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040404 事業承継の課題を
ワンストップサポート!
福岡県事業承継・引継ぎ支援センターが新体制になりました
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抗菌おしぼりをもっと身近に
簡易版『CURUPO』を開発

医 療 現 場 など で 導入 が 進 む
『FIND』に加え、ファインド・オンで
はよりシンプルな操作で抗菌おしぼり
がつくれる『CURUPO』の販売を
2018年にスタートしました。長さや温
度など施設ごとの細かなニーズに対応
で き る『 F I N D 』に 対 して 、
『CURUPO』はおしぼりの長さを25
センチに固定。温度も常温とホットの
切り替えのみと簡潔にすることで機器
自体の費用を抑え、導入のハードルを
低く設定しています。
藤木さんは「今まで抗菌おしぼりが
必要な場所というと医療施設に限られ
ていましたが、新型コロナウイルス感
染症の流行以降、オフィスやゴルフ場、
エステサロンなどさまざまな場所に
ニーズが生まれています。営業先の業
態を絞らず、固定観念を持たずに色々
な業界にチャレンジしていきたいと思っ
ています。また機器にかかる費用を抑
えるため、レンタルプランの導入も検
討中です」と意気込みます。

福岡から抗菌おしぼり製造機を
全国へと広げていく

2021年4月末現在で『FIND』を導
入している施設は約180箇所、販売
代理店として約40社が加盟するなど、
ファインド・オンの抗菌おしぼりは
徐々に広がりを見せている一方、藤木
さんは「まだまだ機器の導入も販売店
も福岡が中心。これからは福岡で事業
モデルを確立して、さらに拡大してい
きたい」と話します。
またコロナ禍における感染症対策の
ため、商談や商品のデモンストレー
ションが鈍化していることを営業課題
に設定。そこでまずはオンラインによ
る商談システムを構築、商品解説動画
を作成し、エンドユーザーとの応対を
すべてインターネットで完結できるよう
ホームページの改修を進めています。
「ファインド・オンは抗菌おしぼり製
造機のメーカーとして、商品インフラ
の整備や新商品の開発を進めていきた
い」と藤木さん。現在は施設の入り口
などに設置し、蒸気によって全身を除
菌する機器を開発中で、加えて小さな
子どもでも使用できる抗菌おしぼり製

造機についても開発を検討しているそ
うです。
「幼稚園や保育園などにおいても、
抗菌おしぼりのニーズは高いはず。コ
ロナ禍で衛生管理に人的リソースを割
かねばならないのは、医療現場に限っ
た話ではありませんからね。自動のお
しぼり製造機は20年前くらいからあっ
た機器ではありますが、一般の飲食店
やオフィスまでには広がらなかった商
品。今は一般家庭にあってもおかしく
はありません。コロナ禍という厳しい
現状ではありますが、これをビジネス
チャンスとして捉えて拡大していくこと
はもちろん、皆さんの手助けになれば
と思っています」。

ボタンひとつで使い捨ての
抗菌おしぼりを自動製造

新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い、飲食店をはじめ企業などさまざ
まな場所で消毒液や非接触型の検温
カメラなどの導入が加速。そうした中、
病院や介護施設向けに使い捨ての抗
菌おしぼり製造機『FIND』を販売す
る福岡市東区多の津の株式会社ファイ
ンド・オンに、注目が集まっています。
もともとゲームセンターなどにおしぼ

り製造機を卸していたところ、他の業
種にも販売を拡大するために市場調査
を実施。代表取締役の藤木賢哉さん
は「実際に病院などを回ったところ、
布タオルを洗濯したり、濡らして巻いた
りしながら、手作業で清拭用のおしぼ

りをつくっていることがわかりました。
施設によっては保温器を利用せずに、
電子レンジでひとつひとつ温めている
ケースもあるなど、おしぼり製造機の
ニーズを感じました」と振り返ります。
そこで海外からさまざまなおしぼり

製造機の試作機を取り寄せ、病院や介
護施設からの要望を反映してつくり上
げたのが『FIND』です。おしぼりを自
動でつくるだけではなく、長さや温度、
湿り具合を細かく設定することができ
ます。長さは20～35センチの間で1セ
ンチ刻み、温度は60～95℃の間で1℃
単位の調整が可能。一度に最大50本
まで連続でおしぼりが取り出せます。
また使用方法も簡単で、ボックス型

の機械に天然素材の不織布ロールを
セット。給水タンクに水道水と大豆ア

ミノ酸を主成分としたノンアルコール
の専用抗菌液を入れるだけで使用でき
ます。
「厚生労働省のガイドラインによる
と、介護現場などでは使い捨てのおし
ぼりを使うことが望ましいとされている
ものの、まだまだ実際の現場とは
ギャップがあります。そういった現場
に『FIND』を導入すれば、衛生面の改
善が見込めるほか、50～100床の施
設であれば毎日1時間程度の作業効率
化が実現できるはず」と藤木さん。そ
うして2015年1月の販売開始から徐々
に販売実績を伸ばしてきた『FIND』で
すが、新型コロナウイルス感染症対策
のツールとして脚光を浴び、コロナ禍
以前と比べ問い合わせ件数は5倍にな
るなど、存在感を強めています。

株式会社ファインド・オン　代表取締役　藤木 賢哉氏

株式会社ファインド・オン

取材日：4月26日

〒813-0034 福岡市東区多の津1-9-6
TEL 092-292-0278

https://fukuoka.find-on.net/

2『FIND』は機器前面のボタンで、おしぼりの長さや温度、湿り具
合、本数などを細かく調整することができる

4『FIND』はナースステーションなどに設置。設置工事は不要で、電
源プラグをコンセントに差し込むだけで使用可能

1ファインド・オンが販売している『FIND』（右）と『CURUPO』（左）。
『CURUPO』はさまざまな場所に設置できるよう、ひと回りコンパクトになっている

3専用抗菌液と同じく大豆抽出アミノ酸を主成分とした抗菌・抗ウイルススプ
レーも販売。アルコールフリーでさまざまな用途に活用できる

【プロフィール】
熊本県出身。長崎大学経済学部卒業後、通
信機器営業などを経て、貿易会社に入社。自
動おしぼり機の製造販売に携わり、2018年
10月に株式会社ファインド・オンの代表取
締役に就任。趣味は音楽鑑賞。

抗菌おしぼり製造機で病院などの
作業効率アップに大きく貢献
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M&Aの実行

事業承継の課題をワンストップサポート!
福岡県事業承継・引継ぎ支援センターが新体制になりました

親族内・社員承継の場合（事業承継計画の策定）

経営者保証解除の制度について
経営者の方が事業承継の際、躊躇されることとして経営
者保証があります。2020年4月から事業承継に焦点をあ
てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の適用が開
始されました。融資の連帯保証人を次期社長に引継がなく
ても良い制度（経営者保証解除）に向けた支援スキームが始
まりました。
まずは、ご相談ください。

①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③財務状況の正確な把握、情報開示等による経営
の透明性の確保

以上3つを満たす事業者は…
◎経営者保証不要で金融機関から融資を受けられる可能
性があります。
◎既存の経営者保証を解除できる可能性もあります。

第三者承継の場合

今年4月1日、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターが、
親族内承継から社員承継、第三者承継（M&A）までワンス
トップで支援できる体制となりました。
この特集では、事業承継支援体制の変遷、これまでの支

援事例についてご紹介します。

事業承継問題と支援体制の変遷
●「事業引継ぎ支援センター」の創設
従来から課題とされていた中小企業の後継者への事業承

継を重点的に支援するために、平成24年2月、「事業引継
ぎ支援センター」が開設され、事業承継全般の支援が始まり
ました。

●親族承継支援強化に向けた「事業承継5か年計画」の策定
中小企業経営者の高齢化が進み、数十万社の中小企業が

事業承継のタイミングを迎えようとしていることを背景に、
事業承継支援の集中実施期間として、平成29年、「事業承
継5か年計画」が策定されました。この時期から親族承継支
援に特化した「事業承継支援ネットワーク」が構築され、事
業承継ニーズの掘り起こしや経営者への「気づき」を促す取
り組みが開始されました。また、「事業引継ぎ支援センター」
は、M&A支援が中心となりました。

●今後の事業承継の傾向
それから約5年経過した現在、事業承継は親族内承継か
ら第三者承継（M&A）にシフトしつつあります。M＆Aに対
する事業者のイメージも「プラスのイメージになった」と感じ
る経営者が多くなっており、特に過去にM＆Aを実施したこ
とがある企業や経営者年齢が若い企業などでは買い手として
のM＆A実施意向が高く、売上・市場シェアの拡大など成
長戦略の一環として検討している企業が多い状況です。
後継者の年齢、承継方法を問わず、事業承継実施後の
企業パフォーマンスの調査結果では、同業種平均値を上
回っていることも確認されており、今後、事業承継は企業
成長のための大きな経営戦略となりつつあります。

●「事業承継・引継ぎ支援センター」への改組
このような状況の中、第三者承継支援を行う「事業引継
ぎ支援センター」は、親族承継支援を行う「事業承継ネット
ワーク」の機能を統合し、今年の4月1日から、「福岡県事
業承継・引継ぎ支援センター」として、事業承継全般をワ
ンストップで支援する体制になりました。平成24年のセン
ター創設以来、相談件数は右肩上がりが続く中、事業承継
のプロが公平な立場で親族内承継、社員承継、第三者承継
の支援全般を一層強力に進めてまいります。

そもそも“なぜ今から”事業承継について考え、準備していか
ないといけないのかを認識。事業承継に向けた早めの準備の必
要性を認識するための「事業承継診断」や経営者と支援機関と
の事業承継に関する対話・対談に取り組む。

事業承継に向けた準備の必要性の認識

ステップ1

経営状況を把握するためのツール（中小会計要領・知的資産
経営報告書等）を活用しながら、経営の見える化を行い、課題
改善に向けた方向性を明確にする。

経営状況・経営課題等の把握（見える化）

ステップ2

経営者が将来の事業承継を見据えて、本業の競争力の強化な
どにより企業価値を高めることで、会社を後継者にとって魅力的
な状態にまで引き上げる。

事業承継に向けた経営改善（磨き上げ）

ステップ3

事業承継計画策定※1（親族内・社員承継）

ステップ4

M&Aの知識・情報・実情を理解していただくことに時間を掛
ける必要があり、その上で挑戦意欲を確認する。

経営者へのレクチャーと意思確認

ステップ1

会社情報をまとめた書類を作成し、匿名の企業情報（ノンネー
ムデータ）としてアドバイザー並びに買手希望企業に渡し、実現
可能性を判断する。

企業概要書・ノンネームデータの作成

ステップ2

秘密保持契約に始まり、譲渡に向けた基本合意を行う。

秘密保持契約等の交渉

ステップ3

ステップ4

事業承継の実行

ステップ5

事業引継ぎ支援センター（事業引継ぎ支援事業）

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター

従
来
の
役
割

全国の都道府県に設置し、後継者不在の中小企業・小
規模事業者と譲受を希望する事業者とのマッチングを支援。
また、創業希望者とのマッチングを支援する後継者人材

バンク事業も運営。

ニーズの掘り起こし
①承継コーディネーターを責任者とし、経営者に身近な支援機
関などによる支援のためのネットワークを構築。

②ネットワークの構成機関にてプッシュ型の事業承継診断を
実施し、経営者の課題や事業承継支援ニーズを掘り起こし
ます。

③エリア毎にエリアコーディネーターを配置し、エリア内の構
成機関が実施するプッシュ型事業承継診断をサポートすると
ともに、構成機関が掘り起こした支援ニーズ先の課題を整
理し、承継コーディネーターを経由して課題に応じた支援担
当につなげます。

事業承継支援
①後継者の不在先は第三者承継支援担当が登録機関等（民
間M&A仲介業者等）を活用してマッチング・事業引継ぎの
支援を行います。
②親族内への事業承継希望先は親族内承継支援担当が外部
専門家を活用した個者支援（事業承継計画作成支援等）を
行います。
③事業承継時の経営者保証に課題がある場合は、経営者保
証業務担当が、外部専門家を活用した支援を行います。

事業承継ネットワーク（プッシュ型事業承継高度化事業）
〈
M
&
A
支
援
〉

〈
親
族
承
継
支
援
〉

⑴事業承継ネットワークを構築
早期・計画的な事業承継の準備に対する「気づき」を促
すため、地域ごとに、商工会議所や金融機関、専門家等
の支援機関と連携し、事業承継ネットワークを構築。

⑵プッシュ型事業承継支援の実施
事業承継診断を通して掘り起こされたニーズに対し、地域

の専門家と連携して、さらに踏み込んだ事業承継を支援。

支援内容　以下の支援を、無料で実施します。
⒈ 事業承継・引継ぎ（親族内・社員・第三者）に関するご
相談

⒉ 事業承継診断による事業承継・引継ぎに向けた課題の
抽出

⒊ 事業承継を進めるための事業承継計画の策定
⒋ 事業引継ぎにおける譲受／譲渡企業を見つけるための
マッチング支援

⒌ 経営者保証解除に向けた専門家支援 など

まずはご相談
ください!

子供に会社を引継ぎ
たいが、何から手を
付ければよいのか？

廃業を検討しているが、
どうすれば？

後継者がおらず、
引継ぎ相手を探すには？

福岡県事業承継・引継ぎ支援
センター
TEL 092-441-6922

相談先の
ご案内

統
合
後
の
役
割

従
来
の
役
割

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

※1…信用保証協会所定の書式による計画書。事業承継の理由や経
緯、課題及び解決策等の整理を行う。

https://www.f-hikitsugi.com/
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M&Aの実行

事業承継の課題をワンストップサポート!
福岡県事業承継・引継ぎ支援センターが新体制になりました

親族内・社員承継の場合（事業承継計画の策定）

経営者保証解除の制度について
経営者の方が事業承継の際、躊躇されることとして経営

者保証があります。2020年4月から事業承継に焦点をあ
てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の適用が開
始されました。融資の連帯保証人を次期社長に引継がなく
ても良い制度（経営者保証解除）に向けた支援スキームが始
まりました。
まずは、ご相談ください。

①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③財務状況の正確な把握、情報開示等による経営
の透明性の確保

以上3つを満たす事業者は…
◎経営者保証不要で金融機関から融資を受けられる可能
性があります。
◎既存の経営者保証を解除できる可能性もあります。

第三者承継の場合

今年4月1日、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターが、
親族内承継から社員承継、第三者承継（M&A）までワンス
トップで支援できる体制となりました。
この特集では、事業承継支援体制の変遷、これまでの支
援事例についてご紹介します。

事業承継問題と支援体制の変遷
●「事業引継ぎ支援センター」の創設
従来から課題とされていた中小企業の後継者への事業承
継を重点的に支援するために、平成24年2月、「事業引継
ぎ支援センター」が開設され、事業承継全般の支援が始まり
ました。

●親族承継支援強化に向けた「事業承継5か年計画」の策定
中小企業経営者の高齢化が進み、数十万社の中小企業が
事業承継のタイミングを迎えようとしていることを背景に、
事業承継支援の集中実施期間として、平成29年、「事業承
継5か年計画」が策定されました。この時期から親族承継支
援に特化した「事業承継支援ネットワーク」が構築され、事
業承継ニーズの掘り起こしや経営者への「気づき」を促す取
り組みが開始されました。また、「事業引継ぎ支援センター」
は、M&A支援が中心となりました。

●今後の事業承継の傾向
それから約5年経過した現在、事業承継は親族内承継か
ら第三者承継（M&A）にシフトしつつあります。M＆Aに対
する事業者のイメージも「プラスのイメージになった」と感じ
る経営者が多くなっており、特に過去にM＆Aを実施したこ
とがある企業や経営者年齢が若い企業などでは買い手として
のM＆A実施意向が高く、売上・市場シェアの拡大など成
長戦略の一環として検討している企業が多い状況です。
後継者の年齢、承継方法を問わず、事業承継実施後の
企業パフォーマンスの調査結果では、同業種平均値を上
回っていることも確認されており、今後、事業承継は企業
成長のための大きな経営戦略となりつつあります。

●「事業承継・引継ぎ支援センター」への改組
このような状況の中、第三者承継支援を行う「事業引継
ぎ支援センター」は、親族承継支援を行う「事業承継ネット
ワーク」の機能を統合し、今年の4月1日から、「福岡県事
業承継・引継ぎ支援センター」として、事業承継全般をワ
ンストップで支援する体制になりました。平成24年のセン
ター創設以来、相談件数は右肩上がりが続く中、事業承継
のプロが公平な立場で親族内承継、社員承継、第三者承継
の支援全般を一層強力に進めてまいります。

そもそも“なぜ今から”事業承継について考え、準備していか
ないといけないのかを認識。事業承継に向けた早めの準備の必
要性を認識するための「事業承継診断」や経営者と支援機関と
の事業承継に関する対話・対談に取り組む。

事業承継に向けた準備の必要性の認識

ステップ1

経営状況を把握するためのツール（中小会計要領・知的資産
経営報告書等）を活用しながら、経営の見える化を行い、課題
改善に向けた方向性を明確にする。

経営状況・経営課題等の把握（見える化）

ステップ2

経営者が将来の事業承継を見据えて、本業の競争力の強化な
どにより企業価値を高めることで、会社を後継者にとって魅力的
な状態にまで引き上げる。

事業承継に向けた経営改善（磨き上げ）

ステップ3

事業承継計画策定※1（親族内・社員承継）

ステップ4

M&Aの知識・情報・実情を理解していただくことに時間を掛
ける必要があり、その上で挑戦意欲を確認する。

経営者へのレクチャーと意思確認

ステップ1

会社情報をまとめた書類を作成し、匿名の企業情報（ノンネー
ムデータ）としてアドバイザー並びに買手希望企業に渡し、実現
可能性を判断する。

企業概要書・ノンネームデータの作成

ステップ2

秘密保持契約に始まり、譲渡に向けた基本合意を行う。

秘密保持契約等の交渉

ステップ3

ステップ4

事業承継の実行

ステップ5

事業引継ぎ支援センター（事業引継ぎ支援事業）

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター

従
来
の
役
割

全国の都道府県に設置し、後継者不在の中小企業・小
規模事業者と譲受を希望する事業者とのマッチングを支援。
また、創業希望者とのマッチングを支援する後継者人材
バンク事業も運営。

ニーズの掘り起こし
①承継コーディネーターを責任者とし、経営者に身近な支援機
関などによる支援のためのネットワークを構築。
②ネットワークの構成機関にてプッシュ型の事業承継診断を
実施し、経営者の課題や事業承継支援ニーズを掘り起こし
ます。
③エリア毎にエリアコーディネーターを配置し、エリア内の構
成機関が実施するプッシュ型事業承継診断をサポートすると
ともに、構成機関が掘り起こした支援ニーズ先の課題を整
理し、承継コーディネーターを経由して課題に応じた支援担
当につなげます。

事業承継支援
①後継者の不在先は第三者承継支援担当が登録機関等（民
間M&A仲介業者等）を活用してマッチング・事業引継ぎの
支援を行います。
②親族内への事業承継希望先は親族内承継支援担当が外部
専門家を活用した個者支援（事業承継計画作成支援等）を
行います。
③事業承継時の経営者保証に課題がある場合は、経営者保
証業務担当が、外部専門家を活用した支援を行います。

事業承継ネットワーク（プッシュ型事業承継高度化事業）
〈
M
&
A
支
援
〉

〈
親
族
承
継
支
援
〉

⑴事業承継ネットワークを構築
早期・計画的な事業承継の準備に対する「気づき」を促

すため、地域ごとに、商工会議所や金融機関、専門家等
の支援機関と連携し、事業承継ネットワークを構築。

⑵プッシュ型事業承継支援の実施
事業承継診断を通して掘り起こされたニーズに対し、地域

の専門家と連携して、さらに踏み込んだ事業承継を支援。

支援内容　以下の支援を、無料で実施します。
⒈ 事業承継・引継ぎ（親族内・社員・第三者）に関するご
相談

⒉ 事業承継診断による事業承継・引継ぎに向けた課題の
抽出

⒊ 事業承継を進めるための事業承継計画の策定
⒋ 事業引継ぎにおける譲受／譲渡企業を見つけるための
マッチング支援

⒌ 経営者保証解除に向けた専門家支援 など

まずはご相談
ください!

子供に会社を引継ぎ
たいが、何から手を
付ければよいのか？

廃業を検討しているが、
どうすれば？

後継者がおらず、
引継ぎ相手を探すには？

福岡県事業承継・引継ぎ支援
センター
TEL 092-441-6922

相談先の
ご案内

統
合
後
の
役
割

従
来
の
役
割

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

※1…信用保証協会所定の書式による計画書。事業承継の理由や経
緯、課題及び解決策等の整理を行う。

https://www.f-hikitsugi.com/
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事業譲渡による第三者承継

親族内承継 補助金を活用

■支援経緯
支援機関の指導員が、事業承継に関するヒ

アリングを行い、事業承継診断をした結果、
親族内承継を予定しているものの、承継時期
をいつにするか、資産の承継、取引先との関
係性維持、新規顧客開拓、後継者の経営管理
面の知識習得等、事業承継に関する様々な課
題が浮かび上がり、専門家派遣を申請した。

専門家派遣の中で、現経営者と後継者との対話を定期的に行
うことの重要性、そして後継者が技術やノウハウを承継していく
と同時に、収支の把握や資金繰り等、経営管理面の知識を習
得することが重要であると確認を行った。また、事業承継計画
書を作成したことで事業の現状や課題を把握することができ、
円滑な事業承継のための準備を整えることができた。
さらに、作成した事業承継計画書を活用して「福岡県事業承

継準備応援補助金※2」を申請し、採択された。

事務局コメント
事業者と支援機関・事務局が連携して「福岡県事業承

継準備応援補助金」も活用した事例であり、指導員の支
援があって具体的に結びついたと思います。

事務局コメント
支援機関の指導員は日ごろ事業主から事業承継の相談を受けて

いました。事業承継支援ネットワークの専門家派遣を活用し親族
内承継を円滑に行った事例です。
支援機関の指導員が事業承継の気付きを与え、専門家の支援に

より後継者の覚悟が決まったと思います。

■支援内容

■支援経緯
支援機関の指導員により、事業承
継に関するヒアリングを行い、診断
の結果、親族内承継を考えており、
専門家の支援を受けたいとの要望が
あった。

専門家の派遣を受け、後継者が中心となって、事業承継計画の策定
を行い、後継者自身のスキルアップのために、事業承継ネットワーク主
催の「フクオカ後継者塾※3」にも参加。
先代から引き継ぐにあたって、金融機関からの経営者保証解除を目指
し、経営者保証コーディネーターの専門相談を受け、基本的な経営者
保証ガイドラインの理解と、金融機関と話し合うための目標を設定した。
現在は後継者に事業承継実施、策定した事業承継計画を参考にして
事業経営を行っている。

■支援内容

■支援経緯
代表者の年齢からも事業承継に関
してそろそろ切り出す時期と思案して
いるタイミングで、支援機関の指導
員が事業承継に関するヒアリングを
実施した。ヒアリング結果から代
表、代表の奥様、後継者にプッシュ
型事業※4の専門家派遣を提案したと
ころ支援が実現した。
また、専門家派遣終了後、後継
者に事業承継ネットワーク主催の「フ
クオカ後継者塾」をご案内したところ
受講される運びとなった。

※4…構成機関が経営者に対して行う事業
承継診断によって掘り起こした経営者の
事業承継に係る悩み、課題、ニーズを
適切な支援機関に取り次ぐとともに、必
要に応じて地域の専門家による支援を行
う事業。

※3…事業を引継ぐ後継者としての心構え
や覚悟、経営の基礎知識（経営、組織、
財務等）を講師のレクチャーやワーク
ショップを通じて習得することで、経営
者としての一歩を踏み出せるように支援
する一貫性のカリキュラム。

※2…今後5年以内に事業承継をしようとしており、
福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関から事
業承継計画に関する支援を受けた中小企業の皆様
が行う、事業計画または事業承継計画に基づく取
組みに必要な経費に対する補助金。
令和3年度公募期間：
令和3年5月18日（火）～7月9日（金）
詳細は下記URLから
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
syoukeijyunbi-hojyo.html

代表（父）と後継者（息子）の間で事業承継に関して話は出ていたもの
の、口頭だけであったため話すたびに承継時期や内容が異なっていたこ
となどで後継者がモヤモヤとした状態が続いていた。
今後の経営、人員の確保、借入金など頭を悩ませることも山積だった。
専門家派遣を受け、曖昧であった事業承継時期の明確化、今後の方
向性の整理、準備すべき事などが事業承継計画書にて明確になったこと
で目標の共有ができた。
特に普段よりお付き合いのある支援機関の指導員の視点、専門家から
の中立かつ客観的な視点が親子間に入ることで比較的短期間で方向性を
決めるのに役立った。
事業承継計画に記載された後継者教育の一環として「フクオカ後継者
塾」を受講するなど、計画どおりに準備が進められ、後継者を代表取締
役社長とする事業承継が実施された。

事務局コメント
日ごろから親身に事業所に寄り添っている支援機関の協力があっ

てこそ、円滑に事業承継計画を作成することができたと思います。

■支援内容

■支援経緯
八尋佐喜夫社長はもともと博多織屋で働いていたが、定年後、それ

までの経験を活かし、着付教室に就職。その後、平成6年に独立し、
きもの装美着付学院を創業。無料できもの着付教室の運営を行ってい
たが、数年前に体を壊してから、思うように営業活動ができず、業績
が下降傾向であった。体調のこともあり、従業員に事業承継の打診を
したが、該当者が見つからず、2019年8月に当センターに来所。きも
の文化を後世につなげていくためにも事業を存続させたいとの強い思い
でM&Aを決断した。

■支援内容
センターにご登録いただいている譲受（買い）希望事業者に月1回配

信する情報メール便にて案件をご紹介したところ、合同会社RENTAの
安部氏よりお問い合わせがあった。
安部氏は自身も結婚相談所の運営をされており、同事業とシナジー

効果があり、また、日本の伝統的なきもの文化を後世につなげていき
たいとのお気持ちから本事業を承継することを決断された。
安部氏は今後ご自身の事業での経験を活かし、Webや広告媒体を駆

使し、新規および既存顧客への広報活動を推進し、売上アップを目指
すとのこと。

小売業（業歴約70年）

サービス業（業歴約30年）

自動車整備業（業歴約70年）

運送業（業歴約40年）福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援事例をご紹介します

親族内承継

親族内承継

（右）きもの装美着付学院  代表者 八尋佐喜夫氏（譲渡者）
と（左）合同会社RENTA  代表者 安部光弘氏の調印式

支援

支援

支援

事務局コメント
コロナウイルスの影響で事業が

止まっている中、早急に譲渡した
いとの意向であったため、ご紹介
から成約までの様々な段取りをで
きるだけスピーディーに行うよう心
掛けました。また、トップ面談の
際、進行役として双方のご意向を
取りまとめ、スムーズに交渉が進
むよう支援しました。このことによ
り、早期の引継ぎを実現すること
ができたと思います。

支援

本記事全般に関するお問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

※福岡商工会議所では、経済産業省より委託を受けています。
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事業譲渡による第三者承継

親族内承継 補助金を活用

■支援経緯
支援機関の指導員が、事業承継に関するヒ

アリングを行い、事業承継診断をした結果、
親族内承継を予定しているものの、承継時期
をいつにするか、資産の承継、取引先との関
係性維持、新規顧客開拓、後継者の経営管理
面の知識習得等、事業承継に関する様々な課
題が浮かび上がり、専門家派遣を申請した。

専門家派遣の中で、現経営者と後継者との対話を定期的に行
うことの重要性、そして後継者が技術やノウハウを承継していく
と同時に、収支の把握や資金繰り等、経営管理面の知識を習
得することが重要であると確認を行った。また、事業承継計画
書を作成したことで事業の現状や課題を把握することができ、
円滑な事業承継のための準備を整えることができた。
さらに、作成した事業承継計画書を活用して「福岡県事業承
継準備応援補助金※2」を申請し、採択された。

事務局コメント
事業者と支援機関・事務局が連携して「福岡県事業承

継準備応援補助金」も活用した事例であり、指導員の支
援があって具体的に結びついたと思います。

事務局コメント
支援機関の指導員は日ごろ事業主から事業承継の相談を受けて

いました。事業承継支援ネットワークの専門家派遣を活用し親族
内承継を円滑に行った事例です。
支援機関の指導員が事業承継の気付きを与え、専門家の支援に

より後継者の覚悟が決まったと思います。

■支援内容

■支援経緯
支援機関の指導員により、事業承

継に関するヒアリングを行い、診断
の結果、親族内承継を考えており、
専門家の支援を受けたいとの要望が
あった。

専門家の派遣を受け、後継者が中心となって、事業承継計画の策定
を行い、後継者自身のスキルアップのために、事業承継ネットワーク主
催の「フクオカ後継者塾※3」にも参加。
先代から引き継ぐにあたって、金融機関からの経営者保証解除を目指

し、経営者保証コーディネーターの専門相談を受け、基本的な経営者
保証ガイドラインの理解と、金融機関と話し合うための目標を設定した。
現在は後継者に事業承継実施、策定した事業承継計画を参考にして

事業経営を行っている。

■支援内容

■支援経緯
代表者の年齢からも事業承継に関

してそろそろ切り出す時期と思案して
いるタイミングで、支援機関の指導
員が事業承継に関するヒアリングを
実施した。ヒアリング結果から代
表、代表の奥様、後継者にプッシュ
型事業※4の専門家派遣を提案したと
ころ支援が実現した。
また、専門家派遣終了後、後継

者に事業承継ネットワーク主催の「フ
クオカ後継者塾」をご案内したところ
受講される運びとなった。

※4…構成機関が経営者に対して行う事業
承継診断によって掘り起こした経営者の
事業承継に係る悩み、課題、ニーズを
適切な支援機関に取り次ぐとともに、必
要に応じて地域の専門家による支援を行
う事業。

※3…事業を引継ぐ後継者としての心構え
や覚悟、経営の基礎知識（経営、組織、
財務等）を講師のレクチャーやワーク
ショップを通じて習得することで、経営
者としての一歩を踏み出せるように支援
する一貫性のカリキュラム。

※2…今後5年以内に事業承継をしようとしており、
福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関から事
業承継計画に関する支援を受けた中小企業の皆様
が行う、事業計画または事業承継計画に基づく取
組みに必要な経費に対する補助金。
令和3年度公募期間：
令和3年5月18日（火）～7月9日（金）
詳細は下記URLから
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
syoukeijyunbi-hojyo.html

代表（父）と後継者（息子）の間で事業承継に関して話は出ていたもの
の、口頭だけであったため話すたびに承継時期や内容が異なっていたこ
となどで後継者がモヤモヤとした状態が続いていた。
今後の経営、人員の確保、借入金など頭を悩ませることも山積だった。
専門家派遣を受け、曖昧であった事業承継時期の明確化、今後の方

向性の整理、準備すべき事などが事業承継計画書にて明確になったこと
で目標の共有ができた。
特に普段よりお付き合いのある支援機関の指導員の視点、専門家から

の中立かつ客観的な視点が親子間に入ることで比較的短期間で方向性を
決めるのに役立った。
事業承継計画に記載された後継者教育の一環として「フクオカ後継者

塾」を受講するなど、計画どおりに準備が進められ、後継者を代表取締
役社長とする事業承継が実施された。

事務局コメント
日ごろから親身に事業所に寄り添っている支援機関の協力があっ

てこそ、円滑に事業承継計画を作成することができたと思います。

■支援内容

■支援経緯
八尋佐喜夫社長はもともと博多織屋で働いていたが、定年後、それ
までの経験を活かし、着付教室に就職。その後、平成6年に独立し、
きもの装美着付学院を創業。無料できもの着付教室の運営を行ってい
たが、数年前に体を壊してから、思うように営業活動ができず、業績
が下降傾向であった。体調のこともあり、従業員に事業承継の打診を
したが、該当者が見つからず、2019年8月に当センターに来所。きも
の文化を後世につなげていくためにも事業を存続させたいとの強い思い
でM&Aを決断した。

■支援内容
センターにご登録いただいている譲受（買い）希望事業者に月1回配
信する情報メール便にて案件をご紹介したところ、合同会社RENTAの
安部氏よりお問い合わせがあった。
安部氏は自身も結婚相談所の運営をされており、同事業とシナジー
効果があり、また、日本の伝統的なきもの文化を後世につなげていき
たいとのお気持ちから本事業を承継することを決断された。
安部氏は今後ご自身の事業での経験を活かし、Webや広告媒体を駆
使し、新規および既存顧客への広報活動を推進し、売上アップを目指
すとのこと。

小売業（業歴約70年）

サービス業（業歴約30年）

自動車整備業（業歴約70年）

運送業（業歴約40年）福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援事例をご紹介します

親族内承継

親族内承継

（右）きもの装美着付学院  代表者 八尋佐喜夫氏（譲渡者）
と（左）合同会社RENTA  代表者 安部光弘氏の調印式

支援

支援

支援

事務局コメント
コロナウイルスの影響で事業が

止まっている中、早急に譲渡した
いとの意向であったため、ご紹介
から成約までの様々な段取りをで
きるだけスピーディーに行うよう心
掛けました。また、トップ面談の
際、進行役として双方のご意向を
取りまとめ、スムーズに交渉が進
むよう支援しました。このことによ
り、早期の引継ぎを実現すること
ができたと思います。

支援

本記事全般に関するお問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

※福岡商工会議所では、経済産業省より委託を受けています。
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補助金 内　容 お問い合わせ先

【国】
月次支援金

【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

【県】
福岡県感染拡大
防止協力金

【市】
休業要請への
協力店舗等への
家賃支援

【市】
地域の飲食店を支える
テイクアウト支援
（新型コロナウイルス感染症対策）

【市】
感染症対応シティ
促進事業

【市】
地域を支える
商店街支援事業

【市】
サポート金支給
事業

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための支援
■対象： ①と②を満たせば、業種、地域を問わず給付対象となり得ます。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時
短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の
影響を受けて月間の売上が令和元年または令和2年の同じ月と比べて
50％以上減少していること

■申請期間：4月分／5月分：令和3年6月中下旬～8月中下旬
　　　　　　6月分　　　   ：令和3年7月1日～8月31日

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6回締切：令和3年9月24日17:00
　　　　③申請書類一式の補助金事務局（東京）への送付締切
　　　　　　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
■申請期間：第2回公募：6月1日～7月30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：令和3年7月14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：令和3年7月30日
　　　　　　最終公募（予定）：令和3年9月30日
※福岡県経営革新実行支援補助金（感染防止対策）については、ホームページをご覧ください。

【第7期】
■対象：緊急事態宣言の再発令に伴い、福岡県による要請に応じて、令和3年5

月12日から5月31日までの全ての期間に、営業時間短縮を行った要請
対象施設を運営する事業者

■申請期間：令和3年6月1日～30日
※【大規模施設・大規模施設テナント向け】福岡県感染拡大防止協力金については、ホームページをご覧ください。

県からの休業要請に協力した飲食店等を対象に、店舗等の賃料1カ月分の5分の
4、50万円を上限に支援
■申請開始：令和3年6月上旬ごろ

テイクアウトに取り組む飲食店に対し、割引などの特典を付けていただくことで、
【1店舗あたり10万円】を支援
■申請開始：5月下旬頃

市民に商品販売やサービス提供を行う来店型の施設等を対象に、感染症対策強
化の取り組みにかかる物品・サービス導入経費や工事経費の3分の2、【60万円
（うち、物品・サービス導入経費は上限20万円）】を上限に支援
■申請受付期間：6月30日まで

市民が安全に商店街を利用できるよう、商店街が取り組む感染症対策にかかる費
用の5分の4、【50万円】を上限に支援
■申請期間：予算の範囲内で随時募集（令和4年3月31日までに事業終了すること）

 
国・県・市の事業者向け支援制度の申請手続きを、行政書士または社会保険労務士
に依頼した際に生じる、行政書士または社会保険労務士に支払う報酬の一部を支援
■対象：全ての業種の事業主
■締切：令和4年1月31日

相談窓口
TEL 0120-211-240

IP電話　専用回線
03-6629-0479

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

福岡県感染拡大防止
協力金コールセンター
TEL 0120-567-918

福岡市緊急経済対策実行委員会
（福岡市飲食店支援担当）
TEL 090-8403-7300
または 080-8574-9289

福岡市緊急経済対策実行委員会
（福岡市飲食店支援事務局）
TEL 092-406-8454

感染症対応シティ
促進事業 事務センター
TEL 092-707-3046

経済観光文化局  総務・
中小企業部 地域産業支援課
TEL 092-441-3303

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

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。（R3.5.19現在）

福岡県
中小企業者等
月次支援金
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補助金 内　容 お問い合わせ先

【国】
月次支援金

【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

【県】
福岡県感染拡大
防止協力金

【市】
休業要請への
協力店舗等への
家賃支援

【市】
地域の飲食店を支える
テイクアウト支援
（新型コロナウイルス感染症対策）

【市】
感染症対応シティ
促進事業

【市】
地域を支える
商店街支援事業

【市】
サポート金支給
事業

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための支援
■対象： ①と②を満たせば、業種、地域を問わず給付対象となり得ます。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時
短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の
影響を受けて月間の売上が令和元年または令和2年の同じ月と比べて
50％以上減少していること

■申請期間：4月分／5月分：令和3年6月中下旬～8月中下旬
　　　　　　6月分　　　   ：令和3年7月1日～8月31日

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6回締切：令和3年9月24日17:00
　　　　③申請書類一式の補助金事務局（東京）への送付締切
　　　　　　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
■申請期間：第2回公募：6月1日～7月30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：令和3年7月14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：令和3年7月30日
　　　　　　最終公募（予定）：令和3年9月30日
※福岡県経営革新実行支援補助金（感染防止対策）については、ホームページをご覧ください。

【第7期】
■対象：緊急事態宣言の再発令に伴い、福岡県による要請に応じて、令和3年5

月12日から5月31日までの全ての期間に、営業時間短縮を行った要請
対象施設を運営する事業者

■申請期間：令和3年6月1日～30日
※【大規模施設・大規模施設テナント向け】福岡県感染拡大防止協力金については、ホームページをご覧ください。

県からの休業要請に協力した飲食店等を対象に、店舗等の賃料1カ月分の5分の
4、50万円を上限に支援
■申請開始：令和3年6月上旬ごろ

テイクアウトに取り組む飲食店に対し、割引などの特典を付けていただくことで、
【1店舗あたり10万円】を支援
■申請開始：5月下旬頃

市民に商品販売やサービス提供を行う来店型の施設等を対象に、感染症対策強
化の取り組みにかかる物品・サービス導入経費や工事経費の3分の2、【60万円
（うち、物品・サービス導入経費は上限20万円）】を上限に支援
■申請受付期間：6月30日まで

市民が安全に商店街を利用できるよう、商店街が取り組む感染症対策にかかる費
用の5分の4、【50万円】を上限に支援
■申請期間：予算の範囲内で随時募集（令和4年3月31日までに事業終了すること）

 
国・県・市の事業者向け支援制度の申請手続きを、行政書士または社会保険労務士
に依頼した際に生じる、行政書士または社会保険労務士に支払う報酬の一部を支援
■対象：全ての業種の事業主
■締切：令和4年1月31日

相談窓口
TEL 0120-211-240

IP電話　専用回線
03-6629-0479

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

福岡県感染拡大防止
協力金コールセンター
TEL 0120-567-918

福岡市緊急経済対策実行委員会
（福岡市飲食店支援担当）
TEL 090-8403-7300
または 080-8574-9289

福岡市緊急経済対策実行委員会
（福岡市飲食店支援事務局）
TEL 092-406-8454

感染症対応シティ
促進事業 事務センター
TEL 092-707-3046

経済観光文化局  総務・
中小企業部 地域産業支援課
TEL 092-441-3303

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

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。（R3.5.19現在）

福岡県
中小企業者等
月次支援金

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

9：00～17：00

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

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
福岡県事業承継・
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

　福岡県事業承継・
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

（R3.5.26現在）
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FCCI NEWS 会議所の動きFCCI NEWS 会議所の動き

4.27、5.17

会社合同説明会in福岡国際会議場

●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4月27日、5月17日、福岡国際

会議場で「会社合同説明会」を開催し、

2022年3月卒業予定の学生を中心に延べ

421名が来場した。

参加企業は、福岡市内を中心に108社

であった。当日は、感染症対策として来

場者の定員を設定し予約制とした。また、

検温・消毒・飛沫防止・密防止対策等、

県のイベント開催基準に基づいて実施し

た。

参加企業からは、「オンライン化が進む

中、対面で学生と出会える機会は貴重で

あった」などの声が聞かれた。

4.23

4月例会参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

ビジクラ

福商ビジネス倶楽部4月例会
福商ビジネス倶楽部は4月23日、4月

例会『これからを生き抜くお金の基礎知

識を学ぶオンラインマネー講座』をオンラ

インで開催し、20名が参加した。

例会では、㈱F学東京支社代表の小笠

原日高氏により、資産運用方法の最新ト

レンド、投資先の選び方、優遇税制と投

資について講義が行われた。また、例会

後は、講師を交えオンラインで懇親会を

行い交流を深めた。参加者からは「投資

についてもっと学びたいと思った」などの

声があった。

今年の福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」
について、福岡市民の祭り振興会（会長＝藤永会
頭）は、規模を縮小し伝統を継承するための地域
の祭りとして開催を予定しておりました。
しかしながら、福岡県内における新型コロナウ
イルス新規感染者数の急増を受け、開催を間近に
控えた4月21日、安全面等を考慮し5月3日・4
日に予定していた行事の中止を発表いたしました。
2年連続の中止となり誠に残念ではございます
が、来年の開催に向け、今後とも皆様のご理解・
ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、博多どんたくの源流である博多松囃子に
ついては、参加人数を大幅に減らすなどの感染症
対策を徹底したうえで5月3日・4日に催行されま
した。

開催報告

第60回福岡市民の祭り
博多どんたく港まつり

「第60回博多どんたく港まつり」開催に向けて、ご協
賛いただきました企業の皆様に厚く御礼申し上げます。
ご協賛いただいた企業はこちら
https://www.dontaku.fukunet.or.jp/support

御礼

博多松囃子による表敬訪問を受ける当所役員

お問い合わせ／福岡市民の祭り振興会（事務局：福岡商工会議所　地域振興部）　TEL 092-441-1118

【県】思い込みを疑おう! ～性別
や属性に関係なく、誰もが自分ら
しく活躍できる社会を目指して～

『事務的な仕事は女性が得意だ』、『男
性は家庭より仕事を優先すべきだ』など
の考え方は、アンコンシャス・バイアス
（無意識の思い込み）から起きている可能
性があります。自身のバイアスに無自覚
な場合、判断の単純化や決めつけを助長
し、組織や個人へ影響を及ぼしてしまい
ます。そこで、県では、アンコンシャス・
バイアスの認知と理解を広げていくため、
「WEBページや動画」等を作成しました。
互いにバイアスに気づくことが出来る環
境をつくり、誰もが自分らしく活躍でき
る社会を目指していきましょう。

【お問い合わせ】
福岡県人づくり・県民生活部
男女共同参画推進課
女性活躍推進室
TEL 092-643-3399

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

福岡県　アンコンシャス・バイアス 検索
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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
でご体験いただけます!!
●日時＝6月26日（土）13:00～13:50、7月8日
（木）16:00～16:50、7月24日（土）13:00～
13:50、8月19日（木）16:00～16:50、8月28日
（土）13:00～13:50、9月9日（木）16:00～
16:50、9月25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 ）T E L  
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、土日昼：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。

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

会議所からのお知らせ

16 水
6
福岡商工会議所 会議室
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28

14:00 -15:00

こんな方におすすめ！

初心者向け！

イチから始める
コミュニケーションツール
活用セミナー
●Zoomの使い方が分からない
●Zoomをすでに使っているが、
　応用的な活用方法を知りたい
●会社の業務効率化に悩んでいる
●デジタル化を進めたいけど、
　進めてくれる人が社内にいない
●ビデオ会議ツールの導入を
　検討している
●Zoomを導入したが、いつの間
　にか使われなくなってしまった

このセミナーでわかること

講　師

●Zoomの基本的から応用的な使用方法
●Zoomを利用したミーティング開催方法
●Zoomを利用した
　オンラインセミナー開催方法
●Zoomを利用したリモートワークや
　業務効率化がどのように達成できるか
●Zoom導入で困ったときの相談方法

株式会社ワクフリ コンサルタント  義村 渉

［参加費］無料 ［定員］３０名

お申し込み
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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カ月等の売上高または過去6カ月の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して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

PR
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お客様相談
フリーダイヤル https://www.fukuoka-cgc.or.jp/0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

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

中小企業のベストパートナー

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

※会費は全額、損金または必要経費に算入できます。
※福岡市内に事業所を有しない商工業者の方は「特別会員」としてご入会いただけます。
　「特別会員」は当所議員の選挙権・被選挙権はなく、部会への所属ができません。
　しかし、事業・サービスは一般の会員と同様にご利用できます。

加入資格 福岡市内に事業所を有し事業を営んでいる方で
あれば、業種・規模は問いません。

特 典

年会費

ご入会 いただいた方全員に

会議所サービス利用券

3,000円分 進呈

ご紹介いただいた会員事業所に

QUOカード

1,000円分 進呈

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
E-mail：nyukai＠fukunet.or.jp

職員が訪問し、ご説明させていただきます。
まずは、お電話ください。

福岡商工会議所では、域内の事業者の方々の声を広く集め、
地域経済の発展につなげるために日々活動しています。
趣旨にご賛同いただける方のご入会を随時受け付けています。

事業者の皆様を応援します!

お知り合いの方を

共に発展しましょう！！

ご紹介
ください！！

特典
あります

！

9,000円個人事業者の
場合

以
上 15,000円法人・団体の

場合
以
上

PR
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東
区

博
多
区

中
央
区

内科・循環器内科

書写教室

司法書士業務

不動産業

結婚相談所

南アジアと日本企業をつなぐコンサル業

保険代理業務

太陽光発電システム、オール電化、蓄電池リフォーム等

軽運送

美容室・脱毛サロン運営

鶏肉を専門にした居酒屋

サンゴ再生事業（SDGs　No.14）

小売業

経営コンサルタント（主に農業経営者）

塗装業

結婚相談所

陶芸教室

ネイルサロン

エステサロン

アプリ開発

オールハンド施術

インターネットでおしゃれな介護肌着販売

デザイン経営コンサルティング（ブランディング／イノベーション創出／課題解決）

コールセンターの運営支援、業務改善のコンサルティング

年金相談、手続き

美容室（カット、カラー、パーマ等の施術）

占い、カウンセリング、ヒーリング、ヨガ教室

セミナー講師

地域の皆様の健康を守るため温かく信頼される医療を目指します

遊びと学びのトータルコーディネート公文書写教室＆音楽教室

相続・売買・会社設立登記、成年後見等を取り扱っています

心を込めてハートワーク。選ばれる不動産屋を目指して！

4月に新しく開業！あなたの周りに結婚したい方はいませんか？

南アジアと日本九州の企業を繋ぐお手伝いをします

生損保40社からベストなプランをお選びいただけます。相談・見積無料

太陽光、オール電化、蓄電池、リフォーム等の販売、施工の会社です

福岡から全国へ、電話一本で当日配達・緊急配送に対応します

福岡から世界へ、皆様の美のお手伝いをしています

さつま知覧どりのみを扱った居酒屋です。プリン販売やります

海遊び＆珊瑚再生、美容、メンタルヘルス♪3つのサービスの提供

海外限定アイテムのセレクトショップ

農家と旬の広告塔オンライン直売所「マレブル」で食卓を豊かに

店舗の塗装やお住いの塗装はお任せください

赤い糸のその先、真剣に一緒にお探しします

陶芸教室、1日体験、陶器の販売、特注承ります

天神でネイル・マツエクサロンを運営しています

力強い手技によるボディマッサージが人気のプライベートサロン

飲食店向けクーポンや貴社PRをアプリを使って配信します

オールハンドで体の中から代謝を良くし、脂肪を操り身体をスリム化！

おしゃれな介護肌着を開発し販売。介護におけるQOL向上

あらゆるお困りごと、デザインで可視化し解決します！

落語会を企画・運営。コールセンターのコンサルも行います

遺族年金の相談と手続

お客様ひとりひとりのニーズに合わせたプライベートサロンです

仕事・人間関係・恋愛などお悩みごとを「魂のメッセージ」で解決サポート

自立した人材育成や成果をあげる組織開発をお手伝いします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-674-5039

090-7459-1964

090-7456-3707

092-605-7375

092-600-4988

092-260-3883

092-686-8511

092-412-0355

090-5749-2823

092-414-6301

092-982-5814

080-9103-1726

090-2580-2871

090-9791-0648

092-710-0058

080-6400-1864

092-591-2588

090-9470-4916

080-3183-0757

090-3496-9173

092-791-5544

090-1979-9297

070-2662-7745

090-7724-7387

092-533-4138

092-725-8886

090-1871-8113

090-4755-6071

東
区

博
多
区

博多包丁・業務用包丁・機械刃物製造

エステサロン（主に脱毛）

ライブ、イベント、レッスン

造園業

企画運営調査（主にイベント・芸術等）

個人宅のハウスクリーニング

飲食店

建設業

人材育成

美容業

保険代理業務

ドローン空撮点検、農業ドローン

「社員全員が幸せなチーム」を実現する企業研修

福祉サービス事業

ソフトウェア開発・販売

中国語をはじめ、外国語教育

ビジネスに関する技能、知識の検定

外国人技能実習生の共同受入れ事業

匠の技と最新技術で、博多包丁・機械刃物を製造しています

男女可！ブラジリアンWAXと光脱毛のプライベートサロンです

音楽に関すること全て対応します。いやしのCDもお届けします！

個人宅～マンションや施設等、剪定・伐採・除草等緑化管理承ります

イベントの運営、各施設への慰問のご用命があればお声かけください

エアコンや水周りのハウスクリーニングに夫婦でお伺いします

自然と歴史をゆったりと味わうひとときをご提供します

建物のリフォーム・リニューアル工事の会社です

社員育成のできる人財を育て、自走組織にします

丁寧な技術が驚きのお値段で！キレイをお手伝いします！

お客様のお金の不安を保険や不動産等を活用し解消します

ドローンの国交省講習団体であり、空撮点検や検定会を行っています

パート・派遣・社員全員が幸せなチームを実現する企業研修です

障がい福祉サービス事業として、お弁当・お惣菜店をしています

あらゆるサービスに対応した認証サーバを提供します

書道の教授、中国語をはじめ外国語の授業、通訳、翻訳等をします

SDGsに取り組む企業を応援します。お気軽にご連絡ください

外国人技能実習生受入れ、特定技能外国人支援をお手伝いします

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

東
区

博
多
区

092-944-4641

090-5488-1165

090-8625-0831

092-986-1920

080-9836-4405

092-553-4929

090-8295-1453

092-400-0907

092-865-8817

092-864-5488

092-816-1155

092-401-2877

092-821-4571

080-3944-0420

092-407-2160

092-929-0208

095-818-4633

097-553-3335

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

筑
紫
野
市
長
崎
県

大
分
県

かつだ内科・循環器内科クリニック

千早ふるハート並木企画

古賀浩司法書士事務所

（有）グリーンエステート

i.  Marriage  Agency

（株）クレストアイル

井原公規

（株）RAISE

赤帽ZERO

（株）MISH

もも焼き百百ちゃん

Smile  Collection  House

CHIPS

CODINO  PJ  FUK

浅香建装（株）

婚活サロン  ラヴィアンローズ

陶工房こもん堂

Roomy＆co．

エステティックサロンK’s

（株）BRAINS  M

（株）からだ職人

（有）ヤマニ

CHIKOH  Design  Lab（株）

（株）トリプルフィールドネットワーク

篠﨑社労士事務所

美容室アーチ

癒しのスピリタルみつこサロン

ラルディー・コンサルティング

（株）ちくぜん

SILXXX

本田しのぶ音楽教室

グリーンワークエンタープライズ

宅嶋淳事務所

ORIGIN  SLOPE

南山荘

Art工業（株）

（株）ポテンシャル・アクト

LUANA  HAIR

（有）アイビーサービス

beads  park

（株）心の力

（同）Den

（株）コムネット

忠華（有） 福岡漢語学院

一般社団法人全国専門能力検定協会

セイブ海外研修（協）

福岡市東区青葉7-6-1

福岡市東区千早5-11-13  エクセル千早301

福岡市東区香椎2-23-8-101

福岡市東区三苫5-7-35

福岡市博多区博多駅前4-31-1  グランピア博多駅前3F3号

福岡市博多区博多駅東2-5-28  博多偕成ビル1003

福岡市博多区博多駅東2-13-34  エコービル5階  ライフナビパートナーズ（株）博多支社

福岡市博多区美野島3-19-16  泰陽ビル302

福岡市博多区美野島4-1-22-404

福岡市博多区住吉4-4-28  Roji博多B棟

福岡市博多区住吉4-11-14

福岡市博多区下川端町10-4-1302

福岡市博多区吉塚8-5-32  アプリーレ303

福岡市博多区空港前3-25-44-203号

福岡市博多区月隈3-29-12-401

福岡市博多区竹下1-1-18  プレスタイル竹下502

福岡市博多区銀天町2-1-10  2階-1

福岡市中央区天神3-1-13  浦島ビル5階

福岡市中央区大名1-8-3  大名本田ビル503

福岡市中央区大名2-3-3  ラピスラズリ301

福岡市中央区今泉1-2-30  天神プレイスイースト502

福岡市中央区今泉2-4-51-701

福岡市中央区今泉2-3-8-1103

福岡市中央区薬院1-6-7-402

福岡市中央区薬院4-3-26-403

福岡市中央区赤坂1-14-15  赤坂共同ビル2階

福岡市中央区桜坂3-8-1  アーバンライフ桜坂503

福岡市中央区長浜2-2-26-721

福岡市中央区地行2-4-7-805

福岡市中央区大濠公園2-35  THE  APARTMENT607

福岡市中央区小笹1-18-30-104

福岡市中央区平和5-17-1

福岡市南区屋形原3-3-3

福岡市南区若久1-25-22  アプローズ筑紫ヶ丘南605

福岡市南区向野2-18-1-302

福岡市城南区田島1-11-16

福岡市城南区長尾1-10-23-703

福岡市城南区神松寺2-1-15

福岡市早良区野芥4-45-17

福岡市早良区原3-8-30-507

福岡市早良区南庄6-23-7-205

福岡市早良区高取2-13-1

福岡市西区小戸3-11-15-2

福岡県筑紫野市天拝坂4-10-9

長崎県長崎市愛宕3-19-23

大分県大分市高城新町168

製造業（木工注文家具）

木材加工業（プレカット）

介護事業

住宅設備機器取付工事

旅行業・通訳

解体工事業

ネット通販

生花販売

内装仕上

旅行サービス手配業・貿易

長期耐久型多用途住宅の企画・開発

解体工事業

事務代行業

土木工事

イベント企画と運営

旅行業

自転車小売、卸売、修理

食品販売請負

飲食店

飲食（甘味処）

マンション管理事業

運動指導・教室運営

美術品卸売業

ネイル施術、接客

飲食業

日本語学校の経営

保険業

水産物を中心とした食料品の卸し売り業

行政書士

クレイアーティスト

総合広告代理店

衣料品卸小売業

賃貸集合住宅向けインターネットサービス提供

通信業

ネイルサロン

建築工事業

松元

（株）ワイテック

（株）ヤグラモン

三小田冷熱

KAWASAKI－A

輝真工業（株）

シャイニーメド（株）

Uriluna

（株）石橋表具店

梓豪国際（同）

英国建築（株）

（株）一咲

（株）ユニオンパートナーズ

エイトバード

西村和久

恒達（株）

（同）チャリエン

リッツサービス

小料理  おに平

（株）縁

日本ハウズイング（株）

（株）Total  Care  Laboratory

（有）一兆

LUANA  NAIL

（株）table  JAPANESE

振栄（株）

（株）マーケティングサポート

（株）ビューティートレードスタイル

すみもと行政書士事務所

フェリーチェ

（株）OFF  THE  BALL

OLICE（同）

（株）バッファロー・IT・ソリューションズ  九州営業所

（株）エートラック

Nail  Salon＆School  ALTIRA

MUC（株）

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

中
央
区

内科・循環器内科

書写教室

司法書士業務

不動産業

結婚相談所

南アジアと日本企業をつなぐコンサル業

保険代理業務

太陽光発電システム、オール電化、蓄電池リフォーム等

軽運送

美容室・脱毛サロン運営

鶏肉を専門にした居酒屋

サンゴ再生事業（SDGs　No.14）

小売業

経営コンサルタント（主に農業経営者）

塗装業

結婚相談所

陶芸教室

ネイルサロン

エステサロン

アプリ開発

オールハンド施術

インターネットでおしゃれな介護肌着販売

デザイン経営コンサルティング（ブランディング／イノベーション創出／課題解決）

コールセンターの運営支援、業務改善のコンサルティング

年金相談、手続き

美容室（カット、カラー、パーマ等の施術）

占い、カウンセリング、ヒーリング、ヨガ教室

セミナー講師

地域の皆様の健康を守るため温かく信頼される医療を目指します

遊びと学びのトータルコーディネート公文書写教室＆音楽教室

相続・売買・会社設立登記、成年後見等を取り扱っています

心を込めてハートワーク。選ばれる不動産屋を目指して！

4月に新しく開業！あなたの周りに結婚したい方はいませんか？

南アジアと日本九州の企業を繋ぐお手伝いをします

生損保40社からベストなプランをお選びいただけます。相談・見積無料

太陽光、オール電化、蓄電池、リフォーム等の販売、施工の会社です

福岡から全国へ、電話一本で当日配達・緊急配送に対応します

福岡から世界へ、皆様の美のお手伝いをしています

さつま知覧どりのみを扱った居酒屋です。プリン販売やります

海遊び＆珊瑚再生、美容、メンタルヘルス♪3つのサービスの提供

海外限定アイテムのセレクトショップ

農家と旬の広告塔オンライン直売所「マレブル」で食卓を豊かに

店舗の塗装やお住いの塗装はお任せください

赤い糸のその先、真剣に一緒にお探しします

陶芸教室、1日体験、陶器の販売、特注承ります

天神でネイル・マツエクサロンを運営しています

力強い手技によるボディマッサージが人気のプライベートサロン

飲食店向けクーポンや貴社PRをアプリを使って配信します

オールハンドで体の中から代謝を良くし、脂肪を操り身体をスリム化！

おしゃれな介護肌着を開発し販売。介護におけるQOL向上

あらゆるお困りごと、デザインで可視化し解決します！

落語会を企画・運営。コールセンターのコンサルも行います

遺族年金の相談と手続

お客様ひとりひとりのニーズに合わせたプライベートサロンです

仕事・人間関係・恋愛などお悩みごとを「魂のメッセージ」で解決サポート

自立した人材育成や成果をあげる組織開発をお手伝いします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-674-5039

090-7459-1964

090-7456-3707

092-605-7375

092-600-4988

092-260-3883

092-686-8511

092-412-0355

090-5749-2823

092-414-6301

092-982-5814

080-9103-1726

090-2580-2871

090-9791-0648

092-710-0058

080-6400-1864

092-591-2588

090-9470-4916

080-3183-0757

090-3496-9173

092-791-5544

090-1979-9297

070-2662-7745

090-7724-7387

092-533-4138

092-725-8886

090-1871-8113

090-4755-6071

東
区

博
多
区

博多包丁・業務用包丁・機械刃物製造

エステサロン（主に脱毛）

ライブ、イベント、レッスン

造園業

企画運営調査（主にイベント・芸術等）

個人宅のハウスクリーニング

飲食店

建設業

人材育成

美容業

保険代理業務

ドローン空撮点検、農業ドローン

「社員全員が幸せなチーム」を実現する企業研修

福祉サービス事業

ソフトウェア開発・販売

中国語をはじめ、外国語教育

ビジネスに関する技能、知識の検定

外国人技能実習生の共同受入れ事業

匠の技と最新技術で、博多包丁・機械刃物を製造しています

男女可！ブラジリアンWAXと光脱毛のプライベートサロンです

音楽に関すること全て対応します。いやしのCDもお届けします！

個人宅～マンションや施設等、剪定・伐採・除草等緑化管理承ります

イベントの運営、各施設への慰問のご用命があればお声かけください

エアコンや水周りのハウスクリーニングに夫婦でお伺いします

自然と歴史をゆったりと味わうひとときをご提供します

建物のリフォーム・リニューアル工事の会社です

社員育成のできる人財を育て、自走組織にします

丁寧な技術が驚きのお値段で！キレイをお手伝いします！

お客様のお金の不安を保険や不動産等を活用し解消します

ドローンの国交省講習団体であり、空撮点検や検定会を行っています

パート・派遣・社員全員が幸せなチームを実現する企業研修です

障がい福祉サービス事業として、お弁当・お惣菜店をしています

あらゆるサービスに対応した認証サーバを提供します

書道の教授、中国語をはじめ外国語の授業、通訳、翻訳等をします

SDGsに取り組む企業を応援します。お気軽にご連絡ください

外国人技能実習生受入れ、特定技能外国人支援をお手伝いします

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

東
区

博
多
区

092-944-4641

090-5488-1165

090-8625-0831

092-986-1920

080-9836-4405

092-553-4929

090-8295-1453

092-400-0907

092-865-8817

092-864-5488

092-816-1155

092-401-2877

092-821-4571

080-3944-0420

092-407-2160

092-929-0208

095-818-4633

097-553-3335

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

筑
紫
野
市
長
崎
県

大
分
県

かつだ内科・循環器内科クリニック

千早ふるハート並木企画

古賀浩司法書士事務所

（有）グリーンエステート

i.  Marriage  Agency

（株）クレストアイル

井原公規

（株）RAISE

赤帽ZERO

（株）MISH

もも焼き百百ちゃん

Smile  Collection  House

CHIPS

CODINO  PJ  FUK

浅香建装（株）

婚活サロン  ラヴィアンローズ

陶工房こもん堂

Roomy＆co．

エステティックサロンK’s

（株）BRAINS  M

（株）からだ職人

（有）ヤマニ

CHIKOH  Design  Lab（株）

（株）トリプルフィールドネットワーク

篠﨑社労士事務所

美容室アーチ

癒しのスピリタルみつこサロン

ラルディー・コンサルティング

（株）ちくぜん

SILXXX

本田しのぶ音楽教室

グリーンワークエンタープライズ

宅嶋淳事務所

ORIGIN  SLOPE

南山荘

Art工業（株）

（株）ポテンシャル・アクト

LUANA  HAIR

（有）アイビーサービス

beads  park

（株）心の力

（同）Den

（株）コムネット

忠華（有） 福岡漢語学院

一般社団法人全国専門能力検定協会

セイブ海外研修（協）

福岡市東区青葉7-6-1

福岡市東区千早5-11-13  エクセル千早301

福岡市東区香椎2-23-8-101

福岡市東区三苫5-7-35

福岡市博多区博多駅前4-31-1  グランピア博多駅前3F3号

福岡市博多区博多駅東2-5-28  博多偕成ビル1003

福岡市博多区博多駅東2-13-34  エコービル5階  ライフナビパートナーズ（株）博多支社

福岡市博多区美野島3-19-16  泰陽ビル302

福岡市博多区美野島4-1-22-404

福岡市博多区住吉4-4-28  Roji博多B棟

福岡市博多区住吉4-11-14

福岡市博多区下川端町10-4-1302

福岡市博多区吉塚8-5-32  アプリーレ303

福岡市博多区空港前3-25-44-203号

福岡市博多区月隈3-29-12-401

福岡市博多区竹下1-1-18  プレスタイル竹下502

福岡市博多区銀天町2-1-10  2階-1

福岡市中央区天神3-1-13  浦島ビル5階

福岡市中央区大名1-8-3  大名本田ビル503

福岡市中央区大名2-3-3  ラピスラズリ301

福岡市中央区今泉1-2-30  天神プレイスイースト502

福岡市中央区今泉2-4-51-701

福岡市中央区今泉2-3-8-1103

福岡市中央区薬院1-6-7-402

福岡市中央区薬院4-3-26-403

福岡市中央区赤坂1-14-15  赤坂共同ビル2階

福岡市中央区桜坂3-8-1  アーバンライフ桜坂503

福岡市中央区長浜2-2-26-721

福岡市中央区地行2-4-7-805

福岡市中央区大濠公園2-35  THE  APARTMENT607

福岡市中央区小笹1-18-30-104

福岡市中央区平和5-17-1

福岡市南区屋形原3-3-3

福岡市南区若久1-25-22  アプローズ筑紫ヶ丘南605

福岡市南区向野2-18-1-302

福岡市城南区田島1-11-16

福岡市城南区長尾1-10-23-703

福岡市城南区神松寺2-1-15

福岡市早良区野芥4-45-17

福岡市早良区原3-8-30-507

福岡市早良区南庄6-23-7-205

福岡市早良区高取2-13-1

福岡市西区小戸3-11-15-2

福岡県筑紫野市天拝坂4-10-9

長崎県長崎市愛宕3-19-23

大分県大分市高城新町168

製造業（木工注文家具）

木材加工業（プレカット）

介護事業

住宅設備機器取付工事

旅行業・通訳

解体工事業

ネット通販

生花販売

内装仕上

旅行サービス手配業・貿易

長期耐久型多用途住宅の企画・開発

解体工事業

事務代行業

土木工事

イベント企画と運営

旅行業

自転車小売、卸売、修理

食品販売請負

飲食店

飲食（甘味処）

マンション管理事業

運動指導・教室運営

美術品卸売業

ネイル施術、接客

飲食業

日本語学校の経営

保険業

水産物を中心とした食料品の卸し売り業

行政書士

クレイアーティスト

総合広告代理店

衣料品卸小売業

賃貸集合住宅向けインターネットサービス提供

通信業

ネイルサロン

建築工事業

松元

（株）ワイテック

（株）ヤグラモン

三小田冷熱

KAWASAKI－A

輝真工業（株）

シャイニーメド（株）

Uriluna

（株）石橋表具店

梓豪国際（同）

英国建築（株）

（株）一咲

（株）ユニオンパートナーズ

エイトバード

西村和久

恒達（株）

（同）チャリエン

リッツサービス

小料理  おに平

（株）縁

日本ハウズイング（株）

（株）Total  Care  Laboratory

（有）一兆

LUANA  NAIL

（株）table  JAPANESE

振栄（株）

（株）マーケティングサポート

（株）ビューティートレードスタイル

すみもと行政書士事務所

フェリーチェ

（株）OFF  THE  BALL

OLICE（同）

（株）バッファロー・IT・ソリューションズ  九州営業所

（株）エートラック

Nail  Salon＆School  ALTIRA

MUC（株）

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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営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
中
央
区

南
区

音響設備、リース等

電気工事

コンサルタント業

不動産取引業

食料品販売業及び輸出入

EC販売

出張パーソナルトレーニング

新車・中古車販売・車検・修理

軽運送業

不動産貸付管理

オーダースーツ販売業

美容業

飲食業

婦人服、バッグ、宝石貴金属リサイクルショップ

通信回線販売及び卸業、顧客管理に関するコンサル

イベント管理運営ソフトウェアの開発

マーケティングコンサルティング

医療用消耗品の輸入卸

人財育成（マナーコミュニケーション、目標達成スキル、セールス）

キャリアコンサルティング

販売と物流管理用パッケージソフトの製作

飲食店

請負ソフトウェア開発

ブライダルアクセサリー小売

美容室

ネイルサロン、ネイルスクール、脱毛サロン

ワインの小売

オイルマッサージ、タイ古式マッサージ

特許製品開発・製造・販売・運用

ソフトウェア開発、およびハードウェアの設置

メガネ小売、補聴器小売

通信販売

舗装工事業

技能講習

中古バイク販売修理、雑貨販売

鮮魚・仕出し・販売

イベント業

防災設備工事、弱電設備工事

着物仕立て

農産物の加工、製造と販売

リフォーム

住宅設備機器の販売、修理、設置工事

建設業

ペット関連（犬）サービス業

内装業

不動産表題登記代理業務

放課後等デイサービス事業

整骨院

建築

不動産の売買、賃貸及びその他仲介業

フラワーアレンジメント教室・販売

しいたけ、白きくらげの栽培、食品加工

建設業

飲食店

スポーツ用自転車販売

食品販売業

練り製品、製造販売

芸能プロダクション

Webサービス、MILESHAREの運営

飲食店

衣料品小売販売（輸入衣料、婦人、紳士）

生保代理店

ピラティスレッスンの提供

ヴォイストレーニング（個人、法人相手）

カウンセリング

設備工事業、貿易、エネルギー

建設業許可申請業

バレエスタジオ

お弁当製造販売

保険乗合代理店

電気卸業

通販（ルアー製作用材料）

美容業（エステ全般）

セキュリティ機器販売

内装業

整骨院およびマッサージ院の経営

建設業

不動産業

ドッググルーミング

空調ダクト、厨房ダクト、清掃業

飲食店

教育

フットケアサービス

教育

社会保険労務士事務所

飲食店

飲食店経営

飲食業

介護事業

Asahi

（株）JEC

（株）フェニックス・ジャパン

（株）レックコーポレーション

（株）泰和フーズ

meshy  office

5tool  gym

オフィス  NIKO

赤帽徳田運送

（有）ガーデン・ベネフィット

GENTLEMAN’S

Maere

（株）アストンデザインワークス

スターポート

GritLive

（株）colada  Japan

YOUSEED（株）

わたなべ貿易（株）

グロリア21

レマルク（株）

（株）APTUS

（株）TEN－NANDA

システムフィックス（株）

onnellinen

G

（株）holly

（同）プリヴィエット

サロン  グレース

（株）JUST．WILL

（株）エアスポット

花田眼鏡店

EMULDANZI（株）

大雅建設（株）

（株）福岡技能講習センター

Sally

（株）TAIHEI水産

エスアンドエス

（株）久木迫防災システム

古川和裁

ベジタブルデイズ

needs  fukuoka

（同）シャンズ

（株）PUZZLE

ラブリードッグ

那須内装

原田測量登記事務所

一般社団法人four  leaf  company

衛藤整骨院

（有）建築原田

菊地功樹

ブーケットダムール

糸島きのこファーム（株）

（有）大鵬興産運輸

もんどりあん

（株）イワイスポーツサイクル

（株）MONARIOキャピタルフーズ

（有）高田蒲鉾

（株）TG  entertainment

（株）MILESHARE

いでの上料理店

LA  CAMICERIA

（株）ほけんのスマイル

miko  le  pilates

TOTAL  MUSIC

オーシャンブルー（株）

FORTUNE（株）

えんまん行政書士オフィス

古森美智子バレエスタジオ

自然食  米乃薫

ハカタライフ

（株）セブンシーズ

（有）RAIGA

ナチュラル  オーガニックサロン  O－Jas

Synapse

（株）リアル

アポロトップスマイル（株）

（株）杉村建設

（株）リンクス

dog  salon  bonjour  bonjour

（株）九州空調サービス

立呑み処  犬迫

一般社団法人みらいと

フットケア健康支援サービス  プライマリナース

（株）ViLight

社会保険労務士事務所プライマリー

おむすび処  飯なり

古民家居酒屋  こまち

（株）グッド・エイト・カンパニー

のみやま（有）

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）
NE W MEMBER

のご案内
福岡商工会議所では会員事業所にお勤めの「永年勤続従業員」や「事業所の発展に寄与された従業員」「災害防止に寄与した
従業員」の方々を対象に、「優良従業員表彰」を実施しています。
本制度は、従業員の勤労意欲の高揚と定着性の向上を図ることで、市内商工業の健全な発展に寄与することを目的としてい
ます。従業員の方々の日頃の頑張りを称え、さらなる発展のためにぜひご活用ください。

福岡商工会議所会員事業所にお勤めで、事業主からの
推薦を受けた方
ただし、つぎの方は対象となりませんのでご注意ください
①経営者やその家族
②取締役以上の役員
　（当所地区内の支店、出張所長等も含みます）

表彰の種類

表彰の対象

10年以上同一事業所に勤務し、かつ、業務に精励し技能
優秀で能率が優れ、他の模範となるもの

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

つぎの各項目のいずれかに該当する方
①創意工夫・改善などにより重大なる事故又は災害を未然
に防止したもの
②事故又は災害の発生時に、被害を最小限に止めるよう
対応し、その功労が顕著なもの
③このほか、事故・災害防止に著しく貢献したもの

災害防止功労者表彰災害防止功労者表彰

つぎの各項目のいずれかに該当する方
①企業の業績向上に著しく貢献したもの
②技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの
③発明・発見により企業に著しく貢献したもの
④サービスの品質・生産性向上、販売促進等により企業に
著しく貢献したもの
⑤業界の振興・発展に著しく貢献したもの
⑥人材育成、安全・環境配慮、雇用促進、コンプライアン
スなど社内の基盤強化により企業に著しく貢献したもの
⑦このほか、企業の発展に著しく貢献したもの

企業の発展貢献者表彰企業の発展貢献者表彰

お申込金

●表彰時期の多様化にともない、「通年」で受付を行っ
ています。

●表彰状は、当所会頭名、または、当所会頭ならびに
貴社代表の方との連名表彰をお選びいただけます。

●表彰状は、貴社のご希望の表彰日にて作成いたします。

●記念品は、「筆記具」「博多織小物」の中からお選び
いただけます。 ※記念品は表彰の種類により異なります。

通年お申し込みが可能です！

トンボ ZOOM 505
水性ボールペン・
シャープペン
２本組セット

パイロット
ツープラスワン エボルト
多色ボールペン・
ソフトシース入り

HAKATA JAPAN 
献上蒔絵

マウスパッド（木箱入り）

HAKATA JAPAN
博多織

フォトフレーム

※イメージ

記念品
一　例

または

または

10・15・20年

25・30・35年

お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

おひとり 4,100円
（表彰状、表彰状丸筒、記念品代：税込）

※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月中旬に
　事業所にお届けします。
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のご案内
福岡商工会議所では会員事業所にお勤めの「永年勤続従業員」や「事業所の発展に寄与された従業員」「災害防止に寄与した
従業員」の方々を対象に、「優良従業員表彰」を実施しています。
本制度は、従業員の勤労意欲の高揚と定着性の向上を図ることで、市内商工業の健全な発展に寄与することを目的としてい
ます。従業員の方々の日頃の頑張りを称え、さらなる発展のためにぜひご活用ください。

福岡商工会議所会員事業所にお勤めで、事業主からの
推薦を受けた方
ただし、つぎの方は対象となりませんのでご注意ください
①経営者やその家族
②取締役以上の役員
　（当所地区内の支店、出張所長等も含みます）

表彰の種類

表彰の対象

10年以上同一事業所に勤務し、かつ、業務に精励し技能
優秀で能率が優れ、他の模範となるもの

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

つぎの各項目のいずれかに該当する方
①創意工夫・改善などにより重大なる事故又は災害を未然
に防止したもの

②事故又は災害の発生時に、被害を最小限に止めるよう
対応し、その功労が顕著なもの

③このほか、事故・災害防止に著しく貢献したもの

災害防止功労者表彰災害防止功労者表彰

つぎの各項目のいずれかに該当する方
①企業の業績向上に著しく貢献したもの
②技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの
③発明・発見により企業に著しく貢献したもの
④サービスの品質・生産性向上、販売促進等により企業に
著しく貢献したもの

⑤業界の振興・発展に著しく貢献したもの
⑥人材育成、安全・環境配慮、雇用促進、コンプライアン
スなど社内の基盤強化により企業に著しく貢献したもの

⑦このほか、企業の発展に著しく貢献したもの

企業の発展貢献者表彰企業の発展貢献者表彰

お申込金

●表彰時期の多様化にともない、「通年」で受付を行っ
ています。

●表彰状は、当所会頭名、または、当所会頭ならびに
貴社代表の方との連名表彰をお選びいただけます。

●表彰状は、貴社のご希望の表彰日にて作成いたします。

●記念品は、「筆記具」「博多織小物」の中からお選び
いただけます。 ※記念品は表彰の種類により異なります。

通年お申し込みが可能です！

トンボ ZOOM 505
水性ボールペン・
シャープペン
２本組セット

パイロット
ツープラスワン エボルト
多色ボールペン・
ソフトシース入り

HAKATA JAPAN 
献上蒔絵

マウスパッド（木箱入り）

HAKATA JAPAN
博多織

フォトフレーム

※イメージ

記念品
一　例

または

または

10・15・20年

25・30・35年

お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

おひとり 4,100円
（表彰状、表彰状丸筒、記念品代：税込）

※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月中旬に
　事業所にお届けします。
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労務Q&A

3．旧様式の使用について
当分の間、旧様式を使用することもできます。
旧様式を使用する場合は、以下の点にご留意ください。
Ⅰ．旧様式の押印欄を取り消し線で削除する
Ⅱ．旧様式に直接チェックボックスの記載を追記する
か、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して
届出る

4．電子申請について
36協定届は、電子申請による届出ができます。
特に、コロナ禍においてはリスク回避の観点からも推
奨されています。電子申請する際も、電子署名・電子証
明書の添付は不要となり、入力フォーマットに提出する
方の氏名を記載することで提出することができるようにな
りました。

5．労働者への周知
労使協定を締結し、36協定届を労働基準監督署へ届
けた後は、労働者に周知しましょう。周知の方法は、常
時見やすい場所への掲示、または書面の交付などの方法
が良いでしょう。

行政への届出につきましては、改正等により取り扱い
が刻 と々変わっています。特にコロナ禍においてはオンラ
イン化も加速し行政側も電子申請を推奨しているところで
す。電子申請を含め、様々な労務に関する事など、ぜひ
社会保険労務士にご相談ください。

今年4月から36協定届を提出する際、
押印・署名が不要になると聞きました。そ
の内容を教えてください。

労働基準法施行規則が改正され、2021
年4月1日から労働基準監督署に届け出る
36協定届について、押印及び署名が不要
となりました。また、労働者側の代表選任

が適正に行われていることを確認する為のチェックボック
スが新設されました。

1．36協定の基本
36協定とは、法定労働時間外および休日労働が生じ

る場合、労働者側代表と使用者が締結する労使協定の
ことです。協定内容を36協定届に記載し労働基準監督
署へ届け出ることが義務付けられています。

2．新様式の変更点について
①押印・署名が不要となります。
施行日以降届出を行う場合は、使用者や労働者側代

表の押印及び署名をする必要はなく、記名のみで届出が
可能となります。なお、この措置は、2020年8月11日
付けの「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた当
面の対応として」押印及び署名がなくとも提出できるとさ
れていました。今回の改正で、その内容が法整備されま
した。
②労働者側代表の選任に関するチェックボックスが新設
されます。
チェック内容は、労働者側過半数代表の選任にあたっ

ての下記留意事項です。
Ⅰ．管理監督者でないこと
Ⅱ．36協定を締結する者を選出することを明らかにし
た上で、投票、挙手等の方法で選出すること

Ⅲ．使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

A

Q

36協定届の新様式について

福岡県社会保険労務士会　竹原 則子

労働者 使用者

36協定を締結

監督署

36協定届を届出

法律Q&A

⑵署名方法の特色
当事者型電子署名は、本人確認の方法が厳格であり、
本人性を原則として肯定できると思われますが、電子署
名をする際の手続が煩雑です。
他方で、立会人型電子署名は、電子署名をする際の
手続が簡便ですが、本人確認が簡易であるため、契約
相手方において本人以外の者が電子署名を行うことがで
きる環境にある場合等には、裁判等で本人性が否定され
る可能性があります。

⑶署名方法の選択
当事者型電子署名または立会人型電子署名のいずれを
選択するかは、電子署名を行う文書の重要性によって選
択することが有用と思われます。一例として、重要な財
産の譲渡や高額の取引など重要な契約の場合には当事者
型電子署名を選択し、そうでない場合には立会人型電子
署名を選択すること等が考えられます。

3．最後に
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、事
業者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤ
ル：0570－001－240）を実施しています。お気軽にご
相談ください。

利用企業が増加している電子契約を当
社でも導入したいので、電子契約導入の注
意点を教えてください。

大半の契約で利用可能ですが、契約の
内容や重要度に応じて署名方法を選択する
ことが大切です。

1．電子契約のメリットと種類
電子契約は大半の契約で利用できます。
電子契約には、印紙税、郵送料及び紙の契約書の保
管コストを削減できること等のメリットがあります。
電子契約における署名方法には、当事者型電子署名

（契約当事者が電子署名を施す方式）及び立会人型電子
署名（電子契約サービス事業者が電子署名を施す方式）
の2種類があります。
以下では、電子契約における2種類の署名方法の概
要及び署名方法を選択する際の視点を説明いたします。

2．署名方法の概要と選択の視点
⑴電子契約導入の注意点
契約は、当事者の意思の合致によって成立するので、
紙の契約書を作成せずとも、特別な場合を除き、法的
に成立します。そのため、電子契約による方法でも契約
は成立します。
もっとも、契約は、本人の意思に基づいて締結される
こと（以下「本人性」といいます。）が必要です（本人性が
否定されれば、多くの場合に契約の成立が否定されるこ
とになります。）。そこで、電子契約においても本人性を
どのように担保するかが重要になります。

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　鬼塚 達也
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法律Q&A

⑵署名方法の特色
当事者型電子署名は、本人確認の方法が厳格であり、
本人性を原則として肯定できると思われますが、電子署
名をする際の手続が煩雑です。
他方で、立会人型電子署名は、電子署名をする際の
手続が簡便ですが、本人確認が簡易であるため、契約
相手方において本人以外の者が電子署名を行うことがで
きる環境にある場合等には、裁判等で本人性が否定され
る可能性があります。

⑶署名方法の選択
当事者型電子署名または立会人型電子署名のいずれを
選択するかは、電子署名を行う文書の重要性によって選
択することが有用と思われます。一例として、重要な財
産の譲渡や高額の取引など重要な契約の場合には当事者
型電子署名を選択し、そうでない場合には立会人型電子
署名を選択すること等が考えられます。

3．最後に
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、事
業者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤ
ル：0570－001－240）を実施しています。お気軽にご
相談ください。

利用企業が増加している電子契約を当
社でも導入したいので、電子契約導入の注
意点を教えてください。

大半の契約で利用可能ですが、契約の
内容や重要度に応じて署名方法を選択する
ことが大切です。

1．電子契約のメリットと種類
電子契約は大半の契約で利用できます。
電子契約には、印紙税、郵送料及び紙の契約書の保

管コストを削減できること等のメリットがあります。
電子契約における署名方法には、当事者型電子署名

（契約当事者が電子署名を施す方式）及び立会人型電子
署名（電子契約サービス事業者が電子署名を施す方式）
の2種類があります。
以下では、電子契約における2種類の署名方法の概

要及び署名方法を選択する際の視点を説明いたします。

2．署名方法の概要と選択の視点
⑴電子契約導入の注意点
契約は、当事者の意思の合致によって成立するので、

紙の契約書を作成せずとも、特別な場合を除き、法的
に成立します。そのため、電子契約による方法でも契約
は成立します。
もっとも、契約は、本人の意思に基づいて締結される

こと（以下「本人性」といいます。）が必要です（本人性が
否定されれば、多くの場合に契約の成立が否定されるこ
とになります。）。そこで、電子契約においても本人性を
どのように担保するかが重要になります。
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

■テレワークで営業秘密を扱う場合の対策の導入状況
では、まず通信時の保護対策を行う企業が多く、「クラ
ウドサービスで秘密情報を扱う場合の対策」は17.7％と、
クラウド対策まで踏み込んで取り決めている割合は低い
ことが分かった。

■クラウドサービスにおける営業秘密の不正利用防止の
ために実施している対策についての設問では、不正操作
の証跡確保に相当する「ログ分析の実施」が24％にとど
まるなど、比較的高度な対策までは十分に進んでいない
ことが分かった。一方、アクセス権限の設定ミスやサイ
バー攻撃に備えた基本対策の必要性は一定程度認識さ
れていることがうかがえる。

このほか、不正競争防止法改正の効果などの仮説を
基に設定した43項目のアンケート結果から得られた各種
データ、調査結果を踏まえた課題の分析や考察などを、
本調査報告書に掲載している。IPAは、ニューノーマル
な環境で新たなIT技術を活用する多くの企業が本調査
結果を参考にすることで、営業秘密保護の対策を進め、
企業競争力を強化することを期待してい
る。本調査報告書の詳細については、
IPAのWebサイト（QRコード参照）で確認して
ほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

営業秘密管理に関する実態調査公開
近年、企業の技術情報を同業他社や海外企業に不正
に持ち出した事案が相次いで報道され、営業秘密の保
護強化が課題となっている。そこで、独立行政法人情
報処理推進機構（IPA）は、国内企業での営業秘密の
漏えい発生状況、管理実態や対策などの実態把握を行
い、「企業における営業秘密管理に関する実態調査
2020」を公開した。本調査では、2016年に実施した同
名の調査との経年比較を行うとともに、テレワーク環境
での管理状況などを新たに問うことで環境変化への対応
や、営業秘密漏えいを防ぐための対策などを分析した。

退職者による秘密情報持ち出しは36.3％
本調査結果の主なポイントは以下のとおりである。

■従業員と秘密保持契約を締結する企業は46.1％から
56.6％（10.5％増）と増加した。営業秘密漏えいに関す
る報道などを受けて、内部不正による情報持ち出しなど
の被害抑制のため、対策を講じる企業が増えたものと考
えられる。

■情報漏えい事例が発生したと回答した企業は5.2％と
前回調査（9.6％）より減少したものの、その要因として
は企業における対策の進展、攻撃の巧妙化など、複数
の要因が作用した結果と考えられる。また、漏えいルー
トでは「中途退職者」による漏えいが36.3％と最多で前
回より増加し、内部不正を原因とする情報漏えいの発生
は減少傾向にはないことが分かった。

■情報漏えいの発生頻度は中小規模企業よりも大規模
企業の方が高い。しかし、「分からない」と回答した比率
は中小規模企業の方が高く、中小規模企業は情報漏え
いインシデントの検知能力が低いと推定される。一方
で、内部不正を通じた情報漏えいインシデントは具体的
な被害発生の事実そのものを通じて把握されることが多
く、こうしたインシデントについては企業規模による相
違は小さいと考えられる。

内部不正による
情報漏えい減少せず

ただ、長い目で見れば、働き方改革の流れ
とIT技術の進歩によって、働く場所に縛られ
ないワーケーションは徐々に定着していくと考え
られます。そうなったときに、地方ではワー
ケーションでやって来る人たちとどのように付き
合っていけばいいのでしょうか。ワーケーショ
ン研究の第一人者である山梨大学の田中敦教
授によれば、ワーケーションをする人の中に
は、他人に干渉されず仕事に集中したい“文豪
タイプ”もいれば、地域の人たちや文化・風土
と交わりたいと考える人もいるそうです。また、
一部の企業で見られるように、チームの結束を
深めたり、発想や創造性を刺激したりするため
に、働く環境を変える手段としてワーケーショ
ンを捉えるところもあります。地域課題の解決
や、地域発の情報発信やものづくりのマーケ
ティングなどで、その地域と関わりたいと考え
る人も少なくないそうです。

受け入れる側としては、単に通信ネットワー
ク環境を整備したワーキングスペースを用意す
るだけでは、仕事場からずっと離れない“文豪
タイプ”の人しか来てくれない可能性もありま
す。テレワーク前提のワーケーションでやって
来る人たちは、ITリテラシーが高い貴重な“よ
そ者”です。地方にとっては関わり方次第で単
なる観光客とは違ったメリットをもたらす人材だ
と考えられます。胸襟を開いて持続的な関係
を築くことが、地域、働き手、企業にとって
「三方よし」を実現する方法だと思います。

ワークとバケーションを組み合わせた造語で
あるワーケーションという働き方が注目されてい
ます。都心のオフィスを離れて、どこか気に
入った地方で仕事をこなしつつ、例えば半日は
休暇として過ごすといった働き方です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、テレ
ワークによる在宅勤務が増え、オフィスに出勤
する必要がないなら、より環境の良い場所で
働いてもいいじゃないかという考え方です。観
光業が大きな痛手を受ける中で、これを受け
入れる地方にとっても都市部から人がやって来
て長期間滞在してくれるメリットがあります。ま
た、将来的に移住につながることも期待できま
す。

期待が高まる働き手や受け入れる地方とは
対照的に、働き手を雇う企業はそれほどワー
ケーションの導入に乗り気なわけではありませ
ん。仕事と休暇の線引きが不明確で、どこま
で賃金を支払っていいのか？  働く場所を変え
ることで本当に仕事の効率がアップするのか？  
といったことが今ひとつはっきりせず、制度と
して取り入れるにはまだ二の足を踏むところが
多いのが現実です。

ワーケーションにはさまざまな要素が含まれ
ているため、受け入れる地域の自治体の期待
も多方面にわたっています。ワーケーションを
推進したい自治体は増えていますが、その事
業を担当する部署は、自治体によってバラバラ
です。観光振興の部署だけでなく、移住促進
や関係人口増加を担う部署が担当するところも
あれば、和歌山県のように地域のIT産業育成
と捉えて情報政策や産業政策担当が受け持つ
自治体もあります。
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日経BP総合研究所 上席研究員。1986
年筑波大学大学院理工学研究科修士課程
修了。同年日本経済新聞社入社。IT分野、
経営分野、コンシューマ分野の専門誌編
集部を経て現職。全国の自治体・商工会
議所などで地域活性化や名産品開発のコ
ンサルティング、講演を実施。消費者起点
をテーマにヒット商品育成を支援している。
著書に『地方発ヒットを生む　逆算発想の
ものづくり』（日経BP社）。
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ただ、長い目で見れば、働き方改革の流れ
とIT技術の進歩によって、働く場所に縛られ
ないワーケーションは徐々に定着していくと考え
られます。そうなったときに、地方ではワー
ケーションでやって来る人たちとどのように付き
合っていけばいいのでしょうか。ワーケーショ
ン研究の第一人者である山梨大学の田中敦教
授によれば、ワーケーションをする人の中に
は、他人に干渉されず仕事に集中したい“文豪
タイプ”もいれば、地域の人たちや文化・風土
と交わりたいと考える人もいるそうです。また、
一部の企業で見られるように、チームの結束を
深めたり、発想や創造性を刺激したりするため
に、働く環境を変える手段としてワーケーショ
ンを捉えるところもあります。地域課題の解決
や、地域発の情報発信やものづくりのマーケ
ティングなどで、その地域と関わりたいと考え
る人も少なくないそうです。

受け入れる側としては、単に通信ネットワー
ク環境を整備したワーキングスペースを用意す
るだけでは、仕事場からずっと離れない“文豪
タイプ”の人しか来てくれない可能性もありま
す。テレワーク前提のワーケーションでやって
来る人たちは、ITリテラシーが高い貴重な“よ
そ者”です。地方にとっては関わり方次第で単
なる観光客とは違ったメリットをもたらす人材だ
と考えられます。胸襟を開いて持続的な関係
を築くことが、地域、働き手、企業にとって
「三方よし」を実現する方法だと思います。

ワークとバケーションを組み合わせた造語で
あるワーケーションという働き方が注目されてい
ます。都心のオフィスを離れて、どこか気に
入った地方で仕事をこなしつつ、例えば半日は
休暇として過ごすといった働き方です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、テレ
ワークによる在宅勤務が増え、オフィスに出勤
する必要がないなら、より環境の良い場所で
働いてもいいじゃないかという考え方です。観
光業が大きな痛手を受ける中で、これを受け
入れる地方にとっても都市部から人がやって来
て長期間滞在してくれるメリットがあります。ま
た、将来的に移住につながることも期待できま
す。

期待が高まる働き手や受け入れる地方とは
対照的に、働き手を雇う企業はそれほどワー
ケーションの導入に乗り気なわけではありませ
ん。仕事と休暇の線引きが不明確で、どこま
で賃金を支払っていいのか？  働く場所を変え
ることで本当に仕事の効率がアップするのか？  
といったことが今ひとつはっきりせず、制度と
して取り入れるにはまだ二の足を踏むところが
多いのが現実です。

ワーケーションにはさまざまな要素が含まれ
ているため、受け入れる地域の自治体の期待
も多方面にわたっています。ワーケーションを
推進したい自治体は増えていますが、その事
業を担当する部署は、自治体によってバラバラ
です。観光振興の部署だけでなく、移住促進
や関係人口増加を担う部署が担当するところも
あれば、和歌山県のように地域のIT産業育成
と捉えて情報政策や産業政策担当が受け持つ
自治体もあります。
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修了。同年日本経済新聞社入社。IT分野、
経営分野、コンシューマ分野の専門誌編
集部を経て現職。全国の自治体・商工会
議所などで地域活性化や名産品開発のコ
ンサルティング、講演を実施。消費者起点
をテーマにヒット商品育成を支援している。
著書に『地方発ヒットを生む　逆算発想の
ものづくり』（日経BP社）。
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福商実務研修講座（6・7月）

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

若手社員・中堅社員向け

管理職向け

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱アソウ・ヒューマニーセンター
　　　　井上歩氏

会 特
一

報連相スキルアップ講座

□ 指示受けと効率的な報連相が身につく
□ 相手が望む報告や相談の仕方が理解できる
□ 生産性を意識したコミュニケーションがとれる

●対人関係能力対面

7/1
（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】㈱ライズ　髙尾英正氏

会 特
一

プレイングマネジャーのための仕事術

□ 「自身の業績」「チームの成果」両方を手に入れる仕事術を習得
□ プレイヤーとマネージャーのバランスをとる
□ 見えない未来の道を切り拓く管理職を育成

●業務遂行能力対面

6/22
（火）

POINT

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!

【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】16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

7/20
（火）

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】㈱きづくネットワーク　武田義昭氏

巻き込み力強化講座

□ 人を「動かす」伝え方を学ぶ
□ 「目標達成＝成果」につながるコミュニケーションスキルを習得
□ 相手を巻き込む方法の理解＆実践トレーニング

●対人関係能力対面

6/24
（木）

POINT

会 特
一

好評のため
追加講座決定

検定対策講座

特典 福岡商工会議所特別割引で、通常受講料の5％OFF!

日商簿記検定試験合格へ向けた対策講座をご用意しております。その他検定向け講座も随時ご案内中です。
URL：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

対象講座／対象者 開講日

福岡商工会議所 × 資格の学校TAC 提携講座

簿記検定講座●●●3級 2級 1級

1．両試験（ペーパー方式/ネット方式）に対応。
2．テキスト・演習問題も最新傾向に合わせて改訂。
3．Webフォローが標準装備。だから、いつでも・どこでも学習可能。

＼安心ポイント／
講座の特長

■講義時間／【午前】10:00～12:45　【午後】14:00～16:45　【夜】19:00～21:45
■申込方法／まずは、当所WEBから「受講割引利用申請」をお願いいたします。
　　　　　　 https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-06-11/
　　　　　　※講座内容・受講料・申込方法等詳細は、上記WEBからご確認ください。

6・7・8月生募集

【2022年6月合格目標】
 1級合格本科生　広い学習範囲を効率的に学習したい方

【2021年11月・2022年2月合格目標】
 2級合格本科生　3級学習後、間を空けずに2級を目指す方

【2021年11月合格目標】
 3級合格本科生　3級に効率よく合格したい方
 3級合格本科生PLUS　初めてだから復習もサポートしてほしい方

【2021年11月・2022年2月合格目標】
 3・2級ステップ合格本科生　3級・2級両方合格したい方
 2級ダイレクト合格本科生　一気に2級に合格したい方

初学者

3級
修了者

2級
修了者

6/21（月）夜
7/5（月）夜

6/15（火）夜
7/11（日）午前/午後
8/17（火）夜

6/21（月）午前/夜
6/26（土）午前
8/16（月）午前/夜

研修講座・検定情報
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福商実務研修講座（6・7月）

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

若手社員・中堅社員向け

管理職向け

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱アソウ・ヒューマニーセンター
　　　　井上歩氏

会 特
一

報連相スキルアップ講座

□ 指示受けと効率的な報連相が身につく
□ 相手が望む報告や相談の仕方が理解できる
□ 生産性を意識したコミュニケーションがとれる

●対人関係能力対面

7/1
（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】㈱ライズ　髙尾英正氏

会 特
一

プレイングマネジャーのための仕事術

□ 「自身の業績」「チームの成果」両方を手に入れる仕事術を習得
□ プレイヤーとマネージャーのバランスをとる
□ 見えない未来の道を切り拓く管理職を育成

●業務遂行能力対面

6/22
（火）

POINT

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!

【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】16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

7/20
（火）

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】㈱きづくネットワーク　武田義昭氏

巻き込み力強化講座

□ 人を「動かす」伝え方を学ぶ
□ 「目標達成＝成果」につながるコミュニケーションスキルを習得
□ 相手を巻き込む方法の理解＆実践トレーニング

●対人関係能力対面

6/24
（木）

POINT

会 特
一

好評のため
追加講座決定

検定対策講座

特典 福岡商工会議所特別割引で、通常受講料の5％OFF!

日商簿記検定試験合格へ向けた対策講座をご用意しております。その他検定向け講座も随時ご案内中です。
URL：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

対象講座／対象者 開講日

福岡商工会議所 × 資格の学校TAC 提携講座

簿記検定講座●●●3級 2級 1級

1．両試験（ペーパー方式/ネット方式）に対応。
2．テキスト・演習問題も最新傾向に合わせて改訂。
3．Webフォローが標準装備。だから、いつでも・どこでも学習可能。

＼安心ポイント／
講座の特長

■講義時間／【午前】10:00～12:45　【午後】14:00～16:45　【夜】19:00～21:45
■申込方法／まずは、当所WEBから「受講割引利用申請」をお願いいたします。
　　　　　　 https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-06-11/
　　　　　　※講座内容・受講料・申込方法等詳細は、上記WEBからご確認ください。

6・7・8月生募集

【2022年6月合格目標】
 1級合格本科生　広い学習範囲を効率的に学習したい方

【2021年11月・2022年2月合格目標】
 2級合格本科生　3級学習後、間を空けずに2級を目指す方

【2021年11月合格目標】
 3級合格本科生　3級に効率よく合格したい方
 3級合格本科生PLUS　初めてだから復習もサポートしてほしい方

【2021年11月・2022年2月合格目標】
 3・2級ステップ合格本科生　3級・2級両方合格したい方
 2級ダイレクト合格本科生　一気に2級に合格したい方

初学者

3級
修了者

2級
修了者

6/21（月）夜
7/5（月）夜

6/15（火）夜
7/11（日）午前/午後
8/17（火）夜

6/21（月）午前/夜
6/26（土）午前
8/16（月）午前/夜

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。

東商検定 IBT※お申し込みにあたって ※IBT（Internet Based Test・インターネット経由での試験）

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！

お申し込みの流れ

①使用機器と受験環境の確認
②受験申込ページから受験申込
③受験料のお支払い（クレジットカード決済またはコンビニ決済）
④お申し込み完了
　・申込完了メールが送信されます。受験日時や注意事項等をご確認ください。
　・受験票は発行いたしません。
▶団体でのお申し込みをご検討の場合は検定・企業研修グループまでお問い合わせください。

概　要

▶受験者のコンピュータで受験いただく方式です。
▶申込前に「使用機器」、「受験環境」をご確認ください。
※要件を満たしていない場合は、受験できません。
※使用機器や受験環境等のご用意が困難な方を対象にCBT（テストセンターでの受験）方式でも実施致します。

▶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

ビジネス実務に直結する知識やスキルを習得できます。
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 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

会議所からのお知らせ

広告
募集エレベーター内広告

福岡商工会議所ビル（福岡市博多区博多駅前2丁目9-28）内のエレベー
ターに、広告を掲載する企業・団体様を募集しております。
貴社PRや商材PRにご活用ください。

会員企業様
必見!!

アクセス：JR博多駅から徒歩10分、地下鉄祇園駅から徒歩5分

非会員：22,000円（税込）/月

福岡商工会議所
会員企業 割引料金

税込

●館内メインエレベーター2基（計2枠設置）
●1か月単位契約可・会員様優先

残り1枠
募集中
※1枠ご

成約済
み

福岡商工
会議所

会員様
約45%O

FF

①ホームページからお申し込みください
②掲示物を電子メールもしくは原本でお送りください
③広告審査を行います
④審査に通過したら、掲載物原本を送付ください
⑤掲載開始前日までに利用料金をお振り込みください

ご
利
用
の
流
れ

詳
し
く
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い

1枠11,000円/月

詳
し
く
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い

全室インターネット回線完備!!（有料、一部無料会場あり）

当所会館利用者（年間37万人利用）に企業PRをご覧いただけます!!

福岡商工会議所 貸会議室
福岡商工会議所ビルでは、セミナーや講習会、研修会などでご利用いただける会議室を用意しています。
全貸会議室とも、インターネット接続環境を完備していますので、少人数でのWEB会議などにも
ご利用いただけます。 ※305・306会議室は無料Wi-Fi利用可。その他貸会議室は有線（有料）でインターネット接続が可能です。

安心して貸会議室をご利用いただけます

福岡商工会議所ビルの
感染対策

福岡市内で会議、学会、見本市
等（MICE）をオンライン又はハイ
ブリッドで開催する場合の助成
金が福岡市で用意されています。

●各階エレベーターホール、全会議室に
消毒液を設置

●共用部・会議室を定期的に清掃、消毒
●1階ロビーに体温測定用の大型サーモ
グラフィーを設置

●空調機器で常に機械換気

リモート会議、Webセミナー開催用
の小規模会場をお探しの方…
303～306会議室
学校式2名掛16名（平日9:00～17:00）

会員料金12,210円
一般料金：21,890円（税込）

税込

ソーシャルディスタンスが確保できる
広い会場をお探しの方…
301会議室
学校式2名掛200名（平日9:00～17:00）

会員料金77,770円
一般料金：139,920円（税込）

税込

上記以外にも大小様々な会議室を揃えています。

お申し込み
方法

ホームページで
空室状況を確認

電話で予約
TEL 092-441-1116

レイアウトや
備品を指示

利用前日まで
お支払

当日の設営は
不要です

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116
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会議所からのお知らせ

広告
募集エレベーター内広告

福岡商工会議所ビル（福岡市博多区博多駅前2丁目9-28）内のエレベー
ターに、広告を掲載する企業・団体様を募集しております。
貴社PRや商材PRにご活用ください。

会員企業様
必見!!

アクセス：JR博多駅から徒歩10分、地下鉄祇園駅から徒歩5分

非会員：22,000円（税込）/月

福岡商工会議所
会員企業 割引料金

税込

●館内メインエレベーター2基（計2枠設置）
●1か月単位契約可・会員様優先

残り1枠
募集中
※1枠ご

成約済
み

福岡商工
会議所

会員様
約45%O

FF

①ホームページからお申し込みください
②掲示物を電子メールもしくは原本でお送りください
③広告審査を行います
④審査に通過したら、掲載物原本を送付ください
⑤掲載開始前日までに利用料金をお振り込みください

ご
利
用
の
流
れ

詳
し
く
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い

1枠11,000円/月

詳
し
く
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い

全室インターネット回線完備!!（有料、一部無料会場あり）

当所会館利用者（年間37万人利用）に企業PRをご覧いただけます!!

福岡商工会議所 貸会議室
福岡商工会議所ビルでは、セミナーや講習会、研修会などでご利用いただける会議室を用意しています。
全貸会議室とも、インターネット接続環境を完備していますので、少人数でのWEB会議などにも
ご利用いただけます。 ※305・306会議室は無料Wi-Fi利用可。その他貸会議室は有線（有料）でインターネット接続が可能です。

安心して貸会議室をご利用いただけます

福岡商工会議所ビルの
感染対策

福岡市内で会議、学会、見本市
等（MICE）をオンライン又はハイ
ブリッドで開催する場合の助成
金が福岡市で用意されています。

●各階エレベーターホール、全会議室に
消毒液を設置

●共用部・会議室を定期的に清掃、消毒
●1階ロビーに体温測定用の大型サーモ
グラフィーを設置

●空調機器で常に機械換気

リモート会議、Webセミナー開催用
の小規模会場をお探しの方…
303～306会議室
学校式2名掛16名（平日9:00～17:00）

会員料金12,210円
一般料金：21,890円（税込）

税込

ソーシャルディスタンスが確保できる
広い会場をお探しの方…
301会議室
学校式2名掛200名（平日9:00～17:00）

会員料金77,770円
一般料金：139,920円（税込）

税込

上記以外にも大小様々な会議室を揃えています。

お申し込み
方法

ホームページで
空室状況を確認

電話で予約
TEL 092-441-1116

レイアウトや
備品を指示

利用前日まで
お支払

当日の設営は
不要です

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116
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今後の交流会（テーマ別交流会）のご案内

当所は、福岡市を中心とした約16,000社の会員ネットワークを活かし、会員同士による様々な交流会を開催しています。交
流会では、多種多様な業種・業態の参加者と接点を持つことができ、毎回積極的な「名刺交換」「情報交換」が行われています。
今、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、ビジネスにおける様々なシーンでオンラインの活用が広がっています。当所

でも、昨年度は一部の交流会をオンラインで開催しました。昨年度開催した交流会（オンライン4回・リアル6回）の参加者への
アンケートによると、90％の方が「対面式交流を希望」と答え、コロナ下においても対面式の交流会へのニーズが高いことがわか
りました。
そこで今回は、当所の会員同士が気軽に交流できる対面式交流会をご紹介いたします。感染症防止対策を徹底し、安心・安

全な環境での実施に努めておりますので、これまで交流会に参加したことがなかった方も、ぜひこの機会にご参加ください。

本誌30ページに交流会に参加された方の声を掲載中！ぜひご一読ください！

■福商ビジネス倶楽部
当所会員の若手経営者、後継者、事業所勤務者、起業志望者など幅広いビジネ
スパーソンを対象とした、メンバーシップ制の交流会です。若手ビジネスパーソンが
ネットワークづくりと自己研鑽のために、月に1度の例会を通して活動しています。

■各種部会交流会・講演会
所属されている部会ごとに交流会や講演会、懇親会などを開催しています。適
宜、部会より案内がまいりますので、奮ってご参加ください。

その他交流会のご紹介

■参加資格／当所会員で20歳以上45歳以下のビジネスパーソン
　　　　　　　 ※45歳以上の方も賛助会員としてご入会が可能です。
■年会費／10,000円 ※必要に応じ、実費負担をお願いすることがございます。

各種交流会・事業の
案内は、「福岡商工会
議所メールマガジン」
（月2回）で経営に役
立つ情報を発信してい
ます。いち早く有益な情報をキャッ
チするため、ぜひご登録ください。
https://www.fukunet.or.jp/about/mailnews/
※メールマガジンの登録・受信は無料となっ
ております。
※1社で複数のアドレスを登録いただけます。

■令和2年度交流会参加者のアンケート結果

交流会の
満足度
（平均）

対面式
交流を希望
（平均）

85% 90%

●「活きた情報」を収集でき、自社の課題発見や課題解決に繋がります
●「自社をPR」することで、ビジネスチャンス拡大のきっかけが作れます
●「他社との繋がり」を作り、ビジネスパートナー発見が可能です

❶参加者名簿を事前に公開　　❷自社PRを行う場を提供　　❸事務局による参加者同士の橋渡し・声かけ

新入会員交流会 直近5年以内にご入会の「新入会員」を対象とした交流会です。商工会議所の
各種事業・サービスをご紹介するとともに、参加者同士が気軽に交流・懇親を深
めることができます。

テーマ別交流会 毎回異なるテーマ・内容を設定して実施する交流会です。プロ同士の交流や参
加者の課題解決を目的に専門家を交えた交流会など様々な内容で開催しておりま
す。共通事項に関心を持った参加者同士で情報交換・共有を、少人数で行うの
で交流・懇親を深めやすいです。

■令和2年度3月開催「新入会員交流会」参加者の業種

新型コロナウイルスの影響下で多様化する事業者ニーズに迅
速・的確に対応するため、士業同士のネットワークの構築やアラ
イアンス先の発掘を目的に開催します。参加者同士の情報交換・
共有を通じて今後の活動の参考及び課題解決のきっかけ作りとし
てこの機会にぜひご参加ください。

昨年度の交流会の様子

昨年度の交流会の様子

昨年度の交流会の様子

昨年度の交流会の様子

※今後の開催情報は、ホーム
ページやメールマガジンなど
で随時ご案内いたしますので
ぜひチェックしてください！

withコロナ時代にこそ活きる人との繋がり
～交流会を活用してネットワーク・人脈拡大～

本記事に関するお問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

特 集 2

マスク・フェイスシールド着用 検温実施 手指消毒の徹底 ソーシャルディスタンス確保 換気の徹底

メルマガご登録はこちら

積極的な交流を生む仕組み

コロナウイルス感染症防止対策の実施

交流会のメリット

【開催概要】
■参加対象／直近5年以内にご入会の方
■参加者実績／188名（令和2年度11月・3月の2回開催）
■こんな方にオススメ! ～ポイントと特徴～
１. 商工会議所の事業を活用したい
当所の各種事業・サービスを紹介し、会議所活用法をお
伝えします。

２. 多種多様な業種・業態の会員と交流したい
直近5年以内にご入会いただいた方であればご参加いた
だけますので幅広い企業と交流し、情報交換・共有や
人脈形成などを行うことができます。

３. 自社商品・サービスのPRをしたい
商品・パンフレット等が設置できるPRスペースをご準備
します。

専門・
コンサルタント
37%

サービス・
その他 37%

金融・不動産・
保険業 9%

建設業 5%

製造業 4%
卸売・小売業 6% 運輸・通信業 2%

■令和2年度開催実績

士業リレーションズ・アライアンス交流会

起業家交流会

営業職のための情報交換・交流会

「ウェブ広報」情報交換・交流会

【士業資格を持つ方】

【概ね創業5年以内の起業家】

【新規開拓を目指す営業職】

【ウェブ広報に興味のある方、お困りの方】

実施月 参加者数内容・参加対象

12月

1月

2月

3月

38名

26名

26名

24名

※上記のほか、総務人事交流会／新入社員・若手社員のための情報交換会／「新規開拓営業
　職」情報交換・交流会をオンラインにて実施。

6月は士業を対象とした情報交換・交流会を対面式で開催します。

～士業同士のネットワークの構築～
士業リレーションズ・アライアンス交流会

6月22日（火）  14:00～15:30
当所406～407会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
「士業資格」を持つ士業同士の情報交換・交流会
https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-06-10/

日時
会場
内容
URL

HP
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今後の交流会（テーマ別交流会）のご案内

当所は、福岡市を中心とした約16,000社の会員ネットワークを活かし、会員同士による様々な交流会を開催しています。交
流会では、多種多様な業種・業態の参加者と接点を持つことができ、毎回積極的な「名刺交換」「情報交換」が行われています。
今、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、ビジネスにおける様々なシーンでオンラインの活用が広がっています。当所
でも、昨年度は一部の交流会をオンラインで開催しました。昨年度開催した交流会（オンライン4回・リアル6回）の参加者への
アンケートによると、90％の方が「対面式交流を希望」と答え、コロナ下においても対面式の交流会へのニーズが高いことがわか
りました。
そこで今回は、当所の会員同士が気軽に交流できる対面式交流会をご紹介いたします。感染症防止対策を徹底し、安心・安
全な環境での実施に努めておりますので、これまで交流会に参加したことがなかった方も、ぜひこの機会にご参加ください。

本誌30ページに交流会に参加された方の声を掲載中！ぜひご一読ください！

■福商ビジネス倶楽部
当所会員の若手経営者、後継者、事業所勤務者、起業志望者など幅広いビジネ

スパーソンを対象とした、メンバーシップ制の交流会です。若手ビジネスパーソンが
ネットワークづくりと自己研鑽のために、月に1度の例会を通して活動しています。

■各種部会交流会・講演会
所属されている部会ごとに交流会や講演会、懇親会などを開催しています。適

宜、部会より案内がまいりますので、奮ってご参加ください。

その他交流会のご紹介

■参加資格／当所会員で20歳以上45歳以下のビジネスパーソン
　　　　　　　 ※45歳以上の方も賛助会員としてご入会が可能です。
■年会費／10,000円 ※必要に応じ、実費負担をお願いすることがございます。

各種交流会・事業の
案内は、「福岡商工会
議所メールマガジン」
（月2回）で経営に役
立つ情報を発信してい
ます。いち早く有益な情報をキャッ
チするため、ぜひご登録ください。
https://www.fukunet.or.jp/about/mailnews/
※メールマガジンの登録・受信は無料となっ
ております。
※1社で複数のアドレスを登録いただけます。

■令和2年度交流会参加者のアンケート結果

交流会の
満足度
（平均）

対面式
交流を希望
（平均）

85% 90%

●「活きた情報」を収集でき、自社の課題発見や課題解決に繋がります
●「自社をPR」することで、ビジネスチャンス拡大のきっかけが作れます
●「他社との繋がり」を作り、ビジネスパートナー発見が可能です

❶参加者名簿を事前に公開　　❷自社PRを行う場を提供　　❸事務局による参加者同士の橋渡し・声かけ

新入会員交流会 直近5年以内にご入会の「新入会員」を対象とした交流会です。商工会議所の
各種事業・サービスをご紹介するとともに、参加者同士が気軽に交流・懇親を深
めることができます。

テーマ別交流会 毎回異なるテーマ・内容を設定して実施する交流会です。プロ同士の交流や参
加者の課題解決を目的に専門家を交えた交流会など様々な内容で開催しておりま
す。共通事項に関心を持った参加者同士で情報交換・共有を、少人数で行うの
で交流・懇親を深めやすいです。

■令和2年度3月開催「新入会員交流会」参加者の業種

新型コロナウイルスの影響下で多様化する事業者ニーズに迅
速・的確に対応するため、士業同士のネットワークの構築やアラ
イアンス先の発掘を目的に開催します。参加者同士の情報交換・
共有を通じて今後の活動の参考及び課題解決のきっかけ作りとし
てこの機会にぜひご参加ください。

昨年度の交流会の様子

昨年度の交流会の様子

昨年度の交流会の様子

昨年度の交流会の様子

※今後の開催情報は、ホーム
ページやメールマガジンなど
で随時ご案内いたしますので
ぜひチェックしてください！

withコロナ時代にこそ活きる人との繋がり
～交流会を活用してネットワーク・人脈拡大～

本記事に関するお問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

特 集 2

マスク・フェイスシールド着用 検温実施 手指消毒の徹底 ソーシャルディスタンス確保 換気の徹底

メルマガご登録はこちら

積極的な交流を生む仕組み

コロナウイルス感染症防止対策の実施

交流会のメリット

【開催概要】
■参加対象／直近5年以内にご入会の方
■参加者実績／188名（令和2年度11月・3月の2回開催）
■こんな方にオススメ! ～ポイントと特徴～
１. 商工会議所の事業を活用したい
当所の各種事業・サービスを紹介し、会議所活用法をお
伝えします。

２. 多種多様な業種・業態の会員と交流したい
直近5年以内にご入会いただいた方であればご参加いた
だけますので幅広い企業と交流し、情報交換・共有や
人脈形成などを行うことができます。

３. 自社商品・サービスのPRをしたい
商品・パンフレット等が設置できるPRスペースをご準備
します。

専門・
コンサルタント
37%

サービス・
その他 37%

金融・不動産・
保険業 9%

建設業 5%

製造業 4%
卸売・小売業 6% 運輸・通信業 2%

■令和2年度開催実績

士業リレーションズ・アライアンス交流会

起業家交流会

営業職のための情報交換・交流会

「ウェブ広報」情報交換・交流会

【士業資格を持つ方】

【概ね創業5年以内の起業家】

【新規開拓を目指す営業職】

【ウェブ広報に興味のある方、お困りの方】

実施月 参加者数内容・参加対象

12月

1月

2月

3月

38名

26名

26名

24名

※上記のほか、総務人事交流会／新入社員・若手社員のための情報交換会／「新規開拓営業
　職」情報交換・交流会をオンラインにて実施。

6月は士業を対象とした情報交換・交流会を対面式で開催します。

～士業同士のネットワークの構築～
士業リレーションズ・アライアンス交流会

6月22日（火）  14:00～15:30
当所406～407会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
「士業資格」を持つ士業同士の情報交換・交流会
https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-06-10/

日時
会場
内容
URL

HP
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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

【“くつろげる憩いの場”HAIR SALON Reve♪】博多駅
より徒歩15分の堅粕で￥1,500カットを始めました!

HAIR SALON Reve

羊が目印! 安い＆カット技術＆上質
サービス＆丁寧なヘアサロン Reve

▼

店内はモノトーンで、
遊び心がある店内です♪
羊がモチーフです!

くのお客様にお気軽に楽しんでもらうた
めにリーズナブルな価格設定にしました! 
また、当店はアットホームなヘアサロン
です! 皆様のご来店お待ちしております!

「Reve」では安くても、上質なお店に
行った気分になっていただくために1人1
人丁寧に施術しています。
皆様のヘアのお悩みを聞きながら、ヘ

アースタイル維持やスタイリングをより多

HAIR SALON Reve
福岡市博多区堅粕2丁目20-10
TEL：092-517-2156
https://beauty.rakuten.co.jp/s7000031099/
E-mail：jun19871021@gmail.com
営業内容
博多駅の近くですが遠方から来られる方
も多く、一人一人に合った良いヘアース
タイル、技術を提供したいと思います!!

上空・店内様々な角度をドローンにより撮影。行政への
操縦指導実績を多数有する講習も開催しております

㈱建築企画コム・フォレスト

目線を変えて情報を得る・発信する
それがこれからの未来を左右します

▼

店内用の超小型から、安定性の
高い大型ドローンまで各種対応

も人気があります。
ドローン導入による業務効率化をお考
えの企業様は、利活用のコンサルティン
グも行っておりますので、お気軽にお問
い合わせ下さい。

ドローンによる写真・動画の撮影・制
作が可能です。広告用や、ホームペー
ジ・SNS動画まで活用いただけます。
一般的な商用撮影はもちろん、超小型ド
ローンによるダイナミックな店内PV映像

㈱建築企画コム・フォレスト
福岡市博多区神屋町4-5
KS神屋町ビル7F
TEL：092-263-7766
FAX：092-263-7768
https://www.comforest-drone.com
営業内容
■建築物の企画・設計・管理業務一般
■耐震診断・耐震補強設計等
■ドローン空撮／ドローン操縦講習

日本の船舶、船舶エンジンを海外に輸出しています
中古船舶、エンジン買取りも行っています

㈱A-NEXT

中古BOAT販売のことならお任せ
ください

▼

あなたもBOATで
遊びましょう!

いております。
中古BOATやエンジンなどを買いた
い、売りたい方は是非ご相談ください。
BEST BOAT　https://bestboat.jp/ja/

九州でNo.1の取引実績を持つ中古
BOAT販売、海外輸出の会社です。
2020年に始めた中古BOATの販売サイ
ト「BEST BOAT」は海外の方はもちろ
ん、日本の方でも幅広く活用していただ

㈱A-NEXT
大野城市白木原3-5-29
TEL：092-573-1611
FAX：092-573-1612
https://www.a-next.org/
E-mail：info2020@a-next.co.jp
営業内容
中古船舶、船舶エンジンの売買、海外
輸出。

シンプルから個性派まで、あなたらしい指先を演出します☆
【お電話にて予約受付中! 最終受付19:00】

nail salon Bello -ベルロ-

ネイル好きの方から初めての方まで
安心してお任せください！

▼

お客様から特に人気が
高いのは、アート系です!

までご満足いただけるように丁寧なカウ
ンセリングを行っています。お客様がよ
り一層輝くお手伝いをさせていただけた
ら光栄です☆皆様のご来店、心よりお
待ちしております!

当店では、ご満足いただける技術の
提供、自爪を傷めないひとり一人に合っ
た施術やデザインのご提案はもちろん、
居心地の良い空間作りなど日々精進して
います。ネイル好きの方から初めての方

nail salon Bello -ベルロ-
福岡市中央区高砂1丁目8-8
サンクス渡辺通
TEL：092-791-1708
http://nailbello.com/
営業内容
“ネイルの持ちの良さ”、“高い技術力”が
評判のネイルサロン。
完全予約制  am10:00～pm19:00（最
終受付）  不定休
※ホームページをご覧ください
ドリンクサービス、各種クレジットカード
利用可、VIP会員様制度あり

安定期【20週目～】全身マタニティマッサージ☆
予定日の2週間前までご案内OK

リラクゼーション＆マタニティマッサージ　relabois【リラボア】

妊娠中でもマッサージが利用できる
ことをご存じですか？

▼

キッズスペース有りの
くつろげる店内です♪

力加減の指圧で頭痛・肩こり・腰痛・
足のむくみなど念入りにほぐします◎
産後も子連れでリピート多数☆心と体

の疲れは癒しのリラボアへ♪

【最終受付19時/女性限定サロン】
天神／大名で愛されて9年! 歴14年

の高技術ケアは20～40代の女性に大人
気♪特に妊婦さんの来店が多く、人気の
秘密は妊娠特有の疲れを理解し絶妙な

リラクゼーション＆
マタニティマッサージ
relabois【リラボア】
福岡市中央区大名1-12-36
ニューアイランド大名マンション701号室
TEL：092-518-4213
https://relabois.com/
E-mail：relabois@yahoo.co.jp
営業内容
平日11:00～21:00
土曜日・日曜日・祝日14:00～21:00
【最終受付19:00】
不定休

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
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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

【“くつろげる憩いの場”HAIR SALON Reve♪】博多駅
より徒歩15分の堅粕で￥1,500カットを始めました!

HAIR SALON Reve

羊が目印! 安い＆カット技術＆上質
サービス＆丁寧なヘアサロン Reve

▼

店内はモノトーンで、
遊び心がある店内です♪
羊がモチーフです!

くのお客様にお気軽に楽しんでもらうた
めにリーズナブルな価格設定にしました! 
また、当店はアットホームなヘアサロン
です! 皆様のご来店お待ちしております!

「Reve」では安くても、上質なお店に
行った気分になっていただくために1人1
人丁寧に施術しています。
皆様のヘアのお悩みを聞きながら、ヘ

アースタイル維持やスタイリングをより多

HAIR SALON Reve
福岡市博多区堅粕2丁目20-10
TEL：092-517-2156
https://beauty.rakuten.co.jp/s7000031099/
E-mail：jun19871021@gmail.com
営業内容
博多駅の近くですが遠方から来られる方
も多く、一人一人に合った良いヘアース
タイル、技術を提供したいと思います!!

上空・店内様々な角度をドローンにより撮影。行政への
操縦指導実績を多数有する講習も開催しております

㈱建築企画コム・フォレスト

目線を変えて情報を得る・発信する
それがこれからの未来を左右します

▼

店内用の超小型から、安定性の
高い大型ドローンまで各種対応

も人気があります。
ドローン導入による業務効率化をお考
えの企業様は、利活用のコンサルティン
グも行っておりますので、お気軽にお問
い合わせ下さい。

ドローンによる写真・動画の撮影・制
作が可能です。広告用や、ホームペー
ジ・SNS動画まで活用いただけます。
一般的な商用撮影はもちろん、超小型ド
ローンによるダイナミックな店内PV映像

㈱建築企画コム・フォレスト
福岡市博多区神屋町4-5
KS神屋町ビル7F
TEL：092-263-7766
FAX：092-263-7768
https://www.comforest-drone.com
営業内容
■建築物の企画・設計・管理業務一般
■耐震診断・耐震補強設計等
■ドローン空撮／ドローン操縦講習

日本の船舶、船舶エンジンを海外に輸出しています
中古船舶、エンジン買取りも行っています

㈱A-NEXT

中古BOAT販売のことならお任せ
ください

▼

あなたもBOATで
遊びましょう!

いております。
中古BOATやエンジンなどを買いた
い、売りたい方は是非ご相談ください。
BEST BOAT　https://bestboat.jp/ja/

九州でNo.1の取引実績を持つ中古
BOAT販売、海外輸出の会社です。
2020年に始めた中古BOATの販売サイ
ト「BEST BOAT」は海外の方はもちろ
ん、日本の方でも幅広く活用していただ

㈱A-NEXT
大野城市白木原3-5-29
TEL：092-573-1611
FAX：092-573-1612
https://www.a-next.org/
E-mail：info2020@a-next.co.jp
営業内容
中古船舶、船舶エンジンの売買、海外
輸出。

シンプルから個性派まで、あなたらしい指先を演出します☆
【お電話にて予約受付中! 最終受付19:00】

nail salon Bello -ベルロ-

ネイル好きの方から初めての方まで
安心してお任せください！

▼

お客様から特に人気が
高いのは、アート系です!

までご満足いただけるように丁寧なカウ
ンセリングを行っています。お客様がよ
り一層輝くお手伝いをさせていただけた
ら光栄です☆皆様のご来店、心よりお
待ちしております!

当店では、ご満足いただける技術の
提供、自爪を傷めないひとり一人に合っ
た施術やデザインのご提案はもちろん、
居心地の良い空間作りなど日々精進して
います。ネイル好きの方から初めての方

nail salon Bello -ベルロ-
福岡市中央区高砂1丁目8-8
サンクス渡辺通
TEL：092-791-1708
http://nailbello.com/
営業内容
“ネイルの持ちの良さ”、“高い技術力”が
評判のネイルサロン。
完全予約制  am10:00～pm19:00（最
終受付）  不定休
※ホームページをご覧ください
ドリンクサービス、各種クレジットカード
利用可、VIP会員様制度あり

安定期【20週目～】全身マタニティマッサージ☆
予定日の2週間前までご案内OK

リラクゼーション＆マタニティマッサージ　relabois【リラボア】

妊娠中でもマッサージが利用できる
ことをご存じですか？

▼

キッズスペース有りの
くつろげる店内です♪

力加減の指圧で頭痛・肩こり・腰痛・
足のむくみなど念入りにほぐします◎
産後も子連れでリピート多数☆心と体
の疲れは癒しのリラボアへ♪

【最終受付19時/女性限定サロン】
天神／大名で愛されて9年! 歴14年

の高技術ケアは20～40代の女性に大人
気♪特に妊婦さんの来店が多く、人気の
秘密は妊娠特有の疲れを理解し絶妙な

リラクゼーション＆
マタニティマッサージ
relabois【リラボア】
福岡市中央区大名1-12-36
ニューアイランド大名マンション701号室
TEL：092-518-4213
https://relabois.com/
E-mail：relabois@yahoo.co.jp
営業内容
平日11:00～21:00
土曜日・日曜日・祝日14:00～21:00
【最終受付19:00】
不定休

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
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福岡市内を中心とした約16,000社の会員ネットワークを活かし、会員同士の情報交
換・交流の場として、“交流会”を開催しています。参加者同士の情報交換・交流により、
新たな知見獲得や仕事上の課題解決の一助としていただくことができ、大変好評をいた
だいています。
①『新入会員交流会』は、直近5年以内ご入会の新入会員の皆様を対象とした交流会
で、多種多様な企業と気軽に交流・懇親を深めていただけます。
②『テーマ別交流会』は、毎回異なるテーマ・内容を設定して開催する交流会です。少
人数で共通事項に関心を持った参加者同士で情報交換・共有ができます。

①『新入会員交流会』に参加されたきっかけはなんですか？
以前より、弊社が運営している“外国人が福岡・九州の情報を発信する「Feel  Fukuoka  

Japan」”をより多くの福岡の事業所に知っていただくことが課題でした。
コロナの影響で、イベントや交流会が減っていることもあり、このチャンスを逃してはなら

ないと感じたので参加することに決めました。

①実際に『新入会員交流会』に参加していかがでしたか？
様々な職種の方と名刺交換をしました。時間は限られていましたが、事前に参加者名簿も

拝見できたので無駄なく多くの方 と々お話することができました。感染症対策もしっかりとさ
れており、安心して参加することができました。
その後、お付き合いをさせていただいている会社様もあります。人と知り合う機会が少し

ずつ減ってしまっている今、本当にありがたいことだと感じています。
最後に、これから参加する皆様へ…最初は緊張してしまうものですが、『交流する』という

同じ目的を持って集まっている方ばかりですので、積極的に自分から話しかけていくのが良い
かと思います。

今回は 交流会 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

（株）アクティネットワーク社
福岡市中央区警固2-17-30
アルバけやき通りビル3階
TEL 092-285-8700
HP：https://feelfukuoka.com/
　　 business/

②『テーマ別交流会』に参加されたきっかけはなんですか？
福岡商工会議所から配信されているメールマガジンで『「ウェブ広報」情報交換・交流会』

を知りました。
6月から新しくアパレルの小売事業を始めるにあたって、どのように広報を行なっていけば

よいか、自分が知っているツール以外の広報のノウハウを知ることができるきっかけになれば
と思い参加しました。

②実際に『テーマ別交流会』に参加していかがでしたか？
以前にも福岡商工会議所の交流会に数回参加してきましたが、同業同士や会員同士の交流

会でした。事業の課題解決に向け、専門家のお話を聞くことができる交流会に参加したのは
初めてでしたが、短時間にも関わらず、具体的に課題解決に繋げることができ、とても有意
義な時間となりました。当日、事務局から課題のヒアリングを行ってもらい、課題に対して最
も適した専門家の方をマッチングしていただきました。そのため短時間でも効率よく、多くの
方と交流することができました。
最後に、これから参加する皆様へ…気軽に参加することができ、多くの方と交流すること

ができるのでぜひ参加してみてください。

（株）PARA－DESIGNLAB
福岡市中央区赤坂2-6-23-201
TEL 092-516-2537
HP：https://parasaro.com

本記事に関するお問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

“交流会”は、当所に入会して利用したい事業として人気が高いコンテンツの一つです。多種多様
な事業者の方とお知り合いになりたい方、コロナ禍の影響で各社の現状や取り組みを知りたい方に
オススメです。感染症防止対策を徹底し、安心・安全な環境での実施に努めていますので、これ
まで交流会に参加したことがなかった方も、ぜひこの機会にご参加ください。

会議所活用法

26ページもあわせてご覧ください!

博多織ギャラリー
☎092-409-5162
福岡市博多区奈良屋町5-10  博多織会館2F
https://hakataori-gallery.jp/
営10：00～17：00
㉁土・日・祝日
入館料 ： 無料

“博多織を身近に感じていただける場所を作りたい”と思ったことがきっかけで、「博多織ギャラ
リー」をオープンすることにしました。また、若い職人の作品はなかなかお披露目する場所がな
く、このギャラリーに展示することでより多くの方々に見ていただけたらと思っています。

今後はこのギャラリーの一角を、博多織を使ったオーダーメイド家具の展示・商談会や異業種
とのマッチングなど、作り手と皆さまとのコミュニケーションの場にしていきたいです。そして、
780有余年の伝統を守りながら、時代に合わせて新しい博多織を作っていきたいです。日常の中
で気軽にお使いいただける博多織の商品もございますので、まずはお気軽にギャラリーに遊びに
来てください!

館長  原田昌行様

（博
多織工

業組合　副理事長）

今回訪れたのは、博多区奈良屋町にある「博多織ギャラ
リー」です! 4月20日に、博多織会館の2Fにオープンしま
した! （運営＝博多織工業組合）

館内には、人間国宝の小川善三郎氏（故人）と小川規三郎
氏親子の作品をはじめ、博多織工業組合が運営する「博多
織DC（職人養成学校）」を卒業した若い職人さんの作品など、
約350点もの作品が並んでいます! その中には、名刺入れ
やマスク、ブックカバーなど、日常使いできるものもあっ
て、ここで購入できるとのこと。原田館長に聞くと、博多
織工業組合に加盟する織元の様々な作品が一堂に会する唯
一の常設ギャラリーだそうです！
中でも、私が気になったのは「おさけのきもの  博多織ボ

トルカバー」　 デザインが素敵で、ボトルカバー単体として
の魅力はもちろん！中に福岡のお酒をいれて、遠方の方へ
の手土産にもいいかも
博多織と聞くと、敷居が高く（高級なイメージだからなのか…）、

私とは縁遠いものだと思っていましたが、日常使いの商品
もあると知って驚きました　 私と同じように感じている方
も、ここに来ると博多織に対するイメージが変わるのでは
ないでしょうか!? 入館無料なので、皆さんも「博多織ギャ
ラリー」に気軽に立ち寄って、お気に入りの一品を見つけ
てみてはいかがでしょうか。

博多織をもっと身近に、
作り手と市民の方 と々の
コミュニケーションの場

4/20 博多織ギャラリ
ー

オープン！（入館料無料
）

館内には、国指定重要無形文化財
の作品も展示されています!

「おさけのきもの 博多織ボトルカバー」
（5,500円/個・税込）

ホームページ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となっている場合があります。ホームページをご確認ください。

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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博多織ギャラリー
☎092-409-5162
福岡市博多区奈良屋町5-10  博多織会館2F
https://hakataori-gallery.jp/
営10：00～17：00
㉁土・日・祝日
入館料 ： 無料

“博多織を身近に感じていただける場所を作りたい”と思ったことがきっかけで、「博多織ギャラ
リー」をオープンすることにしました。また、若い職人の作品はなかなかお披露目する場所がな
く、このギャラリーに展示することでより多くの方々に見ていただけたらと思っています。

今後はこのギャラリーの一角を、博多織を使ったオーダーメイド家具の展示・商談会や異業種
とのマッチングなど、作り手と皆さまとのコミュニケーションの場にしていきたいです。そして、
780有余年の伝統を守りながら、時代に合わせて新しい博多織を作っていきたいです。日常の中
で気軽にお使いいただける博多織の商品もございますので、まずはお気軽にギャラリーに遊びに
来てください!

館長  原田昌行様

（博
多織工

業組合　副理事長）

今回訪れたのは、博多区奈良屋町にある「博多織ギャラ
リー」です! 4月20日に、博多織会館の2Fにオープンしま
した! （運営＝博多織工業組合）

館内には、人間国宝の小川善三郎氏（故人）と小川規三郎
氏親子の作品をはじめ、博多織工業組合が運営する「博多
織DC（職人養成学校）」を卒業した若い職人さんの作品など、
約350点もの作品が並んでいます! その中には、名刺入れ
やマスク、ブックカバーなど、日常使いできるものもあっ
て、ここで購入できるとのこと。原田館長に聞くと、博多
織工業組合に加盟する織元の様々な作品が一堂に会する唯
一の常設ギャラリーだそうです！
中でも、私が気になったのは「おさけのきもの  博多織ボ

トルカバー」　 デザインが素敵で、ボトルカバー単体として
の魅力はもちろん！中に福岡のお酒をいれて、遠方の方へ
の手土産にもいいかも
博多織と聞くと、敷居が高く（高級なイメージだからなのか…）、

私とは縁遠いものだと思っていましたが、日常使いの商品
もあると知って驚きました　 私と同じように感じている方
も、ここに来ると博多織に対するイメージが変わるのでは
ないでしょうか!? 入館無料なので、皆さんも「博多織ギャ
ラリー」に気軽に立ち寄って、お気に入りの一品を見つけ
てみてはいかがでしょうか。

博多織をもっと身近に、
作り手と市民の方 と々の
コミュニケーションの場

4/20 博多織ギャラリ
ー

オープン！（入館料無料
）

館内には、国指定重要無形文化財
の作品も展示されています!

「おさけのきもの 博多織ボトルカバー」
（5,500円/個・税込）

ホームページ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となっている場合があります。ホームページをご確認ください。

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♪

31福岡商工会議所 NEWS ︱ 2021  JUNE



テイクアウト情報を
発信して
います!!

Instagram Twitter
特設サイト

@goodupfukuoka ＠GoodUpFukuoka

特設サイトで、参加店舗のテイク
アウト情報を発信しています!
アノお店の名物をご自宅で愉しめ

ます♪ お仕事帰りの夕食サポートと
して、在宅勤務のお供として、ぜひ
ご活用ください!!

NEW

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）

823,105 

1,566,734 

101.9 

101.4 
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2021年4月〈令和3年4月〉
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▲  0.5
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462.4
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15.9

14.6

35.2

9.9

7.2

▲54.1

▲60.6

20.0
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▲44.0

44.1

1.02 

100,293 

93,468 

188 

5,693,646 

3,123,262 

3,007,698 

651,614 

3,206,994 

755,935 

1,357 

8,272 

6,000 

1,739 

26,173 

1,283 

10,900 

191 

465,500 

▲23.9

▲  9.6

17.3

6.8

6.0

▲14.1

▲16.8

▲15.9

▲  7.3

▲12.5

▲97.1

58.9

17.2

▲21.3

▲65.4

▲13.7

275.9

▲99.8

▲63.2

＊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。

＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

5月号＜福岡の統計2021年3月＞で未掲載項目について（％）
　・消費者物価指数（福岡市）……     102.2（▲0.1）
　・消費者物価指数（全国）………     101.8（▲0.1）
　・百貨店　売上高 ………………   15,805（33.7）
　・百貨店　売上面積 …………… 174,686（0.0）
　・訪日外客数（全国） ……………   12,300（▲93.6）
　・九州　入国外国人数 …………     2,129（▲99.3）
　・福岡県　延べ宿泊者数 ……… 441,990（▲68.7）

～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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福岡商工会議所メールマガジン
購 読 者 募 集 !

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

見逃せない福商発ビジネス情報をお送りします

登録はこちらから

経営に役立つ情報が盛りだくさん！

FCCI

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

□ 毎月2回配信
□ もちろん無料!!
□ 誰でも登録可

セミナーや補助金などの情報を探す手間が
省けて、見逃さずに済むので助かる

会報誌は本社に届くので、メルマガで
情報収集してます

社内回覧をしてセミナーや交流会など
の申し込みをしています

福岡商工会議所
公式SNS

ホームページ（スマホ対応）

　当所の事業やサービスの詳細、調査結果など経営に役に立つ
様々な情報を発信しています。

毎日
  情報更新！

福岡商工会議所ニュース

毎月10日発行の会報誌。
経営に役立つ読み物や、
福岡商工会議所からのお
知らせなどを掲載してい
ます。

※チラシ折込や広告掲載も承り
ます。詳細はお問い合わせく
ださい。

経営に役に立つ情報を発信しています

経営に役
立つ

情報など
が

 満載！

ぜひフォ
ローして

情報をキ
ャッチ

してくだ
さい！

毎週木曜日、「Community Radio Tenjin＝コミてん」で当所レ
ギュラー番組「福招ラジオ」をオンエアーしています。
これから創業しようとお考えの方、創業間もない方などに、経営
に関する様々な情報をお届けします。

毎月10日発行https://www.fukunet.or.jp/

LINE
＠049xvemr

Twitter
＠fukuoka_cci

Instagram
＠fukuoka_cci

Facebook
＠fukuoka.cci

YouTube
よかぞうチャンネル

福岡商工会議所 検索

■放送日／毎週木曜日 10:30～10:55
■周波数／FM 77.7MHz
※㈱コミュニティメディアパートナーズ福岡のご協力により放送しています。

福招ラジオ 毎週木曜日

福岡の統計

対前年同月比％（▲減）

世帯
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福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会
（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店
（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店
（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会
（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」
（平成27年＝100）

世帯数

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）
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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）（※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）
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2021年4月〈令和3年4月〉
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＊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。

＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

5月号＜福岡の統計2021年3月＞で未掲載項目について（％）
　・消費者物価指数（福岡市）……     102.2（▲0.1）
　・消費者物価指数（全国）………     101.8（▲0.1）
　・百貨店　売上高 ………………   15,805（33.7）
　・百貨店　売上面積 …………… 174,686（0.0）
　・訪日外客数（全国） ……………   12,300（▲93.6）
　・九州　入国外国人数 …………     2,129（▲99.3）
　・福岡県　延べ宿泊者数 ……… 441,990（▲68.7）

～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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貴社ご担当者名

貴社名

生命共済制度 1   加入を検討したい　 2   内容を聞きたい　 3   資料が欲しい

福岡商工会議所より会員の皆様へお知らせ

TEL

ご住所　〒

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。

福岡商工会議所　会員組織・共済グループ 行　FAX 092-441-2810

福岡商工会議所の「生命共済制度」は、低廉な掛金で
安心の保障が得られる、中小企業に適した弔慰金制度
としてお役立ていただけます。

※15歳～35歳（男性）の月額掛金例（2019年4月1日からの新掛金）
※掛金は、年齢、性別、口数により異なります。ご検討・ご契約にあたっては、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。

◎1年毎に収支計算を行い、剰余が生じた場合は配当金としてお支払いいたします。配当金はお支払時期の前年度決算等により決定しますので、将来お支
　払する配当金額は現時点では確定しておりません（収支計算の結果、配当金が0になる年度もありえます）。
◎この資料は、2021年5月現在の商品内容に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。

死亡保険金200万円の保障が・・・
（不慮の事故による死亡・高度障がいの場合。病気死亡は100万円）

2019年度配当率 50.13％

月々318円

女性

310円

385円

511円

750円

男性

344円

458円

717円

1,344円

契約年齢

36～40歳まで

46～50歳まで

56～60歳まで
66～70歳まで

※更新継続のみ

女性

269円

333円

447円

610円

男性

318円

387円

565円

979円

契約年齢

15～35歳まで

41～45歳まで

51～55歳まで

61～65歳まで

《掛金例》死亡保険金200万円（不慮の事故による死亡・高度障がいの場合。病気死亡は100万円）

〒
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