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福岡市内全域で利用可能なプレミアム付電子商品券
『FUKUOKA NEXT Pay』の発行について



生活習慣病健診のご案内
令和3年度 秋期
会員・特定商工業者限定

　当所では、事業所の経営資源である従業員とその家族の健康管理をサ
ポートすることで、生産性の向上や業績の改善につなげることを目的に、
会員事業所ならびに特定商工業者の経営者、従業員およびそのご家族を
対象に、生活習慣病健診を実施しています。（本健診は「法定健診」や「雇
入時健康診断」の項目を充足しています。）
　この機会に、ぜひ当健診をご活用ください。

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
URL：https://www.fukunet.or.jp/service/life/

※詳細は本号の折込チラシを
　ご確認ください。

※１名様からでもご受診いただけます

◎当健診は当所が（一財）医療情報健康財団に検査を委託しています。

受診者はマスク着用、健診スタッ
フはマスクとフェイスシールド着
用を原則とします。

期 間

場所

受診料 基本健診

当所3階 301会議室
10月18日（月）～10月23日（土）

会員 5,720円（税込） 特定商工業者 9,152円（税込）
※オプション検査（腹部超音波検査、胃がん検査、大腸がん検査、肝炎検査等）
　もあわせてご利用ください。

定員／900名　締切／8月31日（火）
※定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください。
※１日の定員を150名としております。

【新型コロナウイルス感染防止対策について】安心・安全な受診環境を確保するため、本健診では下記の通り衛生管理を徹底します。

【新型コロナウイルス感染拡大に伴い本健診を中止する場合】新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、受診者の皆様の感染拡大防止・安
全確保の観点から、本健診を中止させていただく場合がありますので、ご了承の上お申し込みください。

1.  飛沫感染防止対策
接触感染防止のため、消毒・換
気を徹底します。

2.  接触感染防止対策
3密防止のため、受診者・健診
スタッフの距離確保、受付の人
数制限徹底、健診時間短縮等に
努めます。

3.  ３密防止対策
受付時に検温し、受診者・スタッフ相
互の安全確保に努めます。（体調不良の
方、37.5℃以上の方はご受診いただけ
ませんのであらかじめご了承ください）

4.  検温の実施

安心・安全
衛生管理を徹底

会議所からのお知らせ

お問い合わせ先／Food EXPO Kyushu実行委員会（事務局：福岡商工会議所　産業振興グループ）
TEL 092-441-1119　E-mail：food-expo-kyushu＠fukunet.or.jp

募集に関する詳細は右記QRよりご確認ください。

期　間：9月27日（月）、28日（火）
場　所：ホテル日航福岡 都久志の間
内　容：国内バイヤーを中心に招聘し、事前に

マッチングしたうえで対面による商談
（1商談・各25分）

バイヤー数：50社 （関東・関西を中心に百貨
店、ホテル、外食、ギフト、EC、
給食等）

参加費：1商談3,000円

期　間：10月～12月
場　所：商談マッチングシステム内
内　容：商談マッチングシステムのイベント機

能を活用してオンラインによる商談
参加数：5～20社 （海外、関東・関西を中心に

百貨店、ホテル、外食、ギフト、EC、
給食等）

参加費：1商談3,000円

個別商談会（対面）1 個別商談会（オンライン）2

期　間：9月29日（水）～30日（木）
内　容：上記1に参加するバイヤーが産地や

工場等の生産現場を訪問し商談を実施
※商工会議所や商工会、自治体等の支援団体と
して、受け入れを希望する場合は、事務局
までご連絡ください。

期　間：9月～11月
内　容：実際に消費者からの声を聞くことを目

的に、新たに開発した商品もしくは他
社とのコラボ商品をテスト販売する地
域フェアとして実施

場　所：岩田屋本店、福岡三越、広川SA等を
予定

※出店を希望される方は、事務局までご連絡く
ださい。

訪問商談会3 テストマーケティング事業4

Food EXPO Kyushu 2021
1年以上続くコロナ禍において、地場食品関連企業は、飲食店、ホテル等の休業やインバウンド観光客消失による業

務用商材の需要の激減で売上の確保や新たな販路開拓に苦慮しており、Withコロナ・Afterコロナにおいてもその影響
は続くことが見込まれます。このような中、Food EXPO Kyushu2021では地場食品関連企業の更なる売上向上や販
路拡大及び地域経済の振興を図るために、以下の4つの事業を実施いたします。

参加対象： ※以下2点をいずれも満たしていること
▶九州・山口県内の事業者（中小企業・小規模事業者）であること。
▶九州・山口県産の生鮮品および九州・山口県産の原材料を使用した完成品、もしくは同地域内で加工された完成品をもっていること。

参加条件： 商品登録や商談スケジュール調整等を利用するために、「商談マッチングシステム（登録料1社10,000円）」の登録が必須となります。

参加者
募集

（7/9開始予定）
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検索福岡商工会議所

福岡商工会議所WEB
https://www.fukunet.or.jp/ イベント

セミナー
催事情報など

福岡商工会議所 公式SNS  ぜひフォローをお願いします！
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株式会社サンマーク
代表取締役社長　阿多 浩一氏

111111 コロナ対策支援施策情報
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【会議所からのお知らせ】
Food EXPO Kyushu2021  参加者募集

事例から学ぶ業務改善活用セミナー
福商リカレントプログラム
会員優待・イベント情報
アフターコロナをビジネスチャンスに！
令和3年度  第1回新入会員交流会
祝日移動に伴う営業日、休業日変更のお知らせ（7・8月）
　　　 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！

貸会議室
立体駐車場（月極・時間貸）

【研修講座・検定情報】
福商実務研修講座　7・8月
商工会議所の検定試験
簿記検定対策講座
福岡商工会議所パソコン教室受講生募集

【専門家に聞く】
中小企業のセキュリティー対策
税務Q&A
危機管理情報室

【もしもの時の備え】
令和3年度  秋期  生活習慣病健診のご案内
共済制度獲得優績担当者・保険会社表彰を実施
2020年度生命共済制度配当金のお支払について

FCCI NEWS 会議所の動き
パブリックインフォメーション
新規会員のご紹介
会員企業のPR掲示板“ホットニュース”
会議所活用法（福商出前講座）
今月のよかもん（博多ういろう）
福岡の統計
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お問い合わせ先／Food EXPO Kyushu実行委員会（事務局：福岡商工会議所　産業振興グループ）
TEL 092-441-1119　E-mail：food-expo-kyushu＠fukunet.or.jp

募集に関する詳細は右記QRよりご確認ください。

期　間：9月27日（月）、28日（火）
場　所：ホテル日航福岡 都久志の間
内　容：国内バイヤーを中心に招聘し、事前に

マッチングしたうえで対面による商談
（1商談・各25分）

バイヤー数：50社 （関東・関西を中心に百貨
店、ホテル、外食、ギフト、EC、
給食等）
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場　所：商談マッチングシステム内
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百貨店、ホテル、外食、ギフト、EC、
給食等）

参加費：1商談3,000円

個別商談会（対面）1 個別商談会（オンライン）2

期　間：9月29日（水）～30日（木）
内　容：上記1に参加するバイヤーが産地や

工場等の生産現場を訪問し商談を実施
※商工会議所や商工会、自治体等の支援団体と
して、受け入れを希望する場合は、事務局
までご連絡ください。

期　間：9月～11月
内　容：実際に消費者からの声を聞くことを目

的に、新たに開発した商品もしくは他
社とのコラボ商品をテスト販売する地
域フェアとして実施

場　所：岩田屋本店、福岡三越、広川SA等を
予定

※出店を希望される方は、事務局までご連絡く
ださい。

訪問商談会3 テストマーケティング事業4

Food EXPO Kyushu 2021
1年以上続くコロナ禍において、地場食品関連企業は、飲食店、ホテル等の休業やインバウンド観光客消失による業

務用商材の需要の激減で売上の確保や新たな販路開拓に苦慮しており、Withコロナ・Afterコロナにおいてもその影響
は続くことが見込まれます。このような中、Food EXPO Kyushu2021では地場食品関連企業の更なる売上向上や販
路拡大及び地域経済の振興を図るために、以下の4つの事業を実施いたします。

参加対象： ※以下2点をいずれも満たしていること
▶九州・山口県内の事業者（中小企業・小規模事業者）であること。
▶九州・山口県産の生鮮品および九州・山口県産の原材料を使用した完成品、もしくは同地域内で加工された完成品をもっていること。

参加条件： 商品登録や商談スケジュール調整等を利用するために、「商談マッチングシステム（登録料1社10,000円）」の登録が必須となります。

参加者
募集

（7/9開始予定）
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に情報の主導権が移りましたが、どれ
だけページ数が減ったとしても、フ
リーペーパーは出し続けていきたいで
すね」と話します。

コロナ禍を契機に
課題解決型のビジネスへ

2020年、新型コロナウイルス感染
症拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、
『ナッセ』創刊以来初となる休刊を決断
した阿多さん。クライアントとなる飲
食店は休業を余儀なくされ、読者がい
るオフィスもリモートワーク中心に。ス
タッフの感染防止も鑑みて決めたもの
の、事業の中心であるフリーペーパー
の休刊は苦渋の選択だったと言いま
す。一方、苦境に立たされたクライア
ントを支えるために、新たな事業を立
ち上げていきました。
「フリーペーパーの広告主の6割は
飲食店です。お世話になってきた皆さ
んのためにできることはないかと、ス
タッフとともにクライアントの課題解決
策を模索しました」。そして2020年3
月に飲食店向けデリバリー&テイクア
ウトサービス『ゴチ送』をスタート、

2021年2月には大丸福岡天神店に飲
食店の弁当や惣菜を販売する常設店
舗『ゴチデパ』をオープン。また同年3
月に、九州の隠れた逸品などを取り扱
う通販サイト『NASSE  MALL』を公
開しました。
「飲食店の活路は、デリバリー、テ
イクアウト、ECの三つ。実際にクライ
アントの視点に立つために、デリバ
リーも販売も自社スタッフが担当して
います。これらは“博多グルメ応援隊”
というプロジェクトとして推進していま
すが、事業としてはまだまだ未熟。今
後は北九州や熊本などにも展開してい
きたいですね」と意気込みます。
さらに自社商品の開発にも取り組

み、2021年4月には福岡の特産品で
ある明太子を食べ比べできる『博多め
んたいロック弁当』を発売。福岡の食
材にこだわった“おもてなし弁当”で、
6月末には価格を抑えた弁当も発売予
定とのこと。「いつかは横浜のシウマイ
弁当のように福岡の名物にしたい」と
阿多さん。

新しい取組みを力に変え
コロナ禍を耐えていく

本年度の方針として“ウィズコロナ、
新しいサンマークをつくる”を掲げ、ソ
リューションを実現できる企業を目指
していくという阿多さん。
「新しい取組みは、本来楽しいはず
です。経営という面からはコロナ禍を
耐えていくということも重要ですが、
この時期だからこそ色々なことにチャレ
ンジしていく姿勢が必要だと思います。
この状況がいつ終わるかもわからず、
耐えること、挑戦することは難しいか
もしれませんが、それが新しい力を発
揮する機会になるのではないでしょう
か」と力を込めます。

フリーペーパーを軸に
地域密着型の事業を展開

地域のグルメ、美容、スクール情報
を届けるフリーペーパー『ナッセ』。福
岡市、北九州市、熊本市の3つのエリ
アで発行され、1993年の創刊以来、
約30年にわたり多くの方に親しまれて
います。一般的なフリーペーパーとは
一線を画し、市街地にあるラック設置
型ではなく、登録制によるオフィス配
布という形式をとり、3エリア合計
37,000箇所に送付。飲食店や美容室
とビジネスパーソンをつなぐ架け橋と
なっています。
この『ナッセ』を発行しているのが、

福岡市中央区大宮の株式会社サン
マークです。全国で幼児教育図書を

制作販売していたサンマークグループ
の九州拠点として1987年に設立。そ
の後、新たなビジネスとして立ち上げ
たのがフリーペーパー事業でした。代
表取締役社長の阿多浩一さんは「掲載
させていただいた飲食店などから広告
収入を得る替わりに、読者には0円で
情報を提供するというビジネスモデル。
当時は非常に珍しいものでした」と振
り返ります。
以降、サンマークではフリーペー

パーを軸とした地域密着型のビジネス
を展開。「旅やバーなど『ナッセ』とは
少し違ったジャンルを扱ったムック本の
発行、行政と連携した地域活性化のイ
ベント、消費者リサーチなど、さまざ
まな分野へと事業を広げていきまし
た」と阿多さん。ところが順調に事業

が推移していく中、大手広告代理店な
どもフリーペーパー事業に参入し、全
国展開の情報誌も九州へと勢力を拡
大。1990年代、福岡はフリーペー
パー激戦区の様相を呈していきます。
そしてインターネットの普及により、メ
ディアの主戦場は紙からウェブへと移
行していきました。
「ユーザビリティを考えれば紙より
ウェブに優位性はあるものの、情報は
検索の時代から再び読み込む時代へ
と回帰しつつあります。そのため、記
事体の情報が好まれる傾向にあるよう
です。15年ほど前から始めたウェブサ
イトの月間PV数は60万回と地域の
媒体においてはトップクラス。今年は
さまざまなコンテンツを発信する『ナッ
セオンライン』も公開しました。ウェブ

株式会社サンマーク　代表取締役社長　阿多 浩一氏

株式会社サンマーク

取材日：6月4日

〒810-0013 福岡市中央区大宮1-4-14
TEL 092-401-1277

https://www.sunmark.bz/

2「福岡県外の方に食べてもらいたい」とつくられた『博多めんたいロック弁
当』（税込3,240円）。6月下旬には1,600円（予定）のラインナップも増える

4『ナッセ』の広報部長として活躍しているマスコット・ワクドキリン。イベント
に参加したり、誌面にモデルとして登場したりすることも

1毎月25日に発刊している『ナッセ』。タイトルは熊本弁の「～しなさ
い」を意味する「～しなっせ」から名付けられた

3大丸福岡天神店にある『ゴチデパ』には常時約20種類の弁当や
惣菜が並ぶ。飲食店の販売拠点を増やすことで、売上アップを狙う

【プロフィール】
兵庫県出身。1983年、株式会社サンマーク
の前身となる九州サンマークに入社。幼児教
育図書の訪問販売を経て、情報誌事業へ。
フリーペーパーの立ち上げなどに携わり、
2002年に代表取締役社長に就任した。

クライアントの課題解決を目指し
飲食店を支える事業チャネルを創造
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リーペーパーは出し続けていきたいで
すね」と話します。

コロナ禍を契機に
課題解決型のビジネスへ

2020年、新型コロナウイルス感染
症拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、
『ナッセ』創刊以来初となる休刊を決断
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事体の情報が好まれる傾向にあるよう
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イトの月間PV数は60万回と地域の
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福岡市内全域で利用可能なプレミアム付電子商品券

『FUKUOKA NEXT Pay』の発行について
福岡商工会議所、早良商工会、志賀商工会は、コロナ禍で冷え込んだ福岡市内の消費を喚起し、地域経済の活性化を

図るため、福岡市内全域で利用可能なプレミアム付地域商品券を共同で発行します。
今回は、販売時の密集・密接を避けるとともに、事業者のキャッシュレス化の推進を図るために、電子商品券のみを発

行します。
福岡市内全域の登録店舗で利用可能で、発行額は60億円を予定しています。
本特集では「FUKUOKA NEXT Pay」について消費者の皆様、並びに、事業者の皆様に関連する事業のポイントをご紹

介します。

■FUKUOKA NEXT Payの事業概要

新型コロナウイルス感染症への経済対策
◎福岡市内の事業者の皆さまへのご支援
◎福岡市内における消費の喚起
◎地域経済の活性化

総額60億円（プレミアム20%含む）の電子商品券の発行（予定）

福岡商工会議所 /早良商工会 / 志賀商工会

令和3年（2021年）7月30日（金）から
令和4年（2022年）1月29日（土）まで

5,000円（額面6,000円）

1人50,000円（額面60,000円）まで

（略称：ネクスペイ）

消費者の皆さまの購入メリットについて

消費者の皆さまの購入方法・利用期間について

1 プレミアム率が20%と高還元率

2 スマホでかんたん、QRコードで使用できる

3 1円単位で使用できる

「ネクスペイ」最大の特徴はプレミアム率の高さです。プレミアム率が20%
なので、例えば12,000円分の電子商品券を10,000円で購入できます。一人
あたりの購入可能金額は5,000円から50,000円となるので、最大で10,000
円分お得にご利用いただけます。なお、販売単位は5,000円です。

抽選申込期間（福岡市在住者限定）
「ネクスペイ」は抽選での販売となります。下記のネクスペイ特設ホームページより、抽選申し込みをお願いします。
福岡市在住者に限定しない、一般販売は8月10日（火）から抽選販売予定です。

ご利用の際は、店頭に設置されたQRコードを読み取るだけなので、お支払
いもラクラクです。
また、紙の商品券の場合、自宅に置き忘れてしまったり、いざ使おうと思っ
たときに見つけられなかったり、紛失・破損してしまったりと、さまざまなリス
クがあります。「ネクスペイ」の場合、ご購入からご利用までがスマートフォン上
で完結するため、そういった心配がありません。

従来、紙の商品券や金券の場合はおつりが出ないケースがほとんどでした
が、「ネクスペイ」の場合、デジタルの特性を活かし、1円単位で決済すること
が出来るので、お客様のお買い物に合わせてフレキシブルなご利用が可能と
なっております。

当選者の購入方法
7月15日以降、抽選結果を登録したメールアドレスにメールで通知します。当選した人はクレジットカードやコンビ
ニエンスストアでの代金支払い等で、ネクスペイを購入できます。

利用期間・利用サポート
ネクスペイ購入・利用には、スマートフォンでの登録・購入手続が必要です。操作に不安がある人には、コールセ
ンターで操作方法を説明するほか、市内に41ヵ所あるソフトバンク・ワイモバイルショップで説明を行います（予約
制）。来店にはweb予約またはコールセンターでの電話予約が必要です。

令和3年7月1日（木）～7月15日（木）

令和3年7月30日（金）～令和4年1月29日（土）

目　　的

事業概要

発 行 元

利用期間

販売単価

購入限度額

ネクスペイHP：https://f-nexpay.dx.ticket.jp
コールセンター：0120-197-959
（受付時間  午前9:00～午後7:00 土日祝含む）

FUKUOKA NEXT Pay公式
@FukuokaNextPay
Twitterでいただいた質問にもできる限り回答させていた
だきます。「#ネクスペイ」でお問い合わせください。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

特 集
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福岡市内全域で利用可能なプレミアム付電子商品券
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福岡商工会議所、早良商工会、志賀商工会は、コロナ禍で冷え込んだ福岡市内の消費を喚起し、地域経済の活性化を
図るため、福岡市内全域で利用可能なプレミアム付地域商品券を共同で発行します。
今回は、販売時の密集・密接を避けるとともに、事業者のキャッシュレス化の推進を図るために、電子商品券のみを発
行します。
福岡市内全域の登録店舗で利用可能で、発行額は60億円を予定しています。
本特集では「FUKUOKA NEXT Pay」について消費者の皆様、並びに、事業者の皆様に関連する事業のポイントをご紹
介します。
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新型コロナウイルス感染症への経済対策
◎福岡市内の事業者の皆さまへのご支援
◎福岡市内における消費の喚起
◎地域経済の活性化

総額60億円（プレミアム20%含む）の電子商品券の発行（予定）
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消費者の皆さまの購入方法・利用期間について

1 プレミアム率が20%と高還元率
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なので、例えば12,000円分の電子商品券を10,000円で購入できます。一人
あたりの購入可能金額は5,000円から50,000円となるので、最大で10,000
円分お得にご利用いただけます。なお、販売単位は5,000円です。
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「ネクスペイ」は抽選での販売となります。下記のネクスペイ特設ホームページより、抽選申し込みをお願いします。
福岡市在住者に限定しない、一般販売は8月10日（火）から抽選販売予定です。

ご利用の際は、店頭に設置されたQRコードを読み取るだけなので、お支払
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が出来るので、お客様のお買い物に合わせてフレキシブルなご利用が可能と
なっております。

当選者の購入方法
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※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
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QRコードの読み込み

支払額の入力

支払いの実行

決済手順お会計時の会話例

QR

お客さま

お客さま

お客さま

お客さま

お客さま

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

①

③

②

②

②

①QRコードを提示
②お客さまがアプリを立ち上げ
③アプリ内カメラで読み込み

①お客さまが金額を入力
②店員（店舗）に金額を提示

QR

お客さま 店員（店舗）

①

①

QR

お客さま 店員（店舗）

③

1,000円

ネクスペイでお願いします。

●●円、入力しました。

「次へ」ボタンを押しました。

「支払う」ボタンを押しました。

お会計は●●円になります。
お支払いはいかがいたしますか？

それではこのQRコードを読み取り
●●円と入力してください。

では、スマホ画面を確認させて
いただきます。
「次へ」ボタンを押してください。

（入力金額を再確認）
では「支払う」ボタンを押して
ください。

支払い完了画面を確認いたします。
ありがとうございました。

福岡市全域約4,600店舗※で使用可能です。
※6月24日現在の登録速報状況です。今後も店舗追加がございます。

登録された、福岡市内の百貨店、ショッピングセンター、スーパーマー
ケット、ドラッグストア、家電量販店、ホームセンター、コンビニエンスス
トア、飲食店、商店街などで利用可能です。

事業者の皆さまにとっての「ネクスペイ」メリットについて

FUKUOKA NEXT Payが使える店舗について

1 支払いはQRコードでスピーディー

2 店舗の設備投資は一切不要

3 面倒な集計作業は一切不要

「ネクスペイ」は福岡市内の消費喚起・経済の活性化と同時に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う
キャッシュレス化推進を目的としています。キャッシュレス化の魅力のひとつは会計がスピーディであること。「ネクス
ペイ」はQRコード決済なので素早く決済できます。

「ネクスペイ」は専用端末を必要としていません。店舗ごとに配布するQRコード台紙を来店客がスマホで読み取る
だけで決済完了です。

「ネクスペイ」は電子商品券ですので、売上情報がスマホからかんたんに確認できます。終業後に面倒な集計作業
を必要としません。

4 会議所会員の皆様は換金手数料無料
非会員の皆様からは換金手数料として換金額の3％をいただきますが、会員の皆様は無料でご利用いただけます。
※複数の店舗を登録する場合は、別途条件がございます。

福岡市内取扱い店舗の募集について

募集期間
7月15日（木）まで、市内ネクスペイ取扱い店舗の募集をしています。8月下旬頃にQRコードが届

き次第、ネクスペイ対象店舗として利用可能となります。申請方法の詳細については、ネクスペイホー
ムページをご確認ください。
また、8月16日（月）～8月27日（金）に、二次募集を予定しています。

～令和3年7月15日（木）

1 1

2

①店員（店舗）が金額を確認
②お客さまに連絡
③お客さまが「支払う」ボタンを押す

2

3 3

■小売業  約2,800店舗
■飲食店  約1,400店舗
■宿泊施設  約100店舗
■サービス業  約300店舗

店舗登録
はこちら

本記事全般に関するお問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
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QRコードの読み込み

支払額の入力

支払いの実行

決済手順お会計時の会話例

QR

お客さま

お客さま

お客さま

お客さま

お客さま

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

①

③

②

②

②

①QRコードを提示
②お客さまがアプリを立ち上げ
③アプリ内カメラで読み込み

①お客さまが金額を入力
②店員（店舗）に金額を提示

QR

お客さま 店員（店舗）

①

①

QR

お客さま 店員（店舗）

③

1,000円

ネクスペイでお願いします。

●●円、入力しました。

「次へ」ボタンを押しました。

「支払う」ボタンを押しました。

お会計は●●円になります。
お支払いはいかがいたしますか？

それではこのQRコードを読み取り
●●円と入力してください。

では、スマホ画面を確認させて
いただきます。
「次へ」ボタンを押してください。

（入力金額を再確認）
では「支払う」ボタンを押して
ください。

支払い完了画面を確認いたします。
ありがとうございました。

福岡市全域約4,600店舗※で使用可能です。
※6月24日現在の登録速報状況です。今後も店舗追加がございます。

登録された、福岡市内の百貨店、ショッピングセンター、スーパーマー
ケット、ドラッグストア、家電量販店、ホームセンター、コンビニエンスス
トア、飲食店、商店街などで利用可能です。

事業者の皆さまにとっての「ネクスペイ」メリットについて

FUKUOKA NEXT Payが使える店舗について

1 支払いはQRコードでスピーディー

2 店舗の設備投資は一切不要

3 面倒な集計作業は一切不要

「ネクスペイ」は福岡市内の消費喚起・経済の活性化と同時に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う
キャッシュレス化推進を目的としています。キャッシュレス化の魅力のひとつは会計がスピーディであること。「ネクス
ペイ」はQRコード決済なので素早く決済できます。

「ネクスペイ」は専用端末を必要としていません。店舗ごとに配布するQRコード台紙を来店客がスマホで読み取る
だけで決済完了です。

「ネクスペイ」は電子商品券ですので、売上情報がスマホからかんたんに確認できます。終業後に面倒な集計作業
を必要としません。

4 会議所会員の皆様は換金手数料無料
非会員の皆様からは換金手数料として換金額の3％をいただきますが、会員の皆様は無料でご利用いただけます。
※複数の店舗を登録する場合は、別途条件がございます。

福岡市内取扱い店舗の募集について

募集期間
7月15日（木）まで、市内ネクスペイ取扱い店舗の募集をしています。8月下旬頃にQRコードが届
き次第、ネクスペイ対象店舗として利用可能となります。申請方法の詳細については、ネクスペイホー
ムページをご確認ください。
また、8月16日（月）～8月27日（金）に、二次募集を予定しています。

～令和3年7月15日（木）

1 1

2

①店員（店舗）が金額を確認
②お客さまに連絡
③お客さまが「支払う」ボタンを押す

2

3 3

■小売業  約2,800店舗
■飲食店  約1,400店舗
■宿泊施設  約100店舗
■サービス業  約300店舗

店舗登録
はこちら

本記事全般に関するお問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
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6.10

オンラインセミナーを当所会場で視聴する参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

セミナー

福商リスクマネジメントセミナー
4大ハラスメント対策セミナー
当所は6月10日、東京海上日動火災

保険㈱と共催で「4大ハラスメント対策セ

ミナー」をオンラインにて開催し、会場で

の視聴も含め114名が参加した。

当日は、東京海上日動火災保険㈱　

本店広域法人部シニアマイスター　横山 

昌彦 氏を講師に迎え、パワーハラスメン

ト、セクシュアルハラスメント、マタニ

ティーハラスメント、LGBT（性的マイノリ

ティ）などの4大ハラスメントについて、

具体的な事例を基に、現状や対応などに

ついてわかりやすく解説を行った。

6.3

総会に先立ちオンライン幹事会で挨拶する藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九商連

九州商工会議所連合会
第99回通常会員総会
九州商工会議所連合会（会長＝藤永会

頭）は、新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から、第99回通常会員総会を

宮崎市での開催から書面開催に変更し実

施した。

書面総会では、議案①役員選任（案）

について、②令和2年度事業報告（案）及

び収支決算（案）について、③令和3年度

事業計画（案）及び収支予算（案）につい

て、④令和3年度要望について、⑤次回開

催地について諮り、すべて原案通り承

認・決議された。

6.16

セミナーを受講する参加者

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

セミナー

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
当所は6月16日、当所会議室で「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」を開催し、13名

が参加した。

セミナーでは、リモートワークや業務

効率化に特化したツールの紹介やZoom

の操作方法を中心に実施した。参加者か

らは「自社で取り入れられそうな取り組み

を考えることができた」「探しているツール

が見つかった」などの声があった。

6.10

DXについて解説する講師の村上和彰氏

●検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

セミナー

福岡未来創造プラットフォーム主催
「福岡のトップランナーに学ぶDX講座」
当所が参画する福岡未来創造プラット

フォームは6月10日、「福岡のトップラン

ナーに学ぶDX講座」をオンラインにて開

催した。DXに関心のある中小企業経営

者を中心に83名が参加した。

当日は、㈱グッデイ代表取締役の柳瀬

隆志氏や㈱DXパートナーズ代表取締役

の村上和彰氏を講師に迎え、経営者視点

でのDXの重要性などについて解説した。

参加者からは「DX推進の指針が示され、

参考になった」などの声があった。

5.28

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112●総務人事グループ　TEL 092-441-1110

福商連

福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永

会頭）は、福岡市で開催を予定していた

第136回通常会員総会を、新型コロナ感

染拡大防止の観点から書面開催に変更し

実施した。

書面総会では、①令和2年度事業報告

案・収支決算案について、②令和3年度

事業計画案・収支予算案について、③次

回開催地について諮り、すべて原案通

り、承認された。

当連合会では、今後も行政や関係団体

と連携しながら、県内19商工会議所の

ネットワークを活かし、福岡県の経済活

動再興に向け取り組んでいく。

福岡県商工会議所連合会
第136回通常会員総会

このたび、会頭に選任されま

した谷川でございます。

商工会議所の運営にあたりま

しては、会員事業所の期待に

応え、コロナ禍という厳しい状

況を乗り越え、定款に定められ

ている「商工業者の改善・発達と福岡の発展」という目的を達成

すべく、全ての力を出し切ってまいる所存です。今年度スタートし

た中期方針に沿って活動し、変化への適応や、新たな価値創造と

いった中小企業によるチャレンジを力強く後押しする組織としての

福岡商工会議所のプレゼンスを高めてまいりたいと考えています。

歴代の会頭が築いてこられた歴史ある福岡商工会議所の運営を

しっかりと引き継ぎ、中小企業育成に携わってきたこれまでの経験

を踏まえて、会頭としての職務に邁進していきたいと考えておりま

す。今後とも、皆さまのご協力をお願い申し上げ、簡単ではござ

いますが、私の挨拶とさせていただきます。

このたび、6月23日をもちま

して会頭を辞任いたしました。

3年前に商工会議所会頭に就

任し、これまで、活力あふれる

福岡を目指し、様々な活動に取

り組んでまいりました。

140年を超える歴史を持つ福岡商工会議所の会頭として、微力

ながらも事業者の持続・成長に貢献できたことは大変光栄なこと

でした。今後は、谷川新会頭のもと、役員・議員・職員が一丸

となって、福岡経済の一日でも早い回復と、これまで以上の発展

に貢献されることを願っております。

会頭就任中は、議員をはじめ会員企業の皆様、そして商工会議

所に関係される多くの皆様のご支援・ご協力を賜りまして、心よ

りお礼申し上げます。ありがとうございました。

6.23常議員会・議員総会

当所は6月23日、第621回常議員会、第231回議員総会、第

622回常議員会をホテルオークラ福岡で開催した。

第621回常議員会では、第231回議員総会への提案事項、役

員・議員表彰規則による表彰、委員会委員の委嘱、会員入会（4月

度・5月度）について審議し、原案通り承認された。その他、副部

会長の選任結果、議員職務執行者・役職の変更について報告がな

された。

第231回議員総会では、令和2年度事業報告・収支決算、令和

3年度補正予算、「福岡税務相談所」事業譲受について審議し、原

案通り承認された。その後、藤永憲一氏（㈱九電工　特別顧問）の

会頭辞任に伴う新会頭の選任を行った。新会頭には、副会頭であ

る谷川浩道氏（㈱西日本シティ銀行　代表取締役頭取）が、満場

一致で選任された。任期は藤永氏の残任期間である令和5年11月

13日まで。選任後、谷川氏が議長を引き継ぎ、常議員の選任、監

事の選任について審議し、原案通り承認された。また、議員総会

に先立ち、福商・日商退任議員表彰、日商永年勤続議員表彰が執

り行われた。

第622回常議員会では、参与の委嘱について審議し、現職参与

の荒巻優二氏が再委嘱された。

※表彰・選任状況等については、P9をご覧ください。

新会頭に谷川浩道氏を満場一致で選任
第231回議員総会

以下、表彰・選任状況等について。

◆福商・日商退任議員表彰

田中丸 昌宏氏（玉屋リネンサービス㈱　代表取締役社長）

吉﨑 道夫氏（積水ハウス㈱　執行役員）
◆日商永年勤続議員表彰

田中 隆臣氏（興和道路㈱　代表取締役社長）

◆常議員の選任

柴田 祐司氏（イオン九州㈱　代表取締役社長）

後藤 孝洋氏（新日本製薬㈱　代表取締役社長）

貞刈 厚仁氏（㈱博多座　代表取締役社長）

◆監事の選任

林田 浩一氏（西日本鉄道㈱　代表取締役社長執行役員）

◆副部会長の選任結果（情報・文化・サービス部会）

貞刈 厚仁氏（㈱博多座　代表取締役社長）

◆委員会委員の委嘱（デジタル化推進委員会）

徳島 建征氏（㈱トクスイコーポレーション　代表取締役社長）

◆委員会委員の委嘱（魅力あるまちづくり委員会）

林田 浩一氏（西日本鉄道㈱　代表取締役社長執行役員）

小野 浩司氏（㈱ベスト電器　代表取締役社長）

◆議員職務執行者の変更
西日本鉄道㈱　代表取締役社長執行役員　林田 浩一氏
（旧執行者　同 代表取締役会長　倉富 純男氏）

◆議員職務執行者の役職変更
㈱GSタカハシ　代表取締役会長　髙橋 浩氏
（旧役職　代表取締役会長兼社長）

藤永前会頭退任のあいさつ谷川新会頭就任のあいさつ

総会後の記者会見にて

第31代谷川会頭 第30代藤永会頭

退任される藤永前会頭に花束を贈呈

総会の様子
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6.10

オンラインセミナーを当所会場で視聴する参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

セミナー

福商リスクマネジメントセミナー
4大ハラスメント対策セミナー
当所は6月10日、東京海上日動火災

保険㈱と共催で「4大ハラスメント対策セ

ミナー」をオンラインにて開催し、会場で

の視聴も含め114名が参加した。

当日は、東京海上日動火災保険㈱　

本店広域法人部シニアマイスター　横山 

昌彦 氏を講師に迎え、パワーハラスメン

ト、セクシュアルハラスメント、マタニ

ティーハラスメント、LGBT（性的マイノリ

ティ）などの4大ハラスメントについて、

具体的な事例を基に、現状や対応などに

ついてわかりやすく解説を行った。

6.3

総会に先立ちオンライン幹事会で挨拶する藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九商連

九州商工会議所連合会
第99回通常会員総会
九州商工会議所連合会（会長＝藤永会

頭）は、新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から、第99回通常会員総会を

宮崎市での開催から書面開催に変更し実

施した。

書面総会では、議案①役員選任（案）

について、②令和2年度事業報告（案）及

び収支決算（案）について、③令和3年度

事業計画（案）及び収支予算（案）につい

て、④令和3年度要望について、⑤次回開

催地について諮り、すべて原案通り承

認・決議された。

6.16

セミナーを受講する参加者

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

セミナー

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
当所は6月16日、当所会議室で「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」を開催し、13名

が参加した。

セミナーでは、リモートワークや業務

効率化に特化したツールの紹介やZoom

の操作方法を中心に実施した。参加者か

らは「自社で取り入れられそうな取り組み

を考えることができた」「探しているツール

が見つかった」などの声があった。

6.10

DXについて解説する講師の村上和彰氏

●検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

セミナー

福岡未来創造プラットフォーム主催
「福岡のトップランナーに学ぶDX講座」
当所が参画する福岡未来創造プラット

フォームは6月10日、「福岡のトップラン

ナーに学ぶDX講座」をオンラインにて開

催した。DXに関心のある中小企業経営

者を中心に83名が参加した。

当日は、㈱グッデイ代表取締役の柳瀬

隆志氏や㈱DXパートナーズ代表取締役

の村上和彰氏を講師に迎え、経営者視点

でのDXの重要性などについて解説した。

参加者からは「DX推進の指針が示され、

参考になった」などの声があった。

5.28

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112●総務人事グループ　TEL 092-441-1110

福商連

福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永

会頭）は、福岡市で開催を予定していた

第136回通常会員総会を、新型コロナ感

染拡大防止の観点から書面開催に変更し

実施した。

書面総会では、①令和2年度事業報告

案・収支決算案について、②令和3年度

事業計画案・収支予算案について、③次

回開催地について諮り、すべて原案通

り、承認された。

当連合会では、今後も行政や関係団体

と連携しながら、県内19商工会議所の

ネットワークを活かし、福岡県の経済活

動再興に向け取り組んでいく。

福岡県商工会議所連合会
第136回通常会員総会

このたび、会頭に選任されま

した谷川でございます。

商工会議所の運営にあたりま

しては、会員事業所の期待に

応え、コロナ禍という厳しい状

況を乗り越え、定款に定められ

ている「商工業者の改善・発達と福岡の発展」という目的を達成

すべく、全ての力を出し切ってまいる所存です。今年度スタートし

た中期方針に沿って活動し、変化への適応や、新たな価値創造と

いった中小企業によるチャレンジを力強く後押しする組織としての

福岡商工会議所のプレゼンスを高めてまいりたいと考えています。

歴代の会頭が築いてこられた歴史ある福岡商工会議所の運営を

しっかりと引き継ぎ、中小企業育成に携わってきたこれまでの経験

を踏まえて、会頭としての職務に邁進していきたいと考えておりま

す。今後とも、皆さまのご協力をお願い申し上げ、簡単ではござ

いますが、私の挨拶とさせていただきます。

このたび、6月23日をもちま

して会頭を辞任いたしました。

3年前に商工会議所会頭に就

任し、これまで、活力あふれる

福岡を目指し、様々な活動に取

り組んでまいりました。

140年を超える歴史を持つ福岡商工会議所の会頭として、微力

ながらも事業者の持続・成長に貢献できたことは大変光栄なこと

でした。今後は、谷川新会頭のもと、役員・議員・職員が一丸

となって、福岡経済の一日でも早い回復と、これまで以上の発展

に貢献されることを願っております。

会頭就任中は、議員をはじめ会員企業の皆様、そして商工会議

所に関係される多くの皆様のご支援・ご協力を賜りまして、心よ

りお礼申し上げます。ありがとうございました。

6.23常議員会・議員総会

当所は6月23日、第621回常議員会、第231回議員総会、第

622回常議員会をホテルオークラ福岡で開催した。

第621回常議員会では、第231回議員総会への提案事項、役

員・議員表彰規則による表彰、委員会委員の委嘱、会員入会（4月

度・5月度）について審議し、原案通り承認された。その他、副部

会長の選任結果、議員職務執行者・役職の変更について報告がな

された。

第231回議員総会では、令和2年度事業報告・収支決算、令和

3年度補正予算、「福岡税務相談所」事業譲受について審議し、原

案通り承認された。その後、藤永憲一氏（㈱九電工　特別顧問）の

会頭辞任に伴う新会頭の選任を行った。新会頭には、副会頭であ

る谷川浩道氏（㈱西日本シティ銀行　代表取締役頭取）が、満場

一致で選任された。任期は藤永氏の残任期間である令和5年11月

13日まで。選任後、谷川氏が議長を引き継ぎ、常議員の選任、監

事の選任について審議し、原案通り承認された。また、議員総会

に先立ち、福商・日商退任議員表彰、日商永年勤続議員表彰が執

り行われた。

第622回常議員会では、参与の委嘱について審議し、現職参与

の荒巻優二氏が再委嘱された。

※表彰・選任状況等については、P9をご覧ください。

新会頭に谷川浩道氏を満場一致で選任
第231回議員総会

以下、表彰・選任状況等について。

◆福商・日商退任議員表彰

田中丸 昌宏氏（玉屋リネンサービス㈱　代表取締役社長）

吉﨑 道夫氏（積水ハウス㈱　執行役員）
◆日商永年勤続議員表彰

田中 隆臣氏（興和道路㈱　代表取締役社長）

◆常議員の選任

柴田 祐司氏（イオン九州㈱　代表取締役社長）

後藤 孝洋氏（新日本製薬㈱　代表取締役社長）

貞刈 厚仁氏（㈱博多座　代表取締役社長）

◆監事の選任

林田 浩一氏（西日本鉄道㈱　代表取締役社長執行役員）

◆副部会長の選任結果（情報・文化・サービス部会）

貞刈 厚仁氏（㈱博多座　代表取締役社長）

◆委員会委員の委嘱（デジタル化推進委員会）

徳島 建征氏（㈱トクスイコーポレーション　代表取締役社長）

◆委員会委員の委嘱（魅力あるまちづくり委員会）

林田 浩一氏（西日本鉄道㈱　代表取締役社長執行役員）

小野 浩司氏（㈱ベスト電器　代表取締役社長）

◆議員職務執行者の変更
西日本鉄道㈱　代表取締役社長執行役員　林田 浩一氏
（旧執行者　同 代表取締役会長　倉富 純男氏）

◆議員職務執行者の役職変更
㈱GSタカハシ　代表取締役会長　髙橋 浩氏
（旧役職　代表取締役会長兼社長）

藤永前会頭退任のあいさつ谷川新会頭就任のあいさつ

総会後の記者会見にて

第31代谷川会頭 第30代藤永会頭

退任される藤永前会頭に花束を贈呈

総会の様子
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最低賃金・賃金引上げ等生産
性向上に向けた支援事業「業務
改善助成金」のご案内

生産性向上のための設備投資などを
行い、事業場内の最低賃金（事業場内
で最も低い時間給）を20円以上引き上
げた中小企業事業者に対し、その事業
改善に要した経費の一部を助成します。

【相談窓口】
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡働き方改革推進支援センター（0800-888-1699）

・支援事業に関するご相談（申請先）
福岡労働局雇用環境・均等部企画課（092-411-4763）

【県】女性活躍推進の取り組みに
向けた「専門家派遣」のご案内

～女性活躍推進法に基づく一般事業主
行動計画の届出まであと1年～
こんなお悩みありませんか？

□育児や介護を会社としてサポートで
きないかな？

□在宅勤務やテレワークを導入したい
けどどう進めよう？

□女性の管理職を増やすには、何から
始めたらいいんだろう？
県では、女性をはじめ多様な人材が

活躍できる職場づくりに向けて、専門
家（社会保険労務士、中小企業診断士
等）を派遣し、貴社の現状分析、目標
設定、課題解決のためのコ
ンサルティングを行います。
詳しくはこちら➡

【お問い合わせ先】
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

【県】「子育て・介護応援宣言」
登録企業・事業所募集中!

★子育て応援宣言　登録企業数★
　現在　7,618社! （R3.5月末時点）
★介護応援宣言　登録企業数★
　現在　1,608社! （R3.5月末時点）
県では、仕事と家庭の両立ができる

職場づくりを推進するため、「子育て応
援宣言企業」制度及び「介護応援宣言
企業」登録制度を実施しています。
企業・事業所のトップが従業員の仕

事と子育て及び介護の両立を支援する
具体的な取組を宣言し、それを県が登
録するもので、企業のイメージアップや
人材確保、業務の見直しや効率化にも
役立ちます。ぜひご登録く
ださい！
詳しくはこちら➡

【お問い合わせ先】
福岡県労働局新雇用開発課
TEL 092-643-3586
FAX 092-643-3619

パブリックインフォメーション

引き上げる
労働者の数
1人
2～3人
4～6人
7人以上

コース
区分

20円
コース

助成
上限額 助成対象事業場

以下の2つの要件を
満たす事業場

事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内

及び

事業場規模
100人以下の事業場

20万円
30万円
50万円
70万円

1人
2～3人
4～6人
7人以上

30円
コース

30万円
50万円
70万円
100万円

1人
2～3人
4～6人
7人以上

60円
コース

60万円
90万円
150万円
230万円

1人
2～3人
4～6人
7人以上

90円
コース

90万円
150万円
270万円
450万円

6.22

対面式とオンラインのハイブリッドで開催

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

伝統芸能

博多伝統芸能振興会
令和３年度総会

6.25

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6月例会
福商ビジネス倶楽部は6月25日、6月

例会『ビジクラ・ツナガル　あなたの“ス

キ”で交流会』をオンラインにて開催し、

24名が参加した。

例会では、“趣味が高じて人脈形成やビ

ジネスマッチングに繋がった”という事例

を幹事5名が紹介した。その後、共通の

趣味や好きなものをテーマに交流会が行

われた。参加者からは「仕事とは違い、

趣味の話なのでリラックスした雰囲気で

交流できた」等の声があった。

博多伝統芸能振興会（会長＝藤永会

頭）は6月22日、令和3年度総会を開催

し、37名が出席した。

総会では、令和2年度事業報告（案） 

並びに収支決算（案）、令和3年度事業

計画（案）並びに収支予算（案）、役員改

選について審議され、全て議案通り承認

された。

「第三十回 博多をどり」については、

今年度も開催を中止し、来年度に延期と

することとした。

6.22

事業連携などについて情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

士業リレーションズ・アライア
ンス交流会
当所は6月22日、士業リレーション

ズ・アライアンス交流会を開催し、40名

が参加した。

本交流会は、士業同士のネットワーク

構築や提携先発掘を目的に開催。

当日は、新型コロナウイルス感染症防

止対策を徹底した上で、対面式で参加者

同士が交流・親睦を深めた。参加者から

は「様々な士業の方と知り合いになり、

今後の事業の参考となる情報交換ができ

た」、「新たなネットワークづくりのきっかけ

を得られた」などの声が聞かれた。

補助金等 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

【県】
福岡県
中小企業者等
月次支援金

【市】
休業要請への
協力店舗等への
家賃支援

【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16日～8月15日
　　　　　　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8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6

月1日から6月20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21日～7月21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。

県では、新型コロナウイルス感染症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・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少
している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付します。
■対象： ①県内（政令市を除く）に本社・本店のある中小法人・個人事業者等
　　　　②県内（北九州市を除く）に本社・本店のある酒類販売事業者（中小事

業者等）
　　　　※給付要件あり
■申請期間：6月18日～8月31日

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：5月分　6月7日～7月31日

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

福岡県中小企業者等
月次支援金コールセンター
TEL 0120-876-866

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

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。（R3.6.22現在）

福岡県
中小企業者等
月次支援金
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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
で体験していただけます。
●日時＝7月31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）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】10月土日
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。会議所からのお知らせ

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

「リカレント（学び直し）╳キャリアアップ」の新しいプログラムが始まります!

福商リカレントプログラム
人生100年時代と言われる今、皆様はご自身のこれからのキャリアや、身につけ
たいスキルなど、どのように将来を描かれていますか。知識やスキルを高めて活
躍したい。学び直してから今後の就職や復職につなげたい。そんな次のステップ
につながる学びを福岡商工会議所が応援します。

プログラムの流れ

8月に第1回のセミ
ナーを開催!

学び直してさらなる活躍の機会に繋がる!

リカレントセミナー 人生100年時代に活躍するため最新の知識を
学び直します

スキルを身につけて付加価値を高めます

福岡市の就労相談窓口と連携し、
受講者のキャリアアップをサポートします!

リカレント講座

キャリアアップ相談

Withコロナ時代に活躍
できる働き方セミナー

□ Withコロナ時代を見据えた多様な働き方について
□ これから求められる能力やスキル
□ 人生100年時代におけるライフステージを考える

講師／株式会社ライズ
　　　代表取締役　髙尾英正 氏

日時／8月24日（火）
会場／福岡商工会議所

※詳細はQRコードからご確認ください。

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

21水
7
14:00 -15:00こんな方におすすめ！ このセミナーでわかること

講　師
株式会社ワクフリ コンサルタント  義村 渉

［会場］オンライン
［参加費］無料
［定員］5０名

お申し込み

事例から学ぶ業務改善活用セミナー
●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
●自社にはどのツールが合っているかわからない
●他社の事例から自社の業務効率化に活かしたい
●事務所のためだと思って導入したITツールが、
現場から大不評だった
●現状の業務を増やさず、事務所内の情報を見え
る化できるようにしたい

●業務整理の重要性
●業務整理の進め方
●具体的な業務整理についての内容
●各クラウドサービスの特徴
●業務整理を活用した事例
●ITツール導入・業務改善で困ったときの
相談方法
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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

中小企業のベストパートナー
県内中小企業の5割以上に
ご利用いただいています。

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

信用保証協会とは

公的な保証人

中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金を借入する際に

「公的な保証人」となり、皆さま
の資金調達をサポートします。

ニーズに応じた
資金調達が可能
創業資金や事業拡大資金、
経営安定のための資金など、
多様な資金ニーズに
お応えします。

経営支援の
取り組み

中小企業の経営課題に
応じた各種支援を
専門家と一緒になって
取り組んでいます。
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●各クラウドサービスの特徴
●業務整理を活用した事例
●ITツール導入・業務改善で困ったときの
相談方法
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東
区

博
多
区

中
央
区

健康関連商品（オーダーメイドインソール）販売

広告代理店

医療・介護用自動おしぼり製造機の卸売業

輸出入貿易、物流、コンサル

許認可の申請、その他法務の相談や代行業務

旅行業

猫カフェ、ペットホテル、ドッグラン、飲食

サービス（ホテル）業

とんかつ専門店

タレントマネジメントシステム「カオナビ」の製造・販売・サポート

旅行業

コピーと印刷

M＆Aに関するコンサルティング業務

洋服リメーク

ダンス教室経営

大型映像装置（LED表示器）製造販売、デジタルサイネージ企画・販売

OA機器販売

ヘアセット、メイク、ブライダル

スポーツジム

理容師、理美容業

企画広告宣伝及びサービス業

中小企業経営支援

写真プリント、撮影

日本舞踊稽古場の運営、レンタル事業

CM、イベント企画、プロモーション、キャラクターデザイン

セキュリティ機器販売

メンタルビューティー

一生使える副業スクール

身体バランスの改善、足の悩みお任せください

デザイン全般、求人その他広告物・印刷物をしています

病院や介護施設向けの自動抗菌おしぼり製造機を取り扱っています

日中韓貿易物流コンサル

提案・製作・申請まで、看板（サイン）に特化した行政書士です

動画制作ならお任せください。安くて期待以上の動画を制作します

猫カフェ、ペットホテル（1580円～）激安シャンプー等を運営

博多駅至近、AMAホテル@博多祇園を所有・運営しています

サクサクのとんかつ。ビジネスマンに一番の店です

社員の個性・才能を発掘し戦略人事を加速させるシステムを提供

美味しさの独自製法。多くの方々に博多の伝統の味をお届けします

コピーと印刷のことなら何でもどうぞ

M＆Aや企業再生、経営管理高度化等関連業務を支援します

タンスの中で眠っている着物・古着をリメークします

年齢、経験に関係なく、どなたでも楽しむ事のできる社交ダンス

LED納品延べ面積日本一！を自負。デジタルサイネージはプロテラスまで

OA機器、ベトナム人雇用支援、不動産仲介でオフィスをサポート

ヘアメイク、セット、出張ブライダル。貴方の魅力を引き出すお手伝いをします

健康管理をもとに活力向上やストレス発散をお手伝いします

安い丁寧オシャレをモットーに一人一人を大切にしているサロン

販売力向上研修や売り上げ拡大に貢献する商材提供等の実践企業です

販路拡大、補助金・融資申請、経営改善等お気軽にご相談ください

写真撮影及びプリント、屋外塩ビシート出力等企業用広告受付けてます

日本舞踊家。稽古場の運営管理、レンタル事業、舞台製作、映像制作事業

強みは三点　創造力・市場運営製品開発経験・海外背景と資源

入退室管理をバーコード、生体認証で！！乗ってトクする自動車販売

占易コンサルティング。TV映画出演芸能活動。美容、結婚相談

副業スクール運営。TV・映画出演を含むブランディング構築

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

090-9492-0397

092-292-9717

092-292-0278

092-260-6518

092-600-4938

092-719-0811

090-4487-0638

070-6659-0051

092-471-9625

092-419-7137

092-409-4984

092-404-8823

092-432-8108

070-2395-4772

092-271-3654

092-263-6877

092-263-6030

090-3414-0083

092-292-1178

092-517-2156

092-586-8597

090-4488-2156

092-501-1881

092-752-3727

092-736-7436

092-717-3634

080-5608-0549

092-741-1503

菓子・パン製造・小売

広告デザイン

エステサロン

マインドフルネス瞑想のレッスン

外国人を対象とした日本語教室運営

印刷業

英語、スペイン語、語学学校

環境デザイン

美容室

デザイン、編集、コンテンツ制作等

旅行ガイド

水まわりメンテナンス

ホームページ制作

音楽事務所

インテリアコーディネート業務

高速道路サービスエリアへ雑貨卸し

整骨院事業

動物病院及び関連事業

美容商材の製造・卸

警備業

不動産管理

番組、映画、CM出演者の紹介ならびに本人女優業、舞台製作、脚本提供

司会業、着物モデル、講師業

婦人服オーダーメイド

不動産業　売買／賃貸／管理

ナレーター、MC、俳優（朗読）

広告企画制作

中小企業経営支援、コンサルティング

経営コンサルティング

日本舞踊

福岡市内を中心に5店舗ベーカリーカフェを運営しています

お客様の気持ちが伝わる広告制作をしています

骨格を変えて痩せる骨格矯正＆骨気専門

マインドフルネスとコルギ整体のお店です

学ぶ人のニーズに合った日本語・グローバルマインド講座の開催

冠婚葬祭の印刷をメインに仕事をしています

UKで応用言語学を学び、長年英語教育に携わってきた講師の学校

環境デザインや各種設計業務を提供しています。お気軽にご相談を

完全個室の美容室です。当店独特のシャンプーが人気です

デザイン編集コンテンツ制作を行うクリエイティヴプロダクション

主なインバウンド向けのツアーの旅程管理、通訳等を行います

福岡水道トラブル対応24時間サービス

WEBのお悩みに親身になって解決をサポートします

イベント演奏、音楽教室（クラリネット）を運営しています

店舗や事務所のインテリアコーディネートを承っています

オリジナルの雑貨等の製作販売もしています。お気軽にどうぞ

ていねいな手技が特徴のかくれが的整骨院です

地域の犬猫のホームドクターとして確かな医療と安心を提供します

健康食品、理美容商材の製造・卸をしています

警備ならタイガーシステム。警備員募集中

絵画展覧会の企画から販売。病院向けの絵画レンタル

WEBのCM出演タレント、制作スタッフのお手伝いをします

おもてなしの心を大切に司会をします！＃5分で着れる本格着物＃

婦人服のオーダーメイドです。インポートのハイブランド生地

子育て支援員在中の店です。不動産に関する相談はお気軽にどうぞ

朗読の個人レッスン受付中！グループも可です

ホームページのことでお悩みならお気軽にご相談ください

長年のキャリアを活かし、企業様のお悩みの相談にのります

中小企業のSDGs導入による業績・利益向上のコンサルティング

初心者の方でも大丈夫ですので、一緒に日本舞踊を楽しみませんか？

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-720-6800

090-6773-8756

092-600-4425

092-600-0131

092-737-2288

092-714-0200

092-725-8446

092-791-7893

092-776-7963

090-7467-5867

090-1193-6257

092-288-7569

090-9778-5279

090-4342-2798

090-8223-5082

092-533-8831

092-553-8458

092-874-5125

092-600-0180

092-400-0224

092-843-0445

090-6291-0610

090-5933-1379

092-822-2580

092-707-7584

092-407-9333

090-8836-9349

092-812-5191

092-806-3118

080-5029-2773

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

山
口
県

ビービーパラメディックス

恵比寿do（株）

（株）ファインド・オン

東林貿易（株）

行政書士  喜成法務事務所

（株）エイユウコクサイ

妖精  Cat  Cafe

AMAホテル＆リゾート（株）

とんかつ専門店  かつ亭

（株）カオナビ

（株）AIR  NET

石川町子

（株）マークス・コンサルティング

アトリエ志津

ダンス教室エイト

（株）プロテラス  九州支社

（株）ソリューション

ヘア.メイク  eterno

ASGYM

HAIR  SALON  Reve

（株）カスタマーズマーケティングプロモーション

ストラテジーシステム研究所

うえの写真場

樹流日本舞踊研究所

（株）JSC

AS開発構造（株）

ビューティ＆セラピー  ミセス・ヒロコ

（株）EMPRESS  cometrue

AIR・FOODS（株）

graphis  mieux

サロン  美chill

マインドフルネス＆コルギ  Snow  Lion

（株）WAHAHA  Studio  Japan

梅原印刷

マキュー  ラングィッジ  インプルーブメント

樂団（株）

Rafuraichir

verve

李騫

福岡水道サービスセンター

Tree－Life

CAN  MUSIC

LEPSI．M

ナビオ

イケダ整骨院

（株）MARVIC

（株）Finally

（株）タイガーシステム

（有）エムオーピー

グレード・アップ

Waveナミ

Order　Room　布喜

優愛不動産

木野下　啓子

（有）アイディーコーポレーション

コンサルティングファーム森井

筆頭相談役（株）

日本舞踊　翔乃流

福岡市東区箱崎ふ頭3-4-20  アトラスアルファーノ箱崎705

福岡市東区馬出2-19-5-202

福岡市東区多の津1-9-6

福岡市東区香椎浜3-3-6-105

福岡市東区和白5-15-33-303

福岡市東区奈多団地19-504

福岡市東区奈多3-11-4

福岡市博多区博多駅前1-23-11-1

福岡市博多区博多駅前2-1-1  福岡朝日ビル地下2階

福岡市博多区博多駅前3-4-25  アクロスキューブ博多駅前3階

福岡市博多区博多駅前3-9-5-803

福岡市博多区博多駅前4-23-18

福岡市博多区博多駅東1-12-5  博多大島ビル7階

福岡市博多区博多駅南6-8-30  トピレック博多104

福岡市博多区住吉3-14-6  第2ガーデンビル3階

福岡市博多区上川端町13-15  安田第7ビル6階

福岡市博多区冷泉町10-23  ST博多冷泉町ビル10階

福岡市博多区中洲2-2-2-902

福岡市博多区築港本町2-3  ふよう港ハイツ103

福岡市博多区堅粕2-20-10

福岡市博多区月隈6-14-2-201

福岡市博多区相生町1-2-8  アプローズ南福岡駅515

福岡市博多区竹丘町2-3-3

福岡市中央区春吉2-16-15  東峰マンション渡辺通リ402

福岡市中央区天神1-4-1  西日本新聞会館16階

福岡市中央区天神1-9-17  福岡天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区天神2-3-10  天神パインクレスト1113

福岡市中央区天神2-3-10  天神パインクレスト1113号

福岡市中央区天神3-16-24

福岡市中央区薬院1-10-14  ライラック薬院602

福岡市中央区薬院3-11-32-403

福岡市中央区平尾1-10-19

福岡市中央区舞鶴2-2-7  第2赤坂門ビル4階

福岡市中央区大手門1-2-12

福岡市中央区荒戸2-2-50  インシア大濠公園603

福岡市中央区谷1-12-37-301

福岡市中央区小笹2-12-4  アーバンテラスⅤ－B102

福岡市中央区平和3-3-22-C

福岡市南区清水2-20-2-905

福岡市南区桧原7-2-15-2階

福岡市南区柏原1-36-19-3

福岡市南区向野2-6-10  パークハイツ大橋203

福岡市南区曰佐5-18-6-101

福岡市城南区長尾3-22-29

福岡市城南区樋井川3-5-1  グリーンマンション西長住1階

福岡市城南区東油山1-1-17

福岡市城南区南片江5-21-60-1

福岡市城南区松山2-5-13  松山ビル302

福岡市早良区藤崎1-14-29

福岡市早良区室見1-19-15

福岡市早良区西新2-7-8  ラクレイス902

福岡市早良区高取1-1-9  シェレステ高取103

福岡市早良区高取1-2-15  セイント高取205

福岡市早良区室住団地56-106

福岡市早良区野芥5-40-4

福岡市西区生松台1-3-2

福岡市西区周船寺2-6-30-405

山口県下関市みもすそ川町8-25-507

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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輸出入貿易、物流、コンサル

許認可の申請、その他法務の相談や代行業務

旅行業

猫カフェ、ペットホテル、ドッグラン、飲食

サービス（ホテル）業

とんかつ専門店

タレントマネジメントシステム「カオナビ」の製造・販売・サポート

旅行業

コピーと印刷

M＆Aに関するコンサルティング業務

洋服リメーク

ダンス教室経営

大型映像装置（LED表示器）製造販売、デジタルサイネージ企画・販売

OA機器販売

ヘアセット、メイク、ブライダル

スポーツジム

理容師、理美容業

企画広告宣伝及びサービス業

中小企業経営支援

写真プリント、撮影

日本舞踊稽古場の運営、レンタル事業

CM、イベント企画、プロモーション、キャラクターデザイン

セキュリティ機器販売

メンタルビューティー

一生使える副業スクール

身体バランスの改善、足の悩みお任せください

デザイン全般、求人その他広告物・印刷物をしています

病院や介護施設向けの自動抗菌おしぼり製造機を取り扱っています

日中韓貿易物流コンサル

提案・製作・申請まで、看板（サイン）に特化した行政書士です

動画制作ならお任せください。安くて期待以上の動画を制作します

猫カフェ、ペットホテル（1580円～）激安シャンプー等を運営

博多駅至近、AMAホテル@博多祇園を所有・運営しています

サクサクのとんかつ。ビジネスマンに一番の店です

社員の個性・才能を発掘し戦略人事を加速させるシステムを提供

美味しさの独自製法。多くの方々に博多の伝統の味をお届けします

コピーと印刷のことなら何でもどうぞ

M＆Aや企業再生、経営管理高度化等関連業務を支援します

タンスの中で眠っている着物・古着をリメークします

年齢、経験に関係なく、どなたでも楽しむ事のできる社交ダンス

LED納品延べ面積日本一！を自負。デジタルサイネージはプロテラスまで

OA機器、ベトナム人雇用支援、不動産仲介でオフィスをサポート

ヘアメイク、セット、出張ブライダル。貴方の魅力を引き出すお手伝いをします

健康管理をもとに活力向上やストレス発散をお手伝いします

安い丁寧オシャレをモットーに一人一人を大切にしているサロン

販売力向上研修や売り上げ拡大に貢献する商材提供等の実践企業です

販路拡大、補助金・融資申請、経営改善等お気軽にご相談ください

写真撮影及びプリント、屋外塩ビシート出力等企業用広告受付けてます

日本舞踊家。稽古場の運営管理、レンタル事業、舞台製作、映像制作事業

強みは三点　創造力・市場運営製品開発経験・海外背景と資源

入退室管理をバーコード、生体認証で！！乗ってトクする自動車販売

占易コンサルティング。TV映画出演芸能活動。美容、結婚相談

副業スクール運営。TV・映画出演を含むブランディング構築

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

090-9492-0397

092-292-9717

092-292-0278

092-260-6518

092-600-4938

092-719-0811

090-4487-0638

070-6659-0051

092-471-9625

092-419-7137

092-409-4984

092-404-8823

092-432-8108

070-2395-4772

092-271-3654

092-263-6877

092-263-6030

090-3414-0083

092-292-1178

092-517-2156

092-586-8597
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092-741-1503

菓子・パン製造・小売

広告デザイン

エステサロン

マインドフルネス瞑想のレッスン

外国人を対象とした日本語教室運営

印刷業

英語、スペイン語、語学学校

環境デザイン

美容室

デザイン、編集、コンテンツ制作等

旅行ガイド

水まわりメンテナンス

ホームページ制作

音楽事務所

インテリアコーディネート業務

高速道路サービスエリアへ雑貨卸し

整骨院事業

動物病院及び関連事業

美容商材の製造・卸

警備業

不動産管理

番組、映画、CM出演者の紹介ならびに本人女優業、舞台製作、脚本提供

司会業、着物モデル、講師業

婦人服オーダーメイド

不動産業　売買／賃貸／管理

ナレーター、MC、俳優（朗読）

広告企画制作

中小企業経営支援、コンサルティング

経営コンサルティング

日本舞踊

福岡市内を中心に5店舗ベーカリーカフェを運営しています

お客様の気持ちが伝わる広告制作をしています

骨格を変えて痩せる骨格矯正＆骨気専門

マインドフルネスとコルギ整体のお店です

学ぶ人のニーズに合った日本語・グローバルマインド講座の開催

冠婚葬祭の印刷をメインに仕事をしています

UKで応用言語学を学び、長年英語教育に携わってきた講師の学校

環境デザインや各種設計業務を提供しています。お気軽にご相談を

完全個室の美容室です。当店独特のシャンプーが人気です

デザイン編集コンテンツ制作を行うクリエイティヴプロダクション

主なインバウンド向けのツアーの旅程管理、通訳等を行います

福岡水道トラブル対応24時間サービス

WEBのお悩みに親身になって解決をサポートします

イベント演奏、音楽教室（クラリネット）を運営しています

店舗や事務所のインテリアコーディネートを承っています

オリジナルの雑貨等の製作販売もしています。お気軽にどうぞ

ていねいな手技が特徴のかくれが的整骨院です

地域の犬猫のホームドクターとして確かな医療と安心を提供します

健康食品、理美容商材の製造・卸をしています

警備ならタイガーシステム。警備員募集中

絵画展覧会の企画から販売。病院向けの絵画レンタル

WEBのCM出演タレント、制作スタッフのお手伝いをします

おもてなしの心を大切に司会をします！＃5分で着れる本格着物＃

婦人服のオーダーメイドです。インポートのハイブランド生地

子育て支援員在中の店です。不動産に関する相談はお気軽にどうぞ

朗読の個人レッスン受付中！グループも可です

ホームページのことでお悩みならお気軽にご相談ください

長年のキャリアを活かし、企業様のお悩みの相談にのります

中小企業のSDGs導入による業績・利益向上のコンサルティング

初心者の方でも大丈夫ですので、一緒に日本舞踊を楽しみませんか？

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-720-6800

090-6773-8756

092-600-4425

092-600-0131

092-737-2288

092-714-0200

092-725-8446

092-791-7893

092-776-7963

090-7467-5867

090-1193-6257

092-288-7569

090-9778-5279

090-4342-2798

090-8223-5082

092-533-8831

092-553-8458

092-874-5125

092-600-0180

092-400-0224

092-843-0445

090-6291-0610

090-5933-1379

092-822-2580

092-707-7584

092-407-9333

090-8836-9349

092-812-5191

092-806-3118

080-5029-2773

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

山
口
県

ビービーパラメディックス

恵比寿do（株）

（株）ファインド・オン

東林貿易（株）

行政書士  喜成法務事務所

（株）エイユウコクサイ

妖精  Cat  Cafe

AMAホテル＆リゾート（株）

とんかつ専門店  かつ亭

（株）カオナビ

（株）AIR  NET

石川町子

（株）マークス・コンサルティング

アトリエ志津

ダンス教室エイト

（株）プロテラス  九州支社

（株）ソリューション

ヘア.メイク  eterno

ASGYM

HAIR  SALON  Reve

（株）カスタマーズマーケティングプロモーション

ストラテジーシステム研究所

うえの写真場

樹流日本舞踊研究所

（株）JSC

AS開発構造（株）

ビューティ＆セラピー  ミセス・ヒロコ

（株）EMPRESS  cometrue

AIR・FOODS（株）

graphis  mieux

サロン  美chill

マインドフルネス＆コルギ  Snow  Lion

（株）WAHAHA  Studio  Japan

梅原印刷

マキュー  ラングィッジ  インプルーブメント

樂団（株）

Rafuraichir

verve

李騫

福岡水道サービスセンター

Tree－Life

CAN  MUSIC

LEPSI．M

ナビオ

イケダ整骨院

（株）MARVIC

（株）Finally

（株）タイガーシステム

（有）エムオーピー

グレード・アップ

Waveナミ

Order　Room　布喜

優愛不動産

木野下　啓子

（有）アイディーコーポレーション

コンサルティングファーム森井

筆頭相談役（株）

日本舞踊　翔乃流

福岡市東区箱崎ふ頭3-4-20  アトラスアルファーノ箱崎705

福岡市東区馬出2-19-5-202

福岡市東区多の津1-9-6

福岡市東区香椎浜3-3-6-105

福岡市東区和白5-15-33-303

福岡市東区奈多団地19-504

福岡市東区奈多3-11-4

福岡市博多区博多駅前1-23-11-1

福岡市博多区博多駅前2-1-1  福岡朝日ビル地下2階

福岡市博多区博多駅前3-4-25  アクロスキューブ博多駅前3階

福岡市博多区博多駅前3-9-5-803

福岡市博多区博多駅前4-23-18

福岡市博多区博多駅東1-12-5  博多大島ビル7階

福岡市博多区博多駅南6-8-30  トピレック博多104

福岡市博多区住吉3-14-6  第2ガーデンビル3階

福岡市博多区上川端町13-15  安田第7ビル6階

福岡市博多区冷泉町10-23  ST博多冷泉町ビル10階

福岡市博多区中洲2-2-2-902

福岡市博多区築港本町2-3  ふよう港ハイツ103

福岡市博多区堅粕2-20-10

福岡市博多区月隈6-14-2-201

福岡市博多区相生町1-2-8  アプローズ南福岡駅515

福岡市博多区竹丘町2-3-3

福岡市中央区春吉2-16-15  東峰マンション渡辺通リ402

福岡市中央区天神1-4-1  西日本新聞会館16階

福岡市中央区天神1-9-17  福岡天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区天神2-3-10  天神パインクレスト1113

福岡市中央区天神2-3-10  天神パインクレスト1113号

福岡市中央区天神3-16-24

福岡市中央区薬院1-10-14  ライラック薬院602

福岡市中央区薬院3-11-32-403

福岡市中央区平尾1-10-19

福岡市中央区舞鶴2-2-7  第2赤坂門ビル4階

福岡市中央区大手門1-2-12

福岡市中央区荒戸2-2-50  インシア大濠公園603

福岡市中央区谷1-12-37-301

福岡市中央区小笹2-12-4  アーバンテラスⅤ－B102

福岡市中央区平和3-3-22-C

福岡市南区清水2-20-2-905

福岡市南区桧原7-2-15-2階

福岡市南区柏原1-36-19-3

福岡市南区向野2-6-10  パークハイツ大橋203

福岡市南区曰佐5-18-6-101

福岡市城南区長尾3-22-29

福岡市城南区樋井川3-5-1  グリーンマンション西長住1階

福岡市城南区東油山1-1-17

福岡市城南区南片江5-21-60-1

福岡市城南区松山2-5-13  松山ビル302

福岡市早良区藤崎1-14-29

福岡市早良区室見1-19-15

福岡市早良区西新2-7-8  ラクレイス902

福岡市早良区高取1-1-9  シェレステ高取103

福岡市早良区高取1-2-15  セイント高取205

福岡市早良区室住団地56-106

福岡市早良区野芥5-40-4

福岡市西区生松台1-3-2

福岡市西区周船寺2-6-30-405

山口県下関市みもすそ川町8-25-507

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
博
多
区

中
央
区

南
区

介護事業

ネット通販

保険業

長期耐久型多用途住宅の企画・開発

生花販売

木材加工業（プレカット）

内装仕上

行政書士

日本語学校の経営

住宅設備機器取付工事

旅行業・通訳

水産物を中心とした食料品の卸し売り業

旅行サービス手配業・貿易

音響設備、リース等

運動指導・教室運営

ネイルサロン

美術品卸売業

事務代行業

不動産取引業

イベント企画と運営

通信業

自転車小売、卸売、修理

マンション管理事業

飲食店

電気工事

建築工事業

衣料品卸小売業

食品販売請負

新車・中古車販売・車検・修理

土木工事

飲食店経営

空調ダクト、厨房ダクト、清掃業

飲食店

飲食店

介護事業

ドッググルーミング

社会保険労務士事務所

飲食業

内装業

通信販売

教育

フットケアサービス

教育

建設業

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

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

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

カルチャースクール

美容業（エステ全般）

イベント管理運営ソフトウェアの開発

飲食店

飲食業

ワインの小売

ソフトウェア開発、およびハードウェアの設置

バレエスタジオ

請負ソフトウェア開発

医療用消耗品の輸入卸

保険乗合代理店

婦人服、バッグ、宝石貴金属リサイクルショップ

設備工事業、貿易、エネルギー

飲食店

お弁当製造販売

通販（ルアー製作用材料）

生保代理店

ブライダルアクセサリー小売

マーケティングコンサルティング

ヴォイストレーニング（個人、法人相手）

美容室

特許製品開発・製造・販売・運用

衣料品小売販売（輸入衣料、婦人、紳士）

販売と物流管理用パッケージソフトの製作

カウンセリング

不動産貸付管理

ネイルサロン、ネイルスクール、脱毛サロン

保険代理店

メガネ小売、補聴器小売

整骨院およびマッサージ院の経営

（株）ヤグラモン

シャイニーメド（株）

（株）マーケティングサポート

英国建築（株）

Uriluna

（株）ワイテック

（株）石橋表具店

すみもと行政書士事務所

振栄（株）

三小田冷熱

KAWASAKI－A

（株）ビューティートレードスタイル

梓豪国際（同）

Asahi

（株）Total  Care  Laboratory

Nail  Salon＆School  ALTIRA

（有）一兆

（株）ユニオンパートナーズ

（株）レックコーポレーション

西村和久

（株）エートラック

（同）チャリエン

日本ハウズイング（株）

小料理  おに平

（株）JEC

MUC（株）

OLICE（同）

リッツサービス

オフィス  NIKO

エイトバード

古民家居酒屋  こまち

（株）九州空調サービス

立呑み処  犬迫

おむすび処  飯なり

のみやま（有）

dog  salon  bonjour  bonjour

社会保険労務士事務所プライマリー

（株）グッド・エイト・カンパニー

（株）リアル

EMULDANZI（株）

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

（株）杉村建設

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

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

（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

一般社団法人グローバル和活和育

ナチュラル  オーガニックサロン  O－Jas

（株）colada  Japan

（株）TEN－NANDA

（株）アストンデザインワークス

（同）プリヴィエット

（株）エアスポット

古森美智子バレエスタジオ

システムフィックス（株）

わたなべ貿易（株）

ハカタライフ

スターポート

FORTUNE（株）

いでの上料理店

自然食  米乃薫

（有）RAIGA

（株）ほけんのスマイル

onnellinen

YOUSEED（株）

TOTAL  MUSIC

G

（株）JUST．WILL

LA  CAMICERIA

（株）APTUS

オーシャンブルー（株）

（有）ガーデン・ベネフィット

（株）holly

総合コンサルティング（株）

花田眼鏡店

アポロトップスマイル（株）

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）
NE W MEMBER

セキュリティー対策
中 小 企 業 の

た。同基準を満たすサービスには、「サイバーセキュリ
ティお助け隊マーク」の利用を許諾し、IPAがブランド
管理を行うとともにSC3などを通して普及を促進してい
く。

5サービスを登録
IPAは4月15日、第1回審査を経て、基準を満たした

五つのサービスを「サイバーセキュリティお助け隊サービ
ス」として登録し、公開した。登録されたサービスは以
下の通りである。

■商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス
（大阪商工会議所）
■防検サイバー（MS＆ADインターリスク総研株式会社）
■PCセキュリティみまもりパック（株式会社PFU）
■EDR運用監視サービス「ミハルとマモル」（株式会社
デジタルハーツ）

■SOMPO SHERIFF（標準プラン）（SOMPOリスクマネ
ジメント株式会社）

IPAは、中小企業が無理なくサイバーセキュリティー対
策を導入・運用できる具体的なサービスを明示すること
で、サプライチェーン全体のセキュリティー強化を推進し
ていく。サイバーセキュリティお助け隊
サービスの詳細はIPAのWebサイト（QR
コード）で確認を。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

中小企業向けに対策を可視化
経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

は、企業間サプライチェーン全体のサイバーセキュリ
ティー対策強化の必要性の下、中小企業のサイバーセ
キュリティー対策を支援する仕組みの構築を目的とした
実証事業「サイバーセキュリティお助け隊」を2019年度
から2年にわたり実施した。地域の団体、セキュリ
ティー企業、損害保険会社が実施主体となり行われた
本事業では、19年度に全国8地域で中小企業1064社
が参加し検証を行った結果、延べ128件のインシデント
対応支援が行われるなど、中小企業が業種や規模を問
わず例外なくサイバー攻撃の危険にさらされていることが
明らかになった。こうした中小企業の実態を踏まえ、20
年度は15の地域・産業分野で中小企業1117社を対象
に、サービス内容のスリム化や導入・運用負荷の軽減と
いった検討も進めながら持続可能なセキュリティー対策
支援サービスを提供してきた。
これらの実証事業の過程で、中小企業のニーズに

マッチした民間サービスの開発が進み、実証事業に参
加した中小企業が実証終了後も有償サービス契約を希
望する、実施主体となった事業者が新サービスの提供を
開始するなどの成果が表われ始めた。それとともに、こ
のような中小企業のサイバーセキュリティー対策の取り組
みを「可視化」することを求める声も出てきた。

ワンパッケージで安価に提供
そこで、20年11月に設立された「サプライチェーン・

サイバーセキュリティ・コンソーシアム（SC3）」の枠組み
の中で、中小企業向けのセキュリティー対策支援サービ
スが満たすべき基準やそのブランド化に向けた方針につ
いて議論を行った。その結果を踏まえ、IPAでは、「相
談窓口」「異常の監視」「緊急時の対応支援」「簡易サイ
バー保険」などの各種サービスをワンパッケージで安価
に提供することを要件としてまとめた「サイバーセキュリ
ティお助け隊サービス基準」を21年2月に策定・公表し

サイバーセキュリティ
お助け隊サービス始動

サイバーセキュリティお助け隊マーク
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

た。同基準を満たすサービスには、「サイバーセキュリ
ティお助け隊マーク」の利用を許諾し、IPAがブランド
管理を行うとともにSC3などを通して普及を促進してい
く。

5サービスを登録
IPAは4月15日、第1回審査を経て、基準を満たした
五つのサービスを「サイバーセキュリティお助け隊サービ
ス」として登録し、公開した。登録されたサービスは以
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■商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス
（大阪商工会議所）
■防検サイバー（MS＆ADインターリスク総研株式会社）
■PCセキュリティみまもりパック（株式会社PFU）
■EDR運用監視サービス「ミハルとマモル」（株式会社
デジタルハーツ）

■SOMPO SHERIFF（標準プラン）（SOMPOリスクマネ
ジメント株式会社）

IPAは、中小企業が無理なくサイバーセキュリティー対
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ていく。サイバーセキュリティお助け隊
サービスの詳細はIPAのWebサイト（QR
コード）で確認を。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

中小企業向けに対策を可視化
経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
は、企業間サプライチェーン全体のサイバーセキュリ
ティー対策強化の必要性の下、中小企業のサイバーセ
キュリティー対策を支援する仕組みの構築を目的とした
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わず例外なくサイバー攻撃の危険にさらされていることが
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に、サービス内容のスリム化や導入・運用負荷の軽減と
いった検討も進めながら持続可能なセキュリティー対策
支援サービスを提供してきた。
これらの実証事業の過程で、中小企業のニーズに
マッチした民間サービスの開発が進み、実証事業に参
加した中小企業が実証終了後も有償サービス契約を希
望する、実施主体となった事業者が新サービスの提供を
開始するなどの成果が表われ始めた。それとともに、こ
のような中小企業のサイバーセキュリティー対策の取り組
みを「可視化」することを求める声も出てきた。

ワンパッケージで安価に提供
そこで、20年11月に設立された「サプライチェーン・
サイバーセキュリティ・コンソーシアム（SC3）」の枠組み
の中で、中小企業向けのセキュリティー対策支援サービ
スが満たすべき基準やそのブランド化に向けた方針につ
いて議論を行った。その結果を踏まえ、IPAでは、「相
談窓口」「異常の監視」「緊急時の対応支援」「簡易サイ
バー保険」などの各種サービスをワンパッケージで安価
に提供することを要件としてまとめた「サイバーセキュリ
ティお助け隊サービス基準」を21年2月に策定・公表し

サイバーセキュリティ
お助け隊サービス始動

サイバーセキュリティお助け隊マーク
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税務Q&A

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

がなされ、同改正は、本年3月1日、施行されています。
この株式交付では、売り手側は、貴社ではなく株主である
貴方個人が取引主体となるので、貴社において株主総会の
特別決議等は不要ですが、貴社が非公開会社の場合は、
貴社における株式譲渡の承認手続は必要となります。

2．円滑な組織再編を阻害しない税制～適格or非適格～
前記1で言及した株式交換等でも、従来から、会社の組

織再編に当たっては、税制上適格（＝一定の要件を充たす）
となれば、買収時点での譲渡損益を認識しない（＝譲渡課
税を繰り延べる）措置が用意されていました。しかし、買
収対価に僅かでも現金を含めただけで、税制上非適格と
なって、買収時点で譲渡損益を認識（＝譲渡課税が発生）
してしまう、という使い勝手の悪さがありました。
これに対して、新設の株式交付においては、他の要件を

充たす必要はあるものの、買収対価に一定割合（2割）まで
は、金銭などの買収側企業の株式以外の財産を含めても税
制上非適格とならない等、対価についてやや柔軟な取扱い
を許容する税制上の措置が、今年度の税制改正で新設さ
れています。
ご相談のケースでも、税制上適格となれば、貴方が、貴

社株式を譲り渡して相手企業の株式を受け取った時点では
譲渡課税は発生せず、受け取った相手企業の株式を将来
譲渡したときにはじめて譲渡課税が発生する、ということ
になりますから、将来受け取った譲渡代金を納税資金に充
てれば足ります。
ただ、組織再編に際しては、採用する法形式によって、

適用される法規制も異なれば、税制上適格になるか否かの
判断のポイントも変わってきます。
これらの判断は、一般の方には事実上不可能ですから、

気軽に考えず、税理士等の専門家の判断を早めに仰いでお
くことをオススメします。

3．後継者探しも税理士に
ところで、貴方は、後継者を見つけられないということ

でしたが、税理士会は、税理士関与先中小企業等の後継
者探しを支援するため、「担い手探しナビ」という会員向け
サイトを運営しています。
事業承継に悩まれておられる中小企業等の皆さんは、ま

ずは税理士等の専門家にご相談ください。

私は、ある会社の社長兼大株主です。高
齢により引退を考えているものの後継者が見
つからず、大きな上場企業から、一定の金
員とその上場企業株式とを対価として会社を

譲ってもらえないか、と申入れを受けています。その企業
は、高い配当を出していますので、毎年定額のお金が入っ
てきてのんびり暮らせるなら、と心が動いているところで
す。ただ、譲渡時には、一定の金員が手に入るとはいって
も、纏まったお金が入ってくるわけではありませんから、
その時点で高額な譲渡課税が発生しないか心配です。当
社株式譲渡時点で譲渡課税が発生するのでしょうか。

税制上適格か非適格かで、答えが変わり
ます。

1．株式交換？ 現物出資？ 株式交付？
一口に相手の株式を対価として受け取って会社を譲る、

と言っても、実は、その法形式は様々で、法形式が違え
ば、税制上適格となる要件も変わってきます。
そこで、相手企業が、どのような法形式で貴社を譲り受

けようとしているのか、聞いてみましょう。
買収側会社の株式を対価とする組織再編については、株

式交換という会社法上の制度が、以前からありましたが、
完全親子関係の構築を想定とした制度であることから、円
滑な承継のために、貴方が、承継後も少数株主として貴社
に残りたい、という場合には使えない、ということになり
ます。
また、会社法上の現物出資という制度を利用するやり方

もありますが、原則として裁判所によって選任された検査
役の調査が必要となるなど手続的な負担が重すぎる上、一
定の場合に、貴方が、追加で財産を拠出させられるリスク
もあります。産業競争力強化法による特例措置によって、
この現物出資に関する規制を免れる方法もありましたが、
主務大臣の事前認定を受けなければならない等、やはり手
続が煩雑でした。
そこで、比較的煩雑でない手続で、自社株式等を対価と

した買収を行いたい、子会社にはしたいが完全子会社にま
ではしなくても良い、という買収側企業のニーズに対応する
形で、売り手の会社の株主の株式を、自社株式等を対価と
して買収する、株式交付という制度を新設する会社法改正

A

Q

中小企業等の事業承継を後押し
する税制改正等について

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

こんなときは、「必ず」110番！！
「駐車している車の運転席で飲酒している。」
「酒に酔った様子の人や酒臭のする人が運転席に乗ろうとし
ている。」
※「蛇行運転」や「青信号なのに発進しない」など、飲酒運転の疑いのある車
を見かけた際も、110番通報をお願いします。

「110」をダイヤルして、次の情報を話して下さい。

① いつ？
　 （たった今、何分前など）
② どこで？
　 （目印となる建物、交差点名など）
③ どんな車？
　 （色、ナンバー、車種、メーカー、車名など）
④ どんな人？
　 （性別、年齢、服装、髪型、眼鏡の有無など）
⑤ どんな感じ？
　 （車内でお酒を飲んでいた、蛇行しているなど）
⑥ どっちに向かっている？
　 （方角、○○町方向など）

「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が
改正され、県民の皆様に飲酒運転を目撃した際の
110番通報が義務化されました。

見逃さない!!  飲酒運転は110番
～飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない～

危機管理
情報室

お問い合わせ先
福岡県警察 交通企画課
TEL 092-641-4141
HP : http://www.police.pref.fukuoka.jp/
　　 index.html

110番通報の方法

※①～⑥全てではなく、断片的な情報でも構いません。
※通報された方の氏名等を相手に伝えることはありませんので、オペレーター
　にお名前と連絡先をお伝えください。

飲酒運転に係る通報の義務

【二日酔い運転にならないために、次のことを守りましょう】
〇アルコールの分解には時間がかかります。飲酒するときの
体調、翌朝に運転を開始する時間を考えて飲酒しましょう。
〇アルコールが残っているかの判断は、自分の感覚に頼らず
に、アルコールチェッカーを使うか、家族に確認してもら
いましょう。
〇アルコールが残っているかもしれないと思ったら、絶対に
自分で運転せず、家族に送迎を頼むか、公共交通機関を
利用しましょう。

「一眠りしたから大丈夫」 ➡ No！
睡眠中は肝臓の機能が低下し、体内のアルコール
処理速度が遅くなりますので、処理時間に余裕を持つ
必要があります。

「風呂で汗を流したから大丈夫」 ➡ No！
体内のアルコールの多くは、肝臓で分解されるの
で、汗や尿などでアルコールが抜けることはほとんど
ありません。

飲酒運転につながるよくある間違い

～あなたの通報が、飲酒運転による悲惨な事故を未然に防ぐことに繋がります～

交通企画課
ツイッター
はこちら

飲酒運転撲滅
スペシャルコンテンツ
はこちら
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※①～⑥全てではなく、断片的な情報でも構いません。
※通報された方の氏名等を相手に伝えることはありませんので、オペレーター
　にお名前と連絡先をお伝えください。

飲酒運転に係る通報の義務

【二日酔い運転にならないために、次のことを守りましょう】
〇アルコールの分解には時間がかかります。飲酒するときの
体調、翌朝に運転を開始する時間を考えて飲酒しましょう。
〇アルコールが残っているかの判断は、自分の感覚に頼らず
に、アルコールチェッカーを使うか、家族に確認してもら
いましょう。
〇アルコールが残っているかもしれないと思ったら、絶対に
自分で運転せず、家族に送迎を頼むか、公共交通機関を
利用しましょう。

「一眠りしたから大丈夫」 ➡ No！
睡眠中は肝臓の機能が低下し、体内のアルコール
処理速度が遅くなりますので、処理時間に余裕を持つ
必要があります。

「風呂で汗を流したから大丈夫」 ➡ No！
体内のアルコールの多くは、肝臓で分解されるの
で、汗や尿などでアルコールが抜けることはほとんど
ありません。

飲酒運転につながるよくある間違い

～あなたの通報が、飲酒運転による悲惨な事故を未然に防ぐことに繋がります～

交通企画課
ツイッター
はこちら

飲酒運転撲滅
スペシャルコンテンツ
はこちら
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お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

事業所のみなさま、福利厚生の充実にお役立ていただける
当所生命共済制度・特定退職金共済制度への加入をぜひともご検討ください。

当所は、2020年度の当所共済事業推進にあたり極めて優秀な成績を収めた生
命保険会社営業担当者4名、年間加入実績純増100名以上を達成した生命保険
会社2社を表彰した。6月15日、藤永会頭より受賞者へ表彰状を贈呈した。
生命共済制度ならびに特定退職金共済制度は、1972年11月の発足以来、当所

では会員事業所等の福利厚生の充実を目的に、生命保険各社の協力のもと加入を
推進している。生命共済制度は病気死亡や災害死亡はもとより、不慮の事故によ
る入院や身体の障がいにいたるまで保障する制度で、特定退職金共済制度は従業
員の退職金を計画的に準備するための制度となっている。受賞者は以下の通り。

写真左より三池氏、村井氏、城戸氏

営業担当者表彰

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：村井　知子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

第二位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

第三位：城戸真樹子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

写真左より大同生命保険㈱福岡支社の早田氏
アクサ生命保険㈱福岡営業所の山田氏

生命保険会社表彰

特定退職金共済制度　年間加入実績純増
・大同生命保険㈱福岡支社
・アクサ生命保険㈱福岡営業所

写真左より三池氏、村井氏、武富氏

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：村井 知子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

第二位：三池 明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

第三位：武富　 律氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

写真左より三池氏、村井氏、城戸氏

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：村井　知子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

第二位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

第三位：城戸真樹子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

受賞者のみなさん

新規加入人数

新規加入社数

総合加入人数

共済制度獲得優績担当者・保険会社表彰を実施
～受賞者の皆様、おめでとうございます！～

2020年度　福岡商工会議所　生命共済制度・特定退職金共済制度

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

当所会員の約10社に1社が加入

御社の従業員の福利厚生の充実
経営での転ばぬ先の杖として

是非この機会に
加入をご検討ください。

ご加入例（5口：500万コースの場合）

この内容で働き盛りの50代では、

病気死亡・
高度障がいの場合 500万円
不慮の事故による入院
5日以上の入院のとき1日目から　7,500円

51歳～55歳まで
　　男性 2,825円、 女性 2,235円
56歳～60歳まで
　　男性 3,585円、 女性 2,555円

　昨年度1年間に、加入者にお支払いした保険金・給付金（以下、保険金
等）は、34件57,908,500円でございました。（内訳：死亡・高度障がい
保険金7件52,000,000円、障がい・入院給付金27件5,908,500円）
　ご参考までに、過去3年間の保険金の支払実績をお知らせいたします。
この機会に御社での「もしもの際の備え」として、ぜひご検討ください。

■過去３年の保険金・給付金支払実績

対　象

死亡・高度障がい

障がい・入院

死亡・高度障がい

障がい・入院

死亡・高度障がい

障がい・入院

年度

2020
年度

2019
年度

2018
年度

請求件数

7件

27件

11件

41件

14件

44件

支払件数

7件

27件

11件

41件

13件

43件

支払金額

52,000千円

5,908.5千円

47,000千円

10,035千円

80,000千円

6,921千円

平均支払額

7,428千円

218千円

4,273千円

245千円

6,154千円

161千円

会員組織・共済グループからのお知らせ

2020年度生命共済制度
配当金のお支払について

　加入者の皆様、1年間ありがとう
ございました。
　当所生命共済制度では、おかげさ
まで無事に1年の決算を終了し、剰
余金を配当金という形で送金いた
しました。

送金日：2021年7月7日（水）

（加入事業所には、明細を別途送付
いたしております。）
　今後とも、当所生命共済制度をよ
ろしくお願いいたします。

配当率：44.67％
（2019年度：50.13％、2018年度：48.60％）

掛金は
損金または
必要経費に
算入できます。

46歳～50歳 男性
10名・各5口
加入の場合

〈実質負担額シミュレーション〉

年間保険料    毎月22,900円×12か月＝

今回配当額    274,800円×44.67％＝
274,800円
122,753円

2020年度保険金・給付金支払実績報告

■生命共済制度の加入状況（2021年4月1日現在）

加入事業所数

1,607社

加入者数

10,140人

加入口数

41,046口

平均加入口数

約4口

平均加入年齢

45歳
所定の障がいに応じて、
50～350万円をお支払します。

1,000万円
不慮の事故による
死亡・高度障がいの場合

※1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合には、配当金としてお支払
　します。（収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます）

団C-2021-17-S（2021-17-S（2021年6月23日）G3933

約5ヶ月分の負担減（2020年度実績）
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お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

事業所のみなさま、福利厚生の充実にお役立ていただける
当所生命共済制度・特定退職金共済制度への加入をぜひともご検討ください。

当所は、2020年度の当所共済事業推進にあたり極めて優秀な成績を収めた生
命保険会社営業担当者4名、年間加入実績純増100名以上を達成した生命保険
会社2社を表彰した。6月15日、藤永会頭より受賞者へ表彰状を贈呈した。
生命共済制度ならびに特定退職金共済制度は、1972年11月の発足以来、当所

では会員事業所等の福利厚生の充実を目的に、生命保険各社の協力のもと加入を
推進している。生命共済制度は病気死亡や災害死亡はもとより、不慮の事故によ
る入院や身体の障がいにいたるまで保障する制度で、特定退職金共済制度は従業
員の退職金を計画的に準備するための制度となっている。受賞者は以下の通り。

写真左より三池氏、村井氏、城戸氏

営業担当者表彰

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：村井　知子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

第二位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

第三位：城戸真樹子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

写真左より大同生命保険㈱福岡支社の早田氏
アクサ生命保険㈱福岡営業所の山田氏

生命保険会社表彰

特定退職金共済制度　年間加入実績純増
・大同生命保険㈱福岡支社
・アクサ生命保険㈱福岡営業所

写真左より三池氏、村井氏、武富氏

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：村井 知子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

第二位：三池 明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

第三位：武富　 律氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

写真左より三池氏、村井氏、城戸氏

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：村井　知子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

第二位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

第三位：城戸真樹子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

受賞者のみなさん

新規加入人数

新規加入社数

総合加入人数

共済制度獲得優績担当者・保険会社表彰を実施
～受賞者の皆様、おめでとうございます！～

2020年度　福岡商工会議所　生命共済制度・特定退職金共済制度

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

当所会員の約10社に1社が加入

御社の従業員の福利厚生の充実
経営での転ばぬ先の杖として

是非この機会に
加入をご検討ください。

ご加入例（5口：500万コースの場合）

この内容で働き盛りの50代では、

病気死亡・
高度障がいの場合 500万円
不慮の事故による入院
5日以上の入院のとき1日目から　7,500円

51歳～55歳まで
　　男性 2,825円、 女性 2,235円
56歳～60歳まで
　　男性 3,585円、 女性 2,555円

　昨年度1年間に、加入者にお支払いした保険金・給付金（以下、保険金
等）は、34件57,908,500円でございました。（内訳：死亡・高度障がい
保険金7件52,000,000円、障がい・入院給付金27件5,908,500円）
　ご参考までに、過去3年間の保険金の支払実績をお知らせいたします。
この機会に御社での「もしもの際の備え」として、ぜひご検討ください。
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ございました。
　当所生命共済制度では、おかげさ
まで無事に1年の決算を終了し、剰
余金を配当金という形で送金いた
しました。

送金日：2021年7月7日（水）

（加入事業所には、明細を別途送付
いたしております。）
　今後とも、当所生命共済制度をよ
ろしくお願いいたします。

配当率：44.67％
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掛金は
損金または
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算入できます。
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加入の場合
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年間保険料    毎月22,900円×12か月＝

今回配当額    274,800円×44.67％＝
274,800円
122,753円

2020年度保険金・給付金支払実績報告

■生命共済制度の加入状況（2021年4月1日現在）

加入事業所数

1,607社

加入者数

10,140人

加入口数

41,046口

平均加入口数

約4口

平均加入年齢

45歳
所定の障がいに応じて、
50～350万円をお支払します。

1,000万円
不慮の事故による
死亡・高度障がいの場合

※1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合には、配当金としてお支払
　します。（収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます）
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福商実務研修講座（7・8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

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!

若手社員・中堅社員向け

【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□ 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

対面

POINT

仕事が3倍速くなる! 段取りと時間管理術7/20
（火）

●業務遂行能力

好評により
追加開催決定!

広報・営業向け

【時　間】各日13:00～17:00　　【定　員】16名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】ICTコンサルタント　工藤洋輔氏
（ゲスト）Nori Ito氏
動画クリエイターNori Ito氏をゲストに招き、すぐ「使える」手法
を伝授します。
※対象者：動画作成レベル 初級～中級程度の方

会 特
一□ ご自身のスマホやタブレットだけで撮影・編集で

きる動画作成方法をレクチャー!
□ ターゲットとゴールを設定してシナリオ作りから
動画作成にチャレンジできる

□ しっかり分析するので、動画の訴求力がさらに高
まる

対面

POINT

YouTube動画作成＆分析実践講座（全3回）
～訴求力ある動画でターゲットを動かす～

 8/3（火）・8/24（火）・
10/1（金）

コロナ禍のマーケティングを支援する新講座!
営業、PR、集客の「困った・・・」を、動画で解決しませんか?

カリキュラム

※都合により講座内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

※ご自身の「スマートフォン」「タブレット」をご持参ください。実際に端末を操作しながらご受講いただきます。

【第1回（8/3）】
「動画マーケティングとは?
目標設定・撮影準備等」

・動画マーケティングとは
・動画事例紹介
・ターゲット設定とシナリオ作り
・撮影テクニックと
　YouTube チャンネル用意

【第2回（8/24）】
「スマホ・タブレットで動画編集
～YouTubeアップ」

・動画編集（基礎～応用）
・YouTubeへのアップ方法
　（簡単な動画SEO含む）
・プチ発表会

【第3回（10/1）】
「YouTube視聴解析と
ホームページ・SNSで動画活用! 」

・YouTube視聴解析法
・データから読み取る仮説と検証
・YouTube広告について
・ホームページやSNSでの動画活用法

研修講座・検定情報

商工会議所の検定試験
詳しくは
こちら!

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）

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。

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

―

―

福祉住環境コーディネーター

BATIC（国際会計検定）
環境社会（eco）検定

2級：7,700円
3級：5,500円

5,500円

5,500円

■現在申込期間中の東商検定IBT（インターネット経由で行う試験）

■話題の検定試験をピックアップ！

回

第46回

第41回

第30回

試験期間

7月14日（水）～8月6日（金）

7月14日（水）～8月6日（金）

7月14日（水）～8月6日（金）

申込期間

6月28日（月）～７月30日（金）

6月28日（月）～7月30日（金）

6月28日（月）～7月30日（金）

団体申込で人材育成に活かす！

団体申込のメリット

・受験料の支払を一括管理できます。
・受験者全員の成績を管理することができます。
▶団体申込には、事前に団体情報登録期間内に企業情報等を登録する必要があります。
　その際には「団体推進コード」が必要です。

東商検定IBTは、受験者人数が3名以上の場合に団体申込が可能です。
受験しやすくなった東商検定で社員の人材育成をお手伝いします。 
※受験申込は各受験者が行う必要があります。

エ　　コ

詳しくはこちらをご覧ください

▲

環境社会検定試験

eco検定
持続可能な社会の実現のために不可欠な環境問題の基礎知識
多様化・複雑化する環境問題を幅広く体系的に学べます。

対　象

●環境や社会に配慮した製品や
　サービスを扱う方
●SDGs（持続可能な開発目標）
　やCSR担当の方

飲食・宿泊業 1.9%
電気・ガス・
水道業 1.6%
公務・団体 1.0%
その他 3.8%

建設業 29.1%

製造業 15.8%

小売業 14.5%

運輸業 2.1%
金融・保険業 2.3%
卸売業 3.4%
情報通信・
ソフトウェア業 3.5%
サービス業 5.5%
不動産業 6.6%
学生 9.0%

2019年度
受験者の
業種
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福商実務研修講座（7・8月）
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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
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会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

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。
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●お申し込み・お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
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【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□ 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

対面

POINT

仕事が3倍速くなる! 段取りと時間管理術7/20
（火）

●業務遂行能力

好評により
追加開催決定!

広報・営業向け

【時　間】各日13:00～17:00　　【定　員】16名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】ICTコンサルタント　工藤洋輔氏
（ゲスト）Nori Ito氏
動画クリエイターNori Ito氏をゲストに招き、すぐ「使える」手法
を伝授します。
※対象者：動画作成レベル 初級～中級程度の方

会 特
一□ ご自身のスマホやタブレットだけで撮影・編集で

きる動画作成方法をレクチャー!
□ ターゲットとゴールを設定してシナリオ作りから
動画作成にチャレンジできる

□ しっかり分析するので、動画の訴求力がさらに高
まる

対面

POINT

YouTube動画作成＆分析実践講座（全3回）
～訴求力ある動画でターゲットを動かす～

 8/3（火）・8/24（火）・
10/1（金）

コロナ禍のマーケティングを支援する新講座!
営業、PR、集客の「困った・・・」を、動画で解決しませんか?

カリキュラム

※都合により講座内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

※ご自身の「スマートフォン」「タブレット」をご持参ください。実際に端末を操作しながらご受講いただきます。

【第1回（8/3）】
「動画マーケティングとは?
目標設定・撮影準備等」

・動画マーケティングとは
・動画事例紹介
・ターゲット設定とシナリオ作り
・撮影テクニックと
　YouTube チャンネル用意

【第2回（8/24）】
「スマホ・タブレットで動画編集
～YouTubeアップ」

・動画編集（基礎～応用）
・YouTubeへのアップ方法
　（簡単な動画SEO含む）
・プチ発表会

【第3回（10/1）】
「YouTube視聴解析と
ホームページ・SNSで動画活用! 」

・YouTube視聴解析法
・データから読み取る仮説と検証
・YouTube広告について
・ホームページやSNSでの動画活用法

研修講座・検定情報

商工会議所の検定試験
詳しくは
こちら!

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）

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。

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

―

―

福祉住環境コーディネーター

BATIC（国際会計検定）
環境社会（eco）検定

2級：7,700円
3級：5,500円

5,500円

5,500円

■現在申込期間中の東商検定IBT（インターネット経由で行う試験）

■話題の検定試験をピックアップ！

回

第46回

第41回

第30回

試験期間

7月14日（水）～8月6日（金）

7月14日（水）～8月6日（金）

7月14日（水）～8月6日（金）

申込期間

6月28日（月）～７月30日（金）

6月28日（月）～7月30日（金）

6月28日（月）～7月30日（金）

団体申込で人材育成に活かす！

団体申込のメリット

・受験料の支払を一括管理できます。
・受験者全員の成績を管理することができます。
▶団体申込には、事前に団体情報登録期間内に企業情報等を登録する必要があります。
　その際には「団体推進コード」が必要です。

東商検定IBTは、受験者人数が3名以上の場合に団体申込が可能です。
受験しやすくなった東商検定で社員の人材育成をお手伝いします。 
※受験申込は各受験者が行う必要があります。

エ　　コ

詳しくはこちらをご覧ください

▲

環境社会検定試験

eco検定
持続可能な社会の実現のために不可欠な環境問題の基礎知識
多様化・複雑化する環境問題を幅広く体系的に学べます。

対　象

●環境や社会に配慮した製品や
　サービスを扱う方
●SDGs（持続可能な開発目標）
　やCSR担当の方

飲食・宿泊業 1.9%
電気・ガス・
水道業 1.6%
公務・団体 1.0%
その他 3.8%

建設業 29.1%

製造業 15.8%

小売業 14.5%

運輸業 2.1%
金融・保険業 2.3%
卸売業 3.4%
情報通信・
ソフトウェア業 3.5%
サービス業 5.5%
不動産業 6.6%
学生 9.0%

2019年度
受験者の
業種
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検定対策講座
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

8/17（火）夜
9/14（火）午前
9/19（日）午前/午後

8/16（月）午前/夜
9/11（土）午前/午後

特典 福岡商工会議所特別割引で、通常受講料の5％OFF!

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。

【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 9/13（月）夜

8・9月生募集

研修講座・検定情報

会議所からのお知らせ 観光事業者支援事業　キックオフセミナー

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

アフターコロナを
ビジネスチャンスに！

昨今の新型コロナウイルス感染拡大
により大きな打撃を受けた観光業界。
今後、徐々に需要が戻ってきても、観
光・サービス産業の形はますます多様
化していくことが予想されます。環境
の変化、価値観の多様化により、今
までの旅行サービスでは考えられな
かった新たな視点での商品造成やビジ
ネス展開のチャンス到来と捉えること
ができます。

この度、そのチャンスをつかむため
に企業がどのように準備をすべきか、
そのヒントとなるセミナーを開催しま
す。

新たなビジネスの可能性を広げる
きっかけとして、この機会にぜひご参
加ください。

日 

程

開
催
形
式
・
会
場

7/20(火)
14:00～16:00

リアルとオンラインのハイブリッド型
【リアル】福岡商工会議所  4階403～405会議室
　　　　（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
【オンライン】Zoom

対面
オン
ライン

■申込方法／詳細は当所ホームページよりご確認ください。
■定員／【リアル】30名、【オンライン】制限なし　　■参加費／無料

『アフターコロナの観光スタイル』
変わること・変わらないこと

第1部（40分）

講師／株式会社BUSINESS SUPPORT WORLD　代表取締役会長　別府 美千代 氏

過去からの脱却!
観光業界において新たなチャンスをつかもう!

15:30～ 相談コーナー実施【要事前予約】

第2部（40分）

同日開催!

講師／株式会社グローカルプロジェクト　代表取締役　河﨑 靖伸 氏

～今だからこそゼロから新たなチャレンジをはじめよう～

参加者
募集!

※セミナー終了後に、講師の方々に対して、観光に関する内容をご相談いただけます。
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会議所からのお知らせ 観光事業者支援事業　キックオフセミナー

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

アフターコロナを
ビジネスチャンスに！

昨今の新型コロナウイルス感染拡大
により大きな打撃を受けた観光業界。
今後、徐々に需要が戻ってきても、観
光・サービス産業の形はますます多様
化していくことが予想されます。環境
の変化、価値観の多様化により、今
までの旅行サービスでは考えられな
かった新たな視点での商品造成やビジ
ネス展開のチャンス到来と捉えること
ができます。

この度、そのチャンスをつかむため
に企業がどのように準備をすべきか、
そのヒントとなるセミナーを開催しま
す。

新たなビジネスの可能性を広げる
きっかけとして、この機会にぜひご参
加ください。

日 

程

開
催
形
式
・
会
場

7/20(火)
14:00～16:00

リアルとオンラインのハイブリッド型
【リアル】福岡商工会議所  4階403～405会議室
　　　　（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
【オンライン】Zoom

対面
オン
ライン

■申込方法／詳細は当所ホームページよりご確認ください。
■定員／【リアル】30名、【オンライン】制限なし　　■参加費／無料

『アフターコロナの観光スタイル』
変わること・変わらないこと

第1部（40分）

講師／株式会社BUSINESS SUPPORT WORLD　代表取締役会長　別府 美千代 氏

過去からの脱却!
観光業界において新たなチャンスをつかもう!

15:30～ 相談コーナー実施【要事前予約】

第2部（40分）

同日開催!

講師／株式会社グローカルプロジェクト　代表取締役　河﨑 靖伸 氏

～今だからこそゼロから新たなチャレンジをはじめよう～

参加者
募集!

※セミナー終了後に、講師の方々に対して、観光に関する内容をご相談いただけます。

会議所からのお知らせ

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

対面 新入会員交流会
令和3年度  第1回

新入会員（平成29年度～令和3年度ご入会）の皆様を対象とした「新入会員交流
会」を対面式で開催いたします。「多くの企業と交流し、情報交換したい」「自社
PRを行いたい」皆様は、この機会にぜひご参加ください!

コロナ対策徹底 対面式交流会 情報交換 自社PR

7月20日（火）14:00～15:30日時

福岡商工会議所301号会議室
（福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目9-28）

会場

平成29年度～令和3年度の会員
（平成29年4月1日以降にご入会いただいた方）

①グループ交流 ※申込時に希望グループを確認し、グループ分けします。
②フリー交流
交流会場に、商品・パンフレット等が設置可能なスペースを準備いたします。
必要に応じてご活用ください。（A4サイズ程度のスペース/参加者全員・無料）

対象

内容

70名（定員に達し次第、締め切ります）定員

当所HPよりお申し込みください。
締切：７月１４日（水）まで

申込

3,000円（税込/1人当たり） ※1社あたり2名様まで参加可能
会議所サービス利用券がご利用できます！

参加費

・本交流会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じ
て、規模縮小、開催方法の変更、中止・延期させていた
だく場合がございますので、予めご了承ください。

・当日は、感染防止のため、当所からお願いする感染防止
対策をすべて厳守の上、参加をお願いいたします。

締切
7/14（水

）

まで
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●景況感の悪化やインバウンド停滞などによる需要の急変による資金繰り
の悪化などに対し、国などの施策を活用した経営支援の強化。

●MICE誘致や多様なインバウンド拡大への取り組みと「おもてなし」向上。
●企業による「事業継続力強化計画」策定に向けた啓発、策定支援。
●クラウド会計の導入などICT、IoT活用による生産性向上を支援。
●行政、関係団体と連携し、事業承継計画の策定を支援。
●全所的な入会促進活動・退会防止の取り組みを強化する。

令和2年度に入り、新型コロナウイルス感染症への対応が急務
となったことから、下記の対応方針を立て、当所の実施計画
の修正や新たな支援事業を立ち上げるなどの活動を展開

【令和2年度事業計画のポイント】（令和2年3月事業計画策定時）

▶規模・業種を問わず広範に影響が及び、急速に変化
する状況に迅速に対応した資金繰り等の事業者支援、
地域経済再起に向けた取り組みの展開
▶「コロナと共存する新たな行動様式への変容」を前提
に、国などの施策やIT活用等による新たなビジネスモ
デル構築、働き方改革、生産性向上への取り組み支援

【新型コロナウイルス感染症への対応方針】

【理念】商工業の改善・発達と福岡の発展

アジアの拠点都市
として活力溢れる
福岡の構築

地域を支え、
成長し続ける
商工業者の支援

信頼され、
進化し続ける
福岡商工会議所の
実現

会議所の
強　　み

関　係
支援先

Ⅰ 事業サービス改革
Ⅱ 事業マネジメント改革
Ⅲ 人材マネジメント改革

部　会 委員会

【中期方針のビジョン（目指す姿）】

～質的向上によるサービス充実～

■中期方針（2018年度～2020年度）

～商工会議所の役割を十分に発揮し、
　あらゆる事業を通じて事業者、地域を
　支援していく～

●3ヵ年中期方針に基づき、2年目までは9つの重点項目を含む
主要17事業で概ね単年度の目標を達成し、成果を積み重ね
てきたが、最終年である令和2年度は、コロナ禍の影響を受
けた事業者支援を最優先とし、新型コロナ感染の拡大状況や
国・県・市の支援施策を踏まえ、特に第1四半期は人員を経
営相談窓口に集中させて事業者からの相談対応に注力した。
また、状況に応じて適宜、事業計画の見直しを図り、事業者
に最も必要な事業に全力で取り組んだ。
●「活力溢れる福岡の構築」について、コロナ禍により取り組み
の前提が変わったことで、実施方法を適宜見直し、オンライ
ンを活用した事業や新事業の立ち上げなど、状況に応じた事
業者支援に努めた。

●「成長し続ける商工業者の支援」について、年間を通しコロナ
禍の影響を受けた事業者に対し事業継続・維持のための支援
に注力した結果、相談対応件数は年間で32,888件と過去最
多件数に上った。

●「信頼され、進化し続ける商工会議所の実現」について、コロ
ナ禍にあって事業者の身近な相談・支援機関としての認知度
が高まり、年度末会員数、純増数は過去3年間で最も高い結
果となった。会員数は当所への信頼度を表す重要な指標と位
置付けており、これまでの事業・サービスの成果の表れと捉
えている。また、当所においてはコロナ禍による環境変化に
対応し、オンライン会議システムやテレワークを導入するなど
デジタル対応の推進にも注力した。

新型コロナ対策事業者向け共同相談窓口開設 新型コロナウイルス対策特設サイトの開設（令和2年9月末で終了）

【主な取り組み】
●「MICE、観光、イ
ンバウンド支援」に
ついては、新型コ
ロナ感染拡大の影
響により「博多どん
たく」「博多をどり」
を中止するなど事
業計画に沿った活
動が制限された。
なお、「博多をどり」代替事業として「博多伝統芸能DAY」を開
催した。

●「地域商店街活性化支援」については、商店街が発行するプレ
ミアム付き地域商品券事業においてコロナ禍により県・市の支
援が拡充され、例年を上回る発行団体数（延べ63団体）とな
り、当所は発行支援に取り組んだ。

●「食産業振興支援」については、「Food EXPO Kyushu 
2020」において大規模展示会や対面商談会等をオンライン展
示会・商談会に切り替えるなど開催形態を変更し実施。「博多

うまかもん市」事業
は、百貨店との連
携によるカタログ
ギフト掲載やオン
ラインストア出店、
オンライン商談会
などを新たに企画
し、一定の実績を
あげることができ
た。

　また、コロナ禍で打撃を受けた飲食店に対し、感染防止対策
と店内飲食拡大を目的に「GOOD UP FUKUOKA」事業を立
ち上げ、市内779店舗（3月末時点）の参加・登録のもと売上
回復支援に取り組んだ。

●「政策提言・要望活動」については、国・県・市に対してコロ
ナ対策を重点に掲げた要望を適宜実施し、コロナ禍で打撃を
受けている中小企業・小規模事業者に対する支援策の拡充を
強く求めた。

Ⅰ アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築

令和2年度の総括

Ⅱ 地域を支え、成長し続ける商工業者の支援

Ⅲ 信頼され、進化し続ける福岡商工会議所の実現

【主な取り組み】
●「伴走型支援」については、コロナ禍の影響を受けた事業者へ
の支援を最優先課題に掲げ、窓口での対応を集中的に実施し
た。資金繰りや補助金・助成金に関する相談は、年間
32,888件と過去最多となった。

●「人材確保の包括的
支援」については、
コロナ禍でも人材
確保支援、特に新
卒採用支援への
ニーズが高いこと
から、感染防止対
策を徹底した対面
式説明会やオンラ
イン説明会等を開催し、中小企業に対し学生（求職者）との接
触機会の提供に取り組んだ。

●「人材育成支援」については、コロナ禍で企業の集合型研修へ
の社員送り込みが減ったことや、感染防止のために講座定員

を減らしたことなどから受講者数は目標達成に至らなかった。
一方でeラーニング研修のニーズが高まり、周知・PRを強化
した。

●「創業支援」については、起業塾を年間3回開催。コロナ禍に
よる先行き不透明感等により参加者は目標に至らなかった。

●「事業承継支援」については、事業者から事業譲渡や親族承
継等の相談案件が増加。承継計画策定支援件数（44件）、事
業引継ぎ支援センターによるマッチング支援件数（41.5件）
と、ともに目標を上回った。

●「IT・ICTの活用による生産性向上支援」については、コロナ
禍によりECサイト構築やSNSによる情報発信、テレワーク導
入のニーズが高まり、小規模事業者持続化補助金等を活用し
たITツールの導入支援に注力した。導入社数は164社に上っ
た。

●「イノベーション支援」については、意識醸成セミナー及び地域
事業者への実態調査を通じ、支援ニーズの掘り起こし、マッチ
ング支援に取り組んだ。

【主な取り組み】

【その他】

●新規入会促進・退
会防止による「会員
増強活動」について
は、コロナ禍で訪
問活動ができない
中、電話による会
員事業者への業況
ヒアリングや支援
施策の情報提供、
コロナ禍に対応した支援事業を通じて、当所の利用ニーズが
高まり、新規会員数（1,107件）、年度末会員数（16,395件）
ともに目標を上回った。年度末会員数、純増数は過去3年間
で最も高い結果となった。

●「交流会事業」については、対面での集合型交流会が難しい

中、初めてオンライン交流会を実施した。一方、会員事業所
からの対面での交流会ニーズが高いことから、感染防止策を
講じた上で対面式で少人数での交流会も再開し、年間10回開
催した。

●「職員の資質向上」については、資格・検定等の取得・合格に
向け各人の計画的取り組みを推進した。

●在宅勤務・時差出勤等の勤務体制やオンライン会議システム
の導入など、新型コロナが感染拡大する中でも業務を継続で
きるよう環境を整備した。

●財政基盤の強化については、経常ベースで収支余剰の計上を
継続できた。

新入会員交流会

学内会社合同説明会

博多伝統芸能DAY 「Food EXPO Kyushu 2020」対面商談会

福岡商工会議所  令和2年度  事業報告（総括）
当所の令和2年度事業につきまして、その総括をご報告いたします。

令和2年度  事業報告書の詳細はホームページに公開しています。
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●景況感の悪化やインバウンド停滞などによる需要の急変による資金繰り
の悪化などに対し、国などの施策を活用した経営支援の強化。
●MICE誘致や多様なインバウンド拡大への取り組みと「おもてなし」向上。
●企業による「事業継続力強化計画」策定に向けた啓発、策定支援。
●クラウド会計の導入などICT、IoT活用による生産性向上を支援。
●行政、関係団体と連携し、事業承継計画の策定を支援。
●全所的な入会促進活動・退会防止の取り組みを強化する。

令和2年度に入り、新型コロナウイルス感染症への対応が急務
となったことから、下記の対応方針を立て、当所の実施計画
の修正や新たな支援事業を立ち上げるなどの活動を展開

【令和2年度事業計画のポイント】（令和2年3月事業計画策定時）

▶規模・業種を問わず広範に影響が及び、急速に変化
する状況に迅速に対応した資金繰り等の事業者支援、
地域経済再起に向けた取り組みの展開
▶「コロナと共存する新たな行動様式への変容」を前提
に、国などの施策やIT活用等による新たなビジネスモ
デル構築、働き方改革、生産性向上への取り組み支援

【新型コロナウイルス感染症への対応方針】

【理念】商工業の改善・発達と福岡の発展

アジアの拠点都市
として活力溢れる
福岡の構築

地域を支え、
成長し続ける
商工業者の支援

信頼され、
進化し続ける
福岡商工会議所の
実現

会議所の
強　　み

関　係
支援先

Ⅰ 事業サービス改革
Ⅱ 事業マネジメント改革
Ⅲ 人材マネジメント改革

部　会 委員会

【中期方針のビジョン（目指す姿）】

～質的向上によるサービス充実～

■中期方針（2018年度～2020年度）

～商工会議所の役割を十分に発揮し、
　あらゆる事業を通じて事業者、地域を
　支援していく～

●3ヵ年中期方針に基づき、2年目までは9つの重点項目を含む
主要17事業で概ね単年度の目標を達成し、成果を積み重ね
てきたが、最終年である令和2年度は、コロナ禍の影響を受
けた事業者支援を最優先とし、新型コロナ感染の拡大状況や
国・県・市の支援施策を踏まえ、特に第1四半期は人員を経
営相談窓口に集中させて事業者からの相談対応に注力した。
また、状況に応じて適宜、事業計画の見直しを図り、事業者
に最も必要な事業に全力で取り組んだ。

●「活力溢れる福岡の構築」について、コロナ禍により取り組み
の前提が変わったことで、実施方法を適宜見直し、オンライ
ンを活用した事業や新事業の立ち上げなど、状況に応じた事
業者支援に努めた。

●「成長し続ける商工業者の支援」について、年間を通しコロナ
禍の影響を受けた事業者に対し事業継続・維持のための支援
に注力した結果、相談対応件数は年間で32,888件と過去最
多件数に上った。

●「信頼され、進化し続ける商工会議所の実現」について、コロ
ナ禍にあって事業者の身近な相談・支援機関としての認知度
が高まり、年度末会員数、純増数は過去3年間で最も高い結
果となった。会員数は当所への信頼度を表す重要な指標と位
置付けており、これまでの事業・サービスの成果の表れと捉
えている。また、当所においてはコロナ禍による環境変化に
対応し、オンライン会議システムやテレワークを導入するなど
デジタル対応の推進にも注力した。

新型コロナ対策事業者向け共同相談窓口開設 新型コロナウイルス対策特設サイトの開設（令和2年9月末で終了）

【主な取り組み】
●「MICE、観光、イ
ンバウンド支援」に
ついては、新型コ
ロナ感染拡大の影
響により「博多どん
たく」「博多をどり」
を中止するなど事
業計画に沿った活
動が制限された。
なお、「博多をどり」代替事業として「博多伝統芸能DAY」を開
催した。
●「地域商店街活性化支援」については、商店街が発行するプレ
ミアム付き地域商品券事業においてコロナ禍により県・市の支
援が拡充され、例年を上回る発行団体数（延べ63団体）とな
り、当所は発行支援に取り組んだ。
●「食産業振興支援」については、「Food EXPO Kyushu 
2020」において大規模展示会や対面商談会等をオンライン展
示会・商談会に切り替えるなど開催形態を変更し実施。「博多

うまかもん市」事業
は、百貨店との連
携によるカタログ
ギフト掲載やオン
ラインストア出店、
オンライン商談会
などを新たに企画
し、一定の実績を
あげることができ
た。

　また、コロナ禍で打撃を受けた飲食店に対し、感染防止対策
と店内飲食拡大を目的に「GOOD UP FUKUOKA」事業を立
ち上げ、市内779店舗（3月末時点）の参加・登録のもと売上
回復支援に取り組んだ。

●「政策提言・要望活動」については、国・県・市に対してコロ
ナ対策を重点に掲げた要望を適宜実施し、コロナ禍で打撃を
受けている中小企業・小規模事業者に対する支援策の拡充を
強く求めた。

Ⅰ アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築

令和2年度の総括

Ⅱ 地域を支え、成長し続ける商工業者の支援

Ⅲ 信頼され、進化し続ける福岡商工会議所の実現

【主な取り組み】
●「伴走型支援」については、コロナ禍の影響を受けた事業者へ
の支援を最優先課題に掲げ、窓口での対応を集中的に実施し
た。資金繰りや補助金・助成金に関する相談は、年間
32,888件と過去最多となった。
●「人材確保の包括的
支援」については、
コロナ禍でも人材
確保支援、特に新
卒採用支援への
ニーズが高いこと
から、感染防止対
策を徹底した対面
式説明会やオンラ
イン説明会等を開催し、中小企業に対し学生（求職者）との接
触機会の提供に取り組んだ。
●「人材育成支援」については、コロナ禍で企業の集合型研修へ
の社員送り込みが減ったことや、感染防止のために講座定員

を減らしたことなどから受講者数は目標達成に至らなかった。
一方でeラーニング研修のニーズが高まり、周知・PRを強化
した。

●「創業支援」については、起業塾を年間3回開催。コロナ禍に
よる先行き不透明感等により参加者は目標に至らなかった。

●「事業承継支援」については、事業者から事業譲渡や親族承
継等の相談案件が増加。承継計画策定支援件数（44件）、事
業引継ぎ支援センターによるマッチング支援件数（41.5件）
と、ともに目標を上回った。

●「IT・ICTの活用による生産性向上支援」については、コロナ
禍によりECサイト構築やSNSによる情報発信、テレワーク導
入のニーズが高まり、小規模事業者持続化補助金等を活用し
たITツールの導入支援に注力した。導入社数は164社に上っ
た。

●「イノベーション支援」については、意識醸成セミナー及び地域
事業者への実態調査を通じ、支援ニーズの掘り起こし、マッチ
ング支援に取り組んだ。

【主な取り組み】

【その他】

●新規入会促進・退
会防止による「会員
増強活動」について
は、コロナ禍で訪
問活動ができない
中、電話による会
員事業者への業況
ヒアリングや支援
施策の情報提供、
コロナ禍に対応した支援事業を通じて、当所の利用ニーズが
高まり、新規会員数（1,107件）、年度末会員数（16,395件）
ともに目標を上回った。年度末会員数、純増数は過去3年間
で最も高い結果となった。
●「交流会事業」については、対面での集合型交流会が難しい

中、初めてオンライン交流会を実施した。一方、会員事業所
からの対面での交流会ニーズが高いことから、感染防止策を
講じた上で対面式で少人数での交流会も再開し、年間10回開
催した。

●「職員の資質向上」については、資格・検定等の取得・合格に
向け各人の計画的取り組みを推進した。

●在宅勤務・時差出勤等の勤務体制やオンライン会議システム
の導入など、新型コロナが感染拡大する中でも業務を継続で
きるよう環境を整備した。

●財政基盤の強化については、経常ベースで収支余剰の計上を
継続できた。

新入会員交流会

学内会社合同説明会

博多伝統芸能DAY 「Food EXPO Kyushu 2020」対面商談会

福岡商工会議所  令和2年度  事業報告（総括）
当所の令和2年度事業につきまして、その総括をご報告いたします。

令和2年度  事業報告書の詳細はホームページに公開しています。
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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

ゴルフは足腰がベーシックのスポーツ!
足裏の親指・小指・かかとの三角点がポイント!

白濱はだし研究所

100を切る!  90を切る!  80を切る!  
ハナオ・グリップがサポート!

▼

ハナオ・グリップ

地面をしっかりつかむ）足腰の安定に重
要な三角支点（親指・小指・かかと）の
機能をサポートします。あなたのスコア
が変わります。スコアメイクでお困りの
方は、ぜひ一度お試しください！

ゴルフ場はアップダウンが激しいです。
足腰の姿勢が安定しなければ、スイング
&パッティングは安定しません。
「ハナオ・グリップ」の3つの特徴で

（①足にフィットする②重心が安定する③

白濱はだし研究所
福岡市博多区東雲町1-4-10-101
TEL：092-589-6666
http://member.fukunet.or.jp/HADASHINOMORI/
E-mail：hadasi@jcom.zaq.ne.jp
営業内容
ハナオ・グリップ製造・販売

「Night-1」グランプリは、コロナ禍に頑張っている
福岡の夜のお店を応援します

㈱マルクスインターナショナル　福岡支社

日本初“夜のオンラインイベント”が
ココから始まる!!

▼

オンライン接客イメージ

度分無料。
☆コロナ感染対策で閉店休業中でも

オンラインなら接客を続ける事ができま
す! ☆福岡のお店から日本全国のお客様
と繋がることができます!

Withコロナ＆Afterコロナを生き抜く
ために、新たな接客スタイルにチャレン
ジしてみませんか? 現在出店エントリー
募集中です!! 今なら先着申込40店舗限
定でシステム利用料（5,000円/月）今年

㈱マルクスインターナショナル
福岡支社
福岡市中央区大名1丁目10-6
TEL：092-737-5883
FAX：092-737-5884
https://n1-gp.com
E-mail：conecone@n1-gp.com
営業内容
オンライン接客のプラットフォームを構築
し、WEB上にてイベントを主催。出店者
と利用者のマッチングや決済代行業務を
行います。

うまかもん食べてみらん? 農家直送の新鮮な感動を食卓に!
～「マレブル」で検索～

CODINO PJ FUK

オンライン直売所「マレブル」
 “ふくおか”を食べて応援!

▼

幸福野菜見つけた♪
“マレにゃん”

シェなど、福岡の農業・食の魅力の発信
に取り組んでいます。ぜひマレブルにご
登録いただき、買って、食べて、福岡の
食材の魅力を知ってくださいね! イエス
か農家!!

スマホで簡単登録! 「マレブル」は農家
直送の地産地消食材で食卓に感動をお
届けします。
事業者さまの食材仕入にもご利用いた

だいています。登録店舗とのコラボマル

CODINO PJ FUK
福岡市博多区空港前3丁目25-44-203
TEL：090-9791-0648
https://mareblu.jp/
E-mail：info@mareblu.jp
営業内容
農業経営者の経営管理支援、マレブル運
営、コラボマルシェの企画運営

気軽に検査、大きな安心! その場でたったの15分
各企業やご自宅で簡単に測定できます

㈱アビオス

経営者の皆様へ! 検査薬問屋の老舗が
職場の安全と安心をサポート!

▼

唾液による簡易抗原検査キット
詳細は福商ビジネス情報便（同
封チラシ）をご参照ください

する簡易抗原キットは研究用が目的で病
気の診断をするものではありませんが、
陽性と結果が出た方は医療機関や地域
の保健所に速やかに報告し指示を仰い
でください。

新型コロナウイルス対策において最も
大切なことは早期発見と初動の速さで
す。福岡市も抗原キットによる無料のス
クリーニング検査を医療施設や高齢者
施設で始めました。㈱アビオスのお届け

㈱アビオス
福岡市東区多の津1-2-1
TEL：092-622-3011
FAX：092-622-3016
http://www.abioz.co.jp/
E-mail：info@abioz.co.jp
営業内容
官公庁、病院、大学等に検査薬、試薬
の卸販売
農業資材の販売、無農薬野菜施肥指導、
青果流通業、環境改善商品の販売

一人でも行きやすい、BAR初心者でも気軽に入れる
そんなお店です。昼飲みもできますよ!

そそぐ

普段使いができるノーチャージのBAR
＠薬院大通駅から5分

▼

木を基調にした店内に、
11席のカウンター

客様も増えてきました。洋酒だけでな
く、焼酎や日本酒もご用意しています。
ノーチャージなので、「仕事帰りに1杯だ
け」も大歓迎。「そそぐ」でリラックスした
時間をお過ごしください。

世界中のお酒をお客様のグラスにお届
けしたい。その想いから「そそぐ」という
店名にしました。シックな雰囲気であり
ながらも、気取らずに、普段使いができ
るBARを目指しており、女性お一人のお

そそぐ
福岡市中央区薬院2-10-2  王丸ビル1F
TEL：092-406-5508
www.sosogu.jp
営業内容
洋酒・日本酒・フードが楽しめるBAR。
男女2名で営業しています。
14:00～23:30火曜定休
※詳細はHP等で

身近で奥深い発酵食を知り、より豊かで健やかな毎日を!

（一社）発酵食健康推進協会

発酵食専門の料理教室
『miso＊miso』

▼

からだが変わる
笑顔に変わる♪

も学べるレッスンです。
インストラクター資格取得コースも春と

秋に開講しています。また、はと麦麹を
使った塩分5％の薬膳味噌の販売も行っ
ています。

miso＊miso では味噌をはじめとした
発酵食づくり体験や料理教室を通して、
楽しい食卓と健康作りを推進しています。
「本物だけど手軽に」をモットーに発酵
食がもたらす健康効果や効能などの知識

（一社）発酵食健康推進協会
福岡市南区向野1-3-14-A1
TEL：090-3466-8890
FAX：092-408-2725
https://hakkoshoku.com
E-mail：info@hakkoshoku.com
営業内容
お味噌づくり体験・発酵食ベーシック講
座
インストラクター資格養成講座
薬膳味噌の販売（オンラインストア天地・
礼心　養生生活）
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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

ゴルフは足腰がベーシックのスポーツ!
足裏の親指・小指・かかとの三角点がポイント!

白濱はだし研究所

100を切る!  90を切る!  80を切る!  
ハナオ・グリップがサポート!

▼

ハナオ・グリップ

地面をしっかりつかむ）足腰の安定に重
要な三角支点（親指・小指・かかと）の
機能をサポートします。あなたのスコア
が変わります。スコアメイクでお困りの
方は、ぜひ一度お試しください！

ゴルフ場はアップダウンが激しいです。
足腰の姿勢が安定しなければ、スイング
&パッティングは安定しません。
「ハナオ・グリップ」の3つの特徴で

（①足にフィットする②重心が安定する③

白濱はだし研究所
福岡市博多区東雲町1-4-10-101
TEL：092-589-6666
http://member.fukunet.or.jp/HADASHINOMORI/
E-mail：hadasi@jcom.zaq.ne.jp
営業内容
ハナオ・グリップ製造・販売

「Night-1」グランプリは、コロナ禍に頑張っている
福岡の夜のお店を応援します

㈱マルクスインターナショナル　福岡支社

日本初“夜のオンラインイベント”が
ココから始まる!!

▼

オンライン接客イメージ

度分無料。
☆コロナ感染対策で閉店休業中でも

オンラインなら接客を続ける事ができま
す! ☆福岡のお店から日本全国のお客様
と繋がることができます!

Withコロナ＆Afterコロナを生き抜く
ために、新たな接客スタイルにチャレン
ジしてみませんか? 現在出店エントリー
募集中です!! 今なら先着申込40店舗限
定でシステム利用料（5,000円/月）今年

㈱マルクスインターナショナル
福岡支社
福岡市中央区大名1丁目10-6
TEL：092-737-5883
FAX：092-737-5884
https://n1-gp.com
E-mail：conecone@n1-gp.com
営業内容
オンライン接客のプラットフォームを構築
し、WEB上にてイベントを主催。出店者
と利用者のマッチングや決済代行業務を
行います。

うまかもん食べてみらん? 農家直送の新鮮な感動を食卓に!
～「マレブル」で検索～

CODINO PJ FUK

オンライン直売所「マレブル」
 “ふくおか”を食べて応援!

▼

幸福野菜見つけた♪
“マレにゃん”

シェなど、福岡の農業・食の魅力の発信
に取り組んでいます。ぜひマレブルにご
登録いただき、買って、食べて、福岡の
食材の魅力を知ってくださいね! イエス
か農家!!

スマホで簡単登録! 「マレブル」は農家
直送の地産地消食材で食卓に感動をお
届けします。
事業者さまの食材仕入にもご利用いた

だいています。登録店舗とのコラボマル

CODINO PJ FUK
福岡市博多区空港前3丁目25-44-203
TEL：090-9791-0648
https://mareblu.jp/
E-mail：info@mareblu.jp
営業内容
農業経営者の経営管理支援、マレブル運
営、コラボマルシェの企画運営

気軽に検査、大きな安心! その場でたったの15分
各企業やご自宅で簡単に測定できます

㈱アビオス

経営者の皆様へ! 検査薬問屋の老舗が
職場の安全と安心をサポート!

▼

唾液による簡易抗原検査キット
詳細は福商ビジネス情報便（同
封チラシ）をご参照ください

する簡易抗原キットは研究用が目的で病
気の診断をするものではありませんが、
陽性と結果が出た方は医療機関や地域
の保健所に速やかに報告し指示を仰い
でください。

新型コロナウイルス対策において最も
大切なことは早期発見と初動の速さで
す。福岡市も抗原キットによる無料のス
クリーニング検査を医療施設や高齢者
施設で始めました。㈱アビオスのお届け

㈱アビオス
福岡市東区多の津1-2-1
TEL：092-622-3011
FAX：092-622-3016
http://www.abioz.co.jp/
E-mail：info@abioz.co.jp
営業内容
官公庁、病院、大学等に検査薬、試薬
の卸販売
農業資材の販売、無農薬野菜施肥指導、
青果流通業、環境改善商品の販売

一人でも行きやすい、BAR初心者でも気軽に入れる
そんなお店です。昼飲みもできますよ!

そそぐ

普段使いができるノーチャージのBAR
＠薬院大通駅から5分

▼

木を基調にした店内に、
11席のカウンター

客様も増えてきました。洋酒だけでな
く、焼酎や日本酒もご用意しています。
ノーチャージなので、「仕事帰りに1杯だ
け」も大歓迎。「そそぐ」でリラックスした
時間をお過ごしください。

世界中のお酒をお客様のグラスにお届
けしたい。その想いから「そそぐ」という
店名にしました。シックな雰囲気であり
ながらも、気取らずに、普段使いができ
るBARを目指しており、女性お一人のお

そそぐ
福岡市中央区薬院2-10-2  王丸ビル1F
TEL：092-406-5508
www.sosogu.jp
営業内容
洋酒・日本酒・フードが楽しめるBAR。
男女2名で営業しています。
14:00～23:30火曜定休
※詳細はHP等で

身近で奥深い発酵食を知り、より豊かで健やかな毎日を!

（一社）発酵食健康推進協会

発酵食専門の料理教室
『miso＊miso』

▼

からだが変わる
笑顔に変わる♪

も学べるレッスンです。
インストラクター資格取得コースも春と

秋に開講しています。また、はと麦麹を
使った塩分5％の薬膳味噌の販売も行っ
ています。

miso＊miso では味噌をはじめとした
発酵食づくり体験や料理教室を通して、
楽しい食卓と健康作りを推進しています。
「本物だけど手軽に」をモットーに発酵
食がもたらす健康効果や効能などの知識

（一社）発酵食健康推進協会
福岡市南区向野1-3-14-A1
TEL：090-3466-8890
FAX：092-408-2725
https://hakkoshoku.com
E-mail：info@hakkoshoku.com
営業内容
お味噌づくり体験・発酵食ベーシック講
座
インストラクター資格養成講座
薬膳味噌の販売（オンラインストア天地・
礼心　養生生活）
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本件に関するお問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

当所が開催する「福商実務研修講座」で実
績のある講師を、企業の研修ニーズに合わ
せて派遣する会員限定のサービスです。
階層別研修から、職種別研修、ビジネス

マナー研修等、企業ごとにその「瞬間」の課
題を解決する研修企画・実施が可能です。
※費用は、研修時間や受講者数によって異なります。お問い合わせ内容に応じてご説明いたします。
　金額の目安は当所ホームページをご覧ください。

●『福商出前講座』を利用されたきっかけはなんですか？
　当初、4月に開催されている福商実務研修講座の「新入社員向け基礎研修」を
申し込んでいたのですが、他研修との兼ね合いで日程の都合がつかなくなりまし
た。全体の研修スケジュールに穴が開くことを覚悟していましたが、会議所の担
当者から日程調整ができる出前講座のお話をいただき利用しました。

●実際に『福商出前講座』を利用していかがでしたか？
　当社の研修スケジュールに合わせて、日程調整ができたこと、講師と一緒に
研修の中身を共創できる点がよかったです。1日半の研修に、当社で大切にして
いる「企業理念」や「6W2H」のコミュニケーションなど、重点的に伝えたいポイ
ントを盛り込むことができました。研修当日も、新入社員同士がいい雰囲気の中
で、ディスカッションできていました。

課題：営業部門（中途採用）のお客様対応に磨きをかけたい
➡ 講座：企業イメージを高めるコミュニケーションスキル向上講座（受講者25人、1日講座）

課題：社員の財務会計リテラシーを向上させたい
➡ 講座：原価計算・決算書の読み方講座（受講者10～20人、2時間×5日間講座）

今回は 福商出前講座 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

その他の出前講座の活用事例

（株）菱熱
福岡市博多区博多駅南1-8-13
博多駅南Rビル
TEL 092-411-5741
HP：http://www.ryonetsu.co.jp/

コロナ禍における人材育成ニーズは多様化しています。「福商出前講座」は、ご希望の日程・テー
マでの社員研修が可能なので、社員レベルの底上げからモチベーション向上まで、貴社のお悩みを
ダイレクトに解決することができます。当所の“研修講座”で実績のある講師と一緒に、皆様の人材
育成に関する課題解決に向けてお手伝いいたします。社員研修を通して組織力を上げたい経営者・
人材育成ご担当の皆様、ぜひお気軽にご相談ください。

会議所活用法

A社の場合

B社の場合

研修
参加者
の声

・実践して学ぶ場面が多く、しっかりと記憶に残った
・上司とのコミュニケーションの取り方の勉強になった

研修を受講する㈱菱熱の新入社員

ピースアイランド（同）
☎092-407-1110
福岡市早良区百道2-4-41-416
https://www.peaceisland.art
㉁不定休

「どうすればより多くの人に博多の魅力を発信できるのか」と考えていたとき、“ういろう”の歴史
を知り「博多ういろう」を企画しました。ういろう伝来の歴史を伝えるため「妙楽寺」の住職 渡辺
さん、お茶文化がある博多に欠かせない老舗「光安青霞園茶舗」の光安さん、和菓子の枠にとら
われない新しい“ういろう”作りを引き受けていただいた「筑前堀」の女将 吉田さんと一緒に8カ月
間にわたる試行錯誤の末にこだわりの逸品を作りあげました。老若男女・国籍を問わずに、より
多くの方々に食べていただきたいです!
そして、「博多ういろう」を通して、博多の歴史や魅力をより多くの人に知っていただけたらと

思っています。新型コロナの影響が落ち着いたら、福岡に来る方々はもちろん、福岡からのお手
土産でも「博多ういろう」を広げていきたいと思っています。

代表　
伊藤博文さん

“ういろう”といえば皆さん、名古屋・山口などを思い浮か
べる方が多いと思いますが、実は博多が伝来の地だといわれ
ている※ことをご存じですか？
1368年頃、中国の「礼部員外郎」という医薬に関する官職

が妙楽寺に亡命し、自身のことを「陳（ちん）外郎（ういろう）」と
名乗ったそうです。その陳外郎の家に代々伝わるお菓子が、
現在の“ようかん”のようなもので「ういろう」と呼ばれ、博多
から各地に広がったといわれています　 今回は、“ういろうを
博多の新しい銘菓にしたい”という思いから「博多ういろう」を
作った皆さんにお話をうかがいました!
「博多ういろう」の開発を企画したのは、福岡の魅力発信イ
ベントを企画されているピースアイランドの伊藤さんです　 伊
藤さんが企画された “まち歩きイベント”で、博多区の妙楽寺
が“ういろう伝来の地”と知ったことがきっかけで、博多を代
表する商品を作ろうと思われたんだとか
今回は、白あん・ほうじ茶・抹茶の3つの味をいただきま

した…　 想像よりもつるんともっちりしていて、ほんのり甘さ
が口に広がります　 原料にわらび粉を使っていて、もっちり
としたタピオカのようでとっても食べやすく、あっという間に
完食
「博多ういろう」を通して、改めて博多の歴史の奥深さを感
じました。「光安青霞園茶舗」、「博多町家ふるさと館」等で購
入できます。新しい博多の銘菓を、ぜひご賞味ください
※諸説あり

冷凍保存なので、

夏は冷菓にもなります
♪ 

（1箱6個入り／2,4
80円・税込）

博多の奥深い歴史と魅力
を発信「博多ういろう」

「博多ういろう」を作った皆さん＠妙楽寺
（左から光安さん、吉田さん、伊藤さん、渡辺さん）

＠妙楽寺

光安青霞園茶舗の店頭でも
購入できます★

（博多区中呉服町8-1）

ホームページ Facebook Instagram

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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ピースアイランド（同）
☎092-407-1110
福岡市早良区百道2-4-41-416
https://www.peaceisland.art
㉁不定休

「どうすればより多くの人に博多の魅力を発信できるのか」と考えていたとき、“ういろう”の歴史
を知り「博多ういろう」を企画しました。ういろう伝来の歴史を伝えるため「妙楽寺」の住職 渡辺
さん、お茶文化がある博多に欠かせない老舗「光安青霞園茶舗」の光安さん、和菓子の枠にとら
われない新しい“ういろう”作りを引き受けていただいた「筑前堀」の女将 吉田さんと一緒に8カ月
間にわたる試行錯誤の末にこだわりの逸品を作りあげました。老若男女・国籍を問わずに、より
多くの方々に食べていただきたいです!
そして、「博多ういろう」を通して、博多の歴史や魅力をより多くの人に知っていただけたらと

思っています。新型コロナの影響が落ち着いたら、福岡に来る方々はもちろん、福岡からのお手
土産でも「博多ういろう」を広げていきたいと思っています。

代表　
伊藤博文さん

“ういろう”といえば皆さん、名古屋・山口などを思い浮か
べる方が多いと思いますが、実は博多が伝来の地だといわれ
ている※ことをご存じですか？
1368年頃、中国の「礼部員外郎」という医薬に関する官職

が妙楽寺に亡命し、自身のことを「陳（ちん）外郎（ういろう）」と
名乗ったそうです。その陳外郎の家に代々伝わるお菓子が、
現在の“ようかん”のようなもので「ういろう」と呼ばれ、博多
から各地に広がったといわれています　 今回は、“ういろうを
博多の新しい銘菓にしたい”という思いから「博多ういろう」を
作った皆さんにお話をうかがいました!
「博多ういろう」の開発を企画したのは、福岡の魅力発信イ
ベントを企画されているピースアイランドの伊藤さんです　 伊
藤さんが企画された “まち歩きイベント”で、博多区の妙楽寺
が“ういろう伝来の地”と知ったことがきっかけで、博多を代
表する商品を作ろうと思われたんだとか
今回は、白あん・ほうじ茶・抹茶の3つの味をいただきま

した…　 想像よりもつるんともっちりしていて、ほんのり甘さ
が口に広がります　 原料にわらび粉を使っていて、もっちり
としたタピオカのようでとっても食べやすく、あっという間に
完食
「博多ういろう」を通して、改めて博多の歴史の奥深さを感
じました。「光安青霞園茶舗」、「博多町家ふるさと館」等で購
入できます。新しい博多の銘菓を、ぜひご賞味ください
※諸説あり

冷凍保存なので、

夏は冷菓にもなります
♪ 

（1箱6個入り／2,4
80円・税込）

博多の奥深い歴史と魅力
を発信「博多ういろう」

「博多ういろう」を作った皆さん＠妙楽寺
（左から光安さん、吉田さん、伊藤さん、渡辺さん）

＠妙楽寺

光安青霞園茶舗の店頭でも
購入できます★

（博多区中呉服町8-1）

ホームページ Facebook Instagram

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）

823,834 

1,567,141 

101.8 

101.7 

301,043 

7,843 

10,015 

174,686 

483 

45,142 

1,403 

27,341,643 

17,646,926 

611 

8,271 

6 

62 

14 

812 

2021年5月〈令和3年5月〉

▲  0.9

▲  2.2

▲  0.6

▲  0.1

12.4

33.8

90.6

0.0

22.6

43.0

21.2

6.6

5.5

▲89.4

▲92.1

200.0

244.4

7.7

▲43.3

1.03 

98,544 

99,719 

209 

5,268,885 

3,147,330 

2,935,828 

639,691 

3,235,693 

675,251 

1,646 

6,150 

5,487 

2,085 

53,566 

1,089 

10,000 

349 

797,340 

▲18.9

▲  0.6

20.3

10.6

48.8

61.3

51.0

63.7

53.5

274.1

374.4

36.2

42.2

▲10.0

▲  9.4

▲25.6

488.2

▲96.9

2.6

＊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。

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

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!! オンライン対応可（有料・一部無料会場あり）

福岡商工会議所 貸会議室
福岡商工会議所ビルでは、会社説明会・採用面接・総会・セミナー等で利用でき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用意してますので、オンライン会議・面接などご利用ください。
※305・306会議室は無料Wifi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

ワンランク上の総会・会議で
使用する会場をお探しの方…
501会議室
二重半円型50～60名（平日9:00～17:00）

会員料金70,730円
一般料金：127,270円（税込）

税込

会社説明会・社内研修用の
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

会議所からのお知らせ

福岡商工
会議所

会員様
約45%O

FF

会社説明会・社内研修の会場をお探しの担当者様必見!!

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　E-mail：fkkanri＠fukunet.or.jp
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28　福岡商工会議所ビル（博多警察署・博多区役所となり）

福岡商工会議所 立体駐車場

駐車できる車両／全長5m以下、車幅1.85m（タイヤ幅1.82m以下）、車高1.55m以下、車重1.9t以下、地上最低高13cm以上

駐車場事前予約サービス
akippa（アキッパ）※登録無料
から予約が必要です。

60分 200円

営業時間　7時～22時
土日祝・正月も営業中

福岡商工会議所を利用されない方でも駐車できます
24時間ごと 1,600円

月極 27,500円／月
残り
わずか

事前予約・10台限定

7～22時 定額 1,100円

土日祝限定
博多駅 徒歩 7分

キャナルシティ 徒歩 3分博多駅 徒歩 7分

キャナルシティ 徒歩 3分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

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♪

現在802店舗登録
（6月25日現在）〈通常営業〉 7月19日（月）祝日・海の日 → 平日

〈 休　業 〉 7月22日（木）平日 → 祝日・海の日
〈 休　業 〉 7月23日（金）平日 → 祝日・スポーツの日
〈 休　業 〉 8月8日（日） 日曜日 → 祝日・山の日
〈 休　業 〉 8月9日（月）平日 → 振替休日
〈通常営業〉 8月11日（水）祝日・山の日 → 平日

祝日移動に伴う営業日、休業日
変更のお知らせ（7月・8月）
今年は、祝日である海の日・山の日・スポーツの日が

移動いたしました。祝日・平日の移動にともない、当所
の営業日と休業日が変更となります。当所をご利用の方
は、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
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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）

823,834 

1,567,141 

101.8 

101.7 

301,043 

7,843 

10,015 

174,686 

483 

45,142 

1,403 

27,341,643 

17,646,926 

611 

8,271 

6 
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14 

812 

2021年5月〈令和3年5月〉
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▲  0.6

▲  0.1

12.4

33.8

90.6

0.0

22.6

43.0

21.2

6.6

5.5

▲89.4

▲92.1

200.0

244.4

7.7

▲43.3

1.03 

98,544 

99,719 

209 

5,268,885 

3,147,330 

2,935,828 

639,691 

3,235,693 

675,251 

1,646 

6,150 

5,487 

2,085 

53,566 

1,089 

10,000 

349 

797,340 

▲18.9

▲  0.6

20.3

10.6

48.8

61.3

51.0

63.7

53.5

274.1

374.4

36.2

42.2

▲10.0

▲  9.4

▲25.6

488.2

▲96.9

2.6

＊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。

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

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!! オンライン対応可（有料・一部無料会場あり）

福岡商工会議所 貸会議室
福岡商工会議所ビルでは、会社説明会・採用面接・総会・セミナー等で利用でき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用意してますので、オンライン会議・面接などご利用ください。
※305・306会議室は無料Wifi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

ワンランク上の総会・会議で
使用する会場をお探しの方…
501会議室
二重半円型50～60名（平日9:00～17:00）

会員料金70,730円
一般料金：127,270円（税込）

税込

会社説明会・社内研修用の
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

会議所からのお知らせ

福岡商工
会議所

会員様
約45%O

FF

会社説明会・社内研修の会場をお探しの担当者様必見!!

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　E-mail：fkkanri＠fukunet.or.jp
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28　福岡商工会議所ビル（博多警察署・博多区役所となり）

福岡商工会議所 立体駐車場

駐車できる車両／全長5m以下、車幅1.85m（タイヤ幅1.82m以下）、車高1.55m以下、車重1.9t以下、地上最低高13cm以上

駐車場事前予約サービス
akippa（アキッパ）※登録無料
から予約が必要です。

60分 200円

営業時間　7時～22時
土日祝・正月も営業中

福岡商工会議所を利用されない方でも駐車できます
24時間ごと 1,600円

月極 27,500円／月
残り
わずか

事前予約・10台限定

7～22時 定額 1,100円

土日祝限定
博多駅 徒歩 7分

キャナルシティ 徒歩 3分博多駅 徒歩 7分

キャナルシティ 徒歩 3分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

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♪

現在802店舗登録
（6月25日現在）〈通常営業〉 7月19日（月）祝日・海の日 → 平日

〈 休　業 〉 7月22日（木）平日 → 祝日・海の日
〈 休　業 〉 7月23日（金）平日 → 祝日・スポーツの日
〈 休　業 〉 8月8日（日） 日曜日 → 祝日・山の日
〈 休　業 〉 8月9日（月）平日 → 振替休日
〈通常営業〉 8月11日（水）祝日・山の日 → 平日

祝日移動に伴う営業日、休業日
変更のお知らせ（7月・8月）
今年は、祝日である海の日・山の日・スポーツの日が
移動いたしました。祝日・平日の移動にともない、当所
の営業日と休業日が変更となります。当所をご利用の方
は、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
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