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令和3年度観光事業者支援事業
福商観光アドバイザー相談窓口開設!!



20�PREMIUM
このチャンスを見逃すな! 数量限定!!

販売継続中! 完売次第販売終了!!

福岡空港ビル販売促進協議会
『福岡空港プレミアム商品券』
販売日：令和3年9月1日（水）～令和4年1月31日（月）
【20,000冊】
5,000円で6,000円相当（500円券×12枚）

天神地下街商店会
『てんちかプレミアム商品券』
予約：令和3年8月16日（月）～8月27日（金）
予約引換日：令和3年8月25日（水）～8月31日（火）
【20,000冊】※予約販売
10,000円で12,000円相当（1,000円券×12枚）

六本松商店連合会
『六本松プレミアム商品券』
予約：令和3年9月1日（水）～10月3日（日）
予約引換日：令和3年10月17日（日）～10月31日（日）
【2,000冊】※予約販売
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

箱崎商店連合会
『ハコぽっぽプレミアム商品券』
販売日：令和3年7月12日（月）～完売まで
【1,600冊】
5,000円で6,000円相当（500円券×12枚）

みなと銀座商店街振興組合
『カモメの商品券』
販売日：令和3年7月7日（水）～完売まで
【4,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

サンローゼ博多テナント会
『サンローゼ博多&ホテルニュー
オータニ博多 プレミアム商品券』
販売日：令和3年7月1日（木）～完売まで
【3,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×12枚）

花みずき通り商店会
『花みずき通り商店会電子マネー
版地域振興券』
販売日：令和3年8月1日（日）～完売まで
【1,000セット】
10,000円で12,000円相当（キャッシュレス：1円単位で利用可）

花みずき通り商店会
『花みずき通り商店会プレミア
ム付き地域振興券』
販売日：令和3年8月1日（日）～完売まで
【3,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

箱崎商店連合会
『ハコぽっぽプレミアムキャッ
シュレス商品券』
販売日：令和3年7月12日（月）～完売まで
【2,000セット】
5,000円で6,000円相当（キャッシュレス：1円単位で利用可）

上川端商店街振興組合・川端中
央商店街振興組合
『博多よかぺい』
販売日：令和3年8月2日（月）～完売まで
【6,000セット】
5,000円で6,000円相当（キャッシュレス：1円単位で利用可）

上川端商店街振興組合・川端中
央商店街振興組合
『博多川端プレミアム商品券』
販売日：令和3年8月2日（月）～完売まで
【5,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

プレミアム付地域商品券 発行情報※一部

市内商店街等で使える、20％のプレミアムが付いた地域商品券が発行されます。
この機会にぜひ、お近くの商店街でお買い求めください。

8月・9月に予約・販売予定の団体（令和3年7月20日時点）

商業・雇用支援グループ  TEL 092-441-2169お問い合わせ

販売の詳細や最新の販売状況などは、
福岡商工会議所ホームページをご覧ください。
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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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カンパニーズチャレンジ

Withコロナ時代に適応した
商工会議所のネット試験をご活用ください

040404 令和3年度観光事業者支援事業
福商観光アドバイザー相談窓口開設!!
～アフターコロナをビジネスチャンスに!! 今だからこそゼロから
　新たなチャレンジをはじめよう～
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262626 検定試験でスマートに人材育成!
Withコロナ時代に適応した
商工会議所のネット試験をご活用ください
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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

080808 コロナ対策支援施策情報

カンパニーズチャレンジ

【会議所からのお知らせ】
プレミアム付地域商品券 発行情報
会員優待・イベント情報
明日から始められるWebマーケティングセミナー
ベネフィット・ステーション
「サイバー犯罪の現状＆対処法について」   参加無料

令和3年度 秋期 生活習慣病健診のご案内

【人材採用・育成】
福商リカレントプログラム
福商実務研修講座　9月
福商eラーニング
検定対策講座
福岡商工会議所パソコン教室受講生募集
高等学校と企業との就職情報交換会

【専門家に聞く】
労務Q&A
法律Q&A
中小企業のセキュリティー対策

【もしもの時の備え】
ビジネス総合保険制度

【調査報告】
地場企業の経営動向調査（R3年度第1四半期）
付帯調査（採用状況について）
特別調査（新型コロナウイルス感染症が企業に及ぼす
影響に関する調査）

FCCI NEWS 会議所の動き
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
今月のよかもん
福岡の統計
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そうして2020年8月に開催した第
一弾のオンラインツアーの参加者は約
20人。思いのほか喜びの声も多く、
本格的に事業を開始しました。
そのオンラインツアー「たびくる」で

は、グローカルプロジェクトのスタッフ
や現地の観光事業者が実際に観光地
を訪れライブ配信。観光地の風景を届
けるほか、現地の人 と々の交流の機会
をつくり、また事前に参加者に届けて
おいた体験キットを活用したワーク
ショップを盛り込むなど、さまざまな
コンテンツを提供しています。これま
でに福岡、熊本、長崎、沖縄、北海
道などのツアー22本を開催し、参加
者は延べ800人超。現在では企業の
社員旅行や研修などでの問い合わせ
も増えているそうです。
「リアルであるからこそ観光だと、最
初は否定的に見られることもありまし
たが、オンラインツアーはデジタルを
使った新しい観光の形です。コロナ禍
が収束したとしても、変化をしながら
残っていくのではないでしょうか。現
代は個の時代で、観光でも一人旅が当
たり前になっているものの、コロナ禍
によって人との関わりはさらに激減して

います。そうした中、オンラインツ
アーでは、知らない人たちと気軽にコ
ミュニケーションができます。新たな
交流の場としても、オンラインツアー
は活用できるはず」と期待を込めま
す。グローカルプロジェクトではオンラ
インショップもオープン。従来であれ
ばお土産として購入されている地域の
特産品を販売するなど、新たな事業に
挑戦し続けています。

ゼロベースの発想で
大きな事業転換を

今後の観光業界について、河﨑さん
は「ビフォーコロナに戻ることは難しい
でしょう。長い自粛期間でいまの生活
に慣れてしまうと、考え方も変わって
きます」とした上で、「一度ゼロベース
で考えることが重要です。旅館やホテ
ルのように人を集める商売は難しい時
代になりますから。例えば宴会場をリ
フォームしてワーケーションに活用する
など、新しい発想が必要です」と話し
ます。
グローカルプロジェクトでは、今後、

オンラインツアーの海外展開も検討。

そうした取り組みが、コロナ禍を乗り
越えた未来、観光地を実際に訪れる
きっかけになるのではないかと、河﨑
さんは考えているそうです。
「コロナ禍というのは観光業界に
とってひとつの大きな衝撃ではありま
したが、大きく何かが変化するタイミ
ングとしても捉えることができます。
それぞれが持っていたノウハウのアウト
プットを変えていけば、新たな事業も
生まれるはず。オンラインツアーも同
じ。いつかツアーを利用してくださっ
た皆さんが、ここで出会った観光地の
人たちに会いに行ってくれれば嬉しい
ですね」。

地域の宝探しを通じ
観光の魅力を創出

2016年の設立以来、外国人観光客
と地方の観光をマッチングしてきた福
岡市中央区大名の株式会社グローカル
プロジェクト。インバウンド活況の時
流にも乗り、隣国の韓国では九州各地
のPRを担ってきたほか、地方創生を
目的として各地の観光資源の発掘に携
わってきました。
代表取締役の河﨑靖伸さんは会社

員として観光事業に携わる中、観光資
源をつくりだすコンサルティング、それ
を商品化する旅行会社、そして集客を
行う広告会社がそれぞれの立場から事
業に関わっていることに課題を感じて
いたと言います。「実際に観光プロジェ

クトを生み出すためには3～4年という
スパンが必要になる一方で、企画立案
から集客までそれぞれを担う業種も違
います。そのため全てを一気通貫し、
じっくりと取り組むことができる会社
をつくりたかったのです」と創業時を
振り返ります。
そうして取り組みはじめたのが観光

マーケティングという仕事でした。「観
光において地方創生はひとつのキー
ワード。高齢化、過疎化が進む地方
には観光による交流人口が欠かせませ
ん」と河﨑さん。福島県と復興庁と連
携し、福島の観光商品をアジアへ展開
するための調査事業に取り組んでいた
2020年、新型コロナウイルス感染症
の拡大により事業そのものが停止に。
観光業界が大打撃を受ける中、河﨑さ

んは「福岡の観光は食と切り離すこと
はできません。このままでは飲食店が
なくなってしまうという危機感がありま
した」と、SNSを活用して福岡博多テ
イクアウト応援プロジェクトをスター
ト。掲載を希望する飲食店の情報を
無料で発信し続けました。

観光もテイクアウトする時代
オンラインツアーが活路に

「テイクアウトの情報を伝えていく中
で、旅もテイクアウトできないかと始め
たのがオンラインツアーです。インバ
ウンド事業で取引していた着物のレン
タル会社もコロナ禍により苦しんでい
たので、自宅で浴衣を着て花火の映
像を楽しむ企画を立ち上げました」。

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

株式会社グローカルプロジェクト

取材日：6月25日

〒810-0041 福岡市中央区大名2-10-3 C1007
TEL 092-738-6565

https://glocal-project.com

2ツアー先からパソコンを使ってライブ配信を行う地元の観光事業
者たち。入念にリハーサルを行うなど、準備にも力が入る

4オンラインショップ「買うくる」では旅先でしか味わうことができな
い、生産者のこだわりの逸品を購入できる

1海外のバイヤーに向けては、地方の農産物などを提案。「地域によっ
ては人を呼ぶよりも、物を動かしたほうが良いケースもある」と河﨑さん

3オンラインツアーにはパソコンなどの機器を使って参加。地元の人や
ほかの参加者とのコミュニケーションもひとつの魅力

【プロフィール】
熊本県出身。広告業界や観光業界での勤務
を経て2014年に独立。地域創生を目的とし
た観光企画の立案や集客などのマーケティ
ングプロジェクトに携わり、2016年に株式
会社グローカルプロジェクトを設立した。

体験を交えたオンラインツアーを
未来のリアル観光につないでいく

COMPANY’S
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は活用できるはず」と期待を込めま
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ゼロベースの発想で
大きな事業転換を

今後の観光業界について、河﨑さん
は「ビフォーコロナに戻ることは難しい
でしょう。長い自粛期間でいまの生活
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ます。
グローカルプロジェクトでは、今後、

オンラインツアーの海外展開も検討。

そうした取り組みが、コロナ禍を乗り
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地域の宝探しを通じ
観光の魅力を創出

2016年の設立以来、外国人観光客
と地方の観光をマッチングしてきた福
岡市中央区大名の株式会社グローカル
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をつくりたかったのです」と創業時を
振り返ります。
そうして取り組みはじめたのが観光

マーケティングという仕事でした。「観
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ウンド事業で取引していた着物のレン
タル会社もコロナ禍により苦しんでい
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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

株式会社グローカルプロジェクト

取材日：6月25日

〒810-0041 福岡市中央区大名2-10-3 C1007
TEL 092-738-6565

https://glocal-project.com

2ツアー先からパソコンを使ってライブ配信を行う地元の観光事業
者たち。入念にリハーサルを行うなど、準備にも力が入る

4オンラインショップ「買うくる」では旅先でしか味わうことができな
い、生産者のこだわりの逸品を購入できる

1海外のバイヤーに向けては、地方の農産物などを提案。「地域によっ
ては人を呼ぶよりも、物を動かしたほうが良いケースもある」と河﨑さん

3オンラインツアーにはパソコンなどの機器を使って参加。地元の人や
ほかの参加者とのコミュニケーションもひとつの魅力

【プロフィール】
熊本県出身。広告業界や観光業界での勤務
を経て2014年に独立。地域創生を目的とし
た観光企画の立案や集客などのマーケティ
ングプロジェクトに携わり、2016年に株式
会社グローカルプロジェクトを設立した。

体験を交えたオンラインツアーを
未来のリアル観光につないでいく
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令和3年度観光事業者支援事業

福商観光アドバイザー相談窓口開設!!
～アフターコロナをビジネスチャンスに!! 今だからこそゼロから新たなチャレンジをはじめよう～

コロナ禍で変化する「現在―いま―」をどう捉え、何をすべきか？

2020年からの新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛や経済活動の抑制により、幅広い業種の中小企業・小規模
事業者が厳しい状況に陥っています。本特集は、とりわけ大きな打撃を受けている「観光業界」にスポットを当て、現状と
今後観光事業者に求められることについてご紹介いたします。
また、福岡商工会議所では、今年度新たに「観光」に特化した専門家による『福商観光アドバイザー制度』を始めますの
で、あわせてご紹介いたします。

2020年から世界中で拡大している新型コロナウイルス感
染症は、様々な業界に大きなダメージをもたらし、特にイン
バウンドを中心に受け入れを図り、多大な経済波及の恩恵を
受けていた福岡市においてもその影響は深刻です。
そのような中、飲食業やアパレル業界では、テイクアウ

ト、コロナ関連グッズ開発などへの業態転換が加速的に進
んでいます。
また、観光業界では、国内向けの商品開発や地域素材

（着地型コンテンツ）の開発に注力するなど、「マイクロツーリ
ズム」への取り組みにシフトしています。

※出典：ウォーカープラス「KADOKAWA【グラフで見る】緊急事態宣言があけたらやりたいこと
　　　　は？徹底調査2021（https://www.kadokawa.co.jp/topics/5491 ）」より

■図表1　新型コロナ影響前と比較した、自分の考え方の変化（性年代別）（複数回答、N=10,000）

■福商観光アドバイザーのご紹介　3名の観光アドバイザーが御社の観光に関する課題・お悩みにお応えします!!

▲

国内旅行ニーズが以前より高まった／29歳以下の男女・30代の女性

福商観光アドバイザーとは

今年度、当所では新たに「福商観光アドバイザー相談窓
口」を開設いたします。「九州の観光事業者の相談先として、
真っ先に選ばれる存在」を目指し、事業者の方の新たなチャ
レンジや既存事業の改善などを支援できる、観光業界に精
通したコンサルタントや専門家をアドバイザーとして派遣、
各地商工会議所・商工会と連携しながら伴走型の支援を行
います。

2020年以降の旅行ニーズやコロナ下での調査データ（図
表1）によると、29歳以下の世代の男女及び30代の女性は
「以前より国内旅行に行きたいという意識が高まった」という
結果になっています。また、「緊急事態宣言解除後にしたい
こと※」では、国内旅行が最も高くなっており、コロナ後は
まずは、近場への観光が多くなるとみられます。
この他、おうち時間が長くなっている昨年から「旅行」に
何を求めるかについて（図表2）、コロナの安全対策を前提と
して「休養」、「リラックス」、「日常からの解放」が上位とな
り、近場に旅行に行く際、旅先でのリラックス＆日常からの

新たに観光事業への参入や取り組みを考えておられる事
業者、また、課題を抱え今後の方向性等に悩んでいる方に、
経営課題・コンテンツ開発・販路開拓・SNS、キャッシュ
レス対策など課題に応じて様々な分野のスペシャリストが相
談対応いたします。
また、そこで形となったコンテンツや商品等を当所が主催
する観光商談会などへお繋ぎすることも可能です。

新しい発想で共創力のある
観光づくりを
支援します！

河﨑 靖伸
（かわさき  やすのぶ）
株式会社グローカルプロジェクト
代表取締役

年間180日海外滞在の
現役経営指導者

別府 美千代
（べっぷ  みちよ）
株式会社BUSINESS SUPPORT WORLD
代表取締役会長

【プロフィール】
大手販促会社のMD/SP出身。個人業開業から
1996年法人化。46都道府県を行脚し、北海
道から沖縄までの地域活性、商工業への実施ア
ドバイスを行う。また、コンサル事業が主でな
く、実業家として日本に4社、海外3社（台湾
2社、カンボジア1社）、資本としては2社の経
営に携わる。

地域の魅力を発掘し、磨いて
求める人に繋ぐ!
マッチングなら
お任せください。
葛原 利香
（くずはら  りか）
＋connect.plusdesign＋
代表

解放に関する検索が多くなると考えられます。

現在、各自治体でも現状の課題抽出と施策、高まるニー
ズに対応可能な「着地型コンテンツ」の開発などに着手して
います。まずは、地域の魅力を『再認識』し、灯台下暗しの

本誌P2-3に河﨑氏の取材記事を掲載しています！

【プロフィール】
大手旅行業社にて、欧米豪及び台湾・香港な
どの旅行会社への九州広域モデルルートのご提
案や地域の着地素材（コンテンツ）を企画開発
～紹介業務に携わる。独立後、九州の観光素
材や食文化を海外での展示商談などを通じて、
販路拡大と認知訴求、地域誘致における戦略
や地域の受入整備などを行う。

【プロフィール】
大手食品メーカー、広告会社を経て2006年
JTBコミュニケーションズ九州へ転職。地域活
性化、海外プロモーションプロデューサーとし
て、九州運輸局、九州観光推進機構等の行政
関係の着地型観光及びインバウンドを担当。独
立後、熊本県、福岡市、沖縄県他の着地型観
光マーケティング戦略及び観光マネージメント
を中心に観光商品の造成から販売まで一貫した
伴走型支援を行う。

現状を払拭できる県内や近隣地域に向けた魅力発信の施策
として、地域内及び外部視点を交えたワーキングなどを行
い、各世代・各思考ニーズに沿った国内向け個人旅行者へ
の対応が進んでいます。このように、足元の魅力を見直す
ことで、地域内事業者の連携が強化され、地域の“点”の魅

力が繋がり、“面”の力で
広域回遊を促し、旅行
者がゆっくりと時間を過
ごすことで経済効果にも
期待が持てます。

コロナと向き合い今を
準備の期間と捉えること
で、まずは国内向けの
整備、同時に独自の価
値観、グローバル思考
を持つ知的好奇心の高
い20代向け体験・モデ
ルルートの開発を行うこ
とが重要となります。そ
うすることで、将来的に
インバウンドへの応用も
可能となります。

出典：株式会社JTB「コロナ
禍の生活におけるインターネッ
トやSNSからの“情報”に対
する意識と旅行」に関する意
識調査

■図表2　コロナ禍前の旅行とコロナ禍での旅行で重視したいことの違い（N=13,024）

出典：JTB総合研究所コラム『ウィズコロナの旅行再開で見えてきたこと』（2020年10月）*におけるJTB夏休み旅行動向調査（2020）結果
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【プロフィール】
大手食品メーカー、広告会社を経て2006年
JTBコミュニケーションズ九州へ転職。地域活
性化、海外プロモーションプロデューサーとし
て、九州運輸局、九州観光推進機構等の行政
関係の着地型観光及びインバウンドを担当。独
立後、熊本県、福岡市、沖縄県他の着地型観
光マーケティング戦略及び観光マネージメント
を中心に観光商品の造成から販売まで一貫した
伴走型支援を行う。

現状を払拭できる県内や近隣地域に向けた魅力発信の施策
として、地域内及び外部視点を交えたワーキングなどを行
い、各世代・各思考ニーズに沿った国内向け個人旅行者へ
の対応が進んでいます。このように、足元の魅力を見直す
ことで、地域内事業者の連携が強化され、地域の“点”の魅

力が繋がり、“面”の力で
広域回遊を促し、旅行
者がゆっくりと時間を過
ごすことで経済効果にも
期待が持てます。

コロナと向き合い今を
準備の期間と捉えること
で、まずは国内向けの
整備、同時に独自の価
値観、グローバル思考
を持つ知的好奇心の高
い20代向け体験・モデ
ルルートの開発を行うこ
とが重要となります。そ
うすることで、将来的に
インバウンドへの応用も
可能となります。

出典：株式会社JTB「コロナ
禍の生活におけるインターネッ
トやSNSからの“情報”に対
する意識と旅行」に関する意
識調査

■図表2　コロナ禍前の旅行とコロナ禍での旅行で重視したいことの違い（N=13,024）

出典：JTB総合研究所コラム『ウィズコロナの旅行再開で見えてきたこと』（2020年10月）*におけるJTB夏休み旅行動向調査（2020）結果

特 集
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福商観光アドバイザーができること 福商観光アドバイザー相談窓口の利用方法

今後の観光事業者支援事業のご案内

私がお答えします !!

福商観光アドバイザー

葛原 利香氏

事
業
者

ステップ3 ペルソナ分析 ※ペルソナ＝対象ユーザー

■ペルソナ（対象ユーザー像）を知るメリット

こうしたことも踏まえ

有効な情報・商品
提供が可能となる

ユ
ー
ザ
ー

共感し
拡散したくなる

地域事業者の強みを最大限引き出すことができる
課題解決に向けた取組実行

～事業者と市場のベストマッチに努めます！～

当所HPからお申し込み
当所相談
窓口にて実施

（オンライン相談対応可）

事後
アンケート

 https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/tourism-advisor/

※お申し込み後、当所からご連絡をさせ
ていただきます。相談内容や企業情報
などを事前にお伺いし、その内容をも
とにアドバイザーが対応いたします。

■オンラインセミナー アーカイブ配信実施中（7/20開催）

新規取引先の開拓を支援する目的で、以下の3つのテーマで、オ
ンラインを活用した旅行会社等とのB to B商談会を開催いたしま
す。旅行会社や観光メディアなど国内外のバイヤーに対し、自社の
商品（人・施設・サービス）を売り込むことができます。奮ってご参
加ください!
〈第1弾〉趣味タビ（10月15日（金）開催予定）
〈第2弾〉プレ商談（10月28日（木）、29日（金）開催予定）
〈第3弾〉準備中（11月開催予定）

■オンライン商談会開催決定

アフターコロナをビジネスチャンスに!
～今だからこそゼロから
　　　　　　  新たなチャレンジをはじめよう～

本セミナーでは、観光アドバイザーの河﨑先
生、別府先生にご講演いただいております。
本セミナーの開催報告を本誌P9に掲載
しています。

1 2 3 4　事業者の皆さまから相談いただく内容は様々です。たとえば…
土産やご当地産品を販売しているが、コロナ以前に売れていたものが売れ
なくなった
観光地で飲食店を営んでいるが、コロナの影響もあり観光客が減り困って
いる
地域で連携して宿泊・体験などの旅行商品を企画販売していたが、コロ
ナ後の国内の動きがよくわからないため、今後誰に向けて何を売ればいい
か迷っている
観光業に新規参入したいが、何をしてよいかわからない

　そういったお悩みに対し、私は以下の手順に沿って、地域事業者の強みを最
大限引き出すことができる課題解決に向けた取り組みを行います。

事前
ヒアリング・
日程調整

顧客が絞り込める

憶測や思い込みを排除

興味が湧き
購買・来訪に繋がる

■福商観光アドバイザーと事業者の関わり方

様々な事業者ニーズに専門分野のアドバイザーが対応

相談窓口

当所観光
関連事業

マーケティング
地域・業界の動向

事業者向け
セミナー ツーリズムEXPO FAMトリップ

オンライン商談会 観光商談会

事業者の
ニーズ

財源確保 設備運用
ex）キャッシュレス

事業展開
ex）商品造成

広報・PR
ex）メディア・SNS活用

インバウンド
ex）受入対応、誘客支援

福商観光アドバイザー

①観光事業に
参入したい ②市場調査 ③計画策定

④商品開発
磨き上げ ⑤販路開拓

《サポート可能な領域》 マーケティング、
着地コンテンツ開発、広域回遊施策（事業
者・地域連携）、誘致・PR戦略など

事業者の商品内容、販促・広報などの取り組みについて、
また、これまでの顧客層及びその顧客がどのような点に魅力
を感じ購買・来訪していたかについて現状把握を行います。

●既存商品内容、既存顧客層、販売方法
●既存ユーザーの来訪・購買ニーズ
●既存の販促・広報などの取組
●地域内の観光受け入れ現状

●安心・安全　万全な感染予防対策
●マイクロツーリズムへのシフト
●―日常からの解放～リラックス―
　個人・少人数で楽しめる再発見・DEEPなコンテンツ開発要

ステップ1 現状把握

ターゲット設定を変えるべきなのか、憶測や思い込みで
決め込んでいる部分はないかなど、具体的な対策に向けて、
模索していきます。

コロナの影響による国内の生活ニーズの変化が観光への意
欲にどのように影響しているかなど、マーケティングデータ
に基づき、ステップ1の事業者の現状と照らし合わせます。

ステップ2 市場分析

※詳細が決まり次第、当所HP（右記QR画像）にてご案内いたします
※7月20日時点の情報です

　これまでまちづくりや、観光振興計画に携わり、①地域事
業者個々がしっかりと「稼げる」こと、②地域内の観光・飲
食・販売などの各企業・事業者が、お互いの魅力を知り連
携すること、この2つが何よりも重要であることを学びまし
た。そのことで、地域が“元気”になり、より強固な誘致に
向けた基盤構築が可能になります。現状は「マイクロツーリ
ズム」へのシフトが進んでいるため、これまでにない「より深
く」「新鮮」な情報が求められ、日常からの解放やリラックス
につながる観光資源の開発や情報発信が必要となります。

　相談窓口では、「これからどのように進めていけばいいの
か？」「何をすべきなのかわからない」といった些細な疑問や
お困りごとに対し、一緒に解決策を見つけていきたいと思っ
ております。皆さま、まずはご相談ください。
　地域事業者である皆さまに寄り添い、お悩みを聞くこと
で、今の時代、何を課題とし、誰に何をどのようにマッチン
グしていくべきか、多くのヒントが得られると思います。
　ぜひお気軽に相談窓口をご利用ください、お待ちしており
ます。 本記事全般に関するお問い合わせ／地域振興部　地域振興グループ　TEL 092-441-1118
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福商観光アドバイザーができること 福商観光アドバイザー相談窓口の利用方法

今後の観光事業者支援事業のご案内

私がお答えします !!
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事
業
者
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ー
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地域事業者の強みを最大限引き出すことができる
課題解決に向けた取組実行
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事後
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※お申し込み後、当所からご連絡をさせ
ていただきます。相談内容や企業情報
などを事前にお伺いし、その内容をも
とにアドバイザーが対応いたします。

■オンラインセミナー アーカイブ配信実施中（7/20開催）

新規取引先の開拓を支援する目的で、以下の3つのテーマで、オ
ンラインを活用した旅行会社等とのB to B商談会を開催いたしま
す。旅行会社や観光メディアなど国内外のバイヤーに対し、自社の
商品（人・施設・サービス）を売り込むことができます。奮ってご参
加ください!
〈第1弾〉趣味タビ（10月15日（金）開催予定）
〈第2弾〉プレ商談（10月28日（木）、29日（金）開催予定）
〈第3弾〉準備中（11月開催予定）

■オンライン商談会開催決定

アフターコロナをビジネスチャンスに!
～今だからこそゼロから
　　　　　　  新たなチャレンジをはじめよう～

本セミナーでは、観光アドバイザーの河﨑先
生、別府先生にご講演いただいております。
本セミナーの開催報告を本誌P9に掲載
しています。

1 2 3 4　事業者の皆さまから相談いただく内容は様々です。たとえば…
土産やご当地産品を販売しているが、コロナ以前に売れていたものが売れ
なくなった
観光地で飲食店を営んでいるが、コロナの影響もあり観光客が減り困って
いる
地域で連携して宿泊・体験などの旅行商品を企画販売していたが、コロ
ナ後の国内の動きがよくわからないため、今後誰に向けて何を売ればいい
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参入したい ②市場調査 ③計画策定

④商品開発
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着地コンテンツ開発、広域回遊施策（事業
者・地域連携）、誘致・PR戦略など

事業者の商品内容、販促・広報などの取り組みについて、
また、これまでの顧客層及びその顧客がどのような点に魅力
を感じ購買・来訪していたかについて現状把握を行います。

●既存商品内容、既存顧客層、販売方法
●既存ユーザーの来訪・購買ニーズ
●既存の販促・広報などの取組
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　個人・少人数で楽しめる再発見・DEEPなコンテンツ開発要
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ターゲット設定を変えるべきなのか、憶測や思い込みで
決め込んでいる部分はないかなど、具体的な対策に向けて、
模索していきます。

コロナの影響による国内の生活ニーズの変化が観光への意
欲にどのように影響しているかなど、マーケティングデータ
に基づき、ステップ1の事業者の現状と照らし合わせます。

ステップ2 市場分析

※詳細が決まり次第、当所HP（右記QR画像）にてご案内いたします
※7月20日時点の情報です

　これまでまちづくりや、観光振興計画に携わり、①地域事
業者個々がしっかりと「稼げる」こと、②地域内の観光・飲
食・販売などの各企業・事業者が、お互いの魅力を知り連
携すること、この2つが何よりも重要であることを学びまし
た。そのことで、地域が“元気”になり、より強固な誘致に
向けた基盤構築が可能になります。現状は「マイクロツーリ
ズム」へのシフトが進んでいるため、これまでにない「より深
く」「新鮮」な情報が求められ、日常からの解放やリラックス
につながる観光資源の開発や情報発信が必要となります。

　相談窓口では、「これからどのように進めていけばいいの
か？」「何をすべきなのかわからない」といった些細な疑問や
お困りごとに対し、一緒に解決策を見つけていきたいと思っ
ております。皆さま、まずはご相談ください。
　地域事業者である皆さまに寄り添い、お悩みを聞くこと
で、今の時代、何を課題とし、誰に何をどのようにマッチン
グしていくべきか、多くのヒントが得られると思います。
　ぜひお気軽に相談窓口をご利用ください、お待ちしており
ます。 本記事全般に関するお問い合わせ／地域振興部　地域振興グループ　TEL 092-441-1118
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感染防止対策
はこちら

補助金等 内　容 お問い合わせ先

月次支援金

小規模事業者
持続化補助金
〈一般型〉

福岡県経営革新
実行支援補助金

福岡県
中小企業者等
月次支援金

売上が減少した
事業者への支援

休業要請への
協力店舗等への
家賃支援

地域を支える
商店街支援事業

事業者向け
支援金等
申請サポート事業

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

■締切：【4・5月分】令和3年8月15日
　　　　【  6月分  】令和3年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
■締切： ①福岡商工会議所での新規相談締切
　　　　　　最終公募（予定）：令和3年9月16日
　　　　②補助金申込締切
　　　　　　最終公募（予定）：令和3年9月30日

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
■締切： ①【5・6月分】令和3年8月31日（火）
　　　　　【  7月分  】令和3年9月30日（木）
　　　　②令和3年9月30日（木）

飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、売上が減少しており、
国の月次支援金や県の協力金等の対象とならない事業者
■締切：【5月分】令和3年8月31日（火）
　　　　【6月分】令和3年9月14日（火）
　　　　【7月分】令和3年10月14日（木）

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
■締切：【6月分】令和3年8月31日（火）

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
■締切：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

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

福岡市家賃支援事務局
TEL 092-687-5193

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。（R3.7.19現在）

低感染リスク
型ビジネス枠
はこちら
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感染防止対策
はこちら

補助金等 内　容 お問い合わせ先

月次支援金

小規模事業者
持続化補助金
〈一般型〉

福岡県経営革新
実行支援補助金

福岡県
中小企業者等
月次支援金

売上が減少した
事業者への支援

休業要請への
協力店舗等への
家賃支援

地域を支える
商店街支援事業

事業者向け
支援金等
申請サポート事業

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

■締切：【4・5月分】令和3年8月15日
　　　　【  6月分  】令和3年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
■締切： ①福岡商工会議所での新規相談締切
　　　　　　最終公募（予定）：令和3年9月16日
　　　　②補助金申込締切
　　　　　　最終公募（予定）：令和3年9月30日

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
■締切： ①【5・6月分】令和3年8月31日（火）
　　　　　【  7月分  】令和3年9月30日（木）
　　　　②令和3年9月30日（木）

飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、売上が減少しており、
国の月次支援金や県の協力金等の対象とならない事業者
■締切：【5月分】令和3年8月31日（火）
　　　　【6月分】令和3年9月14日（火）
　　　　【7月分】令和3年10月14日（木）

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
■締切：【6月分】令和3年8月31日（火）

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
■締切：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

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

福岡市家賃支援事務局
TEL 092-687-5193

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。（R3.7.19現在）

低感染リスク
型ビジネス枠
はこちら
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7.20

自社の商品・サービスを紹介しあう参加者達

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

令和3年度
第1回  新入会員交流会
当所は7月20日、平成29年4月1日

以降に入会した会員企業を対象に、「他社

との出会い」「情報交換」「自社PR」を目

的に新入会員交流会を開催し、78名が

参加した。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、「普段出会えないような

異業種の方と交流ができ、いい刺激をも

らった」、「自社商品をPRすることができ、

ビジネスチャンス拡大に繋がった」という

声があった。

7.19

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7月例会
福商ビジネス倶楽部は7月19日、7月

例会『弁護士＆当事者が教えるLGBTQ＋

講座』をリアルとオンラインのハイブリッ

ド形式で開催し、33名が参加した。

ビジネスにおけるLGBTQ＋をテーマに

弁護士法人岡野法律事務所福岡支店弁

護士の岩橋愛佳氏、NPO法人カラフル

チェンジラボ代表理事の三浦暢久氏によ

る講演があった。参加者からは「理解は

あるつもりだったが、講演を聞いて上辺

だけだったかもと考える機会になった」と

いう声があった。

7.15

講演される忍田副会頭

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

部　会

卸売商業部会主催講演会
当所卸売商業部会（部会長＝野口宣

夫・㈱お花の太陽  代表取締役社長）は7

月15日、当所忍田副会頭（㈱カンサイ 

代表取締役会長）を講師に迎え、「継続は

力なり～地域に根差した事業展開と地域

貢献～」をテーマに部会講演会を開催し

た。リアルとオンラインのハイブリッド形

式で開催し、40名が参加した。

参加者からは「継続する志を持った経

営者と継続する力を持った社員が両輪の

関係を築くことの大切さを実感した」と

いった共感の声があった。

7.21

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会

7.6、7

市内ホテルの共同接種会場の様子

●新型コロナワクチン共同接種班　TEL 092-441-2199

コロナ対策

新型コロナワクチン共同接種
当所は7月6日・7日、行政のワクチン

接種を補完し、福岡における接種の加速

化を進め、1日も早い地域経済の回復と

活性化に貢献するために、市内のホテル

で新型コロナワクチンの共同接種を実施

した。対象は、コロナ禍で経営に打撃を

受けた飲食店で、2日間で合計1,000人

が接種した。接種した人からは、「感染リ

スクを抱えながら営業してきたが、今日の

接種で安心できた」などの声が寄せられ

た。なお、当所では現在、対象者を拡大

し、7月21日からマリンメッセ福岡で

5,000名規模の共同接種を実施している。

7.20

講演を行う福商観光アドバイザーの河﨑氏

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

セミナー

観光事業者支援事業
キックオフセミナー
当所は7月20日、観光関連事業者を

対象に「アフターコロナをビジネスチャン

スに! ～今だからこそゼロから新たなチャ

レンジをはじめよう～」をテーマにリアル

とオンラインのハイブリッド形式でセミ

ナーを開催し、69名が参加した。

セミナーでは、今年度新たに開設する

「観光アドバイザー相談窓口」の“福商観

光アドバイザー”を講師として招き、地域

事業者に新たなビジネス展開の可能性を

伝えた。セミナー終了後には、無料相談

コーナーを実施した。

第623回  常議員会
当所は7月21日、第623回常議員会を

開催。

令和3年度補正予算、会員入会（6月

度）について審議し、原案通り承認され

た。そのほか、合併に伴う議員企業の変

更および議員企業の名称変更、議員職

務執行者の役職変更、地場企業の経営

動向調査（第1四半期）の調査結果、新

型コロナウイルス感染症が企業に及ぼす

影響調査の調査結果等についての報告が

なされた。

◆議員企業の変更
株式会社ヤマダデンキ  九州ヤマダ
（旧名称  株式会社ベスト電器）

西部ガスホールディングス株式会社
（旧名称  西部瓦斯株式会社）

◆議員職務執行者の役職変更
株式会社西日本シティ銀行　代表取締役

会長　谷川 浩道氏（旧役職  代表取締役頭取）

昭和鉄工株式会社　相談役　福田 俊仁

氏（旧役職  代表取締役会長）
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地場企業の経営動向調査 令和3年度 第1四半期（令和3年4月～6月）
REPORT

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

今期（令和3年4～6月）の業況

令和3年4～6月の自社業況DI（全業種）は▲14.0と、
前期から＋26.6ポイントの大幅改善となり、コロナ前の
水準（令和元年10月～12月）に戻りつつある。
業種別では、全6業種において改善し、特に運輸・倉

庫業では前期から＋61.2ポイントと大幅な改善となった。
また、企業規模別では、中小企業・大企業ともに改善し
た。

次期（令和3年7～9月）の見通し

次期（令和3年7月～9月）の自社業況DIは▲10.5で、
今期比＋3.5ポイントと改善の見込みとなった。事業者か
らは、新型コロナワクチン接種のさらなる加速により、人
の流れが戻ることを期待する声が聞かれた。

◎新型コロナの影響で、人が動かなくなり、非常に苦し
い状況ではあるが、ワクチン接種の流れが加速し、人
の流れが戻ってくることに期待している。（卸売業：一般機
械器具）

◎コロナの影響により、引き続き、貸ホールやレストラン
の利用は減少しているが、ワクチン接種が広がることに
期待している。（サービス業：その他事業所サービス）

◎コロナの影響は引き続き受けているが、昨年同時期と
比較すると客足が伸びている。（運輸倉庫業：貨物運送・倉
庫業）

福岡商工会議所　調査 検索

■調査時点　令和3年6月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　560社（回答率28.0％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

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

大幅に改善、コロナ前の水準に戻る
次期は更に改善の見込み

企業の声

※前期（R3.1-3月）は前回調査結果
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善（ ➡）・悪化（

⇨ ）
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善（ ➡）・悪化（

⇨ ）

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲40.6
▲33.4
▲52.7
▲46.9
▲45.6
▲57.9
▲30.7
▲41.5
▲21.8

前期
（R3.1-3）

今期
（R3.4-6）

次期予測
（R3.7-9）

▲14.0 ➡
▲28.6 ➡
▲19.8 ➡
▲18.4 ➡
▲9.5 ➡
＋3.3 ➡
▲4.4 ➡
▲15.3 ➡
＋6.5 ➡

▲10.5 ➡
▲24.1 ➡
▲11.2 ➡
▲16.5 ➡
▲7.6 ➡
▲12.9⇨

＋1.2 ➡
▲11.4 ➡
＋3.2⇨

■自社業況の景気判断推移（業種別）
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新型コロナ流行前
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▲1.5 ▲4.2 ▲2.2
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▲1.9
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▲16.7

▲38.2

▲64.6
▲60.1

▲40.9 ▲40.6

▲14.0
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地場企業の経営動向調査 付帯調査：採用状況について

新型コロナの感染拡大による経済活動の停滞で、有効
求人倍率が1.07倍（福岡、令和3年5月）となるなど、企
業を取り巻く雇用環境が変化している。今回は企業の採用
状況・採用活動について調査した。

令和2年度の採用実績について

「募集し採用できた」企業は58.5％と、前回調査比（令
和2年6月）で2.0ポイント減少、コロナ流行前の前々回
調査比（令和元年6月）では11.6ポイント減少した。
一方「募集しなかった」企業は32.6％で、前回調査比
2.8ポイント増加、前々回調査比では12.5ポイント増加。
コロナ禍による経済活動の停滞が、企業の採用活動の鈍
化に影響したと見られる。

令和3年度の採用計画について

「令和3年度に採用を行う」と回答した企業は、54.0％
と前回調査から4.8ポイント増加。
コロナが拡大し1年以上が経ち、感染防止対策やワクチ

ン接種の普及などを背景に景況感も上向きを維持し、経済
回復に見通しが立ち始めたことで、採用活動を行う企業の
割合が増加したとみられる。
しかし、コロナ前の前々回調査結果（66.4％）と比較す

ると、まだ企業の採用活動の回復には至っていない。

令和3年度採用計画について、
業況の回復とともに積極的な
採用活動が増える見込み

◎雇用調整助成金を受給したことで、コロナの影響による赤字
を最大限抑えることができ、大変助かった。（製造業：食料品）

◎コロナの影響により、中小企業に良い人材が流れてくる
可能性があるので、人材確保に前向きに取り組むつも
り。（運輸倉庫業：貨物運送・倉庫業）

◎コロナ対策を契機として、更に柔軟な働き方（フレック
スタイム制など）を導入することにより、現在雇用してい
る社員の維持と作業効率化を図っている。（サービス業：
他の事業所サービス）

REPORT

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

□令和2年度採用実績について、コロナによる業況悪
化により、採用活動においても、厳しい状況にあった
ことが推測できる。特に、建設業、運輸倉庫業にお
いては、依然として人材確保に苦慮しているようだ。

□令和3年度採用計画について、コロナ前の水準と比較す
ると、「採用を行う」企業は低水準。しかし、製造業・
卸売業・小売業では採用を行う企業が増加しており、
業況の回復により積極的に採用を行うと推測できる。

□当所では、他機関の中途人材紹介事業との連携や、会社
合同説明会・会議所キャラバン事業などの企業と学生と
の接点創出を通して、人材確保を支援する。また、働き
方改革関連セミナー等を実施し、人材定着支援を行う。

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

人材確保・定着に向けて取り組んでいること

企業が人材の確保・定着に向けて取り組んでいることに
ついて尋ねたところ、「中途採用の強化」と回答した企業が
28.8％と最も多かった。次いで、「労働条件の改善」と回答
した企業が27.7％となった。
回答率は高くないが、「雇用調整助成金」を活用したこと

で、雇用している従業員を守ることができたなどの声が多
数聞かれた。

■令和2年度（R2.4～R3.4月入社）の採用実績

■人材確保・定着に向けて取り組んでいること（複数回答・n=488）

■令和3年度（R3.4～R4.4月入社）の採用活動

28.8%28.8%
27.7%27.7%

24.1%24.1%
23.4%23.4%

19.6%19.6%
16.8%16.8%
16.1%16.1%
15.5%15.5%

12.3%12.3%
11.1%11.1%

8.8%8.8%
5.2%5.2%
4.6%4.6%

2.1%2.1%

中途採用の強化
労働条件の改善

求める人材要件の明確化
求人媒体の積極的な活用

企業PRによる自社認知度の向上
柔軟な働き方の実現
新卒採用の強化
助成金の活用

採用活動のオンライン化
IT投資・投資設備による業務効率化・省力化

人事評価制度の明確化
外注による業務量の改善
非正規社員の人員増強

その他

※円グラフの外側から、今回調査（n＝549）、前回調査（令和2年6月・n＝527）、前々回調査
　（令和元年6月・n＝558）の順。

※円グラフの外側から、今回調査（n=548）、前回調査（令和2年6月・n＝520）、前々回調査
　（令和元年6月・n＝558）の順。
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

募集し採用できた
（計画通り採用できな
かった場合も含む）
58.5%

採用を行う
54.0%

募集したが全く
採用できなかった

8.9%

現時点では未定
29.9%

募集しなかった
32.6%

60.5%
9.7%

20.1%

29.8%

9.8% 70.1%

49.2%

66.4%
25.0%
8.6%

16.5%

34.2%

採用は行わない
16.1%
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地場企業の経営動向調査 付帯調査：採用状況について

新型コロナの感染拡大による経済活動の停滞で、有効
求人倍率が1.07倍（福岡、令和3年5月）となるなど、企
業を取り巻く雇用環境が変化している。今回は企業の採用
状況・採用活動について調査した。

令和2年度の採用実績について

「募集し採用できた」企業は58.5％と、前回調査比（令
和2年6月）で2.0ポイント減少、コロナ流行前の前々回
調査比（令和元年6月）では11.6ポイント減少した。
一方「募集しなかった」企業は32.6％で、前回調査比

2.8ポイント増加、前々回調査比では12.5ポイント増加。
コロナ禍による経済活動の停滞が、企業の採用活動の鈍
化に影響したと見られる。

令和3年度の採用計画について

「令和3年度に採用を行う」と回答した企業は、54.0％
と前回調査から4.8ポイント増加。
コロナが拡大し1年以上が経ち、感染防止対策やワクチ

ン接種の普及などを背景に景況感も上向きを維持し、経済
回復に見通しが立ち始めたことで、採用活動を行う企業の
割合が増加したとみられる。
しかし、コロナ前の前々回調査結果（66.4％）と比較す

ると、まだ企業の採用活動の回復には至っていない。

令和3年度採用計画について、
業況の回復とともに積極的な
採用活動が増える見込み

◎雇用調整助成金を受給したことで、コロナの影響による赤字
を最大限抑えることができ、大変助かった。（製造業：食料品）

◎コロナの影響により、中小企業に良い人材が流れてくる
可能性があるので、人材確保に前向きに取り組むつも
り。（運輸倉庫業：貨物運送・倉庫業）

◎コロナ対策を契機として、更に柔軟な働き方（フレック
スタイム制など）を導入することにより、現在雇用してい
る社員の維持と作業効率化を図っている。（サービス業：
他の事業所サービス）

REPORT

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

□令和2年度採用実績について、コロナによる業況悪
化により、採用活動においても、厳しい状況にあった
ことが推測できる。特に、建設業、運輸倉庫業にお
いては、依然として人材確保に苦慮しているようだ。

□令和3年度採用計画について、コロナ前の水準と比較す
ると、「採用を行う」企業は低水準。しかし、製造業・
卸売業・小売業では採用を行う企業が増加しており、
業況の回復により積極的に採用を行うと推測できる。

□当所では、他機関の中途人材紹介事業との連携や、会社
合同説明会・会議所キャラバン事業などの企業と学生と
の接点創出を通して、人材確保を支援する。また、働き
方改革関連セミナー等を実施し、人材定着支援を行う。

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

人材確保・定着に向けて取り組んでいること

企業が人材の確保・定着に向けて取り組んでいることに
ついて尋ねたところ、「中途採用の強化」と回答した企業が
28.8％と最も多かった。次いで、「労働条件の改善」と回答
した企業が27.7％となった。
回答率は高くないが、「雇用調整助成金」を活用したこと

で、雇用している従業員を守ることができたなどの声が多
数聞かれた。

■令和2年度（R2.4～R3.4月入社）の採用実績

■人材確保・定着に向けて取り組んでいること（複数回答・n=488）

■令和3年度（R3.4～R4.4月入社）の採用活動
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求める人材要件の明確化
求人媒体の積極的な活用

企業PRによる自社認知度の向上
柔軟な働き方の実現
新卒採用の強化
助成金の活用

採用活動のオンライン化
IT投資・投資設備による業務効率化・省力化

人事評価制度の明確化
外注による業務量の改善
非正規社員の人員増強

その他

※円グラフの外側から、今回調査（n＝549）、前回調査（令和2年6月・n＝527）、前々回調査
　（令和元年6月・n＝558）の順。

※円グラフの外側から、今回調査（n=548）、前回調査（令和2年6月・n＝520）、前々回調査
　（令和元年6月・n＝558）の順。
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

募集し採用できた
（計画通り採用できな
かった場合も含む）
58.5%

採用を行う
54.0%

募集したが全く
採用できなかった

8.9%

現時点では未定
29.9%

募集しなかった
32.6%

60.5%
9.7%

20.1%
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9.8% 70.1%

49.2%

66.4%
25.0%
8.6%

16.5%
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16.1%
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特別調査 新型コロナウイルス感染症が企業に及ぼす影響に関する調査

新型コロナウイルスの感染が確認されて1年以上が経過
したが、 いまだ度重なる緊急事態宣言の発令、外出・営業
の自粛等で経済活動への影響が続いている。今回は、現在
の経営への影響や支援策の利用状況等について調査した。

新型コロナウイルス感染症の拡大による経営への影響

経営への影響について、8割超（86.2％）の企業が「マイ
ナスの影響がある（過去・今後の可能性を含む）」と回答し
ており、今般のコロナ禍の影響の大きさがうかがえる。
ただ、「マイナスの影響が出ている・続いている

（57.5％）」と回答した割合は前回調査よりも10％減少、ま
た「マイナスの影響があったが、すでに収束した」と回答し
た企業が6.6％いることを考えると、マイナスの影響は縮
小傾向にある。

支援策の利用状況について

国や自治体による支援策を「利用した」と回答した企業
は約7割にのぼった。また、支援策を「利用した」と回答し
た企業420社に、利用した具体的な支援策を尋ねたとこ
ろ、「県・市の制度融資（52.1％）」が最も多く、次いで「売
上減少に伴う給付金・支援金（48.1％）」、「雇用維持に対
する助成金・支援金（44.8％）」の順となった。
一方、支援策を「利用しなかった」と回答した企業157

国や自治体の支援により、
マイナスの影響は縮小傾向
事業継続には「借入金返済」が最大の課題

◎経営革新認定を受け新事業に着手したが、本業につな
がる新たな取組の必要性も感じている。（サービス業）
◎M&Aを実施し、親会社のAI技術のノウハウ、ビッグデータ解
析活用ノウハウを取得。現在、新ビジネスを検討。（サービス業）

◎WEBサイト強化、動画SNS配信、クラウドファンディング
等の商品サービスの新たな提供方法の開発を実施。（小売業）

REPORT

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

□新型コロナウイルスは、約8割の企業にマイナスの
影響を及ぼし、その影響は依然として続いている。
ただ、国や自治体による支援もあり、マイナスの影
響は縮小傾向に向かいつつある。
□事業継続の課題として、「借入金の返済」が最も多
く挙げられた。いまだコロナの収束が不透明な状
況の中で、今後始まる借入金の返済を懸念してい
る。また、「生産性向上」や「事業再構築」、「働き
方改革の推進」といった将来を見据えた課題を抱え
る企業も多い。
□当所としては、当面の事業継続に向けた支援を行
いつつ、IT活用による生産性向上や業務効率化、
補助金を活用した事業再構築支援などを行ってい
く。また、国や行政に対して引き続き、支援策の
継続や拡充を要望していく。

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

社にその理由を尋ねたところ、約7割の企業が「企業規模
や売上高などの要件に該当しない」と答えた。

事業継続にあたっての課題

今後の事業継続にあたっての課題としては、多い順に
「借入金の返済（28.7％）」「IT化による業務効率化や生産
性向上（28.2％）」「新分野展開や業種転換、事業再編等
の事業の再構築（20.9％）」となった。
借入金の返済といった目先の資金繰り等に関する課題も
あるが、生産性向上や事業再構築といった将来を見据え
前向きに取り組んでいる企業も多い。

■新型コロナウイルス感染症の拡大による経営への影響

■事業継続にあたっての課題（全体・n=593）

■国や自治体が実施した支援策の利用状況（全体・n=593）

28.7%28.7%
28.2%28.2%

20.9%20.9%
20.4%20.4%
19.9%19.9%

17.2%17.2%
16.5%16.5%
16.4%16.4%

13.2%13.2%
11.6%11.6%

7.9%7.9%
1.3%1.3%
6.2%6.2%

借入金の返済
IT化による業務効率化や生産性向上

新分野展開や業種転換、事業再編等の事業の再構築
支援施策に関する正確な情報の収集

時差出勤、テレワーク等の働き方改革の推進と社内制度の整備
人件費の支払い

商品・サービスの新たな提供方法の構築
資金調達

マスク・消毒液・パーテーション設置等の感染予防対策
賃料（家賃、設備等）の固定費の支払い

交流人口の回復
混乱したサプライチェーンの再構築

その他

※1：前回調査（令和2年6月時点）では「すでにマイナスの影響が出ている」
※2：今回調査（令和3年6月時点）で新設
※3：今回調査（令和3年6月時点）で新設

無回答
2.7%

利用した（申請中・申請予定含む）
70.8%

特に利用していない
26.5%

■ マイナスの影響が出ている・影響が続いている※1
■ マイナスの影響があったが、すでに収束した※2
■ 現在のところマイナスの影響は出ていないが、今後生じる可能性がある
■ 現在、今後とも、特にマイナスの影響は生じないと思う
■ プラスの影響が出ている・今後生じる可能性がある
■ プラスの影響があったが、すでに収束した※3
■ 分からない　　■ その他　　■ 無回答

マイナスの影響が出ている・
影響が続いている
57.5%

マイナスの影響があったが
すでに収束した  6.6%

現在のところマイナスの
影響は出ていないが、

今後生じる可能性がある
　　　　　　　　22.1%

7.8%
1.2%
1.5% 1.5% 0.7%

1.2%

1.4%
2.7%
0.5%
0.5%

3.9%

23.4%
67.5%

※円グラフの外側が今回調査 （R3年6月・n=593）、内側が前回調査 （R2年6月・n=559）

■調査時点　令和3年6月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,058社
■回答企業　593社（回答率28.8％）

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＝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、土日祝昼・1月3日（月）：12,100
円→11,000円、【S席良席ペアシートプラン】11～
1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。9～10月の良席プラン
は前号までのご案内で完売しております。●対象日
程＝2021年9月1日（水）～2022年1月30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。
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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＝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、土日祝昼・1月3日（月）：12,100
円→11,000円、【S席良席ペアシートプラン】11～
1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。9～10月の良席プラン
は前号までのご案内で完売しております。●対象日
程＝2021年9月1日（水）～2022年1月30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

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。

PR
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東
区

博
多
区

中
央
区

ペットの殺処分とペットロスを撲滅する活動

食堂の運営

飲食店

包装材の輸入卸し売

犬のトリミングサロン

飲食店

ソフトウェア製作

インターネット関連事業

情報処理システムの企画・設計・開発

飲食店

行政書士

輸出入貿易業

飲食店

広告代理業

ネットショップの制作・販促

建設工事の請負等

飲食店

美容業全般

介護施設　高齢者住宅等への入居に関する身元保証

飲食店

フットケア事業（巻き爪、魚の目、肥厚爪、角質ケアなど）

飲食業

国産有機小麦のパン専門店

自動販売機の販売

リンパマッサージによるリラクゼーション

生餃子お持ち帰り専門店

警備業

飲食店

高齢者のペットライフを豊かにするためにラブポチ信託を普及します

創業50余年、筥崎宮参道にて昔懐かしの定食等を提供しています

ピタパンサンドの専門店です

輸入商社、包装材卸売り。輸入代行

犬の美容室です。親切丁寧に対応します。よろしくお願いします

香椎参道にて「田中ノ焼鳥」を営業。企業へ屋台も出店中

アナログチャートを販売しています

インターネットコンテンツの企画制作などを行なっています

数々の実績と高い技術力で、お客様の業務を強力にサポートします

2日かけて煮込む鯖の煮込みを中心とした煮魚専門の店、食堂です

補助金申請サポートを行っています。ぜひご相談ください

新しいビジネスマッチングと輸出入代行を提供する貿易会社です

国産和牛をリーズナブルに提供しています

インターネット広告で不動産業の売上UP・集客UPに貢献します

ネットショップの制作や販売促進・DX化のお手伝いをします

事業を通じ、お客様ブランドの価値向上をお手伝いします

柚子へべす等の食品加工原料の販売。美味しい物造りのお手伝い

質の高い技術を提供させていただいています

介護施設、高齢者住宅等への入居に関する身元保証

居心地よいカウンターバー。ノーチャージで1杯でも歓迎です

奇跡のフットケア、足と足爪予防ケア専門店。巻き爪、魚の目、肥厚爪など

九州産黒毛和牛をリーズナブルな価格で提供します

国産オーガニック小麦のパン専門店、自家製有機天然酵母使用

自動販売機の販売・運営をご提供させていただいています

リンパマッサージやミネラル食で心身を整えるお手伝いをします

糸島華豚と国産野菜を使用した生餃子お持ち帰り専門店です

交通誘導警備を主とし、雑踏・施設警備も承っています

4種の手作りおばんざいが特徴です

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-260-7269

092-651-6855

092-645-2133

092-409-9758

090-5945-2193

092-673-6553

092-410-5477

092-433-7546

092-475-1233

092-291-3337

092-292-7637

092-432-1020

092-600-9412

092-406-7533

092-600-0182

092-791-8553

092-724-8300

092-726-6638

092-688-9144

092-406-5508

092-738-5033

092-791-9029

092-526-0333

092-565-9373

092-231-8177

092-231-8584

092-710-1107

092-775-9227

東
区

博
多
区

博
多
区

中
央
区

名刺、封筒、チラシ等の印刷物の制作

船舶免許教習

電気工事業

主にシニア、ハンデのある方向けの御用聞きサービス（便利屋業務）

ゴルフ練習場

飲食店

お墓の掃除代行

飲食店

給食受託事業

地場企業、特産品の開発、販路拡大

名刺封筒を中心にした印刷物。新規開業に関するすべてをサポート

福岡で船舶免許を取得しませんか？マリノアでお待ちしています

製品の設置工事、オフィスビルの電気工事のご相談承ります！

くらしのお悩み事を必死豆炭に解決します

安い時間制打ち放題！一度ご来店を！

気軽に洋食が楽しめる九大学研都市駅前のダイニングバーです

お墓のおそうじ・遺品整理に関するお手伝いをします

糸島産直、博多名物等、活ゴマサバ、色々楽しめる居酒屋です

病院、施設、事業所の給食承ります。安心安全の給食を提供します

国内外への販路拡大や商材のマッチング等お手伝いをします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
博
多
区

092-984-6696

092-885-1929

092-811-5593

092-812-5051

092-806-8888

092-707-7333

092-410-5406

092-323-3801

050-1450-0186

099-227-6336

西
区

早
良
区

糸
島
市

糟
屋
郡
鹿
児
島
県

（特非）ピーサポネット

静香

カフェ358

（株）秦貴

Naturally  Wan

（株）エーアンドアイ

（株）ヤスナガソフト

スカイコミュニケーションズ（株）

（株）盛システム開発  福岡事務所

食堂煮魚少年

そよぎ行政書士事務所

インテルパルス（株）

ヤキニク上

（株）アドシング

（株）UTATOE

（株）ブランギア（Brangia. inc）

（株）しんすけ

La  beauté  YASUMORI

（株）フルギャランティア

そそぐ

（同）光明

炭火焼肉つどい

Trente  Trois

（株）富士テクニカルスタッフ

リンパサロンhiyori

博多の生餃子  福包み

J－Prime（株）

まるも食堂

名刺堂本店

（株）ロイヤルコーポレーション  マリンライセンスロイヤル福岡事務所

坂本電気（株）

孫屋  福岡本店

玄洋ゴルフセンター

ALISON

（株）想  －おもい

農建産業（株）

三給フーズ（同）

山形屋産業開発（株）

福岡市東区箱崎1-10-7-2階

福岡市東区箱崎1-45-18

福岡市東区箱崎1-10-7-2階

福岡市東区松田1-3-20

福岡市東区水谷3-27-33

福岡市東区香椎台4-14-1

福岡市東区香椎駅前1-3-15  香椎エクセル13－713

福岡市博多区博多駅前2-11-22  JOY博多302

福岡市博多区博多駅前3-6-12  オヌキ博多駅前ビル5階

福岡市博多区住吉2-6-32  リファレンス住吉1-A

福岡市博多区吉塚6-11-16  CherishYoshizukaⅤ-301

福岡市博多区博多駅前4丁目16番6号  オフィスニューガイア博多駅前No.50  206号

福岡市中央区渡辺通2-2-8  デンエンビル2階

福岡市中央区渡辺通5-1-26-603

福岡市中央区天神3-15-24-205

福岡市中央区大名1-9-24  MotherhouseDAIMYO3階

福岡市中央区大名1-12-30

福岡市中央区大名2-1-53-8階

福岡市中央区今泉1-10-12

福岡市中央区薬院2-10-2  王丸ビル1階

福岡市中央区赤坂3-13-20  ファンファンビル2階

福岡市中央区平尾2-2-18  シティマンション平尾103

福岡市中央区平丘町1-5

福岡市南区柏原6-62-5-1003

福岡市南区鶴田4-42-5

福岡市南区野間3-6-3

福岡市南区三宅3-28-26

福岡市城南区鳥飼6-8-2

福岡市西区姪浜駅南4-8-19  陣川ビル307

福岡市西区小戸2-11-1

福岡市西区野方2-33-2

福岡市西区室見が丘2-18-6-2階

福岡市西区田尻2668-1

福岡市西区北原1-7-8  メルヘンローズ学研都市1階

福岡市早良区石釜1524-5

糸島市二丈田中384

糟屋郡宇美町原田1-24-16  フリーデコナンⅢ-204

鹿児島県鹿児島市泉町12-10  山形屋泉町別館A棟1階

介護保険サービスの居宅介護支援事業

保険代理店

不動産賃貸業

飲食業

建設内装

総合輸出入貿易業務

飲食店

一般住宅建築

水道施設工業

各種印刷物の企画、デザイン

総合食品卸・小売

浄化槽施工販売

水産物製造販売

食品卸売業

運送業

経営コンサルタント（中小企業診断士）

フェイシャルエステ

骨董品、美術品、時計、宝飾品買取り及び販売

着物販売

印刷取扱

飲食店経営

飲食店（すし店）

小売業

飲食店経営

飲食業

コンクリートパイル及び鋼管杭等の販売・施工

太陽光設備材販売

業務用ランドリー機器販売

ダクト設備工事

土木

建設業

コンベンション・展示会デザイン

産後ケアハウス

魚介類を飲食店に卸している

飲食店経営

フラメンコ教室

税務・会計に関する業務

鍼灸・整骨院

各種商品の輸出入

ライブハウス経営

米穀等（主に米の玄米）販売業

飲食店

リラクゼーション

飲食店

飲食店（焼肉）

各種物品販売

労働者派遣事業

不動産

LEDソーラー街路灯の輸入卸

フェイシャル・ボディ・マッサージ・関連美容化粧品・美容機器卸及び販売

子供服販売

整骨院業

着物レンタル、着付、ヘアセット

美容業

建設業

着もの・帯・古布などのリメイク

不動産業

小動物の診察

飲食業（居酒屋）

飲食業

サードプレイス（株）

（株）九州FP事務所

ウォーターフィールド（株）

WAKAME  CAFE

（株）勇建装

番吉（株）

（株）心つなぐ一杯

（株）伊藤建装

（同）和光設備

（株）ND

まるいし商店

（有）トウセツ

（株）ビー・アズ

メディエート

赤帽サンクス運送

クリエイトバリュー

CEサロン  Tree  House

（株）威文商社

TLC（株）

（株）コムアルファ

坂丸屋

すし太郎（株）

（株）ハローデイ  ブランチ博多店

うまか処卸百家

あかおに

（株）基創

（株）アンコモンジャパン

（株）コスモインダストリー

（株）ダクトヤ上谷

（株）晴栄建設

ライフィード

宮本デザイン

川崎  純子

内田鮮魚

鮨光史郎

森里子フラメンコ＆健康づくり教室“Me  Gusta  el  Flamenco”

岡部竜郎税理士事務所

なの花鍼灸整骨院

ノイラート（株）

孝専社

（株）サングレイン

藤本商店（株）

ラクリラ

（株）サンレオ

（株）彩稟

ジェイアール西日本商事（株）  福岡オフィス

（株）クールファミリーパートナーズ

（株）アクシアライフ

（株）セシア

（株）サロン  ド  シャルマン

子供服jay’s

ジャイロ整骨院

（株）FACE  studio

HAIR  MAKE  LayLine

（株）サンビクトリー

Enfuku

（株）遠近ブラザース

（株）博多北ハート動物病院

旬彩旬味燈明  あかり

鉄板焼き  だいきち

南
区

城
南
区

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？
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東
区

博
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区

中
央
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ペットの殺処分とペットロスを撲滅する活動

食堂の運営

飲食店

包装材の輸入卸し売

犬のトリミングサロン

飲食店

ソフトウェア製作

インターネット関連事業

情報処理システムの企画・設計・開発

飲食店

行政書士

輸出入貿易業

飲食店

広告代理業

ネットショップの制作・販促

建設工事の請負等

飲食店

美容業全般

介護施設　高齢者住宅等への入居に関する身元保証

飲食店

フットケア事業（巻き爪、魚の目、肥厚爪、角質ケアなど）

飲食業

国産有機小麦のパン専門店

自動販売機の販売

リンパマッサージによるリラクゼーション

生餃子お持ち帰り専門店

警備業

飲食店

高齢者のペットライフを豊かにするためにラブポチ信託を普及します

創業50余年、筥崎宮参道にて昔懐かしの定食等を提供しています

ピタパンサンドの専門店です

輸入商社、包装材卸売り。輸入代行

犬の美容室です。親切丁寧に対応します。よろしくお願いします

香椎参道にて「田中ノ焼鳥」を営業。企業へ屋台も出店中

アナログチャートを販売しています

インターネットコンテンツの企画制作などを行なっています

数々の実績と高い技術力で、お客様の業務を強力にサポートします

2日かけて煮込む鯖の煮込みを中心とした煮魚専門の店、食堂です

補助金申請サポートを行っています。ぜひご相談ください

新しいビジネスマッチングと輸出入代行を提供する貿易会社です

国産和牛をリーズナブルに提供しています

インターネット広告で不動産業の売上UP・集客UPに貢献します

ネットショップの制作や販売促進・DX化のお手伝いをします

事業を通じ、お客様ブランドの価値向上をお手伝いします

柚子へべす等の食品加工原料の販売。美味しい物造りのお手伝い

質の高い技術を提供させていただいています

介護施設、高齢者住宅等への入居に関する身元保証

居心地よいカウンターバー。ノーチャージで1杯でも歓迎です

奇跡のフットケア、足と足爪予防ケア専門店。巻き爪、魚の目、肥厚爪など

九州産黒毛和牛をリーズナブルな価格で提供します

国産オーガニック小麦のパン専門店、自家製有機天然酵母使用

自動販売機の販売・運営をご提供させていただいています

リンパマッサージやミネラル食で心身を整えるお手伝いをします

糸島華豚と国産野菜を使用した生餃子お持ち帰り専門店です

交通誘導警備を主とし、雑踏・施設警備も承っています

4種の手作りおばんざいが特徴です

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-260-7269

092-651-6855

092-645-2133

092-409-9758

090-5945-2193

092-673-6553

092-410-5477

092-433-7546

092-475-1233

092-291-3337

092-292-7637

092-432-1020

092-600-9412

092-406-7533

092-600-0182

092-791-8553

092-724-8300

092-726-6638

092-688-9144

092-406-5508

092-738-5033

092-791-9029

092-526-0333

092-565-9373

092-231-8177

092-231-8584

092-710-1107

092-775-9227

東
区

博
多
区

博
多
区

中
央
区

名刺、封筒、チラシ等の印刷物の制作

船舶免許教習

電気工事業

主にシニア、ハンデのある方向けの御用聞きサービス（便利屋業務）

ゴルフ練習場

飲食店

お墓の掃除代行

飲食店

給食受託事業

地場企業、特産品の開発、販路拡大

名刺封筒を中心にした印刷物。新規開業に関するすべてをサポート

福岡で船舶免許を取得しませんか？マリノアでお待ちしています

製品の設置工事、オフィスビルの電気工事のご相談承ります！

くらしのお悩み事を必死豆炭に解決します

安い時間制打ち放題！一度ご来店を！

気軽に洋食が楽しめる九大学研都市駅前のダイニングバーです

お墓のおそうじ・遺品整理に関するお手伝いをします

糸島産直、博多名物等、活ゴマサバ、色々楽しめる居酒屋です

病院、施設、事業所の給食承ります。安心安全の給食を提供します

国内外への販路拡大や商材のマッチング等お手伝いをします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
博
多
区

092-984-6696

092-885-1929

092-811-5593

092-812-5051

092-806-8888

092-707-7333

092-410-5406

092-323-3801

050-1450-0186

099-227-6336

西
区

早
良
区

糸
島
市

糟
屋
郡
鹿
児
島
県

（特非）ピーサポネット

静香

カフェ358

（株）秦貴

Naturally  Wan

（株）エーアンドアイ

（株）ヤスナガソフト

スカイコミュニケーションズ（株）

（株）盛システム開発  福岡事務所

食堂煮魚少年

そよぎ行政書士事務所

インテルパルス（株）

ヤキニク上

（株）アドシング

（株）UTATOE

（株）ブランギア（Brangia. inc）

（株）しんすけ

La  beauté  YASUMORI

（株）フルギャランティア

そそぐ

（同）光明

炭火焼肉つどい

Trente  Trois

（株）富士テクニカルスタッフ

リンパサロンhiyori

博多の生餃子  福包み

J－Prime（株）

まるも食堂

名刺堂本店

（株）ロイヤルコーポレーション  マリンライセンスロイヤル福岡事務所

坂本電気（株）

孫屋  福岡本店

玄洋ゴルフセンター

ALISON

（株）想  －おもい

農建産業（株）

三給フーズ（同）

山形屋産業開発（株）

福岡市東区箱崎1-10-7-2階

福岡市東区箱崎1-45-18

福岡市東区箱崎1-10-7-2階

福岡市東区松田1-3-20

福岡市東区水谷3-27-33

福岡市東区香椎台4-14-1

福岡市東区香椎駅前1-3-15  香椎エクセル13－713

福岡市博多区博多駅前2-11-22  JOY博多302

福岡市博多区博多駅前3-6-12  オヌキ博多駅前ビル5階

福岡市博多区住吉2-6-32  リファレンス住吉1-A

福岡市博多区吉塚6-11-16  CherishYoshizukaⅤ-301

福岡市博多区博多駅前4丁目16番6号  オフィスニューガイア博多駅前No.50  206号

福岡市中央区渡辺通2-2-8  デンエンビル2階

福岡市中央区渡辺通5-1-26-603

福岡市中央区天神3-15-24-205

福岡市中央区大名1-9-24  MotherhouseDAIMYO3階

福岡市中央区大名1-12-30

福岡市中央区大名2-1-53-8階

福岡市中央区今泉1-10-12

福岡市中央区薬院2-10-2  王丸ビル1階

福岡市中央区赤坂3-13-20  ファンファンビル2階

福岡市中央区平尾2-2-18  シティマンション平尾103

福岡市中央区平丘町1-5

福岡市南区柏原6-62-5-1003

福岡市南区鶴田4-42-5

福岡市南区野間3-6-3

福岡市南区三宅3-28-26

福岡市城南区鳥飼6-8-2

福岡市西区姪浜駅南4-8-19  陣川ビル307

福岡市西区小戸2-11-1

福岡市西区野方2-33-2

福岡市西区室見が丘2-18-6-2階

福岡市西区田尻2668-1

福岡市西区北原1-7-8  メルヘンローズ学研都市1階

福岡市早良区石釜1524-5

糸島市二丈田中384

糟屋郡宇美町原田1-24-16  フリーデコナンⅢ-204

鹿児島県鹿児島市泉町12-10  山形屋泉町別館A棟1階

介護保険サービスの居宅介護支援事業

保険代理店

不動産賃貸業

飲食業

建設内装

総合輸出入貿易業務

飲食店

一般住宅建築

水道施設工業

各種印刷物の企画、デザイン

総合食品卸・小売

浄化槽施工販売

水産物製造販売

食品卸売業

運送業

経営コンサルタント（中小企業診断士）

フェイシャルエステ

骨董品、美術品、時計、宝飾品買取り及び販売

着物販売

印刷取扱

飲食店経営

飲食店（すし店）

小売業

飲食店経営

飲食業

コンクリートパイル及び鋼管杭等の販売・施工

太陽光設備材販売

業務用ランドリー機器販売

ダクト設備工事

土木

建設業

コンベンション・展示会デザイン

産後ケアハウス

魚介類を飲食店に卸している

飲食店経営

フラメンコ教室

税務・会計に関する業務

鍼灸・整骨院

各種商品の輸出入

ライブハウス経営

米穀等（主に米の玄米）販売業

飲食店

リラクゼーション

飲食店

飲食店（焼肉）

各種物品販売

労働者派遣事業

不動産

LEDソーラー街路灯の輸入卸

フェイシャル・ボディ・マッサージ・関連美容化粧品・美容機器卸及び販売

子供服販売

整骨院業

着物レンタル、着付、ヘアセット

美容業

建設業

着もの・帯・古布などのリメイク

不動産業

小動物の診察

飲食業（居酒屋）

飲食業

サードプレイス（株）

（株）九州FP事務所

ウォーターフィールド（株）

WAKAME  CAFE

（株）勇建装

番吉（株）

（株）心つなぐ一杯

（株）伊藤建装

（同）和光設備

（株）ND

まるいし商店

（有）トウセツ

（株）ビー・アズ

メディエート

赤帽サンクス運送

クリエイトバリュー

CEサロン  Tree  House

（株）威文商社

TLC（株）

（株）コムアルファ

坂丸屋

すし太郎（株）

（株）ハローデイ  ブランチ博多店

うまか処卸百家

あかおに

（株）基創

（株）アンコモンジャパン

（株）コスモインダストリー

（株）ダクトヤ上谷

（株）晴栄建設

ライフィード

宮本デザイン

川崎  純子

内田鮮魚

鮨光史郎

森里子フラメンコ＆健康づくり教室“Me  Gusta  el  Flamenco”

岡部竜郎税理士事務所

なの花鍼灸整骨院

ノイラート（株）

孝専社

（株）サングレイン

藤本商店（株）

ラクリラ

（株）サンレオ

（株）彩稟

ジェイアール西日本商事（株）  福岡オフィス

（株）クールファミリーパートナーズ

（株）アクシアライフ

（株）セシア

（株）サロン  ド  シャルマン

子供服jay’s

ジャイロ整骨院

（株）FACE  studio

HAIR  MAKE  LayLine

（株）サンビクトリー

Enfuku

（株）遠近ブラザース

（株）博多北ハート動物病院

旬彩旬味燈明  あかり

鉄板焼き  だいきち

南
区

城
南
区

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？
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中
央
区
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区

糸
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久
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市
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東
京
都

北
海
道

西
区

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

城
南
区

早
良
区

サービスの提供（旅行代理店）

体質改善リンパマッサージ

インターネットによる店舗コンサル

理美容業

インテリアデザイン

エステティックサロン

介護サービス事業

レストラン

美容室でお客様の髪を切ったり・パーマ・カラーをしています

貿易業

不動産仲介・管理

葬儀関連

放課後等デイサービス

リラクゼーション業

美容業（髪に関する事、カット、カラー、パーマ）

広告制作

飲食店

小売業

もつ鍋屋

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

サプリメント国内外製造、卸、小売販売業務

屋外広告業

飲食店

飲食業、居酒屋

ネイル、まつげエクステ

写真、動画撮影

古典芸能狂言の企画・運営

小売業

税理士事務所

化粧品、健康食品、雑貨品の卸売り

広報・経営・事業戦略策定（コンサルティング）教材の卸販売

和菓子店

飲食業

郵送物の受取り代行

ヨガ・ダンスなどのインストラクター

美容室への卸売業

軽運送業

中小企業診断士

家事代行

ヨガ教室（子連れでもOK）の展開

カツラの小売・販売

オイル・ケミカル販売（卸売）

コンサルティング

しいたけ、白きくらげの栽培、食品加工

オランダよりカカオ豆、カカオ商品の輸入・販売

ウォーターサーバーのブース内での営業

シルクスクリーン

建設業

飲食店

一般貸切旅客自動車運送業

住宅新築、リフォーム

スポーツ用自転車販売

食品販売業

練り製品、製造販売

救命蘇生法

芸能プロダクション

税理士事務所

Webサービス、MILESHAREの運営

調剤薬局

映像制作を用いたブランディング

小売業

スポーツ用品、衣料品の小売販売

宅地建物取引業

着物コーディネート、コンサルタント

書道教室

小売業

企画・デザイン・飲食・太陽光発電

各種消防設備設計施工

工場での配管工事

金属箔粉販売

小売業

婦人服製造卸

保健、医療福祉の推進

Web関連の販売促進

美容室

内装業

住宅建築関連材料販売

ソフトウェアの開発

美容室

建築物の設計・施工及び監理

清掃業

内装工事、店舗工事

店舗の設計デザイン

不動産賃貸、コンサル業

整体、腸セラピー、骨盤矯正、小顔矯正

小売業

飲食店経営

ネイルサロン

リライアブル貿易（同）

Re  Body

（株）Japan  Navi

アクセスオオホリ

FIVESTAR  design  office

EPI  de  RIZ

（株）nakasaka

（株）MADANGSOE  JAPAN

doucement

エスアンドジェイホールディングス（株）

（株）Bayline

（株）GROW

福岡マリーン（有）

Relaxsalon  WASABI

（有）hair  make  Juin

（株）プレイヤーズ

たこ焼き居酒屋  粉つぶら

（株）ハローデイ  ボンラパス  薬院六つ角店

（株）JAPAN  博多もつ将総本店

（株）Wisdom

（株）ISOLABO

（株）JT  LINK

プレパワー製薬（株）

（株）アンク

食と酒なかむた

まぐろ屋  炭太郎

PNR  nail

（株）plus－b

（株）ノマ企画

（株）ハローデイ  ボンラパス  トレゾ

富田成昭税理士事務所

（株）ファタ

ものがたりカンパニー

民芸茶屋  博多人形・舞

焼肉大ちゃん有田店

私書箱  Pale  Line

D－FIT

（株）サンライズ福岡

赤帽中地急送

宮地中小企業診断士事務所

自分整理ナビゲーター

yoga  ＆  baby  signs

ネクスト

ムービング  ストレージ

ドリーム・メーカー

糸島きのこファーム（株）

Campo  Lindo, Japan

根本敏雄

デザインファクトリー  ロク

（有）大鵬興産運輸

もんどりあん

堀川観光バス（株）

達建

（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

BLS大分

（株）TG  entertainment

税理士法人フューチャーコンサルティング

（株）MILESHARE

きらら薬局

（株）モーション  ヒアーズ

（株）ハローデイ  マークイズ福岡ももち店

（株）エヌアールシー

（株）IKD不動産

（同）RYU－EN

景柳書道学会

（株）ハローデイ  ボンラパス  高宮店

（株）クリエイティブオフィス・ビーム

森永防災システム（株）

（株）ユニオン

柳金箔（株）

（株）ハローデイ  ボンラパス  花畑店

シーズ

（特非）なやまんと

松本倫明商店

Hair  Make  楽屋

栗田内装

美匠カンパニー

レイジーナアキラ

パルティ  ヴィエント

原建設（株）

ソリッド  ワーク

小橋建設

（株）東京テンポ

（株）HARA

Atrrena

（株）ハローデイ  ボンラパス  百道店

（有）黒家

マーキュリー

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）
NE W MEMBER

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

18 水
8
14:00 -15:00

こんな方におすすめ！ 講　師
廣瀬 隆彦 氏

［開催形式］オンライン（Zoom）
［参加費］無料
［定員］5０名

お申し込み

明日から始められる
Webマーケティングセミナー

●HPをうまく活用できている気がしない
●LINEやInstagramからうまく集客できない
●どんなマーケティングをすればいいのか分からない
●名刺リストはあるが、活用できていない
●予算がない

マーケティングは資金が潤沢な大企業が行うものだと思っていませんか？
マーケティングの本質とは何か、マーケティングを通じて、WebやSNSから集客をどのように図
るのか。明日から簡単に始められるマーケティングの手法をご紹介します。

CX Value Lab株式会社　代表取締役CEO
株式会社ワクフリ　取締役  事業戦略室長

【主催】 【共催】

中小企業は必要ない?  いいえ! 中小企業こそ活用するメリットがあります!
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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

城
南
区

早
良
区

サービスの提供（旅行代理店）

体質改善リンパマッサージ

インターネットによる店舗コンサル

理美容業

インテリアデザイン

エステティックサロン

介護サービス事業

レストラン

美容室でお客様の髪を切ったり・パーマ・カラーをしています

貿易業

不動産仲介・管理

葬儀関連

放課後等デイサービス

リラクゼーション業

美容業（髪に関する事、カット、カラー、パーマ）

広告制作

飲食店

小売業

もつ鍋屋

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

サプリメント国内外製造、卸、小売販売業務

屋外広告業

飲食店

飲食業、居酒屋

ネイル、まつげエクステ

写真、動画撮影

古典芸能狂言の企画・運営

小売業

税理士事務所

化粧品、健康食品、雑貨品の卸売り

広報・経営・事業戦略策定（コンサルティング）教材の卸販売

和菓子店

飲食業

郵送物の受取り代行

ヨガ・ダンスなどのインストラクター

美容室への卸売業

軽運送業

中小企業診断士

家事代行

ヨガ教室（子連れでもOK）の展開

カツラの小売・販売

オイル・ケミカル販売（卸売）

コンサルティング

しいたけ、白きくらげの栽培、食品加工

オランダよりカカオ豆、カカオ商品の輸入・販売

ウォーターサーバーのブース内での営業

シルクスクリーン

建設業

飲食店

一般貸切旅客自動車運送業

住宅新築、リフォーム

スポーツ用自転車販売

食品販売業

練り製品、製造販売

救命蘇生法

芸能プロダクション

税理士事務所

Webサービス、MILESHAREの運営

調剤薬局

映像制作を用いたブランディング

小売業

スポーツ用品、衣料品の小売販売

宅地建物取引業

着物コーディネート、コンサルタント

書道教室

小売業

企画・デザイン・飲食・太陽光発電

各種消防設備設計施工

工場での配管工事

金属箔粉販売

小売業

婦人服製造卸

保健、医療福祉の推進

Web関連の販売促進

美容室

内装業

住宅建築関連材料販売

ソフトウェアの開発

美容室

建築物の設計・施工及び監理

清掃業

内装工事、店舗工事

店舗の設計デザイン

不動産賃貸、コンサル業

整体、腸セラピー、骨盤矯正、小顔矯正

小売業

飲食店経営

ネイルサロン

リライアブル貿易（同）

Re  Body

（株）Japan  Navi

アクセスオオホリ

FIVESTAR  design  office

EPI  de  RIZ

（株）nakasaka

（株）MADANGSOE  JAPAN

doucement

エスアンドジェイホールディングス（株）

（株）Bayline

（株）GROW

福岡マリーン（有）

Relaxsalon  WASABI

（有）hair  make  Juin

（株）プレイヤーズ

たこ焼き居酒屋  粉つぶら

（株）ハローデイ  ボンラパス  薬院六つ角店

（株）JAPAN  博多もつ将総本店

（株）Wisdom

（株）ISOLABO

（株）JT  LINK

プレパワー製薬（株）

（株）アンク

食と酒なかむた

まぐろ屋  炭太郎

PNR  nail

（株）plus－b

（株）ノマ企画

（株）ハローデイ  ボンラパス  トレゾ

富田成昭税理士事務所

（株）ファタ

ものがたりカンパニー

民芸茶屋  博多人形・舞

焼肉大ちゃん有田店

私書箱  Pale  Line

D－FIT

（株）サンライズ福岡

赤帽中地急送

宮地中小企業診断士事務所

自分整理ナビゲーター

yoga  ＆  baby  signs

ネクスト

ムービング  ストレージ

ドリーム・メーカー

糸島きのこファーム（株）

Campo  Lindo, Japan

根本敏雄

デザインファクトリー  ロク

（有）大鵬興産運輸

もんどりあん

堀川観光バス（株）

達建

（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

BLS大分

（株）TG  entertainment

税理士法人フューチャーコンサルティング

（株）MILESHARE

きらら薬局

（株）モーション  ヒアーズ

（株）ハローデイ  マークイズ福岡ももち店

（株）エヌアールシー

（株）IKD不動産

（同）RYU－EN

景柳書道学会

（株）ハローデイ  ボンラパス  高宮店

（株）クリエイティブオフィス・ビーム

森永防災システム（株）

（株）ユニオン

柳金箔（株）

（株）ハローデイ  ボンラパス  花畑店

シーズ

（特非）なやまんと

松本倫明商店

Hair  Make  楽屋

栗田内装

美匠カンパニー

レイジーナアキラ

パルティ  ヴィエント

原建設（株）

ソリッド  ワーク

小橋建設

（株）東京テンポ

（株）HARA

Atrrena

（株）ハローデイ  ボンラパス  百道店

（有）黒家

マーキュリー

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）
NE W MEMBER

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

18 水
8
14:00 -15:00

こんな方におすすめ！ 講　師
廣瀬 隆彦 氏

［開催形式］オンライン（Zoom）
［参加費］無料
［定員］5０名

お申し込み

明日から始められる
Webマーケティングセミナー

●HPをうまく活用できている気がしない
●LINEやInstagramからうまく集客できない
●どんなマーケティングをすればいいのか分からない
●名刺リストはあるが、活用できていない
●予算がない

マーケティングは資金が潤沢な大企業が行うものだと思っていませんか？
マーケティングの本質とは何か、マーケティングを通じて、WebやSNSから集客をどのように図
るのか。明日から簡単に始められるマーケティングの手法をご紹介します。

CX Value Lab株式会社　代表取締役CEO
株式会社ワクフリ　取締役  事業戦略室長

【主催】 【共催】

中小企業は必要ない?  いいえ! 中小企業こそ活用するメリットがあります!

PR

会議所からのお知らせ ベネフィット・ステーション  ゴールドコース

　電話一本で簡単にサービスのお申し込みが可能です。また、専用ペー
ジやスマートフォンからも各種サービスメニューをいつでもお申し込み
いただけます。利用者が直接申し込めるので、貴社の担当者に事務負担
がかかりません。

　多様なニーズやライフスタイルにあわせた幅広いサービスを地域格
差なくご利用いただけます。
　国内外宿泊やオフタイムを楽しむレジャー・グルメ・ショッピングなど
に加え、企業ニーズの高い育児や介護支援などにも対応しています。

月会費は全額
損金算入可能

低コスト・
業務負担なし

140万件以上の
豊富なメニュー

多様なニーズに合った優待サービスが使い放題 利用希望者から直接お申し込みいただけます！

福岡商工会議所会員特別料金

人数規模
一般料金

20,000円

100,000円

300,000円

1,000,000円

10,500円

1,050円

950円

850円

入会金

10名以下

11名～100名

101名～1,000名

1,001名～

一般料金

利用料金（1名あたり月額）

お問い合わせ／会員組織・共済グループ 　TEL 092-441-1114

会員割引

会員料金

無料

会員料金

880円
（税込）

加入人数が少なくても安心な料金設定
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労務Q&A

以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るた
め、届出により、主として生計を維持する者の被扶養
者とします。（※1割以内という基準が明確になりまし
た。）

⑶夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員の
場合は、被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれ
に相当する手当の支給が認定されている場合にはその
認定を受けている者の被扶養者として差支えないとさ
れています。

2．夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合
被用者保険の被保険者については年間収入を、国民

健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込
んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計
を維持する者とします。

3．主として生計を維持する者が育児休業等を取得した
場合【特例】

当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から
特例的に被扶養者を異動しないこととします。ただし、
新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認
定手続きを行うことになります。

夫婦双方の年間収入について、今後の想定もした上で
夫婦いずれの被扶養者とするか考える必要があります。
被扶養者として認定されなかった場合、認定されなかっ
た決定に係る通知書を届出に添えて次に届出を行う保険
者等に提出する事になります。なお、夫婦の年間収入を
比較する書類について、保険者から提出を求められる事
も考えられますので、詳しくは社会保険労務士にご相談
ください。

女性の活躍を推進しており、女性職員
を管理職に抜擢することにしました。女性
職員の昇給に伴い、ご主人の年収を上回

ることが想定される場合、ご主人の健康保険の被扶養
者となっている子どもはどちらの被扶養者とするべきで
しょうか？

夫婦とも被用者保険の被保険者の場合
には、年間収入の多い方の被扶養者となり
ます。2021年8月より夫婦共同扶養の場

合における被扶養者の認定については、年収がほぼ同じ
夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とする
かを調整する間、その子が無保険状態とならないように
年間収入等を判断する認定基準が変更になりましたので
確認していきましょう。

変更前の基本的考え方
被扶養者の届出を提出する日の前年分について、年間

収入（被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の
年間収入とする。）の多い方の被扶養者とすることを原則
とし、夫婦双方の年間収入が同程度の場合には、主とし
て生計を維持する方の被扶養者とするとしていました。
問題点…「同程度」や「主として」の表現が、判断を難し
くしていました。

変更後の基本的考え方
1．夫婦とも被用者保険の被保険者の場合
⑴被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、被保険者の
年間収入（過去の収入、現時点の収入、将来の収入
等から今後1年間の収入を見込んだものとする。）が多
い方の被扶養者とします。

⑵夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割

A

Q

夫婦共同扶養の場合における
被扶養者の認定について

福岡県社会保険労務士会　井手 真佐江

法律Q&A

傍聴のみ認めるタイプのものを「ハイブリッド参加型バー
チャル株主総会」といいます。

3．開催にあたっての留意点
このうち「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」

は、株主総会への関与が法律上の「出席」と同視されま
す。したがって、同手法による開催にあたっては、法律
上の要請を充たす必要があります。問題となる事項の例
としては、招集通知の記載内容、出席株主の本人確認の
方法、代理出席の可否、事前の議決権行使の取扱い、
質問の方法・制限、動議の制限、通信障害の発生等が
挙げられます。これらを把握した上で、各社の実態に応
じた総会を開催することが求められます。

4．おわりに
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。

新型コロナウイルス感染症の流行を受け
て、当社ではオンライン会議ツールを使用
したリモート会議が主流になっています。

株主総会についても同様に、オンラインで開催すること
は可能でしょうか。

現行の会社法の下では、オンラインのみ
による株主総会を開催することはできない
とされています。もっとも、物理的に株主

総会の会場を設けた場合であれば、オンライン会議ツー
ル等を併用して、株主総会の開催をすることが可能とさ
れています。
なお、上場会社においては、産業競争力強化法等の

一部を改正する等の法律の施行（施行日令和3年6月16
日）によって、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受け
た場合に限り、定款変更の上、オンラインのみによる株
主総会を開催することが可能になります。

1．会社法の規定
会社法上、株主総会を招集する場合には、株主総会

の「場所」を定めなければならないとされています。
したがって、株主総会の物理的な会場がなく、オンラ

インのみによる株主総会（バーチャルオンリー型株主総
会）は、「場所」が定まっていないものとして、会社法上
は許容されないものと解されています。

2．ハイブリッド型バーチャル株主総会について
もっとも、物理的な会場を設けた上で、オンラインに

よる出席や傍聴を認める方法は可能とされています。一
般に、オンライン上での議決権行使や質問が行えるタイ
プのものを  「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」、

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　坂田 和優

Q

オンラインによる株主総会
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法律Q&A

傍聴のみ認めるタイプのものを「ハイブリッド参加型バー
チャル株主総会」といいます。

3．開催にあたっての留意点
このうち「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」

は、株主総会への関与が法律上の「出席」と同視されま
す。したがって、同手法による開催にあたっては、法律
上の要請を充たす必要があります。問題となる事項の例
としては、招集通知の記載内容、出席株主の本人確認の
方法、代理出席の可否、事前の議決権行使の取扱い、
質問の方法・制限、動議の制限、通信障害の発生等が
挙げられます。これらを把握した上で、各社の実態に応
じた総会を開催することが求められます。

4．おわりに
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。

新型コロナウイルス感染症の流行を受け
て、当社ではオンライン会議ツールを使用
したリモート会議が主流になっています。

株主総会についても同様に、オンラインで開催すること
は可能でしょうか。

現行の会社法の下では、オンラインのみ
による株主総会を開催することはできない
とされています。もっとも、物理的に株主

総会の会場を設けた場合であれば、オンライン会議ツー
ル等を併用して、株主総会の開催をすることが可能とさ
れています。
なお、上場会社においては、産業競争力強化法等の

一部を改正する等の法律の施行（施行日令和3年6月16
日）によって、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受け
た場合に限り、定款変更の上、オンラインのみによる株
主総会を開催することが可能になります。

1．会社法の規定
会社法上、株主総会を招集する場合には、株主総会

の「場所」を定めなければならないとされています。
したがって、株主総会の物理的な会場がなく、オンラ

インのみによる株主総会（バーチャルオンリー型株主総
会）は、「場所」が定まっていないものとして、会社法上
は許容されないものと解されています。

2．ハイブリッド型バーチャル株主総会について
もっとも、物理的な会場を設けた上で、オンラインに

よる出席や傍聴を認める方法は可能とされています。一
般に、オンライン上での議決権行使や質問が行えるタイ
プのものを  「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」、

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　坂田 和優

Q

オンラインによる株主総会
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

に至っていた場合の被害試算額は、5476万円であった。
■事例③
EDRサービスを導入した企業において、不正プログラ
ム「ブラウザハイジャッカー」をEDRで検知、駆除方法
を案内したが自力で対応できなかったため、お助け隊が
リモート支援により駆除を実施した。

優良支援サービスにマーク付与
成果報告書ではこれ以外のインシデント対応事例の
ほか、組織的なセキュリティー対策の実態や人的リソース
の状況などのアンケート結果が掲載されている。自社の
セキュリティー対策実施の参考にしてほしい。
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められる中で、IPAでは、本実証
事業の結果などを踏まえ、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2
月に策定・公表した。
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、ブランド管理を行う
とともに普及を促進している。
自社のセキュリティー対策強化に向けて
活用を検討してほしい（成果報告書の詳細
については、QRコードを参照）。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

サイバー攻撃について1117社の実態把握
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は5月31日、

「令和2年度中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援
体制構築事業（サイバーセキュリティお助け隊）」の報告
書を公表した。
本事業は、13地域（24道県）と2産業分野の中小企
業を対象に、サイバー攻撃被害の実態などを把握すると
ともに、サイバーインシデントが発生した際の支援体制
の構築に向けた実証事業である。
1117社の中小企業が参加し、延べ1190社に対して
UTM機器（統合脅威管理）などのセキュリティー機器を
設置することで、サイバー攻撃の実態把握を行った。
本事業を通じ、業種や規模を問わず多くの企業がサ
イバー攻撃の脅威にさらされており、ウイルス対策ソフト
などの既存対策だけでは防ぎきれていない実態が明らか
となった。
また、インターネット上に公開しているホームページや
サービスサイトなどの脆弱性（ぜいじゃくせい）診断にお
いて、対象企業のほとんどで何らかの脆弱性が発見さ
れ、そのうちおおむね2割の企業においては、重大なイ
ンシデントにつながる可能性があると診断された。
これらの結果、合計293件のインシデント対応ほか技
術的支援が発生し、そのうち電話およびリモートなどに
よるインシデント対応ほか技術的支援を291件、訪問に
よるインシデント対応（駆け付け対応）を2件実施した。
インシデント対応を行った事例を紹介する。
■事例①
UTMサービスを導入した企業において、同一ホスト
にて断続的に要注意検知が発生していることが確認され
たため、お助け隊事業者が駆け付け支援を実施。対象
のマルウェアと判定されたプログラムは、インターネットか
らダウンロードしたフリーソフトであったことが判明、駆
除を実施した。
■事例②
UTMサービスを導入した企業において、PCの「ウイ
ルス対策ソフト」を導入済みであったものの、「不正なIP
アドレスへの通信」が成立していることが確認されたた
め、緊急度「高」のアラートを発報、支援を実施した。
被害は確認されていないが、仮に情報漏えいなどの被害

被害防止へ対応事例紹介

サイバーセキュリティお助け隊のイメージ

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 092-441-2845

お申し込み

主催：福岡商工会議所

　近年、様々なモノがインターネットに繋がってきており、業種や企業規模を問わず、皆さんが「企業
や顧客情報が奪われる」、「財産を盗まれる」等、サイバー犯罪等の被害に遭う可能性は高まっています。
ひとたび被害に遭うと、業務やサービスが停止するだけでなく、せっかく築き上げた信用や信頼を失って、
顧客が離れてしまうことにもなりかねません。その為にも、しっかりとした備えが求められています。

 「サイバー犯罪の現状＆対処法について」
～あなたの会社が狙われる～

ハイブリッド開催 中小企業経営者向け
参加
無料

■日時／ 8月23日（月） 14:00～15:30（開場13:30） ■講師

■参加方法／【①オンライン（Zoom）】

【②会場受講】

※本講座の録画・録音はご遠慮ください。

■申込方法／ホームページの申込フォームに必要事項をご記入のうえお申し込みください。
■申込締切日／8月16日（月）

■内容／【中小企業経営者向け】
第1部  「福岡県内におけるサイバー犯罪の現状について」

福岡県警察本部　生活安全部　サイバー犯罪対策課　管理官　福本 正義

第2部  「情報セキュリティ対策の必要性及び国・IPAの支援策について」
独立行政法人情報処理推進機構　セキュリティセンター　特命担当部長　稲垣 克芳

・パソコン、タブレット、スマートフォン等からご参加いただけます。
・Zoomのご利用等については、参加お申し込み後、追ってご連絡いたします。
・開催前日までに、視聴用URLをメールでお送りいたします。
・Wi-Fi環境など高速通信が可能な環境でご参加ください。（通信料はご負担ください）

聴講会場：福岡商工会議所　4階会議室  （福岡市博多区博多駅前2-9-28）
会場定員：40名（先着順・新型コロナウイルス感染症対策のため人数を制限しております）
《視聴会場での聴講をご希望の方》咳や発熱などの症状がある方は、参加をお控えください。
マスク着用での受講をお願いいたします。

福岡県警察本部　生活安全部
サイバー犯罪対策課 管理官

福本 正義 氏
【略歴】
・平成13年　九州管区警察局採用
・警察庁出向、中国四国管区警察局勤務等を経て、
令和3年3月から福岡県警察本部生活安全部サ
イバー犯罪対策課にて勤務

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
セキュリティセンター　特命担当部長

稲垣 克芳 氏
【略歴】
・平成3年　通商産業省入省
・経済産業省商務情報政策局、内
閣官房内閣情報調査室等を経て、
令和元年5月からIPAにて勤務

取り返し
の

つかない
ことに

なる前に

20 2021  AUGUST  ︱ 福岡商工会議所 NEWS



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 092-441-2845

お申し込み

主催：福岡商工会議所

　近年、様々なモノがインターネットに繋がってきており、業種や企業規模を問わず、皆さんが「企業
や顧客情報が奪われる」、「財産を盗まれる」等、サイバー犯罪等の被害に遭う可能性は高まっています。
ひとたび被害に遭うと、業務やサービスが停止するだけでなく、せっかく築き上げた信用や信頼を失って、
顧客が離れてしまうことにもなりかねません。その為にも、しっかりとした備えが求められています。

 「サイバー犯罪の現状＆対処法について」
～あなたの会社が狙われる～

ハイブリッド開催 中小企業経営者向け
参加
無料

■日時／ 8月23日（月） 14:00～15:30（開場13:30） ■講師

■参加方法／【①オンライン（Zoom）】

【②会場受講】

※本講座の録画・録音はご遠慮ください。

■申込方法／ホームページの申込フォームに必要事項をご記入のうえお申し込みください。
■申込締切日／8月16日（月）

■内容／【中小企業経営者向け】
第1部  「福岡県内におけるサイバー犯罪の現状について」

福岡県警察本部　生活安全部　サイバー犯罪対策課　管理官　福本 正義

第2部  「情報セキュリティ対策の必要性及び国・IPAの支援策について」
独立行政法人情報処理推進機構　セキュリティセンター　特命担当部長　稲垣 克芳

・パソコン、タブレット、スマートフォン等からご参加いただけます。
・Zoomのご利用等については、参加お申し込み後、追ってご連絡いたします。
・開催前日までに、視聴用URLをメールでお送りいたします。
・Wi-Fi環境など高速通信が可能な環境でご参加ください。（通信料はご負担ください）

聴講会場：福岡商工会議所　4階会議室  （福岡市博多区博多駅前2-9-28）
会場定員：40名（先着順・新型コロナウイルス感染症対策のため人数を制限しております）
《視聴会場での聴講をご希望の方》咳や発熱などの症状がある方は、参加をお控えください。
マスク着用での受講をお願いいたします。

福岡県警察本部　生活安全部
サイバー犯罪対策課 管理官

福本 正義 氏
【略歴】
・平成13年　九州管区警察局採用
・警察庁出向、中国四国管区警察局勤務等を経て、
令和3年3月から福岡県警察本部生活安全部サ
イバー犯罪対策課にて勤務

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
セキュリティセンター　特命担当部長

稲垣 克芳 氏
【略歴】
・平成3年　通商産業省入省
・経済産業省商務情報政策局、内
閣官房内閣情報調査室等を経て、
令和元年5月からIPAにて勤務

取り返し
の

つかない
ことに

なる前に

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

さっそく第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、新たな自己実現プログラム!

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。

スキルを伸ばして付加価値を高めます。
●社会人基礎力を磨く  ●日常業務でのIT活用力を高める

福岡市の就労相談窓口と連携し、就職活動におけるお悩みを解決します!

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。

・学びたいけど何を学べばいいのかわからない
・自分のキャリアやビジョンがぼんやりしている
・自分のライフステージというものを考えてみたい
・復職したいけど自分のスキルに不安…
・人生100年時代について理解を深めたい
・就職する前に働くための知識を学び直したい

こんな方に
おすすめ!

福商リカレントプログラムは、人の学ぶ意欲を高め、
自信をもって次のステップへ進む学びの場です。
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福商実務研修講座（9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

＝会員価格

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
【定員】20名

会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

若手社員・中堅社員向け

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！
●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
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】ベンチャーマネジメント　小林英二氏

ロジカルシンキング＆問題解決力
養成研修

□ 論理的な考え方が身につく
□ 問題を直視し、的確な課題設定ができる

●概念化能力対面

9/8
（水）

POINT

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱IRODORI　高木朱理氏、江崎智代氏

次期リーダーの心構えとは－想いを
形にするコミュニケーションスキル－

□ これからの時代の変化に適応できるリーダーを目指す
□ 組織の構成要素・役割を知り、リーダー像を明確化する

●対人関係能力対面

9/9
（木）

POINT

会 特 一 会 特 一

管理職向け 経理向け

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円　   ：15,720円
【講　師】㈱GSSヒューマンソリューションズ　小石原隆史氏

管理職のための“新”リーダーシッ
プ講座

□ 部下の変化に気づき成果向上を目指す
□ 外部環境の変化に対応できるリーダーを育成

●対人関係能力対面

9/15
（水）

POINT

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱大原キャリアスタッフ九州　清水 誠氏

決算書の見方・読み方講座（基礎
編）

□ 自社や取引先の決算書を読み解く力を養成
□ 将来の経営判断に役立つ

対面

9/7
（火）

POINT

会 特 一会 特 一

●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。

検定対策講座
日商簿記検定試験合格へ向けて、学習の取り掛かりから直前対策までメニューを取り揃えております。ご都合に
合わせてお選びください。
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

3級
■開催時期／～11月
■参 加 費／8,000円（税・教材込）
■申込締切／10月15日（金）

2級
■開催時期／～11月
■参 加 費／34,200円（税・教材込）
■申込締切／9月24日（金）

詳細はホームページをご覧ください➡

詳細はホームページをご覧ください➡

WEB講座

■日　程／9月11日・25日・10月2日・16日・
　　　　　30日・11月13日の土曜6日間
■時　間／12:00～17:00
■会　場／㈱日税サービス西日本 セミナー室
■参加費／29,260円（税・テキスト代込）

詳細はホームページをご覧ください➡

3級土曜日講座

3級（2日間コース）
■日　程／10月31日（日）・11月7日（日）
■時　間／10:00～17:00
■会　場／資格スクール大栄博多校
■受講料／9,440円（税・テキスト代込）

2級（3日間コース）
■日　程／10月23日（土）・10月30日（土）・
　　　　　11月6日（土）
■時　間／12:00～17:00
■会　場／資格スクール大栄博多校
■受講料／11,000円（税・テキスト代込）

直前最終チェック講座オン
ライン

対面

1級から3級まで、目標別に様々なコースが用意
されています。8月以降に開講するコースの詳細
は、ホームページをご覧ください。
■会　場／TAC福岡校
■受講料／会議所優待で通常受講料
　　　　　より5%割引

TAC提携講座対面

対面

研修講座・検定情報

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/e_learning/

e
ラーニング 福商eラーニング
フリーアナウンサーが徹底解説!
マスコミ視点の説明力向上講座
□ 報道現場の手法を交えた説明術を公開!
□ あらゆる場面で活用できる説明力を身につける!
□ 実写講義を中心に分かりやすく解説!

話の構成法／説明力を高めるアナウンス技法
非言語情報と印象管理／インタビュー術と説明力
共感を生む説明法・ポイント集／説明材料を整える

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
3,300円

福商会員価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
2,750円

※福商『eラーニング』の講座運営は、一般社団法人日本経営協会が行っております。

【カリキュラム概要】

（一社） 日本経営協会　講師
フリーアナウンサー/スピーチ講座代表
高木 圭二郎 氏

【監修・共同開発】
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福商実務研修講座（9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

＝会員価格

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
【定員】20名

会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

若手社員・中堅社員向け

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！
●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
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】ベンチャーマネジメント　小林英二氏

ロジカルシンキング＆問題解決力
養成研修

□ 論理的な考え方が身につく
□ 問題を直視し、的確な課題設定ができる

●概念化能力対面

9/8
（水）

POINT

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱IRODORI　高木朱理氏、江崎智代氏

次期リーダーの心構えとは－想いを
形にするコミュニケーションスキル－

□ これからの時代の変化に適応できるリーダーを目指す
□ 組織の構成要素・役割を知り、リーダー像を明確化する

●対人関係能力対面

9/9
（木）

POINT

会 特 一 会 特 一

管理職向け 経理向け

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円　   ：15,720円
【講　師】㈱GSSヒューマンソリューションズ　小石原隆史氏

管理職のための“新”リーダーシッ
プ講座

□ 部下の変化に気づき成果向上を目指す
□ 外部環境の変化に対応できるリーダーを育成

●対人関係能力対面

9/15
（水）

POINT

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱大原キャリアスタッフ九州　清水 誠氏

決算書の見方・読み方講座（基礎
編）

□ 自社や取引先の決算書を読み解く力を養成
□ 将来の経営判断に役立つ

対面

9/7
（火）

POINT

会 特 一会 特 一

●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。

検定対策講座
日商簿記検定試験合格へ向けて、学習の取り掛かりから直前対策までメニューを取り揃えております。ご都合に
合わせてお選びください。
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

3級
■開催時期／～11月
■参 加 費／8,000円（税・教材込）
■申込締切／10月15日（金）

2級
■開催時期／～11月
■参 加 費／34,200円（税・教材込）
■申込締切／9月24日（金）

詳細はホームページをご覧ください➡

詳細はホームページをご覧ください➡

WEB講座

■日　程／9月11日・25日・10月2日・16日・
　　　　　30日・11月13日の土曜6日間
■時　間／12:00～17:00
■会　場／㈱日税サービス西日本 セミナー室
■参加費／29,260円（税・テキスト代込）

詳細はホームページをご覧ください➡

3級土曜日講座

3級（2日間コース）
■日　程／10月31日（日）・11月7日（日）
■時　間／10:00～17:00
■会　場／資格スクール大栄博多校
■受講料／9,440円（税・テキスト代込）

2級（3日間コース）
■日　程／10月23日（土）・10月30日（土）・
　　　　　11月6日（土）
■時　間／12:00～17:00
■会　場／資格スクール大栄博多校
■受講料／11,000円（税・テキスト代込）

直前最終チェック講座オン
ライン

対面

1級から3級まで、目標別に様々なコースが用意
されています。8月以降に開講するコースの詳細
は、ホームページをご覧ください。
■会　場／TAC福岡校
■受講料／会議所優待で通常受講料
　　　　　より5%割引

TAC提携講座対面

対面

研修講座・検定情報

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/e_learning/

e
ラーニング 福商eラーニング
フリーアナウンサーが徹底解説!
マスコミ視点の説明力向上講座
□ 報道現場の手法を交えた説明術を公開!
□ あらゆる場面で活用できる説明力を身につける!
□ 実写講義を中心に分かりやすく解説!

話の構成法／説明力を高めるアナウンス技法
非言語情報と印象管理／インタビュー術と説明力
共感を生む説明法・ポイント集／説明材料を整える

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
3,300円

福商会員価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
2,750円

※福商『eラーニング』の講座運営は、一般社団法人日本経営協会が行っております。

【カリキュラム概要】

（一社） 日本経営協会　講師
フリーアナウンサー/スピーチ講座代表
高木 圭二郎 氏

【監修・共同開発】
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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/

会議所からのお知らせ

※１名様から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。
※密を避けるため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

　福岡商工会議所では、福岡県産業教育振興会と共催で、
高等学校卒の新卒採用を検討されている

地元企業の採用担当者の皆様と福岡県産業教育振興会会員の
高等学校の進路指導担当の皆様にお集まりいただき、
「採用・就職」に関する情報交換会を開催いたします。
高等学校卒業生の採用に向けた新たな人脈構築の場として

ご活用いただければ幸いです。
奮ってのご参加をお待ちしております。

■内　容／情報交換会
学校参加者を固定席とします。企業参加者は会場内を自由
にご移動いただき、面談を希望する学校と情報交換や名刺
交換を行っていただきます。
※面談時間は、1校あたり10分間。
※面談の予約については、当日先着順で企業側が学校を指定いたします。

■対　象／高等学校卒業生の新卒採用を検討している中小企業の代表
者及び人事・採用担当者等

■定　員／約60社（感染症対策のため、1社につき2名までとなりま
す。）（参加学校約40校予定）
※企業のお申し込みについては、業種・職種等の偏りが出ない範囲で
【先着順】とさせていただきます。

■参加費／1社あたり 3,000円
■締　切／9月10日（金）　※定員に達し次第、締め切ります。
■申　込／当所ホームページよりお申し込みください。
　　　　　（HPからのお申し込みのみ）

■実施イメージ

福岡商工会議所  4階会議室 
10月7日● 木 13:00～17:00

就職情報交換会
高等学校と企業との

会議所からのお知らせ

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169　
E-mail：fkshougyou＠fukunet.or.jp

・名刺交換などの人脈構築
・高校生の就職状況や企業
  の求人情報などについて
  情報交換

学校の進路・就職担当者
固定席（ブースに学校が着席）

企業の人事・採用担当者

主催／福岡県産業教育振興会　共催／福岡商工会議所
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　福岡商工会議所では、福岡県産業教育振興会と共催で、
高等学校卒の新卒採用を検討されている

地元企業の採用担当者の皆様と福岡県産業教育振興会会員の
高等学校の進路指導担当の皆様にお集まりいただき、
「採用・就職」に関する情報交換会を開催いたします。
高等学校卒業生の採用に向けた新たな人脈構築の場として

ご活用いただければ幸いです。
奮ってのご参加をお待ちしております。

■内　容／情報交換会
学校参加者を固定席とします。企業参加者は会場内を自由
にご移動いただき、面談を希望する学校と情報交換や名刺
交換を行っていただきます。
※面談時間は、1校あたり10分間。
※面談の予約については、当日先着順で企業側が学校を指定いたします。

■対　象／高等学校卒業生の新卒採用を検討している中小企業の代表
者及び人事・採用担当者等

■定　員／約60社（感染症対策のため、1社につき2名までとなりま
す。）（参加学校約40校予定）
※企業のお申し込みについては、業種・職種等の偏りが出ない範囲で
【先着順】とさせていただきます。

■参加費／1社あたり 3,000円
■締　切／9月10日（金）　※定員に達し次第、締め切ります。
■申　込／当所ホームページよりお申し込みください。
　　　　　（HPからのお申し込みのみ）

■実施イメージ

福岡商工会議所  4階会議室 
10月7日● 木 13:00～17:00

就職情報交換会
高等学校と企業との

会議所からのお知らせ

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169　
E-mail：fkshougyou＠fukunet.or.jp

・名刺交換などの人脈構築
・高校生の就職状況や企業
  の求人情報などについて
  情報交換

学校の進路・就職担当者
固定席（ブースに学校が着席）

企業の人事・採用担当者

主催／福岡県産業教育振興会　共催／福岡商工会議所
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検定試験でスマートに人材育成!

Withコロナ時代に適応した
商工会議所のネット試験をご活用ください

当所ではビジネス・スキルアップに役立つ様々な検定試験を実施しております。商工会議所の検定試験は、ビジネ
スの現場で役立つ点が評価され、企業や学校で人材育成ツールとして活用されています。
令和3年度からネット試験に対応した検定試験が増え、日時を選んで様々な場所で受験ができるようになりました。
いっそう受験しやすくなった商工会議所の検定試験が、企業の人材育成をお手伝いします。

合否を学生の成績＋教師の評価基準に活用
（専門学校）

仕事に活かせる
カラーコーディネーション力

合格を社内の昇格要件としている（鉄鋼商
社）

コンプライアンス強化に直結する
ビジネスの現場に即した法律知識 福祉住環境コーディネーターの称号は業務上

有用（専門商社）

福祉×建築×医療で提案力を磨く

スコアを英文会計習得度の目安として活用
（製造業）

ビジネスの共通言語
簿記と英語を一緒に学ぶ

SDGsの取り組み推進に向けて、全社員に受
験推奨（建設業）

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 合格をライン管理職登用の必須要件としてい

る（流通業）

■試験期間内であれば、平日や業務時間内
にも受験できます（土日・祝祭日も可）

■従業員に受験を勧めやすくなります

■次のステップアップにすぐに取り組めます
■モチベーションが維持しやすくなります

■時間を効率的に使えます
■受験に向けた学習に集中できます
■「3密」を回避できます

管理職に必須のマネジメントの基礎

1. 受験日時が選べる! 2. 即時採点ですぐに合否がわかる! 3. 自宅や会社で受験できる!

■団体申込とは
企業や学校などで受験者人数が3名
以上の場合に、まとめて管理ができ
る制度です。社員の人材育成などに
ご活用いただけます。
※受験申込は各受験者が行う必要があります。

■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。

団体申込の際、団体情報登録時に団体推進コードが必要となります。
団体申込をご検討の企業・団体のご担当者様は、検定・企業研修グループに
団体推進コードをお問い合わせください。（TEL 092-441-2189）

▲

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。
※今年度は、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）方式を用意しております。

Q. 受験にはどの程度のパソコンスキルが必要ですか。
　 マウスやタッチパッドの操作ができれば問題ありません。

Q. 受験にあたってアプリケーションをインストールする必要はありますか。
　 必要ありません。ブラウザ以外のアプリケーションは使用不可です。

本記事に関するお問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

特 集 2

カラーコーディネーター

ビジネス実務法務

ビジネスマネージャー

検定名 級 回 団体情報登録期間 申込期間 施行日 受験料（税込）

アドバンスクラス
スタンダードクラス

2・3級

―

第51回

第50回

第14回

9月3日（金）
～9月14日（火）

9月3日（金）
～9月14日（火）

9月3日（金）
～9月14日（火）

9月29日（水）
～10月25日（月）

9月29日（水）
～11月1日（月）

9月29日（水）
～11月1日（月）

10月14日（木）
～11月8日（月）

10月14日（木）
～11月8日（月）

10月14日（木）
～11月8日（月）

アドバンスクラス：7,700円
スタンダードクラス：5,500円

2級：7,700円
3級：5,500円

7,700円

ビジネス会計

日商珠算（そろばん）

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

2・3級

1～6級

第29回

第223回

10月17日（日）

10月24日（日）

8月30日（月）　　
　　～9月10日（金）

9月8日（水）　　
　　～9月10日（金）

1級：11,550円
2級：7,480円
3級：4,950円

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円
4～6級：1,020円

▲

日商簿記（2級・3級・初級）　

▲

リテールマーケティング（販売士）▲

日商原価計算初級　

▲

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

インターネット経由での検定試験　東商検定IBT ※IBT…Internet Based Test
ビジネス実務に直結する様々な知識やスキルを習得できます!

日商ネット試験（CBT）
日商ネット試験（CBT）に「日商簿記（2級・3級）」と「リテールマーケティング（販売士）」が新たに追加!
簿記と販売士が日時や場所をえらんで受験できるようになりました!
学習の進捗に合わせて受験できます。一定の要件を満たすことで団体受験も可能。
日商簿記は従来の統一試験もひきつづき実施しております。

⬇ もうすぐ申込がはじまる検定試験はコチラ ⬇

東商検定IBT  3つの特徴

お申し込みの流れ

対象となる検定試験

お申し込みに
あたって

日商ネット試験対応
の検定試験

・申込サイトより受験日時、受験者情
報等を入力しマイページ開設

・申込時にクレジットカードまたはコン
ビニ払いを選択（コンビニ払いを選択
した方は、期限までにお支払い）

・申込完了後、申込完了メールが届く

受験申込
・受験サイトにアクセスし、メールアド
レスとパスワードでログイン

・webカメラを通じた本人確認を行い、
試験開始

・試験中はwebカメラを通じてリアル
タイムに監視し、不正行為を防止

（試験当日）試験開始
・試験終了後、即時採点された結果が
画面に表示される

・マイページで成績レポートも印刷可
・有料で合格証も購入可

成績照会

団体受験でスマートに人材育成！  東商検定IBTは団体申込に対応しています。

Q＆A

■IBT方式

■会場集合型の統一試験
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検定試験でスマートに人材育成!

Withコロナ時代に適応した
商工会議所のネット試験をご活用ください

当所ではビジネス・スキルアップに役立つ様々な検定試験を実施しております。商工会議所の検定試験は、ビジネ
スの現場で役立つ点が評価され、企業や学校で人材育成ツールとして活用されています。
令和3年度からネット試験に対応した検定試験が増え、日時を選んで様々な場所で受験ができるようになりました。
いっそう受験しやすくなった商工会議所の検定試験が、企業の人材育成をお手伝いします。

合否を学生の成績＋教師の評価基準に活用
（専門学校）

仕事に活かせる
カラーコーディネーション力

合格を社内の昇格要件としている（鉄鋼商
社）

コンプライアンス強化に直結する
ビジネスの現場に即した法律知識 福祉住環境コーディネーターの称号は業務上

有用（専門商社）

福祉×建築×医療で提案力を磨く

スコアを英文会計習得度の目安として活用
（製造業）

ビジネスの共通言語
簿記と英語を一緒に学ぶ

SDGsの取り組み推進に向けて、全社員に受
験推奨（建設業）

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 合格をライン管理職登用の必須要件としてい

る（流通業）

■試験期間内であれば、平日や業務時間内
にも受験できます（土日・祝祭日も可）

■従業員に受験を勧めやすくなります

■次のステップアップにすぐに取り組めます
■モチベーションが維持しやすくなります

■時間を効率的に使えます
■受験に向けた学習に集中できます
■「3密」を回避できます

管理職に必須のマネジメントの基礎

1. 受験日時が選べる! 2. 即時採点ですぐに合否がわかる! 3. 自宅や会社で受験できる!

■団体申込とは
企業や学校などで受験者人数が3名
以上の場合に、まとめて管理ができ
る制度です。社員の人材育成などに
ご活用いただけます。
※受験申込は各受験者が行う必要があります。

■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。

団体申込の際、団体情報登録時に団体推進コードが必要となります。
団体申込をご検討の企業・団体のご担当者様は、検定・企業研修グループに
団体推進コードをお問い合わせください。（TEL 092-441-2189）

▲

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。
※今年度は、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）方式を用意しております。

Q. 受験にはどの程度のパソコンスキルが必要ですか。
　 マウスやタッチパッドの操作ができれば問題ありません。

Q. 受験にあたってアプリケーションをインストールする必要はありますか。
　 必要ありません。ブラウザ以外のアプリケーションは使用不可です。

本記事に関するお問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

特 集 2

カラーコーディネーター

ビジネス実務法務

ビジネスマネージャー

検定名 級 回 団体情報登録期間 申込期間 施行日 受験料（税込）

アドバンスクラス
スタンダードクラス

2・3級

―

第51回

第50回

第14回

9月3日（金）
～9月14日（火）

9月3日（金）
～9月14日（火）

9月3日（金）
～9月14日（火）

9月29日（水）
～10月25日（月）

9月29日（水）
～11月1日（月）

9月29日（水）
～11月1日（月）

10月14日（木）
～11月8日（月）

10月14日（木）
～11月8日（月）

10月14日（木）
～11月8日（月）

アドバンスクラス：7,700円
スタンダードクラス：5,500円

2級：7,700円
3級：5,500円

7,700円

ビジネス会計

日商珠算（そろばん）

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

2・3級

1～6級

第29回

第223回

10月17日（日）

10月24日（日）

8月30日（月）　　
　　～9月10日（金）

9月8日（水）　　
　　～9月10日（金）

1級：11,550円
2級：7,480円
3級：4,950円

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円
4～6級：1,020円

▲
日商簿記（2級・3級・初級）　

▲

リテールマーケティング（販売士）▲
日商原価計算初級　

▲

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

インターネット経由での検定試験　東商検定IBT ※IBT…Internet Based Test
ビジネス実務に直結する様々な知識やスキルを習得できます!

日商ネット試験（CBT）
日商ネット試験（CBT）に「日商簿記（2級・3級）」と「リテールマーケティング（販売士）」が新たに追加!
簿記と販売士が日時や場所をえらんで受験できるようになりました!
学習の進捗に合わせて受験できます。一定の要件を満たすことで団体受験も可能。
日商簿記は従来の統一試験もひきつづき実施しております。

⬇ もうすぐ申込がはじまる検定試験はコチラ ⬇

東商検定IBT  3つの特徴

お申し込みの流れ

対象となる検定試験

お申し込みに
あたって

日商ネット試験対応
の検定試験

・申込サイトより受験日時、受験者情
報等を入力しマイページ開設

・申込時にクレジットカードまたはコン
ビニ払いを選択（コンビニ払いを選択
した方は、期限までにお支払い）

・申込完了後、申込完了メールが届く

受験申込
・受験サイトにアクセスし、メールアド
レスとパスワードでログイン

・webカメラを通じた本人確認を行い、
試験開始

・試験中はwebカメラを通じてリアル
タイムに監視し、不正行為を防止

（試験当日）試験開始
・試験終了後、即時採点された結果が
画面に表示される

・マイページで成績レポートも印刷可
・有料で合格証も購入可

成績照会

団体受験でスマートに人材育成！  東商検定IBTは団体申込に対応しています。

Q＆A

■IBT方式

■会場集合型の統一試験
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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

地下鉄天神南駅から徒歩3分! 職人が握る生本マグロ
の大トロは絶品！お得な会員制度がございます

鮨・焼はまぐり　㈱ワールド・ポータル

九州の鮮魚を使ったお鮨と多彩な
味付けの焼はまぐりを堪能!

▼

おまかせコース
（5500円）

員様専用コースを会員様にかぎり2,500
円でご利用できます。月会員費25,000
円。詳しくは当店ホームページまたは店
舗へご確認ください。

当店には、会員様専用極上コース
（11,000円コース相当）を1か月間（30
営業日）、10回分楽しめるお得な会員制
度がございます。お連れ様もご利用が
可能です。有効期限が切れた場合は会

鮨・焼はまぐり
㈱ワールド・ポータル
福岡市中央区春吉3-21-22
クレビス天神3F
TEL：092-791-7733
https://localplace.jp/t200484479/
営業内容
月～土18:00～22:00。日曜定休。デリ
バリー、テイクアウトあり。

認定補聴器技能者在籍の補聴器専門店です。補聴器のレンタル
始めました。お気軽にご相談ください♪

アート補聴器ショップ

聴こえで困っている方に補聴器を通じて
喜んでもらいたい!

▼

コロナ対策万全!
真心込めて応対いたします

てどんな些細なお悩みでも私たちにぶつ
けてください! できる限りお客様のお力
になりたいと思っております。詳細は当
店HPをご覧ください。ご来店お待ちし
ております♪

聞き返しが多い、声が聞き取りにくい、
テレビの音量が大きすぎる等、聴こえに
は様々なお悩みがあります。補聴器に対
しても、いきなり買うのは不安、どう
やって購入するの? など。聴こえに関し

アート補聴器ショップ
福岡市中央区今川2丁目3-48　2階
TEL：092-731-3382
FAX：092-724-4782
http://art-hearingaid.com/
E-mail：artart3382@gmail.com
営業内容
■補聴器販売、訪問サービス
■補聴器レンタル
■補聴器購入後のアフターサービス
9:00～17:30営業
日祝休業

地下鉄中洲川端駅徒歩3分!
登記のみも可能です

J-PLUS　-office J-plus 中洲川端-

都心を中心としたビジネススタイル!
アクセスの良さが魅力!

▼

開放感のある
ラウンジスペース

ので、サテライトオフィスとしてもご利用
いただけます。
建物には、セキュリティシステムを導入

しておりますので、安心してご利用できま
す。詳しくはホームページをご覧ください。

中洲川端商店街内にレンタルオフィスを
オープンいたしました。1名用完全個室か
ら最大6名用とご利用人数に応じたスペー
スをご用意しております。
宅配ボックスや郵便ポストもございます

J-PLUS
-office J-plus 中洲川端-
福岡市博多区上川端町10-5
ケイアンドオービル2F/3F
TEL：092-687-5101
https://www.j-plus.info
E-mail：information@j-plus.info
営業内容
■レンタルオフィス
■24時間365日ご利用可能
【お電話・WEBにて予約受付中！】

糸島華豚使用　福岡を初め、青森のニンニクなど、国産野菜使用　10個入り450円からとお手軽な料金設定で、ちょっと
した手土産に、また、宅配サービスもご利用いただけますので、博多からのご贈答品としてもご利用ください

博多の生餃子福包み

冷蔵/冷凍  生餃子  お持帰り専門店「博多
の生餃子福包み」が南区に新規オープン

▼

ご贈答品として宅配サービスも
行っております
ご予約はこちらからどうぞ➡

感で子供からご年配の方まで、幅広く愛
されています。おかげさまで、オープン
1週間で、すでに多くのリピーターの方
にご来店いただいてます。ぜひ、皆様も
一度お立ち寄りください。

博多の生餃子福包みでは、ブランド豚
の「糸島華豚」を使用し、ミンチ加工か
らすべてこちらの本店で行っています。
国産小麦を使用した薄皮は、焼き目の部
分はカリッと、上部はモチモチとした食

博多の生餃子福包み
福岡市南区野間3丁目6-3
TEL/FAX：092-231-8584
営業内容
生餃子お持帰り専門店

マッチングアプリのつらい恋は卒業しませんか?

福岡結婚相談所ひまわりブーケ

次の恋は、結婚しよう

▼

毎月婚活パーティーを
行ってます。お気軽に
お問い合わせください

つIBJ正規加盟店! IBJシステムから運命
の人を一緒に探しましょう♡ LINE公式
は24時間対応。思い立ったときに、お気
軽にお問い合わせください。オンライン
面談で来店せずに、ご入会も可能です。

独身証明書の提出が義務付けられてい
るため、結婚に真剣なお相手と安心して
出逢うことができます。外見はもちろん、
内面の自分磨きもサポートし、ずっと続く
結婚をプロデュース。7万人の会員数を持

福岡結婚相談所ひまわりブーケ
福岡市中央区天神2丁目3-10-719
himawari-bouquet.com
E-mail：tani-akiko@himawari-bouquet.com
営業内容
婚活・結婚相談、カウンセリング

受入れ企業様を万全なフォローアップ体制でお手伝い
いたします!

セイブ海外研修協同組合

外国人技能実習生の受入事業及び特定
技能外国人の受入れの支援をします

▼

外国人材の受入れを
お手伝いいたします

業、農業から介護分野まで、あらゆる
分野で受入れの支援を行っております。
また、支援地区も大分、福岡をはじめ九
州全域をカバーしておりますので、お気
軽にお問合せ下さい!

言語の問題、生活習慣の問題など、
外国人材の雇用に不安を抱えていません
か? 大丈夫です。私ども「セイブ海外研
修協同組合」は一般監理団体（優良監理
団体）の認可を取得し、建設業、製造

セイブ海外研修協同組合
大分県大分市高城新町168番地
TEL：097-553-3335
FAX：097-552-5690
http://seibukaigai.com/
E-mail：yoshida@seibu-tsusyo.co.jp
営業内容
①外国人技能実習生の共同受入事業　
②特定技能外国人支援事業　③組合員
の取り扱う消耗品の共同購買事業
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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

地下鉄天神南駅から徒歩3分! 職人が握る生本マグロ
の大トロは絶品！お得な会員制度がございます

鮨・焼はまぐり　㈱ワールド・ポータル

九州の鮮魚を使ったお鮨と多彩な
味付けの焼はまぐりを堪能!

▼

おまかせコース
（5500円）

員様専用コースを会員様にかぎり2,500
円でご利用できます。月会員費25,000
円。詳しくは当店ホームページまたは店
舗へご確認ください。

当店には、会員様専用極上コース
（11,000円コース相当）を1か月間（30
営業日）、10回分楽しめるお得な会員制
度がございます。お連れ様もご利用が
可能です。有効期限が切れた場合は会

鮨・焼はまぐり
㈱ワールド・ポータル
福岡市中央区春吉3-21-22
クレビス天神3F
TEL：092-791-7733
https://localplace.jp/t200484479/
営業内容
月～土18:00～22:00。日曜定休。デリ
バリー、テイクアウトあり。

認定補聴器技能者在籍の補聴器専門店です。補聴器のレンタル
始めました。お気軽にご相談ください♪

アート補聴器ショップ

聴こえで困っている方に補聴器を通じて
喜んでもらいたい!

▼

コロナ対策万全!
真心込めて応対いたします

てどんな些細なお悩みでも私たちにぶつ
けてください! できる限りお客様のお力
になりたいと思っております。詳細は当
店HPをご覧ください。ご来店お待ちし
ております♪

聞き返しが多い、声が聞き取りにくい、
テレビの音量が大きすぎる等、聴こえに
は様々なお悩みがあります。補聴器に対
しても、いきなり買うのは不安、どう
やって購入するの? など。聴こえに関し

アート補聴器ショップ
福岡市中央区今川2丁目3-48　2階
TEL：092-731-3382
FAX：092-724-4782
http://art-hearingaid.com/
E-mail：artart3382@gmail.com
営業内容
■補聴器販売、訪問サービス
■補聴器レンタル
■補聴器購入後のアフターサービス
9:00～17:30営業
日祝休業

地下鉄中洲川端駅徒歩3分!
登記のみも可能です

J-PLUS　-office J-plus 中洲川端-

都心を中心としたビジネススタイル!
アクセスの良さが魅力!

▼

開放感のある
ラウンジスペース

ので、サテライトオフィスとしてもご利用
いただけます。
建物には、セキュリティシステムを導入

しておりますので、安心してご利用できま
す。詳しくはホームページをご覧ください。

中洲川端商店街内にレンタルオフィスを
オープンいたしました。1名用完全個室か
ら最大6名用とご利用人数に応じたスペー
スをご用意しております。
宅配ボックスや郵便ポストもございます

J-PLUS
-office J-plus 中洲川端-
福岡市博多区上川端町10-5
ケイアンドオービル2F/3F
TEL：092-687-5101
https://www.j-plus.info
E-mail：information@j-plus.info
営業内容
■レンタルオフィス
■24時間365日ご利用可能
【お電話・WEBにて予約受付中！】

糸島華豚使用　福岡を初め、青森のニンニクなど、国産野菜使用　10個入り450円からとお手軽な料金設定で、ちょっと
した手土産に、また、宅配サービスもご利用いただけますので、博多からのご贈答品としてもご利用ください

博多の生餃子福包み

冷蔵/冷凍  生餃子  お持帰り専門店「博多
の生餃子福包み」が南区に新規オープン

▼

ご贈答品として宅配サービスも
行っております
ご予約はこちらからどうぞ➡

感で子供からご年配の方まで、幅広く愛
されています。おかげさまで、オープン
1週間で、すでに多くのリピーターの方
にご来店いただいてます。ぜひ、皆様も
一度お立ち寄りください。

博多の生餃子福包みでは、ブランド豚
の「糸島華豚」を使用し、ミンチ加工か
らすべてこちらの本店で行っています。
国産小麦を使用した薄皮は、焼き目の部
分はカリッと、上部はモチモチとした食

博多の生餃子福包み
福岡市南区野間3丁目6-3
TEL/FAX：092-231-8584
営業内容
生餃子お持帰り専門店

マッチングアプリのつらい恋は卒業しませんか?

福岡結婚相談所ひまわりブーケ

次の恋は、結婚しよう

▼

毎月婚活パーティーを
行ってます。お気軽に
お問い合わせください

つIBJ正規加盟店! IBJシステムから運命
の人を一緒に探しましょう♡ LINE公式
は24時間対応。思い立ったときに、お気
軽にお問い合わせください。オンライン
面談で来店せずに、ご入会も可能です。

独身証明書の提出が義務付けられてい
るため、結婚に真剣なお相手と安心して
出逢うことができます。外見はもちろん、
内面の自分磨きもサポートし、ずっと続く
結婚をプロデュース。7万人の会員数を持

福岡結婚相談所ひまわりブーケ
福岡市中央区天神2丁目3-10-719
himawari-bouquet.com
E-mail：tani-akiko@himawari-bouquet.com
営業内容
婚活・結婚相談、カウンセリング

受入れ企業様を万全なフォローアップ体制でお手伝い
いたします!

セイブ海外研修協同組合

外国人技能実習生の受入事業及び特定
技能外国人の受入れの支援をします

▼

外国人材の受入れを
お手伝いいたします

業、農業から介護分野まで、あらゆる
分野で受入れの支援を行っております。
また、支援地区も大分、福岡をはじめ九
州全域をカバーしておりますので、お気
軽にお問合せ下さい!

言語の問題、生活習慣の問題など、
外国人材の雇用に不安を抱えていません
か? 大丈夫です。私ども「セイブ海外研
修協同組合」は一般監理団体（優良監理
団体）の認可を取得し、建設業、製造

セイブ海外研修協同組合
大分県大分市高城新町168番地
TEL：097-553-3335
FAX：097-552-5690
http://seibukaigai.com/
E-mail：yoshida@seibu-tsusyo.co.jp
営業内容
①外国人技能実習生の共同受入事業　
②特定技能外国人支援事業　③組合員
の取り扱う消耗品の共同購買事業
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『観光商談会』は、“観光”をテーマとしたバイヤー着
席型のBtoB商談会です。国内の旅行会社や、観光
商材を取り扱う各メディア媒体（Web、雑誌等）のバイ
ヤーに対し、宿泊施設、レジャー施設、観光施設など
様々な観光産業に携わる事業者が、自社の商品・サー
ビス・施設等を売り込むスタイルで実施しています。
前回（令和3年2月実施）は、コロナウイルスの影

響により増加が見込まれる“個人旅行”及び“九州周遊
の旅”をテーマに、対面とオンラインのハイブリッドで実施しました。マイクロツーリズム
等の新たな旅のカタチが注目を集める中、アフターコロナに向けた顧客発掘、商品開発に
役立った、と参加セラー、バイヤーともにご好評いただきました。

●『観光商談会』を利用されたきっかけはなんですか？
　福岡商工会議所の職員の方にご紹介いただきました。コロナ禍にテイクアウトを始めました
が、それだけでなく、コロナが落ち着いた後に店内にお客様を呼び込み、商品だけではない
お店の魅力を知っていただける企画があればと思い、参加いたしました。

●実際に『観光商談会』に参加していかがでしたか？
　これまでのボランティア活動の経験も踏まえ、職人が教える寿司の握り体験や、お店をツ
アーの一部にできないかという内容で、商談を行いました。
　商談会では、旅行会社のニーズを知ることができ、コロナ後を見据えて、大量消費ではな
い、ひとりひとりの楽しさの追求や、体験の重要さを考える機会となりました。また、店売り
だけで利益を出すという固定観念を捨て、新しいことにチャレンジするキッカケになりました。
　現在、商談会の成果として、じゃらん様にて、商品を掲載・販売をしていただいており、
さらにFacebookやInstagram、Twitterで宣伝していこうと考えております。

今回は 観光商談会 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

二葉鮨　三苫店
福岡市東区三苫6-15-72
プレザントビル101号室
TEL 092-606-6320

●『観光商談会』を利用されたきっかけはなんですか？
　宗像市商工会の方に観光商談会を紹介していただきました。
　弊社は、これまで小売店への卸販売を中心に行ってきましたが、コロナの影響を受け、売
り上げが大幅に減少しておりました。他の分野との協働を模索する中で、弊社の商品は博多
織や久留米絣といったその土地特有の伝統的なものであるため、“観光”との親和性もあるの
ではないかと思い、参加いたしました。

●実際に『観光商談会』に参加していかがでしたか？
　顧客が減っている中、どのように新しい顧客を開拓していくか、“旅行会社の視点”でご指摘
をいただき、とても勉強になりました。私が予想していた以上にご好評いただき、伝統的な
織物を紹介することは、観光においても良いことなのだと、改めて実感することができまし
た。また、商品販売だけでなく、ものづくり体験にも興味を持っていただき、コロナ後も、
新たなチャレンジができたらと思っています。
　商談会の成果として、（株）エイチ・アイ・エス様のカタログギフトにて、弊社日用小物セッ
トをお取り扱いいただく予定です。

株式会社 数寄屋
宗像市日の里5-3-31
TEL 0940-26-0153
HP：https://www.sukiya.style/

観光商談会に関するお問い合わせ／地域振興グループ　TEL 092-441-1118

今年度は、新型コロナウイルスの感染対策を行い、令和4年2月9日（水）、10日（木）に開催を予定して
います。また、9月から10月にかけて、オンラインの商談会を3度開催する予定です。
観光商品・サービス・施設など、幅広くPRできる機会となっております。ぜひご活用ください。なお、

本年8月より新設した『福商観光アドバイザー』についても、本誌4ページでご紹介しております。3名の観
光アドバイザーが貴社の課題やお悩みにお応えするので、チェックしてみてください♪

会議所活用法

㈲ケイズブルーイングカンパニー
☎092-841-6336
福岡市城南区別府1-19-1
https://www.brewmaster2002.com/
営12:00～18:00※
㉁不定休

福岡の大学卒業後、東京の製缶会社に設計技術者として勤務しました。その際、世界には
様々なスタイルのビールがあることを知り、興味を抱きました。アメリカで学び、日本で製造経験
を積んだ後、2002年に起業しました。商工会議所には、創業時に経営相談窓口を利用したこと
がきっかけで入会しました。その後は、「博多うまかもん市」や「Food EXPO Kyushu」などの商談
会に参加し、販路拡大に取り組んでいます。
我々のこだわりが詰まったクラフトビールで、社会に生きる皆さんの活力となり、社会がもっと

楽しくなるお手伝いができればと思っています。
また、街を元気にしたいという思いから、全国各地のクラフトビールが一堂に会するイベント

「BEERS OF JAPAN FESTIVAL」を開催しています! お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りくだ
さい!

今年も暑い日が続いていますね　 こんなに暑い日が続く
と、キンキンに冷えたビールが恋しくなります!
ということで、城南区別府でクラフトビールを製造・販
売をされている㈲ケイズブルーイングカンパニーさんを訪問
しました。ビールの醸造所といえば、広大な敷地に大きい
工場というイメージですが、こちらは別府橋の近くにあり、
こんなまちなかでビールを作ることができるのかと驚き　 
（※クラフトビール大国アメリカでは、普通の光景だそうです。）

こちらでは、代表作の“ブルーマスター”をはじめ、8種
類を製造しており、オーソドックスだけど毎日飲んでも飽き
ないビールと、他にないインパクトのあるビールをコンセプ
トにしているそうです。フルーツビールを日本で初めて商
品化したのは、実はケイズブルーイングさんなんだとか!
オススメをたずねると「オススメできないものは、瓶詰め
していない! 全ておすすめなので、お気に入りのビールを見
つけてほしい!」とのこと。（私のイチオシは、“あまおうノーブルス
イート”です! ）

コロナ禍でおうち時間が長くなる日々が続いてますが、
そんな時こそ、ご自宅でいつもとひと味違ったクラフトビー
ルを楽しんでみてはいかがでしょうか。

８種類のビールを販売
!

※店頭・公式サイト
で購入可能

クラフトビールで、
“人を・街を“もっと楽しく!

店内でも
お楽しみいただけます!

「BEERS OF JAPAN 
FESTIVAL2021」

9/17～9/23開催予定（福岡）

ホームページ

代表
取締役　加藤秀則さん

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♪

※緊急事態宣言等の発出により、営業時間変更・休業の可能性有。詳細は、お店にお問い合わせください。
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㈲ケイズブルーイングカンパニー
☎092-841-6336
福岡市城南区別府1-19-1
https://www.brewmaster2002.com/
営12:00～18:00※
㉁不定休

福岡の大学卒業後、東京の製缶会社に設計技術者として勤務しました。その際、世界には
様々なスタイルのビールがあることを知り、興味を抱きました。アメリカで学び、日本で製造経験
を積んだ後、2002年に起業しました。商工会議所には、創業時に経営相談窓口を利用したこと
がきっかけで入会しました。その後は、「博多うまかもん市」や「Food EXPO Kyushu」などの商談
会に参加し、販路拡大に取り組んでいます。
我々のこだわりが詰まったクラフトビールで、社会に生きる皆さんの活力となり、社会がもっと

楽しくなるお手伝いができればと思っています。
また、街を元気にしたいという思いから、全国各地のクラフトビールが一堂に会するイベント

「BEERS OF JAPAN FESTIVAL」を開催しています! お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りくだ
さい!

今年も暑い日が続いていますね　 こんなに暑い日が続く
と、キンキンに冷えたビールが恋しくなります!
ということで、城南区別府でクラフトビールを製造・販
売をされている㈲ケイズブルーイングカンパニーさんを訪問
しました。ビールの醸造所といえば、広大な敷地に大きい
工場というイメージですが、こちらは別府橋の近くにあり、
こんなまちなかでビールを作ることができるのかと驚き　 
（※クラフトビール大国アメリカでは、普通の光景だそうです。）

こちらでは、代表作の“ブルーマスター”をはじめ、8種
類を製造しており、オーソドックスだけど毎日飲んでも飽き
ないビールと、他にないインパクトのあるビールをコンセプ
トにしているそうです。フルーツビールを日本で初めて商
品化したのは、実はケイズブルーイングさんなんだとか!
オススメをたずねると「オススメできないものは、瓶詰め
していない! 全ておすすめなので、お気に入りのビールを見
つけてほしい!」とのこと。（私のイチオシは、“あまおうノーブルス
イート”です! ）

コロナ禍でおうち時間が長くなる日々が続いてますが、
そんな時こそ、ご自宅でいつもとひと味違ったクラフトビー
ルを楽しんでみてはいかがでしょうか。

８種類のビールを販売
!

※店頭・公式サイト
で購入可能

クラフトビールで、
“人を・街を“もっと楽しく!

店内でも
お楽しみいただけます!

「BEERS OF JAPAN 
FESTIVAL2021」

9/17～9/23開催予定（福岡）

ホームページ

代表
取締役　加藤秀則さん

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♪

※緊急事態宣言等の発出により、営業時間変更・休業の可能性有。詳細は、お店にお問い合わせください。
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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）

837,153 

1,619,783 

101.9 

101.9 

281,063 

9,889 

13,137 

174,686 

734 

49,679 

1,083 

27,537,920 

17,616,839 

802 

8,271 

19 

163 

22 

1,533 

2021年6月〈令和3年6月〉

0.6

1.1

▲ 0.5

0.2

11.5

18.7

0.3

0.0

6.1

▲ 0.9

11.6

5.9

4.5

▲90.1

▲94.3

850.0

986.7

▲31.3

14.7

1.07 

96,017 

98,293 

211 

4,633,509 

2,815,646 

2,745,056 

562,386 

2,869,543 

493,647 

1,234 

7,329 

6,051 

1,990 

50,666 

1,340 

9,300 

352 

675,030 

▲ 9.3

7.5

17.9

6.6

34.3

48.3

34.5

29.1

20.7

247.2

199.5

31.0

55.3

2.8

154.0

▲31.0

257.7

851.4

167.9

＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は前月末、（※2）は前々月末の数字。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

ネクスペイと
Go To Eat 参加店が
一目でわかるアイコン
を追加 !

Instagram Twitter特設サイト

@goodupfukuoka ＠GoodUpFukuoka

この度、Go To Eatキャンペーン福
岡お食事券に加え、新たに福岡市プ
レミアム付 電子商品券FUKUOKA 
NEXT Pay（ネクスペイ）に参加して
いる店舗ページに、右記アイコンを
追加しました!
ネクスペイ、Go 
To Eatお食事券
をもって、飲食店
へ出かけよう♪

NEW

各店舗ページ右上のこのアイコンが目印♪

福岡市ふるさと納税登録　オンライン説明会
こんな方にオススメ
　 ふるさと納税の活用による販路拡大  をしたい方など

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！

～今月の注目コンテンツ～
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