入社員育成6カ月集中パッケージ研修
（第二回～六回受講者募集）

4月13日にスタートした本研修の受講生を追加
募集いたします。

少数精鋭の新入社員をしっかり育成したいと感じてい
ませんか? 第二回目からは、社会人でも不足がちな3
つの能力「対人関係能力・業務遂行能力・概念化能力」
を養うプログラム。受講者の育成フィードバック付き
なので、新入社員が一人しかおらず、フォロー面で心
配な企業にもおすすめです。
※第一回のビジネスマナー研修（名刺交換・ビジネス文書等）は終了しており
ます。

5/18（火）～ 
9/14（火）

企業理念の具現化に向け、多角的な視点から自社の課題を解決に導く人材を育成します！
※掲載講座の詳細、その他の講座ラインナップはHPでご確認ください。

URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/
●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

詳しくは
こちら!

対面
オン
ライン

※階層問わず、経営企画に携わる方・本テーマに興味がある方の参加もお待ちしております

第1回受講者
講義理解度100%
講師満足度100％

ほとんどの研修は「その時だけ教えておわり」ということが多いです。
しかし、この研修は「5月～9月に毎月1回実施」、「学んだ内容のブ
ラッシュアップ」、「人事部門への育成状況フィードバック」もありま
す。さらに、“社外に同期ができる”のも魅力の一つです。視野を広
く持った社会人へと育成します。

井手氏 一色氏

研修講座・検定情報
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商工会議所の検定試験
詳しくは
こちら!

※各検定で1年間に2シーズン（6月～8月、10月～12月）の受験期間を設けております。

ネット試験のススメ！
商工会議所のネット試験は、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。

ネット試験のポイント

ネット試験対応の検定試験 日商ネット試験

・学習の進捗に合わせて、受験する日時や場所が選べる！
・即時採点ですぐに合否がわかり、就職・転職活動等に活用できる！

▶日商簿記【2級・3級・初級】　▶日商原価計算初級　▶リテールマーケティング（販売士）
▶日商プログラミング　▶日商PC（文書作成、データ活用、プレゼン資料作成）
▶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

ネット試験対応の検定試験 東商検定IBT

▶カラーコーディネーター検定　▶ビジネス実務法務検定【2・3級】
▶福祉住環境コーディネーター検定【2・3級】　▶BATIC（国際会計検定）
▶環境社会検定（eco検定）　▶ビジネスマネジャー検定

簿記検定対策講座

3級対策
■受講期間／～6月
■受 講 料／8,000円（消費税・教材込）

■申込締切／5月12日（水）

第158回
検定向け WEB講座

■受講期間／第158回検定向け：～6月
　　　　　　第159回検定向け：～11月
■受講回数／全38回
■ク ラ ス／月曜・木曜 午前クラス、
　　　　　　月曜・木曜 午後クラス、
　　　　　　土曜クラス
■会　　場／TAC福岡校
■受 講 料／78,850円（消費税・教材込）

■対　　象／日商簿記3級程度の
　　　　　　知識をお持ちの方

第158回・　　　  
第159回検定向け 2級合格本科生講座

3級対策（2日間コース）
■日　程／10月31日（日）・11月7日（日）
■時　間／10:00～17:00
■会　場／㈱リンクアカデミー
　　　　　資格スクール大栄博多校
■受講料／9,440円（消費税・教材込）

■申込締切／10月21日（木）

2級対策（3日間コース）
■日　程／10月23日（土）・10月30日（土）・
　　　　　11月6日（土）
■時　間／12:00～17:00
■会　場／㈱リンクアカデミー
　　　　　資格スクール大栄博多校
■受講料／11,000円（消費税・教材込）

■申込締切／10月13日（水）

第159回
検定向け 直前最終チェック講座オン

ライン

対面

対面

日商簿記検定合格へ向けて、自分のペースで学べるWEB講座から受験前の最終確認に使える直前対策までメ
ニューを取り揃えております。ご都合に合わせてお選びください。
各講座の詳細、お申し込みはこちらから➡https://www.fukunet.or.jp/license/relevance/test_measures/
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

ビジネス実務に直結する知識やスキルを取得できます。
検定試験の申込・検定対策講座の詳細については、当所ホームページをご確認
いただくか、検定・企業研修グループまでお問い合わせください。
●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

検定名 級 施行日 申込期間 受験料（消費税込）

10月17日（日）

6月27日（日）

2・3級

1～6級

ビジネス会計

日商珠算（そろばん）

8月30日（月）～9月10日（金）

5月12日（水）～5月14日（金）

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円

4～6級：1,020円

2級：7,480円
3級：4,950円

■会場集合型の統一試験

検定名 級 施行日 受験料（消費税込）

2・3級
簿記検定初級
原価計算初級

1～3級

随　時

2021年7月から開始予定
詳細決定次第、ホームページにてご案内致します

簿記（ネット試験）

リテールマーケティング（販売士） 

2級：4,720円、3級：2,850円
簿記初級：2,200円

原価計算初級：2,200円

1級：7,850円、2級：5,770円
3級：4,200円

■CBT方式（コンピュータを利用して行う試験）

検定名 級 受験料（消費税込）

2・3級

2・3級

アドバンスクラス

スタンダードクラス

―

―

―

福祉住環境コーディネーター

ビジネス実務法務

カラーコーディネーター

BATIC（国際会計検定）
環境社会（eco）検定
ビジネスマネージャー

2級：7,700円
3級：5,500円

2級：7,700円
3級：5,500円

アドバンスクラス：7,700円
スタンダードクラス：5,500円

5,500円

5,500円

7,700円

■IBT方式（インターネット経由で行う試験）

回

第29回

第222回

回

第46回

第49回

第50回

第41回

第30回

第13回

試験期間

7月14日（水）～8月6日（金）

6月17日（木）～7月9日（金）

6月17日（木）～7月9日（金）

7月14日（水）～8月6日（金）

7月14日（水）～8月6日（金）

6月17日（木）～7月9日（金）

申込期間

6月28日（月）～７月30日（金）

6月1日（火）～7月2日（金）

6月1日（火）～6月25日（金）

6月28日（月）～7月30日（金）

6月28日（月）～7月30日（金）

6月1日（火）～7月2日（金）

研修講座・検定情報
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商工会議所の検定試験
詳しくは
こちら!

※各検定で1年間に2シーズン（6月～8月、10月～12月）の受験期間を設けております。

ネット試験のススメ！
商工会議所のネット試験は、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。

ネット試験のポイント

ネット試験対応の検定試験 日商ネット試験

・学習の進捗に合わせて、受験する日時や場所が選べる！
・即時採点ですぐに合否がわかり、就職・転職活動等に活用できる！

▶日商簿記【2級・3級・初級】　▶日商原価計算初級　▶リテールマーケティング（販売士）
▶日商プログラミング　▶日商PC（文書作成、データ活用、プレゼン資料作成）
▶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

ネット試験対応の検定試験 東商検定IBT

▶カラーコーディネーター検定　▶ビジネス実務法務検定【2・3級】
▶福祉住環境コーディネーター検定【2・3級】　▶BATIC（国際会計検定）
▶環境社会検定（eco検定）　▶ビジネスマネジャー検定

簿記検定対策講座

3級対策
■受講期間／～6月
■受 講 料／8,000円（消費税・教材込）

■申込締切／5月12日（水）

第158回
検定向け WEB講座

■受講期間／第158回検定向け：～6月
　　　　　　第159回検定向け：～11月
■受講回数／全38回
■ク ラ ス／月曜・木曜 午前クラス、
　　　　　　月曜・木曜 午後クラス、
　　　　　　土曜クラス
■会　　場／TAC福岡校
■受 講 料／78,850円（消費税・教材込）

■対　　象／日商簿記3級程度の
　　　　　　知識をお持ちの方

第158回・　　　  
第159回検定向け 2級合格本科生講座

3級対策（2日間コース）
■日　程／10月31日（日）・11月7日（日）
■時　間／10:00～17:00
■会　場／㈱リンクアカデミー
　　　　　資格スクール大栄博多校
■受講料／9,440円（消費税・教材込）

■申込締切／10月21日（木）

2級対策（3日間コース）
■日　程／10月23日（土）・10月30日（土）・
　　　　　11月6日（土）
■時　間／12:00～17:00
■会　場／㈱リンクアカデミー
　　　　　資格スクール大栄博多校
■受講料／11,000円（消費税・教材込）

■申込締切／10月13日（水）

第159回
検定向け 直前最終チェック講座オン

ライン

対面

対面

日商簿記検定合格へ向けて、自分のペースで学べるWEB講座から受験前の最終確認に使える直前対策までメ
ニューを取り揃えております。ご都合に合わせてお選びください。
各講座の詳細、お申し込みはこちらから➡https://www.fukunet.or.jp/license/relevance/test_measures/
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

ビジネス実務に直結する知識やスキルを取得できます。
検定試験の申込・検定対策講座の詳細については、当所ホームページをご確認
いただくか、検定・企業研修グループまでお問い合わせください。
●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

検定名 級 施行日 申込期間 受験料（消費税込）

10月17日（日）

6月27日（日）

2・3級

1～6級

ビジネス会計

日商珠算（そろばん）

8月30日（月）～9月10日（金）

5月12日（水）～5月14日（金）

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円

4～6級：1,020円

2級：7,480円
3級：4,950円

■会場集合型の統一試験

検定名 級 施行日 受験料（消費税込）

2・3級
簿記検定初級
原価計算初級

1～3級

随　時

2021年7月から開始予定
詳細決定次第、ホームページにてご案内致します

簿記（ネット試験）

リテールマーケティング（販売士） 

2級：4,720円、3級：2,850円
簿記初級：2,200円

原価計算初級：2,200円

1級：7,850円、2級：5,770円
3級：4,200円

■CBT方式（コンピュータを利用して行う試験）

検定名 級 受験料（消費税込）

2・3級

2・3級

アドバンスクラス

スタンダードクラス

―

―

―

福祉住環境コーディネーター

ビジネス実務法務

カラーコーディネーター

BATIC（国際会計検定）
環境社会（eco）検定
ビジネスマネージャー

2級：7,700円
3級：5,500円

2級：7,700円
3級：5,500円

アドバンスクラス：7,700円
スタンダードクラス：5,500円

5,500円

5,500円

7,700円

■IBT方式（インターネット経由で行う試験）

回

第29回

第222回

回

第46回

第49回

第50回

第41回

第30回

第13回

試験期間

7月14日（水）～8月6日（金）

6月17日（木）～7月9日（金）

6月17日（木）～7月9日（金）

7月14日（水）～8月6日（金）

7月14日（水）～8月6日（金）

6月17日（木）～7月9日（金）

申込期間

6月28日（月）～７月30日（金）

6月1日（火）～7月2日（金）

6月1日（火）～6月25日（金）

6月28日（月）～7月30日（金）

6月28日（月）～7月30日（金）

6月1日（火）～7月2日（金）

研修講座・検定情報
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ザ・ビジネスモールHP

当所では、販路拡大の支援とし
て、貴社の商品やサービスをPR
する会員限定の広報支援サービス
を行っています。今回は、当所の
Web媒体や会報誌媒体による広
報支援サービスについてご紹介い
たします。

ザ・ビジネスモールは、全国の商工会議所・商工会で共同運営し
ている日本最大級の商取引支援サイトです。
全国の約27万件の企業が登録しており、地域や業種を絞りこん

で取引先を探す、自社のPRや技術力を提案、BtoB広告などが可
能です。なお、当所会員の方は無料でご活用いただけます。

当所ホームページ作成システムは、所定のフォームに情報を入力するだけで簡単に
ホームページが作成できます。また、福岡商工会議所のドメインを使っているため、
Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで上位掲載が見込めます。すでにホームペー
ジをお持ちの場合は、リンクさせてご利用もできますので、SEO対策も可能です。

商品をPRしたい 集客したい

商談数を増やしたい

○○な企業を探している
広告・宣伝費を抑えたい

会員限定

ザ・ビジネスモール1

ホームページ作成システム無料

無料

当所誌面広告、チラシ折込サービスは、会員企業・業界団体・官庁などに向けて、毎月
10日に約16,700社へお送りしている会報誌に掲載、同封ができる会員限定のサービスです。
頒布対象のほとんどが福岡商工会議所の会員事業所のため、配布先を福岡の事業所・経

営者に絞ることができ、効率よくPRが可能です。また、単独で行うダイレクトメールなどに
比べて、広告・宣伝費などを抑えることができるので、コスト削減にもつながります。ぜひご
活用ください。

会報誌『福岡商工会議所NEWS』に誌面広告・チラシ折込

当会報誌への誌面広告

3

3-1

3-2

有料

2

関連ページP30

（価格は10％の消費税を含みます）

1月・4月以外
（約16,700部発行）

全ページ
（天地×左右）

表4（裏表紙）
（カラー）

￥220,000
（297×202mm）

表2（表紙裏）
（カラー）

表3（裏表紙裏）
（カラー）

記事中
（2色）

￥176,000
（297×210mm）

￥154,000
（297×210mm）

￥110,000
（272×188mm）

1/2ページ
（天地×左右）

――

￥99,000
（133×188mm）

￥88,000
（133×188mm）

￥55,000
（133×188mm）

1/3ページ
（天地×左右）

――

――

――

￥33,000
（87×188mm）

￥123,198

￥186,056

￥311,770

￥311,770

￥102,666

￥155,047

￥259,809

￥259,809

（価格は10％の消費税を含みます）

原型サイズ

チラシ

B5・A4

B4・A3

B3・A2以上
（30gまで）

パンフレット
（A4以下、30gまで）

1月・4月以外
（約16,700部発行）

1月・4月
（約22,000部発行）

当会報誌へチラシ折込～福商ビジネス情報便～毎月24社限定

低コストで
PRできた!!

■ザ・ビジネスモールオンライン商談メニュー「ザ・商談モール」ご利用の流れ

マッチングしたい！
自社の商品やサービスをPRしたい！

～福岡商工会議所の広報支援サービスを紹介～

本記事に関するお問い合わせ／12経営支援グループ　TEL 092-441-1146　　3企画広報グループ　TEL 092-441-1112

特 集 2

❶当所HPから
　お申し込み

❷ID・パスワードを
お知らせ

　（メールにて案内）

❸ID・パスワードを
入力してログイン

❹ホームページを
　作成!

商談へ（メール・電話・訪問） 直接取引へ

③提案・見積り

新規顧客を獲得したい！
②案件情報

メールでお届け
売
り
手

⑥商談申込の連絡
メールでお届け

@

@

仕入先・外注先を探す！
①匿名で案件登録

④提案・見積り

⑤商談申込

直接取引へ

メールでお届け

買
い
手 @

ザ・商談モール

作成例※数日かかる場合がございます

❶当所HPからお申込書と
同意書をダウンロード

❷メールもしくはFAX
で申込書と同意書
を担当者に送付

※締切は、折込希望月の2か
月前末日まで

※毎月先着24社限定

❸当所の担当職員からメー
ルもしくはお電話にて、
詳細のスケジュールなど
をご連絡いたします

※折込チラシ内容は、事前確認あり

❹当所から指定す
る日時にチラシ
を納品

※印刷は貴社にてお願
いいたします

❺発送完了！
※会報誌は、毎月
10日にお届け

お申し込み

❶当所HPからお申込書と
同意書をダウンロード

❷メールもしくはFAX
で申込書と同意書
を担当者に送付

※締切は、掲載希望月の2か
月前末日まで

※誌面の枠が埋まり次第受付
終了

❸当所の担当職員からメー
ルもしくはお電話にて、
詳細のスケジュールなど
をご連絡いたします

※データ入稿

❹誌面確認、
　校正、校了
※校了日までに誌面の
ご確認、修正をお願
いします

❺発送完了！
※会報誌は、毎月
10日にお届け
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ザ・ビジネスモールHP

当所では、販路拡大の支援とし
て、貴社の商品やサービスをPR
する会員限定の広報支援サービス
を行っています。今回は、当所の
Web媒体や会報誌媒体による広
報支援サービスについてご紹介い
たします。

ザ・ビジネスモールは、全国の商工会議所・商工会で共同運営し
ている日本最大級の商取引支援サイトです。
全国の約27万件の企業が登録しており、地域や業種を絞りこん

で取引先を探す、自社のPRや技術力を提案、BtoB広告などが可
能です。なお、当所会員の方は無料でご活用いただけます。

当所ホームページ作成システムは、所定のフォームに情報を入力するだけで簡単に
ホームページが作成できます。また、福岡商工会議所のドメインを使っているため、
Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで上位掲載が見込めます。すでにホームペー
ジをお持ちの場合は、リンクさせてご利用もできますので、SEO対策も可能です。

商品をPRしたい 集客したい

商談数を増やしたい

○○な企業を探している
広告・宣伝費を抑えたい

会員限定

ザ・ビジネスモール1

ホームページ作成システム無料

無料

当所誌面広告、チラシ折込サービスは、会員企業・業界団体・官庁などに向けて、毎月
10日に約16,700社へお送りしている会報誌に掲載、同封ができる会員限定のサービスです。
頒布対象のほとんどが福岡商工会議所の会員事業所のため、配布先を福岡の事業所・経

営者に絞ることができ、効率よくPRが可能です。また、単独で行うダイレクトメールなどに
比べて、広告・宣伝費などを抑えることができるので、コスト削減にもつながります。ぜひご
活用ください。

会報誌『福岡商工会議所NEWS』に誌面広告・チラシ折込

当会報誌への誌面広告

3

3-1

3-2

有料

2

関連ページP30

（価格は10％の消費税を含みます）

1月・4月以外
（約16,700部発行）

全ページ
（天地×左右）

表4（裏表紙）
（カラー）

￥220,000
（297×202mm）

表2（表紙裏）
（カラー）

表3（裏表紙裏）
（カラー）

記事中
（2色）

￥176,000
（297×210mm）

￥154,000
（297×210mm）

￥110,000
（272×188mm）

1/2ページ
（天地×左右）

――

￥99,000
（133×188mm）

￥88,000
（133×188mm）

￥55,000
（133×188mm）

1/3ページ
（天地×左右）

――

――
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￥33,000
（87×188mm）

￥123,198

￥186,056

￥311,770

￥311,770

￥102,666

￥155,047

￥259,809

￥259,809

（価格は10％の消費税を含みます）

原型サイズ

チラシ

B5・A4

B4・A3

B3・A2以上
（30gまで）

パンフレット
（A4以下、30gまで）

1月・4月以外
（約16,700部発行）

1月・4月
（約22,000部発行）

当会報誌へチラシ折込～福商ビジネス情報便～毎月24社限定

低コストで
PRできた!!

■ザ・ビジネスモールオンライン商談メニュー「ザ・商談モール」ご利用の流れ

マッチングしたい！
自社の商品やサービスをPRしたい！

～福岡商工会議所の広報支援サービスを紹介～

本記事に関するお問い合わせ／12経営支援グループ　TEL 092-441-1146　　3企画広報グループ　TEL 092-441-1112

特 集 2

❶当所HPから
　お申し込み

❷ID・パスワードを
お知らせ

　（メールにて案内）

❸ID・パスワードを
入力してログイン

❹ホームページを
　作成!

商談へ（メール・電話・訪問） 直接取引へ

③提案・見積り

新規顧客を獲得したい！
②案件情報

メールでお届け
売
り
手

⑥商談申込の連絡
メールでお届け

@

@

仕入先・外注先を探す！
①匿名で案件登録

④提案・見積り

⑤商談申込

直接取引へ

メールでお届け

買
い
手 @

ザ・商談モール

作成例※数日かかる場合がございます

❶当所HPからお申込書と
同意書をダウンロード

❷メールもしくはFAX
で申込書と同意書
を担当者に送付

※締切は、折込希望月の2か
月前末日まで

※毎月先着24社限定

❸当所の担当職員からメー
ルもしくはお電話にて、
詳細のスケジュールなど
をご連絡いたします

※折込チラシ内容は、事前確認あり

❹当所から指定す
る日時にチラシ
を納品

※印刷は貴社にてお願
いいたします

❺発送完了！
※会報誌は、毎月
10日にお届け

お申し込み

❶当所HPからお申込書と
同意書をダウンロード

❷メールもしくはFAX
で申込書と同意書
を担当者に送付

※締切は、掲載希望月の2か
月前末日まで

※誌面の枠が埋まり次第受付
終了

❸当所の担当職員からメー
ルもしくはお電話にて、
詳細のスケジュールなど
をご連絡いたします

※データ入稿

❹誌面確認、
　校正、校了
※校了日までに誌面の
ご確認、修正をお願
いします

❺発送完了！
※会報誌は、毎月
10日にお届け
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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

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

掲載
無料会員企業のPR掲示板会員企業のPR掲示板 ホットニュースホットニュース

女性と初心者の方に安心してご利用頂ける事を第一に
考えて運営しております!

㈱カー＆サポートゆう

あおり運転対策に効果的なドラレコ
を厳選してご提供！

▼

お車の事なら何でも
ご相談ください！

生産工場との直接取引により超低価格に
てご提供させて頂いております。勿論、
持ち込みでのお取り付けも大歓迎です！ 
複数台ご注文の場合にはお値引きもご案
内しております。

女性スタッフが中心となり、女性・初
心者の方が利用しやすい車屋を始めまし
た。主なサービス内容は、ドラレコ・ナ
ビの販売・取り付け、中古車の買い取
り・販売です。特にドラレコに関しては

㈱カー＆サポートゆう
福岡市城南区堤1-9-33
TEL：092-980-4201
FAX：092-980-4202
https://car-support-you.com/
E-mail：info@car-s upport-you.com
LINE ID：carandsupportyou
営業内容
ドライブレコーダーやカーナビ等をお客
様のご自宅や職場まで出張にて格安販
売＆お取り付け！

今年30周年を迎えた地元密着の老舗ジュエリー専門店
です!

㈱ヨシキン

日常使いのカジュアルジュエリーから
逸品デザイナーズジュエリーまで

▼

デザイナー中野武氏による
ペンダント兼ブローチ「夢幻花」

くなったからサイズをおおきくしたい」 
「母親から譲り受けた指輪を最近のデザ
インにリフォームして身につけたい」な
ど、まずはご相談を。

日常使いのカジュアルアクセサリーか
ら、ジュエリーデザイナー中野武氏の創
作ジュエリーまで幅広く展開しておりま
す。また、ジュエリーに関することなら
なんでもご相談下さい！ 「指輪が入らな

㈱ヨシキン
福岡市南区三宅3丁目22-29
TEL：092-555-3986
FAX：092-555-3984
http://www.j-yoshikin.com
E-mail：y_yoshikin@yahoo.co.jp
営業内容
ジュエリー販売・バッグ小物・コロナ対
策除菌清浄機等の取扱い販売

トラブルの原因を知る事は大切です。
大切な足を守るサポートが出来ればと思っています!

フット専門店 a Sea

足と爪のトラブル専門店
足元から健康をサポートしています

▼

介護職の方向けのセミナー
も行っています

足から高齢者の方の足までケアしており
ます。出張ケアも承っております。お客
さま一人ひとりに寄り添うことを心掛け
足元から皆さまの健康をサポートさせて
頂いております。

中央区役所のそばのマンションの一室
で個人サロン、足と爪のトラブルの専門
店をしています。2年間先生の直営サロ
ンに勤務後、閉店に伴い2008年に個人
サロンをオープンしました。お子さまの

フット専門店 a Sea
福岡市中央区大名2-2-57
藤和サンコープ大名306号
TEL：092-403-4624
http://asea-s.shopinfo.jp
E-mail：asea.sn.07@gmail.com
営業内容
角質・タコ・魚の目のケア、巻爪、外反
母趾ケアなど足と爪のケアに特化したサ
ロンです。医療機関との連携もあり。

いつもの食事に薬膳を！
笑顔あふれる健やかな毎日に

癒雅膳食（ゆうがぜんしょく）

こだわりの詰まった高品質薬膳食材
＆台湾お土産専門店

▼

ここでしか入手できない
食材たちが勢揃い♪

癒雅膳食（ゆうがぜんしょく）
福岡市博多区博多駅中央街9-1
博多マルイ5F
TEL：092-409-6557
FAX：092-409-6557
https://www.0101.co.jp/090/shop-guide/shop-detail.html
?shop_id=8640&from=01_pc_st090_guide-category_list
営業内容
高品質な薬膳食材や中国茶・台湾茶、
台湾菓子などの販売

「英国式リフレクソロジー」や「漢方よもぎ蒸し」でお客様のココロと体のリフレッ
シュと、「リンパケアー」で身体の活性化のお手伝いをさせていただきます！

MISATO STYLE

英国式「リフレクソロジー」であなたの
ココロとカラダをリフレッシュ！

▼

「フットリフレクソロジー」の
ほかにも、「よもぎ蒸し」も
ご用意しています！

維持や美容サポートの効果が期待されま
す。完全予約制のプライベートサロンな
ので、女性はもちろん、男性のお客様も
ゆっくりお過ごしいただけます。まずは
お気軽にお問い合わせください！

当店は、英国式の「リフレクソロジー」
がご体験いただけるサロンです。「リフレ
クソロジー」とは、指を使って患部をや
さしく刺激し、身体と心に働きかける施
術法です。心身の不調をケアし、健康

MISATO STYLE
福岡市早良区高取1-1-5  浜崎ビル 3F
TEL：080-8105-0448
FAX：092-776-4710
https://queen-kusabue.com/
E-mail：kks14344@gmail.com
営業内容
英国式リフレクソロジー マッサージ/ リ
ンパ ケア＆エステ サロン（完全予約制）

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

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

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

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します。

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

掲載無料

輸入の銘柄茶やパイナップルケーキ、ヌ
ガー、ドライフルーツも勢ぞろい！
国際薬膳師の資格をもつスタッフが在

籍! お気軽にご相談ください。皆様のご
来店をお待ちしております!

昨年9月KITTE博多マルイ5階にオー
プン♪大粒な棗や枸杞の実、料理に最適
な白木耳や蓮の実、龍眼や桃膠などの珍
しい薬膳食材をはじめ、薬膳茶材料も数
多くご用意しております。また、台湾直
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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

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

掲載
無料会員企業のPR掲示板会員企業のPR掲示板 ホットニュースホットニュース

女性と初心者の方に安心してご利用頂ける事を第一に
考えて運営しております!

㈱カー＆サポートゆう

あおり運転対策に効果的なドラレコ
を厳選してご提供！

▼

お車の事なら何でも
ご相談ください！

生産工場との直接取引により超低価格に
てご提供させて頂いております。勿論、
持ち込みでのお取り付けも大歓迎です！ 
複数台ご注文の場合にはお値引きもご案
内しております。

女性スタッフが中心となり、女性・初
心者の方が利用しやすい車屋を始めまし
た。主なサービス内容は、ドラレコ・ナ
ビの販売・取り付け、中古車の買い取
り・販売です。特にドラレコに関しては

㈱カー＆サポートゆう
福岡市城南区堤1-9-33
TEL：092-980-4201
FAX：092-980-4202
https://car-support-you.com/
E-mail：info@car-s upport-you.com
LINE ID：carandsupportyou
営業内容
ドライブレコーダーやカーナビ等をお客
様のご自宅や職場まで出張にて格安販
売＆お取り付け！

今年30周年を迎えた地元密着の老舗ジュエリー専門店
です!

㈱ヨシキン

日常使いのカジュアルジュエリーから
逸品デザイナーズジュエリーまで

▼

デザイナー中野武氏による
ペンダント兼ブローチ「夢幻花」

くなったからサイズをおおきくしたい」 
「母親から譲り受けた指輪を最近のデザ
インにリフォームして身につけたい」な
ど、まずはご相談を。

日常使いのカジュアルアクセサリーか
ら、ジュエリーデザイナー中野武氏の創
作ジュエリーまで幅広く展開しておりま
す。また、ジュエリーに関することなら
なんでもご相談下さい！ 「指輪が入らな

㈱ヨシキン
福岡市南区三宅3丁目22-29
TEL：092-555-3986
FAX：092-555-3984
http://www.j-yoshikin.com
E-mail：y_yoshikin@yahoo.co.jp
営業内容
ジュエリー販売・バッグ小物・コロナ対
策除菌清浄機等の取扱い販売

トラブルの原因を知る事は大切です。
大切な足を守るサポートが出来ればと思っています!

フット専門店 a Sea

足と爪のトラブル専門店
足元から健康をサポートしています

▼

介護職の方向けのセミナー
も行っています

足から高齢者の方の足までケアしており
ます。出張ケアも承っております。お客
さま一人ひとりに寄り添うことを心掛け
足元から皆さまの健康をサポートさせて
頂いております。

中央区役所のそばのマンションの一室
で個人サロン、足と爪のトラブルの専門
店をしています。2年間先生の直営サロ
ンに勤務後、閉店に伴い2008年に個人
サロンをオープンしました。お子さまの

フット専門店 a Sea
福岡市中央区大名2-2-57
藤和サンコープ大名306号
TEL：092-403-4624
http://asea-s.shopinfo.jp
E-mail：asea.sn.07@gmail.com
営業内容
角質・タコ・魚の目のケア、巻爪、外反
母趾ケアなど足と爪のケアに特化したサ
ロンです。医療機関との連携もあり。

いつもの食事に薬膳を！
笑顔あふれる健やかな毎日に

癒雅膳食（ゆうがぜんしょく）

こだわりの詰まった高品質薬膳食材
＆台湾お土産専門店

▼

ここでしか入手できない
食材たちが勢揃い♪

癒雅膳食（ゆうがぜんしょく）
福岡市博多区博多駅中央街9-1
博多マルイ5F
TEL：092-409-6557
FAX：092-409-6557
https://www.0101.co.jp/090/shop-guide/shop-detail.html
?shop_id=8640&from=01_pc_st090_guide-category_list
営業内容
高品質な薬膳食材や中国茶・台湾茶、
台湾菓子などの販売

「英国式リフレクソロジー」や「漢方よもぎ蒸し」でお客様のココロと体のリフレッ
シュと、「リンパケアー」で身体の活性化のお手伝いをさせていただきます！

MISATO STYLE

英国式「リフレクソロジー」であなたの
ココロとカラダをリフレッシュ！

▼

「フットリフレクソロジー」の
ほかにも、「よもぎ蒸し」も
ご用意しています！

維持や美容サポートの効果が期待されま
す。完全予約制のプライベートサロンな
ので、女性はもちろん、男性のお客様も
ゆっくりお過ごしいただけます。まずは
お気軽にお問い合わせください！

当店は、英国式の「リフレクソロジー」
がご体験いただけるサロンです。「リフレ
クソロジー」とは、指を使って患部をや
さしく刺激し、身体と心に働きかける施
術法です。心身の不調をケアし、健康

MISATO STYLE
福岡市早良区高取1-1-5  浜崎ビル 3F
TEL：080-8105-0448
FAX：092-776-4710
https://queen-kusabue.com/
E-mail：kks14344@gmail.com
営業内容
英国式リフレクソロジー マッサージ/ リ
ンパ ケア＆エステ サロン（完全予約制）

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

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

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

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します。

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

掲載無料

輸入の銘柄茶やパイナップルケーキ、ヌ
ガー、ドライフルーツも勢ぞろい！
国際薬膳師の資格をもつスタッフが在
籍! お気軽にご相談ください。皆様のご
来店をお待ちしております!

昨年9月KITTE博多マルイ5階にオー
プン♪大粒な棗や枸杞の実、料理に最適
な白木耳や蓮の実、龍眼や桃膠などの珍
しい薬膳食材をはじめ、薬膳茶材料も数
多くご用意しております。また、台湾直
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『福商ビジネス情報便』は、毎月10日に発刊する「福岡
商工会議所NEWS」に貴社のチラシを同封し、福岡市の
約16,700社の会員企業や関連する経済団体などにお届
けするサービスです。
会報誌と一緒に福岡市内の会員事業所にお届けするの
で、“広告費用を抑えたい”、“イベントやセミナーの集客が
したい”など、福岡の企業に届けたい商品やサービスが
ある方にオススメです。

●『福商ビジネス情報便』を利用されたきっかけはなんですか？
　当社は東京に拠点がありますが、福岡で新たにセミナーを開催することにな
り、福岡市の事業所にPRできる方法を探していました。東京商工会議所の折込
チラシもたびたび利用しているため、福岡にも同様のサービスがあるのではと思
い、『福商ビジネス情報便』を見つけ、利用しました。

●実際に『福商ビジネス情報便』を利用していかがでしたか？
　東京に拠点がある当社でも、福岡の事業所にダイレクトに情報発信できたこ
とが良かったです。また、商工会議所の会員ということで、安心感をもっていた
だけたこともあり、セミナーの集客にもつながりました。初めて利用した際に、
反響がよかったので何度も利用しており、今後もお願いしていきたいです。

今回は 福商ビジネス情報便 の活用事例をご紹介します

ご利用いただいた企業様の声

TOMAコンサルタンツ
グループ（株）
東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館3階
TEL 03-6266-2555
HP：https://toma.co.jp

●『福商ビジネス情報便』を利用されたきっかけはなんですか？
　セミナーを開催するにあたり、自社で行う周知に加えて、福岡市の事業所に
PRできる手段を探していました。そんなとき、商工会議所から毎月届いている
会報誌が目に入り、チラシ折込ができると知って申し込みました。

●実際に『福商ビジネス情報便』を利用していかがでしたか？
　セミナー参加者の大半がビジネス情報便からのお申し込みというぐらいとても
反響がいいです。“商工会議所”の会報誌に同封されているので、お客様に安心
感をもっていただけたことが、集客につながっていると思います。今後も、セミ
ナーを開催する際は利用したいです。

（株）ブレイクスルー
福岡市中央区大名2-6-5
天神西通り館6F
TEL 092-715-0300
HP：https://break-net.com/

福商ビジネス情報便に関するお問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

関連ページP27

会員企業の皆様から「自社のサービスや商品に自信があるけれど、どのような広報が効率的なの
かわからない」とご相談をいただきます。そういったお悩みをお持ちの方に、福岡の企業にダイレク
トに届く「福商ビジネス情報便」をぜひご利用いただき、広報のお手伝いができればと思っていま
す。皆様のご利用をお待ちしています！

会議所活用法

Kaoi
☎092-807-2050
福岡市西区今宿駅前1-11-8
https://www.facebook.com/play.kaoi/
㉁不定休

高校生のときに友人に誘われて、「Kaoi」でウィンドサーフィンを始め、選手として活動をしていま
した。その後、オーナーのもとでインストラクターやスポーツ用品の販売員をしていましたが、いろ
いろあって、オーナーから店を引き継ぐことになりました。経営者にはなったものの、経営の知識
が全くなく、どうしようかと困っていたときに、商工会議所を知って経営や融資に関する相談をした
ことがきっかけで入会しました。
ウィンドサーフィンは、日本ではまだまだマイナーなスポーツですが、ウィンドサーフィン特有の

風を切って水面を走る感覚や自然との一体感をより多くの方々に体験してもらいたいと思っていま
す。また、 “ハッピービーチライフ”を掲げ、海辺の生活をプロデュースしたいと思い、このお店にレ
ンタサイクルを導入したり、カフェやパン屋を併設したりと、いま「Kaoi」を、お客様とのコミュニ
ケーションを深める大切な場所に育てています。ウィンドサーフィンやビーチライフにご興味がある
方は、ぜひ当店にいらしてください！

代表  帆足 明さん

今回訪れたのは、“ウィンドサーフィン”を体験できる、
西区今宿の長垂海岸沿いにある「Kaoi」さんです
皆さん「ウィンドサーフィン」を市内で体験できるってご
存じでしたか？ウィンドサーフィンはサーフボードのような板
に、ヨットのような帆をつけ、風を受けて水面を走るマリン
スポーツです
体験会は、1回90分でインストラクターが丁寧に教えて
くれます　 さらに、博多湾は風が強い日でも波が高くなり
にくいスポットなので、初心者の方でも楽しみやすいそうで
す　最近では、小学校高学年からご年配の方まで世代を問
わず体験にいらっしゃるとか　  また、Kaoiさんではボード
レンタルやマイボードを預けておく艇庫サービスもあるの
で、手ぶらでウィンドサーフィンを楽しみたい方や、自宅に
道具を保管する場所がない方でも大丈夫です　 今後は、
ボードの上でヨガをするサップヨガなども予定されているそ
うです！
マリンスポーツに興味がある方は、能古島を眼前に、博
多湾で思い切ってウィンドサーフィンを体験されてはいかが
でしょうか？

ウィンドサーフィン体験
 （予約制／ 5,500 円）

自然と一体感を感じる
 マリンスポーツを体験　 

近くの散策にもってこいです♪
こちらも予約制！

ユース選手の育成なども
行っています

Facebook

会議所NEWSの編集担当職員が街で見つけた“よかもん”をご紹介♪
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Kaoi
☎092-807-2050
福岡市西区今宿駅前1-11-8
https://www.facebook.com/play.kaoi/
㉁不定休

高校生のときに友人に誘われて、「Kaoi」でウィンドサーフィンを始め、選手として活動をしていま
した。その後、オーナーのもとでインストラクターやスポーツ用品の販売員をしていましたが、いろ
いろあって、オーナーから店を引き継ぐことになりました。経営者にはなったものの、経営の知識
が全くなく、どうしようかと困っていたときに、商工会議所を知って経営や融資に関する相談をした
ことがきっかけで入会しました。
ウィンドサーフィンは、日本ではまだまだマイナーなスポーツですが、ウィンドサーフィン特有の

風を切って水面を走る感覚や自然との一体感をより多くの方々に体験してもらいたいと思っていま
す。また、 “ハッピービーチライフ”を掲げ、海辺の生活をプロデュースしたいと思い、このお店にレ
ンタサイクルを導入したり、カフェやパン屋を併設したりと、いま「Kaoi」を、お客様とのコミュニ
ケーションを深める大切な場所に育てています。ウィンドサーフィンやビーチライフにご興味がある
方は、ぜひ当店にいらしてください！

代表  帆足 明さん

今回訪れたのは、“ウィンドサーフィン”を体験できる、
西区今宿の長垂海岸沿いにある「Kaoi」さんです
皆さん「ウィンドサーフィン」を市内で体験できるってご
存じでしたか？ウィンドサーフィンはサーフボードのような板
に、ヨットのような帆をつけ、風を受けて水面を走るマリン
スポーツです
体験会は、1回90分でインストラクターが丁寧に教えて
くれます　 さらに、博多湾は風が強い日でも波が高くなり
にくいスポットなので、初心者の方でも楽しみやすいそうで
す　最近では、小学校高学年からご年配の方まで世代を問
わず体験にいらっしゃるとか　  また、Kaoiさんではボード
レンタルやマイボードを預けておく艇庫サービスもあるの
で、手ぶらでウィンドサーフィンを楽しみたい方や、自宅に
道具を保管する場所がない方でも大丈夫です　 今後は、
ボードの上でヨガをするサップヨガなども予定されているそ
うです！
マリンスポーツに興味がある方は、能古島を眼前に、博
多湾で思い切ってウィンドサーフィンを体験されてはいかが
でしょうか？

ウィンドサーフィン体験
 （予約制／ 5,500 円）

自然と一体感を感じる
 マリンスポーツを体験　 

近くの散策にもってこいです♪
こちらも予約制！

ユース選手の育成なども
行っています

Facebook

会議所NEWSの編集担当職員が街で見つけた“よかもん”をご紹介♪
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福岡の統計

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

人口

消費者物価指数（福岡市）（※1）

消費者物価指数（全　国）（※1）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※1）

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（※1）

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

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）（※1）

有効求人数（福岡県）（※1）

有効求職者（福岡県）（※1）

完全失業数（全国）（※1）

福岡都市高速道路通行台数（※1）

地下鉄博多駅　乗降人員（※1）

　〃　天神駅　　　〃　（※1）

　〃　天神南駅　　〃　（※1）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※1）

福岡空港乗降客数　国内線（※1）

　　　 〃　　　　　国際線（※1）

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）（※2）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※2）

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）（※2）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※2）

820,009 

1,564,178 

― 

― 

252,451 

15,614 

― 

― 

910 

46,442 

1,025 

26,786,075 

17,598,384 

4,368 

95,129 

6 

46 

23 

8,279 

2021年3月〈令和3年3月〉

▲  0.7

▲  2.1

―

―

▲  7.1

4.7

―

―

▲  3.5

6.0

▲10.2

9.1

7.7

82.2

130.1

▲53.8

▲63.8

▲30.3

364.1

1.01 

95,285 

87,842 

194 

4,453,965 

2,471,309 

2,509,897 

540,232 

2,713,454 

371,931 

1,357 

7,890 

5,430 

1,879 

26,646 

1,770 

― 

― 

― 

▲28.4

▲17.3

14.7

22.0

▲15.9

▲45.4

▲39.7

▲35.6

▲30.5

▲73.3

▲99.6

23.0

▲  0.9

▲11.5

▲85.6

▲70.9

―

―

―

＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は前月末、（※2）は前々月末の数字。
＊「世帯数」および「人口」について、令和2年は、5年に一度の国勢調査実施年にあたり、これまで発表されていた平成27年国勢調査結果に基づく従来の推計人口
は公表されません。令和2年11月号より、住民基本台帳人口をお知らせしています。

＊「－」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。

安全対策を実施してい
る市内飲食店の情報を
発信しています !

Instagram Twitter
特設サイト

@goodupfukuoka ＠GoodUpFukuoka

4月からは、参加店
舗のテイクアウト
情報も発信してい
ます。

NEW

ぜひチェック
してみて
ください♪

～こんな方にオススメ～
・セミナーに参加できなかった…
・もう一度あのセミナーを見たい！
・福岡商工会議所の事業やサービスについて知りたい　など

福岡商工会議所公式チャンネル

チャンネル登録チャンネル登録をして情報をキャッチ！

YouTube

よかぞうチャンネル
分かりやすく、親しみやすく、

役に立つ！
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@goodupfukuoka ＠GoodUpFukuoka

4月からは、参加店
舗のテイクアウト
情報も発信してい
ます。

NEW

ぜひチェック
してみて
ください♪

商工会議所保険制度は、会員の皆様のもしもの時の

低廉な保険料でご加入いただける、
商工会議所会員のための 団体保険制度のご案内

コロナ対策を全力で
応援しています！

下記を読み取ると、
損害保険説明動画等
をご覧いただけます。

●医師の指示で自宅またはホテル等での療養についても入院給
付金を受けられます。
●利用が広がるオンライン診療も通院給付金を受けられます。
●24時間電話健康サービス等により病気時のサポート、治療後
の回復や心のケアで被保険者と同居の家族を支えます（サー
ビス内容により一部有料）。

●新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりの場合は災害保
険金として病気死亡保険金に上乗せして保障します。

●経営者や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働け
なくなった場合に、所得の減少部分を補います。
●医師の診査不要で加入手続きが簡単です。
●入院中のほか、自宅療養中の就業不能も補償します。

●パワハラ、セクハラによる事業者、役員、
使用人の法律上の賠償責任を補償します。
●業務・通勤による新型コロナウイルス感染症
等の疾病について、政府労災保険の認定を
受けた場合に、上乗せ補償を受けられます。

●販売した弁当等により食中毒が発生した
ことによる賠償を補償します。
●食中毒・特定感染症利益補償特約に加入す
ると、営業休止に伴う収入減も補償します。

●その場に留まることが危険と判断した場合、
緊急帰国のサポートをします（駐在先が外
務省感染症危険情報レベル2以下が対象）。

海外危機対策プラン

コロナ感染時の入院・通院費用や
万が一の際の家族の生活費の心配なら

テレワーク中のハラスメント行為による
賠償責任が心配なら

従業員が業務・通勤によりコロナに感染した場合に
おける、従業員への補償や企業の損害賠償が心配なら

宅配事故（労働災害）による、
ケガをした従業員への補償が心配なら

コロナ感染時の入院・療養中における
所得減の心配なら

休業補償プラン

生命共済・福祉制度

業務災害補償プラン

テレワーク中の個人情報流出、
ハッキングによる賠償責任が心配なら

情報漏えい賠償責任保険制度
～サイバーリスク補償型

ビジネス総合保険制度

宅配弁当等の食中毒の心配なら

コロナ感染者が発生した場合における、
店舗消毒や営業休止に伴う収入減が心配なら

コロナの感染拡大から
海外駐在員の安全確保のために

生命共済

福祉制度

コロナに感染したときの
入院・通院費用や
万が一の際の家族の生活費
が心配だ…

宅配弁当等で
食中毒＊が発生
したらどうしよう…
＊（ノロウイルス、O-157等）

コロナ感染時の
入院・療養中における所得減
が心配だ…

コロナ感染者が発生した際の
店舗消毒や営業休止に伴う収入減
が心配だ…

個 人 の 心 配 企 業 の 心 配

従業員が業務・通勤により
コロナに感染した場合における、
従業員への補償や企業の損害賠償
に対応できるか心配だ…

宅配事故（労働災害）による、
ケガをした従業員への補償
に対応できるか心配だ…

テレワーク中に
見えないところでハラスメント行為
があったらどうしよう…

テレワーク中の
個人情報流出やハッキング
が心配だ…

コロナ感染が拡大した際、
海外駐在員の安全が確保
できるか心配だ…

補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。このご案内は概要を紹介したもので
す。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合
には、お近くの保険代理店、引受保険会社または最寄の商工会議所までお問合せください。商工
会議所会員のみ、商工会議所保険制度（団体割引適用）にご加入いただけます。本チラシは、日
本商工会議所が有限会社石垣サービスの協力のもと、作成したものです。

2020年11月作成　20-T04118

https://hoken.jcci.or.jp
商工会議所の保険制度HP

上記URLから、保険説明動
画、パンフレット・重要事項説
明書のダウンロード、各引受
保険会社の確認ができます。

個 人 の 安 心 の た め に 企 業 の 安 心 の た め に

～こんな方にオススメ～
・セミナーに参加できなかった…
・もう一度あのセミナーを見たい！
・福岡商工会議所の事業やサービスについて知りたい　など

福岡商工会議所公式チャンネル

チャンネル登録チャンネル登録をして情報をキャッチ！

YouTube

よかぞうチャンネル
分かりやすく、親しみやすく、

役に立つ！



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、2021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

生命共済制度生命共済制度

さらに…

剰余は配当金として還元！

2019年度実績50.13％！！
12ヵ月×50.13％＝約6ヵ月分 負担が減少!!
※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、2021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。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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