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コロナ禍におけるオンライン商談のポイント



プレミアム付地域商品券 発行情報※一部

20�PREMIUM
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。

10月中旬までの予約・販売予定団体（令和3年8月24日時点）

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）

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』
販売開始日：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）

六本松商店連合会
『六本松プレミアム商品券』
予約（抽選）：令和3年9月1日（水）～令和3年10月3日（日）
予約引換日：令和3年10月17日（日）～令和3年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）

竹下商店街振興組合
『竹ちゃんプレミアムチケット』
予約（抽選）：令和3年9月13日（月）～令和3年9月24日（金）
予約引換日：令和3年10月1日（金）～令和3年12月24日（金）
対面販売日：令和3年10月1日（金）～完売まで
【1,000冊】※予約販売
10,000円で12,000円相当（1,000円券×7枚＋500円券×10枚）

西新オレンジ通り商店街組合『西新オ
レンジ通り商店街プレミアム商品券』
販売日：令和3年9月15日（水）～令和3年11月30日（火）
【2,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×9枚＋500円券×6枚）

キャナルシティオーパ会『キャナル
シティ博多電子プレミアム商品券』
販売日：令和3年9月17日（金）～完売まで
【3,000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）

長住大通り商店街『長住大通り商店街・
上長尾名店街共通プレミアム商品券』
販売日：令和3年9月18日（土）～完売まで
【10,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×7枚＋500円券×10枚）

上長尾名店街『長住大通り商店街・上
長尾名店街共通プレミアム商品券』
販売日：令和3年9月18日（土）～完売まで
【10,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×7枚＋500円券×10枚）

高取商店街振興組合
『高取商店街プレミアム付商品券』
販売日：令和3年9月25日（土）～令和3年9月26日（日）
【500冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

柳瀬町商店連合会
『柳瀬町プレミアム商品券2021』
販売日：令和3年10月1日（金）～完売まで
【3,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

西新中西商店街組合『西新中西商
店街プレミアム付商品券』
販売日：令和3年10月1日（金）～令和3年10月2日（土）
【1,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

周船寺商工連合会
『すせんじプレミアム商品券』
販売日：令和3年10月3日（日）～令和3年10月17日（日）
【10,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×12枚）

箱崎商店連合会
『ハコぽっぽプレミアム商品券』
予約（先着順）：令和3年10月5日（火）～令和3年10月11日（月）
予約引換日：令和3年10月12日（火）～令和3年10月18日（月）
対面販売日：令和3年10月12日（火）～完売まで
【400冊】※予約販売
5,000円で6,000円相当（500円券×12枚）

西新中央商店街『西新中央商店街
プレミアム付き商品券』
販売日：令和3年10月8日（金）～令和3年10月9日（土）
【1,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

香椎商工連盟
『とくとく香椎商品券』
販売日：令和3年10月15日（金）
【2,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

香椎商工連盟
『とくとく香椎商品券（電子商品券）』
販売日：令和3年10月15日（金）～完売まで
【500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）

新天町商店街商業協同組合
『新天町モバイル商品券』
販売日：令和3年9月1日（水）～令和3年12月31日（金）
【10,000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）

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3日（金）～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）

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!!

コロナの影響などにより、
予告なく変更される場合があります。
販売の詳細や販売状況などは、
各発行団体にお問い合わせください。

商業・雇用支援グループ  TEL 092-441-2169お問い合わせ

E n j o y

s h o p p
i n g !
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この機会にぜひ、お近くの商店街でお買い求めください。

10月中旬までの予約・販売予定団体（令和3年8月24日時点）

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）

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』
販売開始日：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）

六本松商店連合会
『六本松プレミアム商品券』
予約（抽選）：令和3年9月1日（水）～令和3年10月3日（日）
予約引換日：令和3年10月17日（日）～令和3年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）

竹下商店街振興組合
『竹ちゃんプレミアムチケット』
予約（抽選）：令和3年9月13日（月）～令和3年9月24日（金）
予約引換日：令和3年10月1日（金）～令和3年12月24日（金）
対面販売日：令和3年10月1日（金）～完売まで
【1,000冊】※予約販売
10,000円で12,000円相当（1,000円券×7枚＋500円券×10枚）

西新オレンジ通り商店街組合『西新オ
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販売日：令和3年9月17日（金）～完売まで
【3,000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）

長住大通り商店街『長住大通り商店街・
上長尾名店街共通プレミアム商品券』
販売日：令和3年9月18日（土）～完売まで
【10,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×7枚＋500円券×10枚）

上長尾名店街『長住大通り商店街・上
長尾名店街共通プレミアム商品券』
販売日：令和3年9月18日（土）～完売まで
【10,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×7枚＋500円券×10枚）

高取商店街振興組合
『高取商店街プレミアム付商品券』
販売日：令和3年9月25日（土）～令和3年9月26日（日）
【500冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

柳瀬町商店連合会
『柳瀬町プレミアム商品券2021』
販売日：令和3年10月1日（金）～完売まで
【3,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

西新中西商店街組合『西新中西商
店街プレミアム付商品券』
販売日：令和3年10月1日（金）～令和3年10月2日（土）
【1,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

周船寺商工連合会
『すせんじプレミアム商品券』
販売日：令和3年10月3日（日）～令和3年10月17日（日）
【10,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×12枚）

箱崎商店連合会
『ハコぽっぽプレミアム商品券』
予約（先着順）：令和3年10月5日（火）～令和3年10月11日（月）
予約引換日：令和3年10月12日（火）～令和3年10月18日（月）
対面販売日：令和3年10月12日（火）～完売まで
【400冊】※予約販売
5,000円で6,000円相当（500円券×12枚）

西新中央商店街『西新中央商店街
プレミアム付き商品券』
販売日：令和3年10月8日（金）～令和3年10月9日（土）
【1,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

香椎商工連盟
『とくとく香椎商品券』
販売日：令和3年10月15日（金）
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10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

香椎商工連盟
『とくとく香椎商品券（電子商品券）』
販売日：令和3年10月15日（金）～完売まで
【500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）
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販売日：令和3年9月1日（水）～令和3年12月31日（金）
【10,000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）
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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
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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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創ネット株式会社
代表取締役社長　小口 幸士氏

080808 コロナ対策支援施策情報
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マル経資金
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貸会議室を利用しませんか！
消費税 インボイス制度　令和3年10月1日から登録申請受付開始！
事業承継セミナー
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デジタル化支援セミナー  参加無料
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よかぞうチャンネルで動画配信中！
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「オンライン（Zoom）」で、地元大学生と企業をつなぐ
「オンラインモグジョブ」のご案内

福商実務研修講座（9月・10月）
商工会議所の検定試験
検定対策講座
福商リカレントプログラム
パソコン教室

【専門家に聞く】
税務Q&A
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生命共済制度
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営業もオートメーション化し
ビジネスチャンスをつかむ

自社においてもRPAを取り入れ、販
売管理システムのオートメーション化を
進める小口さんですが、10年前から
メールマガジンを中心としたマーケティ
ングオートメーションにも取り組んでい
ます。そのメールマガジンは多岐にわ
たり、毎月開催しているセミナーへの
集客を図る『そう！ネットーコマーシャ
ル』、商品紹介を行う『モノBOOK』、
機械設備の修理・メンテナンス情報を
発信する『コストダウン通信』を発刊。
コロナ禍においては情報発信を強化
し、各メーカーの担当者と制作する
『地域のミカタ』、社員による商品紹介
動画『SouTube』、メーカーのメール
マガジンを展開する『ドLiveスルーそ
うねっと』を次 と々発表しました。
「新規開拓を目的に始めた情報発信
ですが、メールマガジンを誰が開封し
てくれたか、またどんなことに興味が
あるかを分析し営業に役立てていま
す。しかし、いくらオートメーション化
を進めようとも、そこに心がなければ
クライアントには届きません。例えば

新型コロナウイルス感染症で打撃を受
けた飲食業界でも、情報発信に長け
早く安く食事が提供できる大手チェー
ンが苦戦する反面、地域に根ざした飲
食店のほうが集客できている状況があ
ります。だからこそ、ものを早く安く
届けるだけではなく、義理や人情を感
じることができるようなサービス、サ
ポートが必要になってくるのではないで
しょうか」。小口さんはオートメーショ
ン化を推進する一方で、今後の課題に
も言及。BtoBの情報発信に加え、個
人とのつながりを強化するSNSでの
情報発信にも力を入れています。

創業70周年を迎え
さらなる成長を目指していく

入社以来、ヒト・モノ・カネや戦略
などの見える化を図り、県外リモート
ワークの実現、ファクスのウェブ化、
請求書の電子化、経費精算のデジタ
ル化と、社内環境の改革にも努めてき
た小口さん。創業70周年の節目には、
オリジナルマスコットキャラクターであ
る『SOゲンジャーズ』を生み出したほ
か、“70”の数字にちなんだ甘納豆『夢

が叶う 創納豆』、ナットとボルト型の
チョコレート『創ナット』など、ユーモ
ア溢れる記念品を作成。その根底に
は、小口さんの経営者としての想いが
ありました。
「社員第一はもちろんですが、中小
企業においては経営者自身が面白く楽
しく仕事をすることが大事だと思って
います。そしてそれを社員にも楽しん
でもらい、共感してもらうことが重要
です。クライアントや地域を愛し愛さ
れ70年間事業を続けてきましたが、
これからも人と人、企業と企業のネッ
トワークをつなぎながら、心豊かな社
会づくりに貢献していきたいですね」と
意気込みます。

工場のオートメーション化を
実現するエンジニアリング商社

2020年12月に創業70周年を迎え
た福岡市博多区築港本町の創ネット株
式会社。電気資材の販売を事業の中核
とし、現在では各種工場のオートメー
ション化を支援する部品や設備、ロ
ボットなどの販売と、それらの機器を
制御するシステムを構築するエンジニア
リング商社として、福岡・佐賀を中心
に九州一円で事業を展開しています。
2014年から三代目として代表取締役

社長を務める小口幸士さんは「商社とし
てさまざまなメーカーの商品を販売する
一方通行の仕事だけではなく、クライ
アントの課題や要望に対して協力企業
とともに商品を開発する、ものづくりの

側面も持ち合わせているのが創ネットで
す。もともと創業当時は九州電機資材
株式会社という社名だったのですが、
1992年に変更。さまざまな人、企業と
ともに事業を創造していくという想いが
込められているのです」と話します。
そんな創ネットの大きな特徴は、商材

の幅広さにあります。約4年前からは
RPA（Robotic Process Automation）
を導入。これまで人が担ってきた事務作
業をオートメーションにすることで業務効
率化を図るもので、クライアントを工場
からオフィスにまで拡大。コロナ禍にお
いても非接触体温測定カメラなど商材を
増やし、また自立走行型UV除菌ロボッ
トを使った除菌サービスをスタートさせる
など、意欲的に事業を広げています。
「地場の産業はまだまだ苦しい状況で

すし、営業も苦戦していますが、コロナ
禍による状況そのものは変えることがで
きません。それでも、ものの売り方や売
る商材を変えることはできるはず。例え
ば小売業だったら、お客さんが来てくれ
なければ売りに行く、売るものがなく
なったのであれば新たな商材を探しに行
く。こういう時期だからこそ足を止めてし
まってはダメです」と小口さん。今後は工
場におけるリモートメンテナンスの需要増
加を睨み、サイバーセキュリティ関連事
業にも注力。時代の変化に応じたビジネ
ス展開を進めています。また、そういっ
た取り組みが評価され、経産省が開催す
る「令和3年度中小企業サイバーセキュリ
ティ対策促進事業（九州における地域
SECUNITY形成促進事業）」のセミナー
でスピーカーにも抜擢されています。

創ネット株式会社　代表取締役社長　小口 幸士氏

創ネット株式会社

取材日：8月10日

〒812-0021 福岡市博多区築港本町6-3
TEL 092-281-4052

https://www.sonet.ne.jp/

2社内の見える化の一環として制作している経営理念手帳。経営理念や
経営指針、経営計画などが盛り込まれ、情報共有のために全社員に配布

4 70周年を機に制作されたオリジナルマスコット『SOゲンジャーズ』。LINE
スタンプを販売するなど、コミュニケーションツールとしても活用

1施設の機械のほか、水や蒸気、ガスなどユーティリティ周りをコントロールす
る制御盤も取り扱う創ネット。ハードとソフト両面からオートメーション化を支援

3自社で毎月開催している九州FA技術セミナーには、これまでに延べ2,500
人が参加。メーカーとも協業し、新規開拓につなげている

【プロフィール】
福岡県出身。電機メーカーにて勤務後、
2002年に創ネット株式会社に入社。2012
年に役員に就任し、2014年に三代目となる
代表取締役社長へ。さまざまな事業アイデ
アは運転中や入浴中に思いつくという。

経営の見える化とビジネスの変化で
厳しい現状を打破していく

COMPANY’S
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営業もオートメーション化し
ビジネスチャンスをつかむ
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機械設備の修理・メンテナンス情報を
発信する『コストダウン通信』を発刊。
コロナ禍においては情報発信を強化
し、各メーカーの担当者と制作する
『地域のミカタ』、社員による商品紹介
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てくれたか、またどんなことに興味が
あるかを分析し営業に役立てていま
す。しかし、いくらオートメーション化
を進めようとも、そこに心がなければ
クライアントには届きません。例えば

新型コロナウイルス感染症で打撃を受
けた飲食業界でも、情報発信に長け
早く安く食事が提供できる大手チェー
ンが苦戦する反面、地域に根ざした飲
食店のほうが集客できている状況があ
ります。だからこそ、ものを早く安く
届けるだけではなく、義理や人情を感
じることができるようなサービス、サ
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ア溢れる記念品を作成。その根底に
は、小口さんの経営者としての想いが
ありました。
「社員第一はもちろんですが、中小
企業においては経営者自身が面白く楽
しく仕事をすることが大事だと思って
います。そしてそれを社員にも楽しん
でもらい、共感してもらうことが重要
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会づくりに貢献していきたいですね」と
意気込みます。

工場のオートメーション化を
実現するエンジニアリング商社

2020年12月に創業70周年を迎え
た福岡市博多区築港本町の創ネット株
式会社。電気資材の販売を事業の中核
とし、現在では各種工場のオートメー
ション化を支援する部品や設備、ロ
ボットなどの販売と、それらの機器を
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増やし、また自立走行型UV除菌ロボッ
トを使った除菌サービスをスタートさせる
など、意欲的に事業を広げています。
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きません。それでも、ものの売り方や売
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ば小売業だったら、お客さんが来てくれ
なければ売りに行く、売るものがなく
なったのであれば新たな商材を探しに行
く。こういう時期だからこそ足を止めてし
まってはダメです」と小口さん。今後は工
場におけるリモートメンテナンスの需要増
加を睨み、サイバーセキュリティ関連事
業にも注力。時代の変化に応じたビジネ
ス展開を進めています。また、そういっ
た取り組みが評価され、経産省が開催す
る「令和3年度中小企業サイバーセキュリ
ティ対策促進事業（九州における地域
SECUNITY形成促進事業）」のセミナー
でスピーカーにも抜擢されています。

創ネット株式会社　代表取締役社長　小口 幸士氏
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1施設の機械のほか、水や蒸気、ガスなどユーティリティ周りをコントロールす
る制御盤も取り扱う創ネット。ハードとソフト両面からオートメーション化を支援

3自社で毎月開催している九州FA技術セミナーには、これまでに延べ2,500
人が参加。メーカーとも協業し、新規開拓につなげている

【プロフィール】
福岡県出身。電機メーカーにて勤務後、
2002年に創ネット株式会社に入社。2012
年に役員に就任し、2014年に三代目となる
代表取締役社長へ。さまざまな事業アイデ
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オンライン商談会の現状（Food EXPO Kyushu 2020参加企業の声）

参加企業からの声

コロナ禍が長期化する中、withコロナに対応した新しい販路開拓
支援を実現するために、当所では福岡県の補助金を活用し開発した、
オンライン商談ができるプラットフォームを立ち上げました。
ここに登録できるサプライヤーは、九州・山口に所在している事業
者に限定し、掲載する商品を九州・山口の食に特化することで、地域に眠る優れた
商材を発掘したいバイヤーへの訴求力を高め、全国からバイヤーの参加を促します。
また、この商談マッチングシステムでは、バイヤーと支援者が商談会を開催でき
る機能を実装しています。企画から商談当日までに必要な参加者（サプライヤー）
募集、事前審査、日程調整などをシステム上でできるため、事務負担の削減やより
多くのマッチング機会の創出が見込めます。

バイヤーからの声

Food EXPO Kyushu 2020参加企業
（195社・団体）アンケート結果より抜粋
回答数：84（回答率：43％）

《オンライン商談会参加企業からの主なコメント》
●オンラインの商談は初めてで不安でしたが、丁寧なマニュアルとオペレーションで問題なく商談に臨めました。ただ、対面と違って商品の実物を見てい
ただいたり、試食していただいたりなどができないので、伝わる資料の作成が必要だったと思いました。

●名刺交換については、アプリなどを活用して「オンライン名刺交換」を行っていきたいと思います。
●新規と既存の取引先（バイヤー）にリアルで会えなくても商談機会があることは大変有難いです。今後ともオンライン商談を活用していきたいと思います。

食品メーカーに対して、オンライン商談で押さえてほしいポイント

Q.これまでに（2020年10月以前）
　 オンラインで商談を行った回数
　 について

はじめて
32.8%

1回
15.5%

2回
15.5%

無回答
10.3%

3回
15.5%

4回以上
10.3%

これまで弊社では、海外の小売店や飲食
店向けに日本の食材を展開してきました。こ
こ数年はオンラインを活用した営業を行って
おり、時間や場所の自由度が上がり、海外
との距離が更に縮んだと感じています。
海外とのオンライン商談は見積もりとサン

プルを事前に送付しています。
メーカー様の方々との商談では、各国の規

制が異なりますので原材料について詳しく尋
ねる場合がありますので、説明資料があると
参考になります。試食できない場合、具体
的な導入事例やレシピ等の資料があると良い
です。
また、海外向けの場合は、賞味期限1年

は必要ですので、提案商品を絞っていただ
ければと思います。

福水商事株式会社　貿易部　課長
宇佐原 大志氏

弊社は主に年二回の日本物産展、または
地下食品フロアでの販売に適した商品を探し
ております。オンライン商談は長距離移動
が不要なためスケジュール調整の面で助かり
ます。一方で試食が難しいため、商品画像
のほかパッケージ画像や味に関する説明を
多くいただき、可能でしたらサンプルをご送
付いただけますと理想的です。
台湾では、ひと通りの日本食品が手に入
る環境が整っており、また旅行等を通じて
既に日本の良いものをご存知の方が多いで
す。そのため独創性が高いものや高品質な
もの、SNSで映えるものが求められていま
す。また、人情に篤い台湾の消費者と関係
を築き長期的に売上を伸ばしていくために、
現地催事にぜひご出展いただければと思い
ます。

漢神購物中心股份有限公司
漢神アリーナショッピングプラザ　食品餐廳部

横山 大輔氏

オンライン商談により時間や距離に縛られ
ることなく、より多くの事業者の皆さんと商
談できるようになった反面、商品の現物を見
ることができないことや、オンライン会議シ
ステムへの不慣れからくる商談開始時間の遅
れ等があることがデメリットといえるのでは
ないでしょうか。
また、事前にFCP展示会・商談会シート※

だけでなく、その商品や事業者の特長、こ
だわり、差別化のポイントなどが明確にわか
る資料をご用意いただくことでバイヤーとし
ては短時間の商談で商品の特性を理解する
ことが可能になります。また、一回の商談
で即決するのは稀ですので、今後、前向き
に取り組めることと、できないことを開示し
ていただけると幸いです。

株式会社47CLUB（よんななクラブ）
黒石 英男氏

※Food Communication Project展示会・商談会シー
トのことで、出展者の「伝えたい情報」とバイヤーの
「知りたい情報」が1枚にまとまっているもの

活用
メリット

商談マッチングシステム
九州・山口の食に特化したオンラインマッチングプラットフォームの提供
福岡商工会議所
2021年7月～
バイヤー：国内外事業者
サプライヤー：九州・山口の食品メーカー等
支援者：九州・山口に所在する支援機関（行政、商工会、商工会議所、金融機関等）
バイヤー及び支援者：無料
サプライヤー：1社につき1万円／年
※4月～翌年3月の期間。利用開始時期に関わらず1万円。担当者は複数人登録可能。
無料（通年でのオンラインマッチングは利用回数無制限）
※ただし、同時商談は3商談まで。新規商談は既存商談の結果入力後に利用可能。
無料もしくは有料　※参加費用の有無は個別商談会の主催者が決定
Google Chromeを推奨　※他ブラウザの最新版に対応（※Internet Explorerを除きます）

名称
サービス概要
運営
提供開始
利用対象

システム登録料

システム利用料

個別商談会の参加費用
対応ブラウザ

■商談マッチングシステム概要

オンライン商談のポイントについて
●事前にバイヤー情報をリサーチする（客層、自社商品が並ぶ売場、競合商品など）
●会社概要、商品情報をまとめた資料を作成する（事前送付、もしくは商談時に画面共有する）
●どのようなシーンで利用する商品なのかイメージできるように調理例などの写真を準備しておく
●限られた時間内でのプレゼンテーションを行うために、提案商品を絞る
●販売実績を数字で示す（自社サイトや他小売店での実績など）
●実際にどんな人がどんな用途で購入しているのか説明する
●商品の特徴の説明と競合他社商品との比較により、バイヤーにとってのメリットを示す
●バイヤーへの質問事項を準備しておく。また、価格や最低ロットなどの要求があった場合、説
明できる準備をしておく

●商談終了後のアクションについて、バイヤーに確認する

■「商談マッチングシステム」とは

商談マッチングシステムのトップページ

商品詳細画面イメージ
（商品説明、サイズ、内容量、価格などを掲載）

一般社団法人
全国スーパーマーケット協会

シニアディレクタ
籾山 朋輝氏

コロナ禍におけるオンライン商談のポイント
当所では、2004年から福岡・九州の食品関連事業者への販路拡大を目的として、個別商談会をはじめ、大型展示会へ

の出展、商談成約率の向上セミナー等を実施し、地元中小企業の皆様の支援を行ってきました。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により従来の営業・商談活動ができなくなり、商談手法にも大きな変化

が生じています。昨年、当所では、個別商談会をオンライン形式に切り替え、バイヤー及びメーカーの皆様には、新たな商
談スタイルに取り組んでいただきました。
今回の特集では、商談会に参加した企業の方々からの声や、バイヤーから見たオンライン商談会のポイントなどをご紹介

いたします。また、今年度新たにスタートする「商談マッチングシステム」のご紹介と、「Food EXPO Kyushu 2021」の開
催についてご案内をいたします。

□ 地域特化

□ 販路拡大

□ 商談促進

商談マッチングシステムの運用開始　登録者募集中

上記ポイントを押さえた動画を9月中旬に当所YouTube「よかぞうチャンネル」にて公開いたしますので、オンライン商談前に必ずご視聴ください。

昨年度の「Food EXPO Kyushu」では、対面商談に加え
はじめてオンラインでの個別商談会を実施いたしました。
全商談478件のうち、対面263件、オンライン215件と

約45％がオンラインでの商談となりました。オンライン商談
への主な参加理由は、「コロナ禍で移動を伴う行動が制限さ
れるなか福岡に出向くことなく新規バイヤーと商談できるか
ら」、「オンライン商談の経験を積みたいから」、などが挙げ
られ、長引くコロナ禍での有効な商談方法となっています。

専門家に
聞きました

https://www.food-expo-kyushu.jp/

バイヤー：九州・山口の食に特化した事業者を
　　　　  見つけることができます
サプライヤー：国内外のバイヤーと通年商談が
　　　　　　  利用できます
支援者：独自の商談会開催機能で企画から商談当日まで
　　　　の事務負担軽減や商談機会の創出ができます

特 集
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オンライン商談会の現状（Food EXPO Kyushu 2020参加企業の声）

参加企業からの声

コロナ禍が長期化する中、withコロナに対応した新しい販路開拓
支援を実現するために、当所では福岡県の補助金を活用し開発した、
オンライン商談ができるプラットフォームを立ち上げました。
ここに登録できるサプライヤーは、九州・山口に所在している事業

者に限定し、掲載する商品を九州・山口の食に特化することで、地域に眠る優れた
商材を発掘したいバイヤーへの訴求力を高め、全国からバイヤーの参加を促します。
また、この商談マッチングシステムでは、バイヤーと支援者が商談会を開催でき

る機能を実装しています。企画から商談当日までに必要な参加者（サプライヤー）
募集、事前審査、日程調整などをシステム上でできるため、事務負担の削減やより
多くのマッチング機会の創出が見込めます。

バイヤーからの声

Food EXPO Kyushu 2020参加企業
（195社・団体）アンケート結果より抜粋
回答数：84（回答率：43％）

《オンライン商談会参加企業からの主なコメント》
●オンラインの商談は初めてで不安でしたが、丁寧なマニュアルとオペレーションで問題なく商談に臨めました。ただ、対面と違って商品の実物を見てい
ただいたり、試食していただいたりなどができないので、伝わる資料の作成が必要だったと思いました。

●名刺交換については、アプリなどを活用して「オンライン名刺交換」を行っていきたいと思います。
●新規と既存の取引先（バイヤー）にリアルで会えなくても商談機会があることは大変有難いです。今後ともオンライン商談を活用していきたいと思います。

食品メーカーに対して、オンライン商談で押さえてほしいポイント

Q.これまでに（2020年10月以前）
　 オンラインで商談を行った回数
　 について

はじめて
32.8%

1回
15.5%

2回
15.5%

無回答
10.3%

3回
15.5%

4回以上
10.3%

これまで弊社では、海外の小売店や飲食
店向けに日本の食材を展開してきました。こ
こ数年はオンラインを活用した営業を行って
おり、時間や場所の自由度が上がり、海外
との距離が更に縮んだと感じています。
海外とのオンライン商談は見積もりとサン

プルを事前に送付しています。
メーカー様の方々との商談では、各国の規

制が異なりますので原材料について詳しく尋
ねる場合がありますので、説明資料があると
参考になります。試食できない場合、具体
的な導入事例やレシピ等の資料があると良い
です。
また、海外向けの場合は、賞味期限1年

は必要ですので、提案商品を絞っていただ
ければと思います。

福水商事株式会社　貿易部　課長
宇佐原 大志氏

弊社は主に年二回の日本物産展、または
地下食品フロアでの販売に適した商品を探し
ております。オンライン商談は長距離移動
が不要なためスケジュール調整の面で助かり
ます。一方で試食が難しいため、商品画像
のほかパッケージ画像や味に関する説明を
多くいただき、可能でしたらサンプルをご送
付いただけますと理想的です。
台湾では、ひと通りの日本食品が手に入

る環境が整っており、また旅行等を通じて
既に日本の良いものをご存知の方が多いで
す。そのため独創性が高いものや高品質な
もの、SNSで映えるものが求められていま
す。また、人情に篤い台湾の消費者と関係
を築き長期的に売上を伸ばしていくために、
現地催事にぜひご出展いただければと思い
ます。

漢神購物中心股份有限公司
漢神アリーナショッピングプラザ　食品餐廳部

横山 大輔氏

オンライン商談により時間や距離に縛られ
ることなく、より多くの事業者の皆さんと商
談できるようになった反面、商品の現物を見
ることができないことや、オンライン会議シ
ステムへの不慣れからくる商談開始時間の遅
れ等があることがデメリットといえるのでは
ないでしょうか。
また、事前にFCP展示会・商談会シート※
だけでなく、その商品や事業者の特長、こ
だわり、差別化のポイントなどが明確にわか
る資料をご用意いただくことでバイヤーとし
ては短時間の商談で商品の特性を理解する
ことが可能になります。また、一回の商談
で即決するのは稀ですので、今後、前向き
に取り組めることと、できないことを開示し
ていただけると幸いです。

株式会社47CLUB（よんななクラブ）
黒石 英男氏

※Food Communication Project展示会・商談会シー
トのことで、出展者の「伝えたい情報」とバイヤーの
「知りたい情報」が1枚にまとまっているもの

活用
メリット

商談マッチングシステム
九州・山口の食に特化したオンラインマッチングプラットフォームの提供
福岡商工会議所
2021年7月～
バイヤー：国内外事業者
サプライヤー：九州・山口の食品メーカー等
支援者：九州・山口に所在する支援機関（行政、商工会、商工会議所、金融機関等）
バイヤー及び支援者：無料
サプライヤー：1社につき1万円／年
※4月～翌年3月の期間。利用開始時期に関わらず1万円。担当者は複数人登録可能。
無料（通年でのオンラインマッチングは利用回数無制限）
※ただし、同時商談は3商談まで。新規商談は既存商談の結果入力後に利用可能。
無料もしくは有料　※参加費用の有無は個別商談会の主催者が決定
Google Chromeを推奨　※他ブラウザの最新版に対応（※Internet Explorerを除きます）

名称
サービス概要
運営
提供開始
利用対象

システム登録料

システム利用料

個別商談会の参加費用
対応ブラウザ

■商談マッチングシステム概要

オンライン商談のポイントについて
●事前にバイヤー情報をリサーチする（客層、自社商品が並ぶ売場、競合商品など）
●会社概要、商品情報をまとめた資料を作成する（事前送付、もしくは商談時に画面共有する）
●どのようなシーンで利用する商品なのかイメージできるように調理例などの写真を準備しておく
●限られた時間内でのプレゼンテーションを行うために、提案商品を絞る
●販売実績を数字で示す（自社サイトや他小売店での実績など）
●実際にどんな人がどんな用途で購入しているのか説明する
●商品の特徴の説明と競合他社商品との比較により、バイヤーにとってのメリットを示す
●バイヤーへの質問事項を準備しておく。また、価格や最低ロットなどの要求があった場合、説
明できる準備をしておく
●商談終了後のアクションについて、バイヤーに確認する

■「商談マッチングシステム」とは

商談マッチングシステムのトップページ

商品詳細画面イメージ
（商品説明、サイズ、内容量、価格などを掲載）

一般社団法人
全国スーパーマーケット協会

シニアディレクタ
籾山 朋輝氏

コロナ禍におけるオンライン商談のポイント
当所では、2004年から福岡・九州の食品関連事業者への販路拡大を目的として、個別商談会をはじめ、大型展示会へ
の出展、商談成約率の向上セミナー等を実施し、地元中小企業の皆様の支援を行ってきました。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により従来の営業・商談活動ができなくなり、商談手法にも大きな変化
が生じています。昨年、当所では、個別商談会をオンライン形式に切り替え、バイヤー及びメーカーの皆様には、新たな商
談スタイルに取り組んでいただきました。
今回の特集では、商談会に参加した企業の方々からの声や、バイヤーから見たオンライン商談会のポイントなどをご紹介
いたします。また、今年度新たにスタートする「商談マッチングシステム」のご紹介と、「Food EXPO Kyushu 2021」の開
催についてご案内をいたします。

□ 地域特化

□ 販路拡大

□ 商談促進

商談マッチングシステムの運用開始　登録者募集中

上記ポイントを押さえた動画を9月中旬に当所YouTube「よかぞうチャンネル」にて公開いたしますので、オンライン商談前に必ずご視聴ください。

昨年度の「Food EXPO Kyushu」では、対面商談に加え
はじめてオンラインでの個別商談会を実施いたしました。
全商談478件のうち、対面263件、オンライン215件と
約45％がオンラインでの商談となりました。オンライン商談
への主な参加理由は、「コロナ禍で移動を伴う行動が制限さ
れるなか福岡に出向くことなく新規バイヤーと商談できるか
ら」、「オンライン商談の経験を積みたいから」、などが挙げ
られ、長引くコロナ禍での有効な商談方法となっています。

専門家に
聞きました

https://www.food-expo-kyushu.jp/

バイヤー：九州・山口の食に特化した事業者を
　　　　  見つけることができます
サプライヤー：国内外のバイヤーと通年商談が
　　　　　　  利用できます
支援者：独自の商談会開催機能で企画から商談当日まで
　　　　の事務負担軽減や商談機会の創出ができます

特 集
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■参加申込手順（オンライン個別商談会） ■参加バイヤー（個別商談会）※五十音順

Food EXPO Kyushuとは、九州産の農林水産物、加工食
品を国内外に発信し、地場食品関連企業の更なる売り上げ向
上、販路拡大及び地域経済の振興を目的に、2014年度より
「Food EXPO Kyushu実行委員会」が開催する事業です。
これまで、福岡国際センターで2日間で約4,000人が来場する大規模な展

示商談会として回を重ねてまいりましたが、昨年度は新型コロナウイルス感染
症拡大により、リアルの展示商談会を中止いたしました。今年度もコロナ禍の
状況をふまえ、オンラインによる個別商談会を中心に実施いたします。
今年度の主な事業は以下のとおりです。

Food EXPO Kyushu 2021　参加者募集中

■主な事業

■参加対象・参加方法について

⑵ テストマーケティング事業
〈博多マルイ〉
■日時：10月20日（水）～26日（火）10:00～21:00
■会場：DOCORE（どぉこれ）ふくおか商工会ショップ
　　　　　 ※博多マルイ 2階
■募集社数：10社程度（1社1商品のみ）／委託販売

〈福岡三越〉
■会期：11月9日（火）～15日（月）10:00～20:00
■会場：福岡三越地下2階 食品催事場
■募集社数：6社／催事販売

⑴ 個別商談会（オンライン）
■日時： ①9月27日（月）、28日（火）
　　　　②10月19日（火）～21日（木）
　　　　10:00～17:00
■方法：Zoom等にて実施
■内容：国内・海外バイヤーと事前マッチングした
　　　　うえでオンラインによる商談
　　　　（1商談・各25分）
■参加費：1商談3,000円（税込）

オン
ライン

以下2点をいずれも満たしていること
①九州・山口県内の事業者 （中小企業・小規模事業者） であること
②九州・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

参加対象

「商談マッチングシステム （登録料：1社 10,000円）」に会社概要や商品情報などをご登録いただき、
希望のバイヤーへの商談申込をしていただきます。
※商談マッチングシステムの登録方法は、P5をご確認ください。

参加方法

1 商談マッチングシステムへのご登録
登録料ご請求

2 同システムのマイページより
自社商品登録

3 個別商談申込　8/23～
バイヤーによる商談可否判断（随時）

4 商談希望時間選択（商談可の場合のみ）

5 商談スケジュール確定　～9/17
参加費ご請求（支払期限：商談当日まで）

6 オンライン個別商談会当日
9/27・28、10/19～21

【小売】
サザビーリーグ、大丸松坂屋百貨店、髙島屋、天満屋、
三越伊勢丹、名鉄レストラン

【通販】
アスクル、セイノー商事、千趣会、日本郵便、文藝春
秋、47CLUB

【卸売・商社】
伊藤忠食品、銀座ベルハウス、コスモアンドトレード
サービス、JALUX、ナシオ、福水商事

※その他の参加バイヤーについては、決まり次第情報をHPに公開させてい
ただきます。

「Food EXPO Kyushu 2021」に参加されるバイヤー（商社、百貨店、通販、外
食）に、コロナ禍でのマーケットや消費者の購買動機の変化について、九州の食品
メーカーに期待することなどをインタビューしました。
個別商談会にご参加される前に、この動画をご覧の上、現在のトレンドや求めら
れている商品などを把握し、事前準備にお役立てください。

今後予定している販路拡大事業（BtoB、BtoC）をご案内いたします。開催概要や申込方法などの詳細は、当所HPをご確認
ください。

今後の事業のご案内

参加バイヤーのインタビューを動画で配信中

この他にも、千趣会（通販）、がんこフードサービス（外
食）、天満屋（百貨店・通販）の動画も配信しています。

食の大型展示会出展を通じた海外販路拡大
FOODEX JAPAN 2022共同ブース出展
■会期：2022年3月8日（火）～11日（金）
■会場：幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）
■対象：福岡県内に所在する事業者（食品製造又は加工）
■参加費用：当所会員:120,000円（税込）
　　　　　　非会員:240,000円（税込）
■申込期限：9月17日（金）

福岡の食としてPR及び販路拡大
博多うまかもん市事業（今後は以下3事業を実施いたします）
■対象： ①福岡商工会議所の会員企業　②福岡県内に所在する事業者（食品製造又は加工）
■募集期間： 募集はいずれの事業も9月下旬より開始予定

ファッション関連商品の販路拡大
新宿マルイPOPUPブース出展
■会期：12月1日（水）～12月31日（金）のうち1週間
■会場：新宿マルイ本館8階  concept shops内
　　　　（東京都新宿区新宿3-30-13）
■対象： 福岡県内に所在する事業者（自社ブランドを持つファッション
　　　　関連）
■参加費用：当所会員:無料　非会員:50,000円（税込）
■申込期限：9月24日（金）

～三越伊勢丹オンラインストア「博多うまかもん市特集」～
当所と三越伊勢丹の合同企画として、同サイト内に福岡の
食をPRする「博多うまかもん市特集」を展開
■会期：2022年1月中旬～3月中旬（予定）
■会場：三越伊勢丹オンラインストア内
　　　　※期間限定の特集ページとして掲載

～伊勢丹立川店大九州展「博多うまかもん市特集」～
当所と三越伊勢丹の合同企画として、大九州展内に
福岡の食をPRする「博多うまかもん市特集」を展開
■会期：2022年1月中旬（予定）※6日間
■会場：伊勢丹立川店　7階催事場

～第39回博多うまかもん市～
当所と岩田屋三越の合同企画として、福岡を代表
する「ふるさとの味」、人気店や名店が一堂に会す
る食の物産展を開催
■会期：2022年3月下旬（予定）※6日間
■会場：岩田屋本店本館7階＝大催事場

■配信中の動画

■九州の食品企業に求めるポイント

※Food EXPO Kyushu 実行委員会 構成団体：福岡県、福岡市、福岡県商工会連合会、
　ジェトロ福岡、福岡地域戦略推進協議会、福岡商工会議所

本記事全般に関するお問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

YouTube「よかぞうチャンネル（YouTube）」にて配信中
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■参加申込手順（オンライン個別商談会） ■参加バイヤー（個別商談会）※五十音順

Food EXPO Kyushuとは、九州産の農林水産物、加工食
品を国内外に発信し、地場食品関連企業の更なる売り上げ向
上、販路拡大及び地域経済の振興を目的に、2014年度より
「Food EXPO Kyushu実行委員会」が開催する事業です。
これまで、福岡国際センターで2日間で約4,000人が来場する大規模な展
示商談会として回を重ねてまいりましたが、昨年度は新型コロナウイルス感染
症拡大により、リアルの展示商談会を中止いたしました。今年度もコロナ禍の
状況をふまえ、オンラインによる個別商談会を中心に実施いたします。
今年度の主な事業は以下のとおりです。

Food EXPO Kyushu 2021　参加者募集中

■主な事業

■参加対象・参加方法について

⑵ テストマーケティング事業
〈博多マルイ〉
■日時：10月20日（水）～26日（火）10:00～21:00
■会場：DOCORE（どぉこれ）ふくおか商工会ショップ
　　　　　 ※博多マルイ 2階
■募集社数：10社程度（1社1商品のみ）／委託販売

〈福岡三越〉
■会期：11月9日（火）～15日（月）10:00～20:00
■会場：福岡三越地下2階 食品催事場
■募集社数：6社／催事販売

⑴ 個別商談会（オンライン）
■日時： ①9月27日（月）、28日（火）
　　　　②10月19日（火）～21日（木）
　　　　10:00～17:00
■方法：Zoom等にて実施
■内容：国内・海外バイヤーと事前マッチングした
　　　　うえでオンラインによる商談
　　　　（1商談・各25分）
■参加費：1商談3,000円（税込）

オン
ライン

以下2点をいずれも満たしていること
①九州・山口県内の事業者 （中小企業・小規模事業者） であること
②九州・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

参加対象

「商談マッチングシステム （登録料：1社 10,000円）」に会社概要や商品情報などをご登録いただき、
希望のバイヤーへの商談申込をしていただきます。
※商談マッチングシステムの登録方法は、P5をご確認ください。

参加方法

1 商談マッチングシステムへのご登録
登録料ご請求

2 同システムのマイページより
自社商品登録

3 個別商談申込　8/23～
バイヤーによる商談可否判断（随時）

4 商談希望時間選択（商談可の場合のみ）

5 商談スケジュール確定　～9/17
参加費ご請求（支払期限：商談当日まで）

6 オンライン個別商談会当日
9/27・28、10/19～21

【小売】
サザビーリーグ、大丸松坂屋百貨店、髙島屋、天満屋、
三越伊勢丹、名鉄レストラン

【通販】
アスクル、セイノー商事、千趣会、日本郵便、文藝春
秋、47CLUB

【卸売・商社】
伊藤忠食品、銀座ベルハウス、コスモアンドトレード
サービス、JALUX、ナシオ、福水商事

※その他の参加バイヤーについては、決まり次第情報をHPに公開させてい
ただきます。

「Food EXPO Kyushu 2021」に参加されるバイヤー（商社、百貨店、通販、外
食）に、コロナ禍でのマーケットや消費者の購買動機の変化について、九州の食品
メーカーに期待することなどをインタビューしました。
個別商談会にご参加される前に、この動画をご覧の上、現在のトレンドや求めら

れている商品などを把握し、事前準備にお役立てください。

今後予定している販路拡大事業（BtoB、BtoC）をご案内いたします。開催概要や申込方法などの詳細は、当所HPをご確認
ください。

今後の事業のご案内

参加バイヤーのインタビューを動画で配信中

この他にも、千趣会（通販）、がんこフードサービス（外
食）、天満屋（百貨店・通販）の動画も配信しています。

食の大型展示会出展を通じた海外販路拡大
FOODEX JAPAN 2022共同ブース出展
■会期：2022年3月8日（火）～11日（金）
■会場：幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）
■対象：福岡県内に所在する事業者（食品製造又は加工）
■参加費用：当所会員:120,000円（税込）
　　　　　　非会員:240,000円（税込）
■申込期限：9月17日（金）

福岡の食としてPR及び販路拡大
博多うまかもん市事業（今後は以下3事業を実施いたします）
■対象： ①福岡商工会議所の会員企業　②福岡県内に所在する事業者（食品製造又は加工）
■募集期間： 募集はいずれの事業も9月下旬より開始予定

ファッション関連商品の販路拡大
新宿マルイPOPUPブース出展
■会期：12月1日（水）～12月31日（金）のうち1週間
■会場：新宿マルイ本館8階  concept shops内
　　　　（東京都新宿区新宿3-30-13）
■対象： 福岡県内に所在する事業者（自社ブランドを持つファッション
　　　　関連）
■参加費用：当所会員:無料　非会員:50,000円（税込）
■申込期限：9月24日（金）

～三越伊勢丹オンラインストア「博多うまかもん市特集」～
当所と三越伊勢丹の合同企画として、同サイト内に福岡の
食をPRする「博多うまかもん市特集」を展開
■会期：2022年1月中旬～3月中旬（予定）
■会場：三越伊勢丹オンラインストア内
　　　　※期間限定の特集ページとして掲載

～伊勢丹立川店大九州展「博多うまかもん市特集」～
当所と三越伊勢丹の合同企画として、大九州展内に
福岡の食をPRする「博多うまかもん市特集」を展開
■会期：2022年1月中旬（予定）※6日間
■会場：伊勢丹立川店　7階催事場

～第39回博多うまかもん市～
当所と岩田屋三越の合同企画として、福岡を代表
する「ふるさとの味」、人気店や名店が一堂に会す
る食の物産展を開催
■会期：2022年3月下旬（予定）※6日間
■会場：岩田屋本店本館7階＝大催事場

■配信中の動画

■九州の食品企業に求めるポイント

※Food EXPO Kyushu 実行委員会 構成団体：福岡県、福岡市、福岡県商工会連合会、
　ジェトロ福岡、福岡地域戦略推進協議会、福岡商工会議所

本記事全般に関するお問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

YouTube「よかぞうチャンネル（YouTube）」にて配信中

07福岡商工会議所 NEWS ︱ 2021  SEPTEMBER



補助金 内　容 お問い合わせ先

【国】
月次支援金

【国】
小規模事業者
持続化補助金
〈一般型〉

【県】
福岡県経営革新
実行支援補助金

【県】
福岡県
中小企業者等
月次支援金

【県】
飲食店を対象とし
た「感染防止認証
制度」について

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：【7月分】令和3年9月30日
　　　　【8月分】令和3年10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：令和3年9月16日
②補助金申込締切
　最終公募：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。

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【7月分】令和3年9月30日

　【8月分】令和3年10月31日
②【5・6月分】令和3年9月30日
　【8月分】令和3年10月31日

福岡県では、県が定める感染防止対策の認証基準を全て満たした飲食店を
認証し、「感染防止認証マーク」を交付します。
認証された飲食店には、感染防止対策継続のための支援金を1店舗あたり
【5万円】支給します
■詳細：ホームページをご覧ください。

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

感染防止認証制度コールセンター
TEL 0570-015-255
（平日10時～17時まで）

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。（R3.8.25現在）

感染防止対策
はこちら

低感染リスク
型ビジネス枠
はこちら

補助金 内　容 お問い合わせ先

【市】
売上が減少した
事業者への支援

【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】
事業者向け
支援金等
申請サポート事業

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
■申請期間：【6月分】令和3年9月14日（火）まで

【7月分】令和3年10月14日（木）まで

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：【8月分・9月分】令和3年9月中旬頃申請受付開始予定

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

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
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補助金 内　容 お問い合わせ先

【国】
月次支援金

【国】
小規模事業者
持続化補助金
〈一般型〉

【県】
福岡県経営革新
実行支援補助金

【県】
福岡県
中小企業者等
月次支援金

【県】
飲食店を対象とし
た「感染防止認証
制度」について

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：【7月分】令和3年9月30日
　　　　【8月分】令和3年10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：令和3年9月16日

②補助金申込締切
　最終公募：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。

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【7月分】令和3年9月30日

　【8月分】令和3年10月31日
②【5・6月分】令和3年9月30日
　【8月分】令和3年10月31日

福岡県では、県が定める感染防止対策の認証基準を全て満たした飲食店を
認証し、「感染防止認証マーク」を交付します。
認証された飲食店には、感染防止対策継続のための支援金を1店舗あたり
【5万円】支給します
■詳細：ホームページをご覧ください。

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

感染防止認証制度コールセンター
TEL 0570-015-255
（平日10時～17時まで）

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。（R3.8.25現在）

感染防止対策
はこちら

低感染リスク
型ビジネス枠
はこちら

補助金 内　容 お問い合わせ先

【市】
売上が減少した
事業者への支援

【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】
事業者向け
支援金等
申請サポート事業

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
■申請期間：【6月分】令和3年9月14日（火）まで

【7月分】令和3年10月14日（木）まで

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：【8月分・9月分】令和3年9月中旬頃申請受付開始予定

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

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

日本政策金融公庫による融資／経営指導による
サポート体制

担保不要 運転  OK資
金 設備  OK資

金保証人不要低 金 利

マル経資金
小規模事業者※の経営改善のための資金 ※従業員20名（商業・サービス業5名）以下

2000万円
融
資
限
度
額 最長10年以内返

済
期
間

設備資金

（運転資金の場合は最長7年以内）

本制度は、経営を改善しようとしている小規模事業者などに低利・無担保・無保証人

という有利な条件で貸付を行う国の制度です。お申し込みは、決算書（2期分）・残高

試算表・借入返済表をご準備いただき、商工会議所にお問い合わせください。

（令和3年4月1日現在）

金利

年1.21％

お問い合わせ／地域支援グループ　東・博多・南区の事業所の方　TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　　　　　　 中央・城南・早良・西区の事業所の方　TEL 092-441-2162

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置…別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9％引き下げ。加え
て、措置期間を運転資金で3年以内、設備投資で4年以内に延長
福岡市内で1年以上事業を営んでいること、所得税・法人税等納付税額を完納していること、商工会議所の経営指導を6カ月前から受けているこ
と等お申し込みには要件があります。
詳細はお問い合わせください。 ※ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。

新型コロナ対策
特例措置があります
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8.23

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

情報セキュリティセミナー
当所は8月23日、「情報セキュリティセ

ミナー」をリアルとオンライン形式で開催

し、61名が参加した。

当日は、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

と、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

克芳氏を講師に迎え、サイバー犯罪の現

状とその対策方法などについて解説を

行った。

参加者からは、「具体的なアクションの

紹介があり、今日からでも導入したい」な

どの声が聞かれた。

7.20

委嘱状の交付

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

振興委員

令和3年度小規模企業振興委員 
委嘱式並びに第1回連絡会議
当所は7月20日、令和3年度小規模

企業振興委員委嘱式並びに第1回連絡会

議を開催し、17名が参加した。

「小規模企業振興委員」とは多くの小

規模事業者の発展のため当所と事業者を

繋ぐパイプ役として、小規模企業施策等

の普及・促進に取り組んでいただいてい

る。委嘱式後に実施した意見交換会で

は、コロナ禍における各業界の状況や今

後の課題について報告があり、各業界の

抱える課題として生産性向上やSDGsへ

の取り組みが挙げられた。

8.7

どんたくで披露する予定であった演目を披露

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

伝統芸能

はかた伝統芸能四季の舞～葉月～
博多伝統芸能振興会（会長＝当所谷川

会頭）は 8月7日、「はかた伝統芸能四季

の舞～葉月～」をエルガーラホールで開催

し、約120 名が来場した。

長引くコロナ禍により、様々なイベント

が中止となる厳しい状況の中、伝統芸能

団体の支援拡大等を目的に開催。博多仁

和加振興会、博多民踊協会、博多券番

の3団体が出演し、2年連続どんたく中止

により日々稽古しながらも披露できなかっ

た演目を披露した。来場者からは、「博多

の伝統芸能に接する機会が少ないので、

貴重な機会だった」などの声が聞かれた。

8.18

参加者に向けてマーケティングの説明をする講師

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

セミナー

明日から始められる
Webマーケティングセミナー
当所は8月18日、オンライン形式で「明

日から始められるWebマーケティングセミ

ナー」を開催し、45名が参加した。

セミナーでは、CX Value Lab㈱代表取締

役CEO廣瀬氏を講師に迎え、マーケティン

グの本質や、マーケティングを通じて

Web、SNSからどのように集客を図るかな

ど、明日からでも簡単に始めることができ

るマーケティングの手法について解説があっ

た。参加者からは「課題をまずは見出すこ

とと自社に適したツール選定が重要というこ

とが参考になった」などの声があった。

8.11

オンライン会議で発言される谷川会頭

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

会　議

服部知事と経済団体との
オンライン会議
当所谷川会頭は8月11日、服部知事と

経済団体とのオンライン会議に出席した。

8月5日の福岡コロナ特別警報発動につい

て、知事から県内事業者に対し感染拡大

防止のための更なる取り組みの要請がなさ

れた。

谷川会頭からは、現時点では感染防止

対策が優先されるとの認識の上で、時短

営業や人流抑制などで影響を受ける事業

者への支援施策の継続・拡充、ワクチン

共同接種の速やかな実施に向け国への働

き掛けを要望した。

8.25

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8月例会
福商ビジネス倶楽部は8月25日、8月

例会『名刺交換会』をオンラインで開催

し、25名が参加した。

例会では、自己PRや仕事内容などを

記載するオリジナル自己紹介シートを活用

しながら交流が行われた。参加者からは

「自己紹介シートを見て一目で相手の仕事

が分かったので、会話のきっかけにでき

た」、「オンラインでの例会はマスクを外し

て参加できるので、対面よりも顔が覚え

やすく、交流を深めることができた」とい

う声があった。

※8/20から緊急事態宣言発令

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＝9月25日（土）13:00～13:50、10月2日
（土）13:00～13:50、10月7日（木）16:00～
16:50、10月23日（土）13:00～13:50、11月4
日（木）16:00～16:50、11月20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）《11月3日（水・祝）、12月7日（火）は貸切
公演のためご予約いただけません。》●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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※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）《11月3日（水・祝）、12月7日（火）は貸切
公演のためご予約いただけません。》●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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オン
ライン

「オンライン（Zoom）」で、地元大学生と企業をつなぐ

「オンラインモグジョブ」のご案内
“モグジョブ”とは、企業と学生をつなぎ対面でフランクに交流できるマッチン
グイベントのことで、当所では令和元年度より実施してきました。コロナ禍で対
面での交流が難しいなか、中小企業が学生と交流できる機会を提供するため、
Zoomを使用した「オンラインモグジョブ」を実施いたします。
福岡未来創造プラットフォーム加盟大学（福岡都市圏14大学）と協力し、1～

4年生の学生が登録（4年生は就職活動継続中の学生）。企業と学生をキーワード
でマッチングいたします。採用面接、インターンシップ、自社のPRなど、次の
ステップへの準備に繋がりますので、この機会にぜひご活用ください。

【福岡未来創造プラットフォーム】福岡都市圏に位置する14大学、福岡市、福岡商工会議所、福岡
中小企業経営者協会の計17機関で構成。
（加盟14大学）九州産業大学・九州大学・サイバー大学・純真学園大学・西南学院大学・第一薬
科大学・筑紫女学園大学・中村学園大学・日本赤十字九州国際看護大学・日本経済大学・福岡
工業大学・福岡歯科大学・福岡女子大学・福岡大学（50音順）

第1回オンラインモグジョブ
●日時：10月26日（火）、27日（水）、28日（木）のいずれか

16:45～17:45
●対象：【企業】10社、【学生（全学年）】30名程度
●こんな企業にオススメ
✓学生との接点を作りたい
✓冬季インターンシップに向けた学生を集めたい
●スケジュール
8月下旬～9月下旬  …企業募集
9月下旬～10月中旬…学生募集

●参加費用（税込）

※別途、学生の参加者特典としてのデジタルギフト代を
　負担いただきます。（1名150～200円程度）
※参加費はイベント実施後にご請求いたします。

基本料　5,500円＋1,100円/人

オプション料 1,100円/人〈学年指定〉
＋1,100円/人〈大学指定〉
＋1,100円/人〈学部指定〉
＋1,100円/人〈学科指定〉

＋

●当イベントの詳細について
　https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-10-19/

●お申し込み（企業登録）URL
　https://mog-job.com/company/

STEP1　モグジョブの特設サイトからお申し込
み、企業情報を登録してください。

STEP2　アカウント取得後、交流を希望する参
加日程を指定してください。（学生の学年・学部
などの属性指定については任意です）

STEP3　実施日の3営業日前までに、マッチング
結果が届きます。当日は、指定のURLからオン
ラインモグジョブに参加してください。

参加は簡単! 3ステップ（企業登録）

※第2回、第3回の開催については、詳細が決まり次第当所HPにてお知らせいたします。

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

共催：福岡商工会議所、福岡未来創造プラットフォーム、「モグジョブ地方創生プロジェクト」（株式会社タスキ、豊橋商工会議所）

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階
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会議所からのお知らせ

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

その他詳細につきましても、当所ホームページをご確認ください。

《共通事項》
■定　　員／各商談最大10社 ※定員を超過した場合は、第2弾は先着順、第1・3弾はバイヤーの選定結果の上参加者を決定する。
■参 加 費／（当所会員）無料、（非会員）5,500円
■会　　場／各事業所もしくは当所会議室
■商談方法／オンラインプラットフォーム『Google Meet』を利用したプレゼンテーション
■申込方法／当所ホームページよりお申し込みください。https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-09-10/

福岡商工会議所では、昨年に引き続き、オンライン会議プラットフォームを
使用し、セラー（観光関連事業者）がバイヤー（旅行会社、OTA、観光関連メ
ディアなど）に向けてプレゼンテーションを行う「観光商談会」を実施します。
本商談会は、福岡市内の観光関連事業者が新型コロナウイルス収束後、可
及的速やかに国内観光需要を獲得し、早期に経営基盤の回復が図れるよう、
開催するもので、今年度は3つのテーマで開催します。この機会にぜひご参加
ください。

観光関連事業者支援事業

オンラインde観光マッチング2021
参加セラー募

集!

■日　　程／10月15日（金） 10:00～17:00
■バイヤー／（株）JTB、（株）HEARTS、（株）エイユウコクサイ、西鉄旅行（株）、JR九州  営業部旅行課（法人営業グループ）、
　　　　　　（株）日本旅行、名鉄観光サービス（株）、（株）エイチ・アイ・エス、（株）阪急交通社  ※8月23日時点 
■対　　象／人々の「趣味」に分類されるジャンルに関連する観光資源をお持ちの企業・団体 等

※ジャンルは幅広くてOK。「趣味」に分類されるジャンルの例⬇

■商談時間／1コマ20分 （プレゼンテーション10分、質疑応答10分）
■申込締切／9月15日（水）正午まで

趣味タビ ～レアでコアでマニアックな観光資源大集合!!～第1弾

■日　　程／10月28日（木）・29日 （金） 10:00～17:00
■バイヤー／福商観光アドバイザー3名（以下）のうち2名

・（株）BUSINESS SUPPORT WORLD　代表取締役会長　別府 美千代氏
・（株）グローカルプロジェクト　代表取締役　河﨑 靖伸氏
・+connect.plusdesign+　代表　葛原 利香氏

■対　　象／まだ世に出ていない新しい商品や、コロナウイルスの影響等で、取引が滞っている商品・
サービスをお持ちの企業・団体 等

■商談時間／1コマ50分 （プレゼンテーション10分、フォロー・質疑応答・相談40分）
■申込締切／10月1日（金）正午まで

プレ商談会 ～“商談成立”に向けた実践的なアプローチ!!～第2弾

■日　　程／11月19日（金） 10:00～17:00
■バイヤー／（株）JTB、（株）HEARTS、（株）エイユウコクサイ、西鉄旅行（株）、（株）日本旅行、
　　　　　　（株）エイチ・アイ・エス  ※8月23日時点
■対　　象／オンラインの特徴を生かした新たなビジネスとして「オンラインツアー」を企画または

取り組みする事業者へ向けた観光関連商品、サービスをお持ちの企業・団体 等
■商談時間／1コマ20分 （プレゼンテーション10分、質疑応答10分）
■申込締切／10月1日（金）正午まで

オンラインツアー ～新たな旅のかたちをビジネスチャンスに!!～第3弾

鉄道、神社仏閣、ロードバイク、車、カフェ巡り、山登り、アート、ご当地グルメ、料理、写真/ カメラ、
温泉巡り、パワースポット、キャンプ、日本酒/ 酒蔵巡り、スイーツ、海釣り、陶芸/工芸、ワイン 等

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階
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東
区

博
多
区

中
央
区

建設業（鍛冶、足場）

飲食業

温浴業

飲食店

飲食店の経営、運営

労働者派遣業

外国人のビザ申請

飲食店

音波セラピー

飲食店

飲食業

ビュッフェレストラン営業及び清掃事業運営

熔接業

整体院

飲食店の経営

箱崎縞テキスタイルと服の販売

脊髄損傷者の再歩行を目指す、回復トレーニングジム

不用品の回収、リサイクル

グラフィックデザイン（DTP、web）

ブランディング支援

飲食店

飲食業

美容業

飲食店

留学案内業

オイルトリートメントによるボディケア

不動産業

子供服等の衣料品の企画・販売及び古物・雑貨等の販売

某大手プラント内で仕事している会社です

野菜にこだわったカレー専門店。自家農園や提携農家さんサラダ自慢

日本最大級の温浴施設です。非日常の空間をお楽しみくださいませ

博多駅前でイタリアンを2店舗経営しています

さまざまなシーンに対応する飲食店です。感染症対策も徹底

マイナビグループの総合人材サービス会社。求人の際はご相談ください

外国人のビザ申請、採用支援、就業後サポートはお任せください

淡麗中華そばと焼鳥のお店です。ぜひ食べに来てください

自然治癒力を引き出す音波セラピー。未病の段階で自己回復力をサポート

美味しい韓国料理店です。よろしくお願いします

ヒトを繋ぎ、想いを繋ぐ、日本と中国の架け橋に！

障がい者の福祉事業所として飲食店と清掃業務を行っています

博多の町にある熔接工場です。場所も便利な所で来店しやすいです

呉服町駅1分、痛みの改善に特化した地域密着の整体院です

食べたらきっと笑顔になれる

箱崎縞を復元。テキスタイルメーカー直営店と喫茶店です

限界を設けず再歩行を目指す。脊髄損傷者専門トレーニングジム

個人、企業様問わず不用品の回収、整理、処分をお手伝いします

チラシやポスターの制作はもちろん、制作技術もお教えします

ブランディング支援、マーケティング支援、ご相談ください

鮨と焼きはまぐりの専門店です。お鮨のサブスクあります

安くて美味しくてボリュームたっぷり！！

ホテルニューオータニ博多1階。美容室ブランダルジャンです

炭火で焼き上げた骨付きカルビは当店自慢の一品です

英語を学ぶお手伝いをします。お気軽にお問い合わせください

アロマテラピーとドライヘッドスパで寝落ちと癒しを提供します

収益物件・戸建分譲用地の買取・再販を行っています

衣料品等の企画販売及び販売等の業務委託を行っています

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-287-5393

092-410-8329

092-683-1010

092-483-8300

092-433-2361

092-418-3820

080-3990-6091

092-402-1451

080-3242-0358

092-260-3348

092-292-1708

092-282-0288

092-291-0385

092-710-7088

092-262-8330

092-984-0721

03-5809-9390

092-477-2222

080-3962-5796

　　　―

092-791-7733

092-713-8708

092-751-7700

092-231-2361

092-688-4436

080-3973-8550

092-791-9809

090-9793-1978

東
区

博
多
区

トリミング

飲食店

業務用美容機販売

美容室

飲食業

子どもの生きる力を身につける授業

ハンドメイド雑貨委託販売

ITシステム開発・ソフトウェア制作

食肉の製造・販売

スプレー缶の処理器具の企画、製造及び販売事業

飲食店（台湾のお茶専門店）

行政書士業務　主に許認可

理容業

就職支援

精肉販売業

飲食店

経営コンサルティング

ワンちゃんに優しく丁寧な仕上がりにこだわっています

黒毛和牛と銀シャリを中心にお出ししています

業務用美容機器を販売しています。必要な機種を一緒に選定します

リーズナブルな価格で幅広い年齢層に愛される、地域密着のお店

博多発うどん居酒屋を運営

子どものうちからリーダー性を身につけるお手伝いをしています

ハンドメイド作家様おまちしています

システム構築やWEBアプリケーションのワンオーダーのよかわん

精肉業を通じ、想い出になるおいしさを提供します

捨てたいスプレー缶の中身を周囲に飛散させず捕集する雑貨を販売

本場台湾の味を再現！タピオカ、チーズ、フルーツティー、豆花！！

建設業等許認可を中心に業務を行っています

お気に入りのスタイルをおつくりします

就職希望者に自己分析と自己PRの作り方のお手伝いをします

トントン拍子に！チキンと仕事を！モ～がんばります♪

山のふもとにある隠れ家的雰囲気の全個室の炭火焼きのお店です

経営戦略策定や販路開拓、各種支援、施策活用をお手伝いします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
博
多
区

博
多
区

080-3222-4253

092-982-2911

092-406-1185

0120-51-5720

092-526-6500

090-2852-5744

070-1989-0106

092-980-1955

092-407-9610

080-8555-7623

080-7796-4142

090-3985-6958

092-862-4555

092-885-0503

092-806-6286

092-806-5655

0944-32-9265

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

柳
川
市

HAKU  global  project（株）

STORY  DESIGN（株）

（株）ナカシロ 照葉スパリゾート

（株）じざい

（有）イートレスト

（株）マイナビワークス  九州支社

世界人財行政書士事務所

麺と生きる  焼トリ頂サン  博多本店

オフィス・音波セラピー

（株）オッパ家

リードベストコム（株）

リタファーム（株）

博多熔接工作所

neフィットネス整体院

（株）J．B．K （KOPAN）

Maison  HAKOSHIMA

ジェイ．ワークアウト（株）  福岡スタジオ

AIリサイクル

ボクノベイス

（株）オムニモスーク

（株）ワールド・ポータル  鮨・焼はまぐり

ビック鯛はのぼる

（株）アンシャンテクール

チャコグリ

ワウルド・スタディ（同）

Privatesalon  onesheep

（株）アイクラス

アンドサンカンパニー（同）

トリミングサロンぽぽちゃん

焼肉ふじまき

b－three ＆ Co．

（株）SENSE

（株）New  Order

一般社団法人  TJC教育サポート

ハンドメイド雑貨  himari

（株）よかわん

久田精肉店（株）

（株）ファインクリエイション

（株）欣茶通商

行政書士ツルミ事務所

ヘアサロンRISE

トップライト

肉のたけや  今宿店

筑前堀

天心堂L＆Cコンサルティング

福岡市東区松島1-28-30-303

福岡市東区蒲田3-1-3

福岡市東区香椎照葉5-2-15

福岡市博多区博多駅前3-23-12  博多光和ビル地下1階

福岡市博多区博多駅前4-35-8

福岡市博多区博多駅中央街8-1  JRJP博多ビル7階

福岡市博多区山王2-11-2

福岡市博多区美野島1-9-7

福岡市博多区美野島1-17-5  寿ビル33

福岡市博多区住吉2-4-7  レジデンス博多101

福岡市博多区中洲3-6-6  第8スターライトビル1階

福岡市博多区築港本町13-6  ベイサイドプレイス博多A棟1階

福岡市博多区神屋町2-12

福岡市博多区綱場町6-3-201

福岡市博多区沖浜町14-1 博多港国際ターミナル1階

福岡市博多区御供所町12-2  本山ビル1階

福岡市博多区豊2-2-26 福岡コーホービル3階

福岡市博多区竹下1-11-31

福岡市博多区那珂2-6-1  アルーバ・プランタン305

福岡市中央区西中洲6-27  親和銀行福岡ビル5階

福岡市中央区春吉3-21-22  クレビス天神3階

福岡市中央区渡辺通1-1-1

福岡市中央区渡辺通1-1-2  ホテルニューオータニ博多1階

福岡市中央区清川1-2-5

福岡市中央区高砂1-22-2  ARK七番館402

福岡市中央区白金2-1-11  ルッソ白金4号室

福岡市中央区天神5-9-2-601

福岡市中央区今泉1-18-20-103

福岡市中央区今泉2-4-48-1101

福岡市中央区警固2-11-10

福岡市中央区薬院2-2-24-1107

福岡市中央区薬院3-1-20  イーグル108－3階

福岡市中央区薬院3-7-1

福岡市南区玉川町6-20  ル・エメゾンロワール高宮203

福岡市南区長住2-19-11  ダブルーン長住V203

福岡市南区柏原1-3-8

福岡市城南区東油山2-3-21

福岡市城南区七隈4-11-5  ナチュールNF305

福岡市早良区高取1-29-19

福岡市早良区飯倉3-39-29-201

福岡市早良区干隈4-24-22

福岡市西区愛宕4-2-45-1306

福岡市西区今宿3-12-1

福岡市西区今宿上の原125

柳川市本町29-21

小売業（スーパーマーケット）

銘木の仕入れ販売

税理士業

通信販売業（LEDライト、DIY 工具、雑貨）

卸売業

水産加工品販売

不動産の売買、賃貸及びその仲介、管理など

行政書士

青果物卸売

弁当製造、販売

不動産仲介業

旅行業

食品加工業

損害保険の販売（代理店事業）

不動産貸付業

健康食品卸及販売

ラジオ番組、イベント制作

GPS機器のレンタル

すっぽん料理店、すっぽんの加工・販売、接客、配膳

飲食店経営

弁護士業務

ホテル業

保育園

東洋思想セミナー及び個別相談業

旅行業

ラーメン店営業

税理士業

居酒屋

鮨屋

飲食店

飲食業

不動産売買・仲介

ソフトウェアの開発

不動産業

建設業

訪問マッサージ

ゆめマート筥松

（株）九銘協

石井一行税理士事務所

東和（株）

大東貿易（株）

（有）博多つかさ屋

（株）アトムズ

行政書士ゆきの事務所

（株）ベジフィールド

本家かまどや  九産大前店

ゼクト（株）

（株）さくら旅行

（有）エー・ケー工房（A・K工房）

（株）ジャパン保険サポート

安田地所

（株）ヒューマンズ・ベスト

（株）PUNCH－LINE

（同）モバイルエンペラー

（株）丸久

ナマステ堂

弁護士法人  山本・坪井綜合法律事務所

ホテルモントレ（株）  ホテルモントレ福岡

（有）喜一プロジェクト

花音

C．C国際（株）

（株）Rstile

税理士法人ユース会計社  福岡事務所

OTE2

鮨  小川

黒豚しゃぶしゃぶ  あじと  福岡中洲店

（有）水たき長野

（株）エコ・ロケーション

ASPIDA（株）

リーフ不動産（株）

（株）IABOLE

ちくし鍼灸院

中
央
区

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？
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東
区

博
多
区

中
央
区

建設業（鍛冶、足場）

飲食業

温浴業

飲食店

飲食店の経営、運営

労働者派遣業

外国人のビザ申請

飲食店

音波セラピー

飲食店

飲食業

ビュッフェレストラン営業及び清掃事業運営

熔接業

整体院

飲食店の経営

箱崎縞テキスタイルと服の販売

脊髄損傷者の再歩行を目指す、回復トレーニングジム

不用品の回収、リサイクル

グラフィックデザイン（DTP、web）

ブランディング支援

飲食店

飲食業

美容業

飲食店

留学案内業

オイルトリートメントによるボディケア

不動産業

子供服等の衣料品の企画・販売及び古物・雑貨等の販売

某大手プラント内で仕事している会社です

野菜にこだわったカレー専門店。自家農園や提携農家さんサラダ自慢

日本最大級の温浴施設です。非日常の空間をお楽しみくださいませ

博多駅前でイタリアンを2店舗経営しています

さまざまなシーンに対応する飲食店です。感染症対策も徹底

マイナビグループの総合人材サービス会社。求人の際はご相談ください

外国人のビザ申請、採用支援、就業後サポートはお任せください

淡麗中華そばと焼鳥のお店です。ぜひ食べに来てください

自然治癒力を引き出す音波セラピー。未病の段階で自己回復力をサポート

美味しい韓国料理店です。よろしくお願いします

ヒトを繋ぎ、想いを繋ぐ、日本と中国の架け橋に！

障がい者の福祉事業所として飲食店と清掃業務を行っています

博多の町にある熔接工場です。場所も便利な所で来店しやすいです

呉服町駅1分、痛みの改善に特化した地域密着の整体院です

食べたらきっと笑顔になれる

箱崎縞を復元。テキスタイルメーカー直営店と喫茶店です

限界を設けず再歩行を目指す。脊髄損傷者専門トレーニングジム

個人、企業様問わず不用品の回収、整理、処分をお手伝いします

チラシやポスターの制作はもちろん、制作技術もお教えします

ブランディング支援、マーケティング支援、ご相談ください

鮨と焼きはまぐりの専門店です。お鮨のサブスクあります

安くて美味しくてボリュームたっぷり！！

ホテルニューオータニ博多1階。美容室ブランダルジャンです

炭火で焼き上げた骨付きカルビは当店自慢の一品です

英語を学ぶお手伝いをします。お気軽にお問い合わせください

アロマテラピーとドライヘッドスパで寝落ちと癒しを提供します

収益物件・戸建分譲用地の買取・再販を行っています

衣料品等の企画販売及び販売等の業務委託を行っています

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-287-5393

092-410-8329

092-683-1010

092-483-8300

092-433-2361

092-418-3820

080-3990-6091

092-402-1451

080-3242-0358

092-260-3348

092-292-1708

092-282-0288

092-291-0385

092-710-7088

092-262-8330

092-984-0721

03-5809-9390

092-477-2222

080-3962-5796

　　　―

092-791-7733

092-713-8708

092-751-7700

092-231-2361

092-688-4436

080-3973-8550

092-791-9809

090-9793-1978

東
区

博
多
区

トリミング

飲食店

業務用美容機販売

美容室

飲食業

子どもの生きる力を身につける授業

ハンドメイド雑貨委託販売

ITシステム開発・ソフトウェア制作

食肉の製造・販売

スプレー缶の処理器具の企画、製造及び販売事業

飲食店（台湾のお茶専門店）

行政書士業務　主に許認可

理容業

就職支援

精肉販売業

飲食店

経営コンサルティング

ワンちゃんに優しく丁寧な仕上がりにこだわっています

黒毛和牛と銀シャリを中心にお出ししています

業務用美容機器を販売しています。必要な機種を一緒に選定します

リーズナブルな価格で幅広い年齢層に愛される、地域密着のお店

博多発うどん居酒屋を運営

子どものうちからリーダー性を身につけるお手伝いをしています

ハンドメイド作家様おまちしています

システム構築やWEBアプリケーションのワンオーダーのよかわん

精肉業を通じ、想い出になるおいしさを提供します

捨てたいスプレー缶の中身を周囲に飛散させず捕集する雑貨を販売

本場台湾の味を再現！タピオカ、チーズ、フルーツティー、豆花！！

建設業等許認可を中心に業務を行っています

お気に入りのスタイルをおつくりします

就職希望者に自己分析と自己PRの作り方のお手伝いをします

トントン拍子に！チキンと仕事を！モ～がんばります♪

山のふもとにある隠れ家的雰囲気の全個室の炭火焼きのお店です

経営戦略策定や販路開拓、各種支援、施策活用をお手伝いします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
博
多
区

博
多
区

080-3222-4253

092-982-2911

092-406-1185

0120-51-5720

092-526-6500

090-2852-5744

070-1989-0106

092-980-1955

092-407-9610

080-8555-7623

080-7796-4142

090-3985-6958

092-862-4555

092-885-0503

092-806-6286

092-806-5655

0944-32-9265

中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

柳
川
市

HAKU  global  project（株）

STORY  DESIGN（株）

（株）ナカシロ 照葉スパリゾート

（株）じざい

（有）イートレスト

（株）マイナビワークス  九州支社

世界人財行政書士事務所

麺と生きる  焼トリ頂サン  博多本店

オフィス・音波セラピー

（株）オッパ家

リードベストコム（株）

リタファーム（株）

博多熔接工作所

neフィットネス整体院

（株）J．B．K （KOPAN）

Maison  HAKOSHIMA

ジェイ．ワークアウト（株）  福岡スタジオ

AIリサイクル

ボクノベイス

（株）オムニモスーク

（株）ワールド・ポータル  鮨・焼はまぐり

ビック鯛はのぼる

（株）アンシャンテクール

チャコグリ

ワウルド・スタディ（同）

Privatesalon  onesheep

（株）アイクラス

アンドサンカンパニー（同）

トリミングサロンぽぽちゃん

焼肉ふじまき

b－three ＆ Co．

（株）SENSE

（株）New  Order

一般社団法人  TJC教育サポート

ハンドメイド雑貨  himari

（株）よかわん

久田精肉店（株）

（株）ファインクリエイション

（株）欣茶通商

行政書士ツルミ事務所

ヘアサロンRISE

トップライト

肉のたけや  今宿店

筑前堀

天心堂L＆Cコンサルティング

福岡市東区松島1-28-30-303

福岡市東区蒲田3-1-3

福岡市東区香椎照葉5-2-15

福岡市博多区博多駅前3-23-12  博多光和ビル地下1階

福岡市博多区博多駅前4-35-8

福岡市博多区博多駅中央街8-1  JRJP博多ビル7階

福岡市博多区山王2-11-2

福岡市博多区美野島1-9-7

福岡市博多区美野島1-17-5  寿ビル33

福岡市博多区住吉2-4-7  レジデンス博多101

福岡市博多区中洲3-6-6  第8スターライトビル1階

福岡市博多区築港本町13-6  ベイサイドプレイス博多A棟1階

福岡市博多区神屋町2-12

福岡市博多区綱場町6-3-201

福岡市博多区沖浜町14-1 博多港国際ターミナル1階

福岡市博多区御供所町12-2  本山ビル1階

福岡市博多区豊2-2-26 福岡コーホービル3階

福岡市博多区竹下1-11-31

福岡市博多区那珂2-6-1  アルーバ・プランタン305

福岡市中央区西中洲6-27  親和銀行福岡ビル5階

福岡市中央区春吉3-21-22  クレビス天神3階

福岡市中央区渡辺通1-1-1

福岡市中央区渡辺通1-1-2  ホテルニューオータニ博多1階

福岡市中央区清川1-2-5

福岡市中央区高砂1-22-2  ARK七番館402

福岡市中央区白金2-1-11  ルッソ白金4号室

福岡市中央区天神5-9-2-601

福岡市中央区今泉1-18-20-103

福岡市中央区今泉2-4-48-1101

福岡市中央区警固2-11-10

福岡市中央区薬院2-2-24-1107

福岡市中央区薬院3-1-20  イーグル108－3階

福岡市中央区薬院3-7-1

福岡市南区玉川町6-20  ル・エメゾンロワール高宮203

福岡市南区長住2-19-11  ダブルーン長住V203

福岡市南区柏原1-3-8

福岡市城南区東油山2-3-21

福岡市城南区七隈4-11-5  ナチュールNF305

福岡市早良区高取1-29-19

福岡市早良区飯倉3-39-29-201

福岡市早良区干隈4-24-22

福岡市西区愛宕4-2-45-1306

福岡市西区今宿3-12-1

福岡市西区今宿上の原125

柳川市本町29-21

小売業（スーパーマーケット）

銘木の仕入れ販売

税理士業

通信販売業（LEDライト、DIY 工具、雑貨）

卸売業

水産加工品販売

不動産の売買、賃貸及びその仲介、管理など

行政書士

青果物卸売

弁当製造、販売

不動産仲介業

旅行業

食品加工業

損害保険の販売（代理店事業）

不動産貸付業

健康食品卸及販売

ラジオ番組、イベント制作

GPS機器のレンタル

すっぽん料理店、すっぽんの加工・販売、接客、配膳

飲食店経営

弁護士業務

ホテル業

保育園

東洋思想セミナー及び個別相談業

旅行業

ラーメン店営業

税理士業

居酒屋

鮨屋

飲食店

飲食業

不動産売買・仲介

ソフトウェアの開発

不動産業

建設業

訪問マッサージ

ゆめマート筥松

（株）九銘協

石井一行税理士事務所

東和（株）

大東貿易（株）

（有）博多つかさ屋

（株）アトムズ

行政書士ゆきの事務所

（株）ベジフィールド

本家かまどや  九産大前店

ゼクト（株）

（株）さくら旅行

（有）エー・ケー工房（A・K工房）

（株）ジャパン保険サポート

安田地所

（株）ヒューマンズ・ベスト

（株）PUNCH－LINE

（同）モバイルエンペラー

（株）丸久

ナマステ堂

弁護士法人  山本・坪井綜合法律事務所

ホテルモントレ（株）  ホテルモントレ福岡

（有）喜一プロジェクト

花音

C．C国際（株）

（株）Rstile

税理士法人ユース会計社  福岡事務所

OTE2

鮨  小川

黒豚しゃぶしゃぶ  あじと  福岡中洲店

（有）水たき長野

（株）エコ・ロケーション

ASPIDA（株）

リーフ不動産（株）

（株）IABOLE

ちくし鍼灸院

中
央
区

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？

15福岡商工会議所 NEWS ︱ 2021  SEPTEMBER



中
央
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

筑
紫
野
市

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

経営コンサルタント業

小売業

投資助言業

リラクゼーションサロン

デザイン事業（広告制作）

生命保険業

太陽光発電システム設置、販売

不動産売買、仲介、斡旋、管理等

飲食店営業

就職支援スクールの運営

WEB、EC制作・コンサル、システム開発

美容室

飲食店の運営

飲食業

介護事業

飲食業

総合建設コンサルタント（土木に関する積算業務）

清掃業

結婚相談所

日本語学校

飲食店業

輸出入・小売（サンダル）

飲食業

建築

飲食店経営

飲食店

税務、会計、創業、経営改善、補助金等の支援事業

飲食店経営

飲食業

ビルメンテナンス業

文具・事務用品の販売

小売業

ホームページ制作

飲食店の経営、食肉加工品の販売、食肉製造に関するコンサルタント

算数・数学の個別指導塾

地域活性化、事業所の販路拡大のためのデザイン・コンサルティング

飲食店

建築設計

エヌ・ストリーム（株）

（株）エバーライフ・エージェンシー

（株）アイリンクインベストメント

（株）康佳

（株）イングラ

（株）かんぽ生命保険  福岡支店

道東電機（株）  九州支店

（株）ファミリー・サポートシステム

TENJIN  Dining  MiST

（株）CAキャリア

BIND（株）

エウレカ

（株）Smile  Food

モトフサ  アラキ

（同）えん

鶏ジロー 大橋店

（株）エボルテックエンジニアリング

SY  WORK

ふくおか結婚サポート  KADODE

（株）Hiro

（有）ターボマニア

（同）ミミインターナショナル

（株）仲信 （地鶏食堂野方店）

（株）TORASEED

（株）O・B・U  Company

黒豚しゃぶしゃぶあじと  福岡赤坂店

おがた税理士事務所

いっしょう

（株）NAOSAN

西日本ビルマネジメント（株）

（有）まわたり文具

（株）Office  Hasso

スターウォーク

（株）IIC

数楽の家

STORY  DESIGN

（有）とり太郎

HOUSE  BOX（株）

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NE W MEMBER

良好な交通アクセス

・福岡のビジネス街に立地
・新幹線博多駅  徒歩約10分
・福岡空港まで地下鉄3駅

抜群の知名度

・経済団体や行政施設が多
数入居するビル
・地図や地下鉄駅でビル名表示

控室も確保OK

・8名～300名まで全19室
・試験会場以外に、控室や
面接室も確保可

設営・原状回復不要

・1週間前までのレイアウト
指示で、貸出前に無料設営
・原状回復も不要

全室ネット有線接続

・有線接続対応（有料）
・小会議室の一部に、無料
Wi-Fi設備あり

バリアフリー対応

・出入口はスロープ対応
・多目的トイレ3カ所設置
・身障者駐車枠1台あり

備品も充実

・マイク貸出あり
　（ワイヤレス1本 2,200円）
・備品はホワイトボード等17種

感染防止策

・消毒液全室設置
・ロビーに大型サーモカメラ
・機械式換気システム完備

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2-9-28　福岡商工会議所ビル

詳しくは、ホームページをご参照ください。

ご利用の流れ

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

当日利用
※当日の設営は
不要です

試験 総会
セミナー
展示会

2021年8月現在

301大会議室
学校式200名（2名がけ）

福岡商工会議所

貸会議室
を利用しませんか!8名～300名対応  全19室

各種レイアウト対応

福商会員
約45%割引

※基本室料を
割引いたします

会議所からのお知らせ

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

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

特 典

年会費

ご入会 いただいた方全員に

会議所サービス利用券

3,000円分 進呈

ご紹介いただいた会員事業所に

QUOカード

1,000円分 進呈

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

職員がご説明いたします。まずは、お電話ください。

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

事業者の皆様を応援します!

お知り合いの方を

共に発展しましょう！！

ご紹介
ください！！

特典
あります

！

9,000円個人事業者の
場合

以
上 15,000円法人・団体の

場合
以
上
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良好な交通アクセス

・福岡のビジネス街に立地
・新幹線博多駅  徒歩約10分
・福岡空港まで地下鉄3駅

抜群の知名度

・経済団体や行政施設が多
数入居するビル
・地図や地下鉄駅でビル名表示

控室も確保OK

・8名～300名まで全19室
・試験会場以外に、控室や
面接室も確保可

設営・原状回復不要

・1週間前までのレイアウト
指示で、貸出前に無料設営
・原状回復も不要

全室ネット有線接続

・有線接続対応（有料）
・小会議室の一部に、無料
Wi-Fi設備あり

バリアフリー対応

・出入口はスロープ対応
・多目的トイレ3カ所設置
・身障者駐車枠1台あり

備品も充実

・マイク貸出あり
　（ワイヤレス1本 2,200円）
・備品はホワイトボード等17種

感染防止策

・消毒液全室設置
・ロビーに大型サーモカメラ
・機械式換気システム完備

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2-9-28　福岡商工会議所ビル

詳しくは、ホームページをご参照ください。

ご利用の流れ

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

当日利用
※当日の設営は
不要です

試験 総会
セミナー
展示会

2021年8月現在

301大会議室
学校式200名（2名がけ）

福岡商工会議所

貸会議室
を利用しませんか!8名～300名対応  全19室

各種レイアウト対応

福商会員
約45%割引

※基本室料を
割引いたします

会議所からのお知らせ

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

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

特 典

年会費

ご入会 いただいた方全員に

会議所サービス利用券

3,000円分 進呈

ご紹介いただいた会員事業所に

QUOカード

1,000円分 進呈

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

職員がご説明いたします。まずは、お電話ください。

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

事業者の皆様を応援します!

お知り合いの方を

共に発展しましょう！！

ご紹介
ください！！

特典
あります

！

9,000円個人事業者の
場合

以
上 15,000円法人・団体の

場合
以
上
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お問い合わせ先／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

事業者の方へ

令和3年10月1日から 登録申請受付開始!
消費税　インボイス制度

制度導入までのスケジュール

インボイスってナニ？

「インボイス制度」ってナニ？

「適格請求書等保存方式」導入後の免税事業者からの仕入れについて

電子データ
（電子インボイス）
でもOK!

事業者間取引のある免税事業者
の方は、特にご注意ください。

●インボイス制度に関する一般的なご相談は、国税庁の専用ダイヤルで受け付けて
　おります。
　【専用ダイヤル】0120-205-553（無料）
　【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く）

詳しくお知りになりたい方は、
国税庁のホームページの
「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付することができます。
登録申請は、最寄りの税務署のほか、e-Taxをご利用いただくと手続きがスムーズです。
個人事業者の方は、スマートフォンからも申請できます。

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。（登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T+法
人番号」、それ以外の事業者の方は「T+13桁の数字（新たな固有の番号）」が登録番号となります。）

▶売手が買手に対して、正確な適用税
率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求
書」に「登録番号」、「適用税率」及び
「消費税額等」の記載が追加された
ものをいいます。

▶売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税
事業者）から求められたときは、インボイスを交付し
なければなりません（また、交付したインボイスの写
しを保存しておく必要があります）。

▶買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則とし
て、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受
けたインボイス（※）の保存等が必要となります。
（※） 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（イン
ボイスに記載が必要な事項）が記載され取引相手の確認を受けたもの
を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

令和5年10月1日以降、原則、課税事業者の仕入税額控除には、適格請求書等が必要となります。適格請求書等は
課税事業者のみが発行できるため、発行できない免税事業者は、課税事業者から取引を避けられる可能性がありま
す。そのため、将来的に課税事業者になる選択を迫られる可能性があります。
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税務Q&A

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

は令和5年9月30日まで）に所轄税務署長に登録申請を
行い、登録番号などの通知を受ける必要があります。（登
録を受けていない事業者が適格請求書等と誤認されるお
それのある書類を交付することは法律により禁止され、
違反した場合の罰則も設けられています。）
請求書に記載すべき事項のうちこれまでと異なるとこ
ろは、登録番号と、税率ごとに区分した消費税額等の記
載が必要となる点です。（タクシーなどの不特定多数の者
に対して取引を行う場合など、一定の場合には記載事項
の一部を省略した適格簡易請求書を交付することができ
ます。）

3．注意点
⑴売り手側の注意点
適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課
されます。

⑵買い手側の注意点

消費税の仕組みが大きく変わり、インボ
イス制度が導入されると聞きました。聞く
ところによると、事前の準備など結構大変

のようですが、現在の制度とどのような違いがあって、
どのようなことをしなければならないのか、具体的な内
容を承知していませんので不安です。インボイス制度に
ついての注意点についてお聞きしたいです。

令和5年10月1日からインボイス制度
（正確には「適格請求書等保存方式」とい
います。）が導入されますが、その概要や

注意点についてと、事前に準備すべきことなどを2回の
シリーズに分けてご説明いたします。今回は、シリーズそ
の1として、適格請求書保存方式の概要と注意点につい
て簡単に解説します。
※詳細については日本税理士会連合会HPの特設ページをご覧ください。
　https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/

1．消費税の基本的仕組みと適格請求書保存方式
消費税の納付額の計算は、一定期間内の売上（課税

売上げと言います。）に係る消費税額から、同期間の仕
入、経費や設備投資（課税仕入れ等と言います。）に係る
消費税額を差し引き、その差額がプラスの場合は納付
が発生し、マイナスの場合は還付が発生する仕組みと
なっています。この課税仕入れ等に係る消費税額を差し
引くことを「仕入税額控除」といい、その控除の要件とし
て帳簿保存要件と請求書等保存要件があるのですが、
このうち請求書等保存要件について、これまでの「区分
記載請求書等の保存」から「適格請求書等の保存」へと
変更（令和5年10月1日より）されます。

2．適格請求書等保存方式の導入とこれまでとの違い
適格請求書等とは、売手が買手に対し正確な適用税

率や消費税額等を伝えるための手段で、一定の事項が
記載された請求書や領収書等の書類をいいます。この
適格請求書等を新制度のスタート（令和5年10月1日）
と同時に発行するためには、令和3年10月1日から令和
5年3月31日までの間（ただし、困難な事情がある場合

A

Q

インボイス制度の導入と手続に
ついて（2回シリーズ  その1）

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　末吉 幹久

（※）公共交通機関であるバス等の運送事業で3万円未満のものの場合等、一定
の場合には交付義務が免除される場合があります。

取引の相手方（課税事業者のみ）の求めに
応じて、適格請求書等を交付する義務（※）
売上値引等を行った場合に、適格返還請
求書を交付する義務
交付した適格請求書等に誤りがある場合
に、修正した適格請求書等を交付する義務
交付した適格請求書等の写しを保存する義務

適格請求書の交
付義務
適格返還請求書
の交付義務
修正した適格請
求書の交付義務
写しの保存義務

一定の事項を記載した帳簿と、適格請求書
等の保存が仕入税額控除の要件となります。
また、免税事業者や消費者など、適格請求
書発行事業者以外の者からの仕入れは原則
として仕入税額控除の対象になりません。
保存が必要となる請求書等については、売
手が交付する適格請求書等のほか、買手
が作成する仕入明細書等や、その電磁的
記録が含まれます。
適格請求書等の交付義務が免除されている取
引や、従業員等に支給する通常必要と認めら
れる出張旅費等に係るものは帳簿の保存のみ
で仕入税額控除が可能な場合があります。

仕入税額控除の
要件

帳簿の保存のみ
で仕入税額控除
が認められる場
合

保存が必要とな
る請求書等の範
囲
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クロスボウの所持等が規制されます!
～銃刀法の一部改正～

危機管理
情報室

お問い合わせ先
福岡県警察　生活保安課
TEL 092-641-4141
http://www.police.pref.fukuoka.jp/index.html

「クロスボウ」って何？

クロスボウは、法律で「引いた弦を固定
し、これを解放することによって矢を発射
する機構を有する弓のうち、矢の運動エネ
ルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る
値以上となるもの」とされているよ。
百聞は一見に如かず！
写真があるから見てみて。

現在、クロスボウを所持している方は、
クロスボウを処分するか、一定期間内（※）
に、所持許可の申請等をしなければならな
いんだ。
ちなみに、クロスボウの所持は、一定の
用途に使用する場合でないと許可されなく
なるよ。
現在、福岡県警察では、クロスボウの無
償引取りを行っているから、クロスボウを
所有している人がいたら、最寄りの警察署
に連絡するように教示してくれ。

これがクロスボウか～。
なぜクロスボウが規制されるの？

警察庁が調査した結果、クロスボウを使
用した凶悪事件が多く発生していることが
分かったんだ。
特に、令和2年中は、殺人事件や殺人

未遂事件が相次いで発生している。
そこで、警察庁が実験をした結果、クロ

スボウは、銃刀法で規制されている拳銃や
空気銃に匹敵する威力があることが確認さ
れたんだ。
このような経緯で規制することになった

んだよ。

現在、クロスボウを所持している人
はどうしたらいいの？

分かったわ。
地域住民の方にお知らせするわね。

※一定期間内
　改正法の施行日から6か月間です。
　施行日等詳細は最寄りの警察署に確認してください。

クロスボウを所有されている方は、
最寄りの警察署に連絡してください。

クロスボウ
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

■確認④パスワード以外に、提供されたセキュリ
ティー機能を使用していますか？
セキュリティー機能を正しく使用しないと製品が危険な
状態にさらされる恐れがある。
■確認⑤不慮の事故に備えて、バックアップや設定内
容の記録を取っていますか？
バックアップや記録を取らないと、事故にあった場合
に、情報を失う恐れがある。
■確認⑥使わなくなった製品はネットから切り離してい
ますか？
使わなくなった製品は、セキュリティー対策がなされ
ず、気付かぬうちに悪用される恐れがある。
■確認⑦製品を廃棄する場合には購入時の状態に戻し
ましたか？
購入時の状態（初期化された状態）にしなかった製品
から、保存された情報が漏えいする恐れがある。

購入時の選定ガイドも公開
一部の製品には、これらのセキュリティーを確保する
機能を有しない製品があるため、購入時の製品選定が
重要となる。製品選定における確認のポイントは「ネット
接続製品の安全な選定ガイド」を参照してほしい。IPA
のウェブサイトでは、確
認のポイントだけでな
く、確認できる場所や
実施しなかった場合の
影響、対策などを解説
したガイドの詳細版を公
開している。また、映
像も公開しているので、
システムに不慣れな事業
者や個人でも参考になる
だろう。ネット接続製品
の安全を確保するため
に、本ガイドを活用して
ほしい。ガイドの詳細
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）

高まるサイバー攻撃のリスク
昨今、パソコンやスマートフォンだけでなく、プリン
ターやネットワークカメラ、エアコン、冷蔵庫などさまざ
まな機器がインターネットにつながるようになった。利便
性が高まる一方で、サイバー攻撃を受けるリスクも高まっ
ている。そのため、製品メーカーは開発する製品に対し
てセキュリティーを確保するための機能を搭載するなどの
対応を行っている。利用者はセキュリティーを確保する
機能を備えた製品を選び、正しくその機能を理解して利
用する必要がある。
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、「ネット
接続製品の安全な選定ガイド」と「ネット接続製品の安
全な利用ガイド」を公開。安全なネット接続製品を選び、
購入したネット接続製品を安全に利用するためのポイン
トをイラスト入りで分かりやすくまとめている。

まずパスワード変更　定期的アップデートも
「ネット接続製品の安全な利用ガイド」では、購入した
製品を安全に利用するためのポイント、および対応方法
を7項目にまとめている。
■確認①アカウント設定がある製品は、購入したらす
ぐにパスワードの変更などセキュリティー設定を実施
していますか？
初期設定のパスワードが「推測されやすいもの」や、
公開されている「取扱説明書などに記載されているもの」
だった場合、そのパスワードは他人から容易に推測され
たり、取扱説明書によって他人に知られてしまったりする
恐れがある。パスワードの変更はセキュリティー対策の
第1歩である。
■確認②製品メーカーのウェブサイトを確認していま
すか？
定期的に製品メーカーのウェブサイトを確認して、アッ
プデートしないと、製品を他人に不正に使われてしまう
恐れがある。
■確認③セキュリティーのサポートが終了した製品を
利用していませんか？
セキュリティーのサポートが終了した製品は新たなセ
キュリティー対策が提供されないため、情報を不正に使
われてしまう恐れがある。

ネット製品  安全な利用を

ネット接続製品の
安全な利用ガイド
を公開中
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福商実務研修講座（9月・10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

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!

新入社員・若手社員向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ザ・プレゼンツ・ポジティブパートナーズ　代表取締役　德永ミユキ氏

経営者視点で学ぶ! 仕事の基本ビ
ジネスマナーフォローアップ研修

□ 日々の仕事を経営者視点で考えることができる
□ 入社半年のタイミングでモチベーションを再向上させる

●業務遂行能力

9/28
（火）

POINT

会 特 一

若手社員・中堅社員向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ビジネスリファイン　城下博美氏

「行動」できる次期管理職に! 中堅
社員パワーアップ講座

□ リーダーシップの在り方を認識する
□ 後輩育成の方法を習得する

●基礎講座

10/5
（火）

POINT

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。

管理職向け

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円　   ：15,720円
【講　師】アデコ㈱　コンサルティング事業本部長　増山辰祐氏

あなたの仕事を“躍動”させる! イノベー
ションを生み出す思考力・実践力養成講座

□ 走りながら考え、市場に届けるスピード感を身につける
□ 自ら考え、市場と共に会社の成長を実現する

●概念化能力

10/8
（金）

POINT

【時　間】10:00～17:00
【受講料】4,720円
【講　師】ベンチャーマネジメント　代表　小林英二氏

【福岡市共催】部下・後輩・仲間（フォロワー）が
“いきいき”と働くモチベーションのマネジメント術

□ フォロワーのモチベーションを引き出すスキルを身につける
□ フォロワーの個性を活かした目標管理ができる

●対人関係能力

10/13
（水）

POINT

会 特 一

イノベーション実践への理解を
深めたい経営者・経営幹部の方
のご参加もお待ちしております

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。ネット試
験、統一試験ともに対応しておりますので、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
■受講期間／～11月
■受 講 料／8,000円（税・教材込）

■申込締切／10月15日（金）

2級
■受講期間／～11月
■受 講 料／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

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。開講日やコースの詳細は、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

ライブ配信・オンデマンド配信等も組み合わせ、
ご都合のいい時間帯に、繰り返し学習が可能な
WEB講座です。

第31回検定試験向け　メンタルヘルス・マネジメント検定試験・Ⅱ種対策講座オン
ライン

主に11月の統一試験に向けて、演習や模擬試験
等を組み込み、合格までのあと一歩を後押しする
講座です。

TAC提携講座対面

簿記検定
日商簿記検定試験については
こちらからご確認ください。
 https://www.fukunet.or.jp/license/boki/

第31回試験（11/7施行）に向け、学習の総仕上げとして重要ポイントの再確
認と練習問題による演習を行います。第31回試験においては2021年7月改
訂「公式テキスト第5版」の内容と、それを理解した上での応用力が問われま
す。試験対策としてぜひご利用ください! ※本講座はZoomを利用したオンライン講座です。

Ⅱ種対策講座
■日　　時／①10月2日（土）　②10月16日（土）

①②ともに10:00～17:00 ※昼休み12:00～13:00
※①②ともに同一の講座内容です。都合の良い日をご選択ください。 

■講　　師／（株）日本マンパワー  マネジメントコンサルタント  黒木陽子氏
■受 講 料／10,480円（税込・資料代込）

■定　　員／30名（定員に達し次第締め切り）

■内　　容／・Ⅱ種ラインケアコースの重要ポイント（重要ポイントの総括と対策）
　　　　　　・直前対策（演習問題による実力養成）
■申込方法／右記QRコードよりお申し込みください。

2021年7月
テキストが改訂されました！

ご準備
ください

※当日は、メンタルヘルス・マネジメント
検定試験公式テキストⅡ種（ラインケア
コース）第5版（2021年7月改訂）を使
用しますので、必ず事前にご購入くだ
さい。 テキスト詳細は大阪商工会議所
メンタルヘルス・マネジメント検定試験
HPでご確認ください。

※重要項目の確認と演習となっております
ので、講座当日は手元にテキストをご
用意の上、必ず事前にご一読ください。

商工会議所の検定試験
詳しくは
こちら!

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

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29日（水）
～10月25日（月）

9月29日（水）
～11月1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

メンタルヘルス
マネジメント

簿記（統一試験）

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種

1～3級

第31回

第159回

11月7日（日）

11月21日（日）

9月21日（火）～10月1日（金）

書店・商工会窓口：10月6日（水）～10月10日（日）
インターネット：10月6日（水）～10月12日（火）

Ⅰ種：11,550円
Ⅱ種：7,480円
Ⅲ種：5,280円
1級：7,850円
2級：4,720円
3級：2,850円

■IBT方式

■会場集合型の統一試験

対策講座あり

対面 対面

対面オン
ライン

研修講座・検定情報
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福商実務研修講座（9月・10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

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!

新入社員・若手社員向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ザ・プレゼンツ・ポジティブパートナーズ　代表取締役　德永ミユキ氏

経営者視点で学ぶ! 仕事の基本ビ
ジネスマナーフォローアップ研修

□ 日々の仕事を経営者視点で考えることができる
□ 入社半年のタイミングでモチベーションを再向上させる

●業務遂行能力

9/28
（火）

POINT

会 特 一

若手社員・中堅社員向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ビジネスリファイン　城下博美氏

「行動」できる次期管理職に! 中堅
社員パワーアップ講座

□ リーダーシップの在り方を認識する
□ 後輩育成の方法を習得する

●基礎講座

10/5
（火）

POINT

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。

管理職向け

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円　   ：15,720円
【講　師】アデコ㈱　コンサルティング事業本部長　増山辰祐氏

あなたの仕事を“躍動”させる! イノベー
ションを生み出す思考力・実践力養成講座

□ 走りながら考え、市場に届けるスピード感を身につける
□ 自ら考え、市場と共に会社の成長を実現する

●概念化能力

10/8
（金）

POINT

【時　間】10:00～17:00
【受講料】4,720円
【講　師】ベンチャーマネジメント　代表　小林英二氏

【福岡市共催】部下・後輩・仲間（フォロワー）が
“いきいき”と働くモチベーションのマネジメント術

□ フォロワーのモチベーションを引き出すスキルを身につける
□ フォロワーの個性を活かした目標管理ができる

●対人関係能力

10/13
（水）

POINT

会 特 一

イノベーション実践への理解を
深めたい経営者・経営幹部の方
のご参加もお待ちしております

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。ネット試
験、統一試験ともに対応しておりますので、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
■受講期間／～11月
■受 講 料／8,000円（税・教材込）

■申込締切／10月15日（金）

2級
■受講期間／～11月
■受 講 料／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

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。開講日やコースの詳細は、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

ライブ配信・オンデマンド配信等も組み合わせ、
ご都合のいい時間帯に、繰り返し学習が可能な
WEB講座です。

第31回検定試験向け　メンタルヘルス・マネジメント検定試験・Ⅱ種対策講座オン
ライン

主に11月の統一試験に向けて、演習や模擬試験
等を組み込み、合格までのあと一歩を後押しする
講座です。

TAC提携講座対面

簿記検定
日商簿記検定試験については
こちらからご確認ください。
 https://www.fukunet.or.jp/license/boki/

第31回試験（11/7施行）に向け、学習の総仕上げとして重要ポイントの再確
認と練習問題による演習を行います。第31回試験においては2021年7月改
訂「公式テキスト第5版」の内容と、それを理解した上での応用力が問われま
す。試験対策としてぜひご利用ください! ※本講座はZoomを利用したオンライン講座です。

Ⅱ種対策講座
■日　　時／①10月2日（土）　②10月16日（土）

①②ともに10:00～17:00 ※昼休み12:00～13:00
※①②ともに同一の講座内容です。都合の良い日をご選択ください。 

■講　　師／（株）日本マンパワー  マネジメントコンサルタント  黒木陽子氏
■受 講 料／10,480円（税込・資料代込）

■定　　員／30名（定員に達し次第締め切り）

■内　　容／・Ⅱ種ラインケアコースの重要ポイント（重要ポイントの総括と対策）
　　　　　　・直前対策（演習問題による実力養成）
■申込方法／右記QRコードよりお申し込みください。

2021年7月
テキストが改訂されました！

ご準備
ください

※当日は、メンタルヘルス・マネジメント
検定試験公式テキストⅡ種（ラインケア
コース）第5版（2021年7月改訂）を使
用しますので、必ず事前にご購入くだ
さい。 テキスト詳細は大阪商工会議所
メンタルヘルス・マネジメント検定試験
HPでご確認ください。

※重要項目の確認と演習となっております
ので、講座当日は手元にテキストをご
用意の上、必ず事前にご一読ください。

商工会議所の検定試験
詳しくは
こちら!

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

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29日（水）
～10月25日（月）

9月29日（水）
～11月1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

メンタルヘルス
マネジメント

簿記（統一試験）

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種

1～3級

第31回

第159回

11月7日（日）

11月21日（日）

9月21日（火）～10月1日（金）

書店・商工会窓口：10月6日（水）～10月10日（日）
インターネット：10月6日（水）～10月12日（火）

Ⅰ種：11,550円
Ⅱ種：7,480円
Ⅲ種：5,280円
1級：7,850円
2級：4,720円
3級：2,850円

■IBT方式

■会場集合型の統一試験

対策講座あり

対面 対面

対面オン
ライン

研修講座・検定情報

23福岡商工会議所 NEWS ︱ 2021  SEPTEMBER



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」の新たな自己実現プログラムがスタート!

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。

自分の力を更に高
めるリカレント講座

1．社会人基礎力を磨く（全1回）

講師／株式会社ライズ
　　　四元絵美 氏

日時／9月22日（水）13:30～16:30

※詳細はQRコードからご確認ください。

□ ビジネスコミュニケーション力
□ 双方向の対話とチームビルディング

2．IT活用力を高める（全2回）

講師／株式会社スクラムソフトウェア
　　　代表取締役　橘 信洋 氏

日時／10月4日（月）、10月11日（月）
　　　13:30～16:30
□ 日常業務におけるデジタル対応力
□ データ活用社会に適応しうる基礎

会場／福岡商工会議所
受講料／16,500円（税込）

プログラムの流れ 学び直してさらなる活躍の機会に繋がるプログラム!

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

スキルを身につけて付加価値を高めます
（講座からの参加もOK！）

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
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会議所からのお知らせ

事業の引継ぎには、時間が必要です。「時期が来
たらなんとかなる！」と思っていても、いざとなった
ら分からないことや、やらなければならないことが
山積みで、悔いの残る結果となる場合があります。
また、融資の連帯保証人を理由に、引継ぎを躊躇
されている経営者もいます。
本セミナーでは、どのような引継ぎの方法がある

のか、実際に事業承継に着手する際に、スムーズか
つ経済的に進められるようにするために、何を考
え、準備しておけばよいのかをご説明いたします。
ぜひ、この機会に計画的な事業承継をご検討い

ただけますと幸いです。
皆様のご参加、お待ちしております。

令和3年 ①9月28日（火）　②11月24日（水）
　　　　 ③12月22日（水）
令和4年 ④1月26日（水）
※いずれも同様の内容になります。

日時

当所会議室（Zoomでの視聴も可）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンラインのみになる場合もございます。

開催
場所

無料 30名（会場）定員

ホームページからお申し込みください。申込

参加費

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター専門家講師

事業承継セミナー
将来に向けて、今考える

お申し込み・お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

「事業承継」に興味のある経営者の方に

【セミナー】14:00～15:30／【個別相談会】15:30～16:30

伴走型小規模事業者支援推進事業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」の新たな自己実現プログラムがスタート!

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。

自分の力を更に高
めるリカレント講座

1．社会人基礎力を磨く（全1回）

講師／株式会社ライズ
　　　四元絵美 氏

日時／9月22日（水）13:30～16:30

※詳細はQRコードからご確認ください。

□ ビジネスコミュニケーション力
□ 双方向の対話とチームビルディング

2．IT活用力を高める（全2回）

講師／株式会社スクラムソフトウェア
　　　代表取締役　橘 信洋 氏

日時／10月4日（月）、10月11日（月）
　　　13:30～16:30
□ 日常業務におけるデジタル対応力
□ データ活用社会に適応しうる基礎

会場／福岡商工会議所
受講料／16,500円（税込）

プログラムの流れ 学び直してさらなる活躍の機会に繋がるプログラム!

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

スキルを身につけて付加価値を高めます
（講座からの参加もOK！）

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

会議所からのお知らせ

行政機関などからの手厚い支援策により倒産件数自体は減少している一方、長引くコロナ禍のなかでコロナ関連倒産は
増加しています。今後さらにコロナ禍が長期化することで、債務超過を抱えた中小零細企業の経営破綻が増加する可能性
も否めません。
本セミナーでは、このようなコロナ禍のビジネス環境で、中小企業が生き抜くヒントを解説させていただきます。

9月17日（金）14:00～15:30
　　　　　　　　　　　  （入室開始13:30）

日時第1部

オンライン（Zoom）会場

無料参加費

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

9月14日（火）申込
締切

コロナ禍の九州地区倒産状況と
今後の景気見通し

コロナ禍の九州地区倒産状況と
今後の景気見通し

～コロナ禍での取引先の決算書を読み解くポイントと注意点～～コロナ禍での取引先の決算書を読み解くポイントと注意点～

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

オン
ライン

講師：株式会社帝国データバンク福岡支店
　　　情報部　部長　和家 浩紀 氏

TDB（帝国データバンク）データー
調査報告書の見方

第2部

講師：伊藤忠オリコ保険サービス株式会社
　　　九州支店長　東  秀樹 氏

売掛債権の回収不能リスクを補償する
「売上債権保全制度」の概要について

リスクマネジメントセミナーのご案内

お申し込み
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会議所からのお知らせ

個別相談申込フォームサイトは
コチラ

講師
事業構想大学院大学 客員教授
㈱DXパートナーズ
　シニアパートナー
　& 代表取締役
国立大学法人九州大学
　名誉教授
京都大学博士 （工学）
村上 和彰 氏

講師
㈱ローカルベンチャールーム
代表取締役
富田 安則 氏

講師
㈱ローカルベンチャールーム
代表取締役
富田 安則 氏

講師
CHIKOH Design Lab㈱
代表取締役
一色 知行 氏

福岡県内の中小企業
➡自社の強みやリソースを活かし、自社にとって新たな商品・サービス
　等を創造し、新規事業を検討している（したい）事業者 https://www.fukunet.or.jp/contact/

contact_other/innovation/

動画サイトはコチラ

https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/
innovation/#online-lecture

支援
対象

内容
・第1部：お客様の欲しい！ に気づく
　　　　  デザイン思考の5つのステップ
・第2部：観察する
・第3部：デザイン思考も万能じゃない

内容
・第1部：新規事業に取り組む目的
・第2部：新規事業を進めるプロセス
・第3部：新規事業を成功させる「3つ」のポイント

講師
㈱ローカルベンチャールーム
代表取締役
富田 安則 氏

内容
・第1部：イノベーションを生み続ける組織とは
・第2部：具体的な事例を交えたケーススタディ
・第3部：イノベーション組織を構築するヒント

内容
・第1部：オープンイノベーションの概要・目的・種別
・第2部：具体的なオープンイノベーション事例
・第3部：共創を成功させるために必要なポイント

内容
・第1部：DXとは何であって何でないか?
・第2部：DXに成功しているあの会社は何を実践して
　　　　  いるのか? 
・第3部：顧客価値の “再創造” から始める! 

動画配信のご案内

個別相談のご案内

新規事業への取組み状況

近年、中小企業を取り巻く社会環境は、新型コロナウイルス
感染症の拡大を含め、想定外の様々な変化が生じており、先の
予測が難しい状況です。そのような中で中小企業は、顧客のニ
ーズや自社の強みに着目し、事業環境の変化に応じて事業を見
直すことも重要となり、新たな価値を生み出す商品の開発や新
規事業分野への進出が必要とされています。

当所が令和2年度に実施した「新規事業に関するアンケート
調査※」によると、5年先の事業の見通しについて、「現状の事
業だけでは難しいので、新規事業や業務改革などを行っていく
予定」が51％と最も多いものの、次に「現状の事業のままでや
っていけると思う」との回答が32％と続いており、新規事業や
業務改善の取組みに対する意識が高いとは言えない状況です。

当所では、中小企業のイノベーション支援事業の一環として、複雑化するビジネスの世界において今後のビジネス展開のヒン
トとなる考え方など、以下のテーマに沿って3人の講師に説明していただき、動画を作成し、公開しております。お気軽にご覧い
ただけるように、各テーマは3回に分けて掲載しています。動画をご視聴いただき、今後のビジネスにぜひお役立てください。

※1.調査期間：2020年11月9日（月）～11月25日（水）
　2.調査対象：当所会員企業（4,208社）
　3.回答結果：回答数：1,073社、回答率：25.4％

現状の事業だけでは難しいので、
新規事業や業務改革などを

行っていく予定
現状の事業のままで
やっていけると思う

わからない

廃業も考えている

その他

0% 20% 40% 60%

51%

32%

15%

1%

1%

■新規事業に関するアンケート調査（n＝1067）

ビジネスモデルのアイデア展開からビジネス化まで、各事業フェーズに応じた個別支援を専門家を交えて実施します。
「新規事業アイデアはあるが、どう進めていいのかわからない」、「ビジネスモデルの精度を上げたい」などでお悩みの方は、
ぜひご相談ください。

デザイン思考 新規事業の考え方・作り方

組織イノベーション 共創・オープンイノベーション

DX（デジタル変革）

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119　E-mail：fkkeizai＠fukunet.or.jp

福商イノベーション支援事業

中小企業が取り組むべき“イノベーション（新規事業）”への挑戦中小企業が取り組むべき“イノベーション（新規事業）”への挑戦

26 2021  SEPTEMBER  ︱ 福岡商工会議所 NEWS



お申し込み・お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

当所デジタル化支援事業の詳細は右記QRコードよりご確認ください➡

デジタル化支援セミナー
当所では月1回程度クラウドサービス導入等による業務課題改善やSNS、ホームページを
活用したWebマーケティングや販路開拓の無料セミナーを実施しております。
また、個別相談の対応も行っておりますので、お悩みの方はぜひご活用ください。

参加
無料

初心者向け 業務改善 販路開拓

9/15（水）

オン
ライン

Googleの便利ツールをもっと活用したい人へ
WEB・クラウド活用セミナー

●時間／14:00～15:30
●定員／20名
●講師／㈱サンレイズ　営業・ディレクター  牛島將太氏

エムアイエフ㈱　執行役員  金冨 聡氏
●内容／検索エンジン対策（SEO）

Googleツールによる集客や業務効率化
属人化の解消　等

●共催／福岡県情報サービス産業協会（FISA）

お申し込み

初心者向け 業務改善

9/29（水）

オン
ライン

コロナ禍でも新規開拓を加速させたい経営者の方へ
中小企業がデジタル変革により
業績を向上させる方法

●時間／14:00～15:00
●定員／50名
●講師／アイセールス㈱

セールスマーケティング事業部
リーダー  茂木優弥氏

●内容／【第1回】なぜ営業のデジタル
変革が必要なのか？
　①なぜ今デジタル営業をしないといけないのか？
　②デジタル営業とはどのようなものか？
　③デジタル営業の事例紹介
※テーマ別に【第4回】まで開催いたします。
　詳細は当所HPをご確認ください。

お申し込み

飲食店向け 業務改善

10/12（火）

ポストコロナに備える!
デジタルツール×おもてなしで飲食業界の
成功企業はどうやって売り上げを伸ばしたか?

●時間／15:00～16:30
●会場／当所会議室
●定員／30名（オンライン参加は定員にかかわらず視聴可能）
●講師／㈱ワクフリ　代表取締役  髙島卓也氏

㈱トレタ　アクイジショングループ兼BPRグループ
　マネージャー  澤 遼平氏
トリゼンダイニング㈱　外食事業部
　本部統括次長  伊福知義氏

●内容／コロナ禍における外食産業の動向
ポストコロナの時代に備えるべきポイント
デジタルツールを使った成功事例　等

お申し込み

初心者向け

10/22（金）・11/19（金）

オン
ライン

コストをかけずに商品プロモーション、
店舗集客する方法

SNS活用セミナー

●時間／14:00～15:30
●定員／50名
●講師／㈱BES

代表取締役社長  田中千晶氏

●内容／各SNSの特性や運用する上での
簡単なテクニックの紹介　等

※10/22、11/19両日ともにセミナー内容は同じです。

お申し込み

対面
オン
ライン

販路開拓

2009年、大学在学中に会社を設立。 
Webプロモーション支援を得意とし特に
SNS活用支援で多くの実績をもつ。ラジ
オ番組、パーソナリティとしても活動し
SNSの最新情報を届けている。

9月～11月開催

会議所からのお知らせ
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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

今年の4月に中央区薬院にOPENした、九州の食材を
中心に無化調・無添加のスープや出汁が自慢の店

㈱ISOLABO

天然だしの旨みが凝縮された
鯛そば・茶漬専門店です!

▼

鯛そばと鯛めしのセット
1000円

た鯛めしと選べる鯛そばのセット（1000
円）もご用意しております。
鯛を余すことなく堪能できる当店にぜ
ひ一度足をお運びください。

熊本県天草産のみやび鯛と宗像市大
島の塩を使用した塩鯛そば（880円）が
おすすめです。旨味の強い大島の塩と
当店の鯛スープは相性抜群です。ランチ
タイムにはみやび鯛をふんだんに使用し

㈱ISOLABO
福岡市中央区薬院1-6-7
ヴァンクール薬院101号
TEL：092-406-5614
https://www.instagram.com/isolabo__official/
E-mail：isolabo.inc@gmail.com
営業内容
みやび鯛と天然食材にこだわった新ジャ
ンルのラーメンを提供いたします。

25名～60名様貸切り可能　プロジェクター、マイク完備
対応コースは飲み放題込みで3,000円より

㈱じざい　ピッコロ博多駅前

博多駅徒歩5分
本格窯焼きピザとコスパ最強ワイン

▼

コースは全5種類ございます

25名様以下の貸し切りご希望のお客
様は系列の【チーズバル　bar bar バル
バル】でも受け付けております。
バルバル　092-412-6262

博多駅の明治公園沿いの地下にある
隠れ家イタリアン　ピッコロ博多駅前。
2名から最大60名様まで対応の店内

で大切な方のサプライズ誕生会はいかが
でしょうか。

㈱じざい  ピッコロ博多博多駅前
福岡市博多区博多駅前3-23-12
TEL：092-483-8300
FAX：092-483-8300
https://zizai77.com/
E-mail：zizai77@live.jp
営業内容
イタリアンレストラン、ワインバル、結婚
式二次会、会社パーティー、誕生会、
謝恩会、各種イベント、セミナー

新感覚のふんわり香るアルコールジェル。除菌しながら
気分転換♪さらに保湿効果のあるハンドジェル

TTU㈱

福利厚生やノベルティに香り付きの
除菌ジェルはいかがですか?

▼

香る3つのフレーバー
CMでも話題に!

ローズ、ピーチ、ミントの3つのフ
レーバーがふんわり香り、気分もあが
る! 福利厚生として社員に配布やノベル
ティに最適! 仕入れに関するお問い合わ
せをお待ちしております。

当社の「シシィトリロジー フレグランス
アルコールジェル モイスト 30g」はアル
コール含有量70％超の除菌ジェルであり
ながら、しっとり保湿。さらに荒れた手
にも優しい「ツボクサエキス」を配合!

TTU㈱
福岡市博多区店屋町8-27
GOOD OFFICE 呉服町3階
TEL：092-600-4415
FAX：092-600-4415
sissitrilogie.jp
E-mail：brand@ttu.co.jp
営業内容
コスメなどトレンドの化粧品の企画/ 販
売（小売り・卸売り）
全国のバラエティストアにルートを持つ。
中国や台湾への越境販売も得意とする。

想いをカタチにし、想いを伝え、
そして想いを繋ぎます

カケハシデザイン

デザインでお客様と社会の
カケハシへ

▼

新作デザイン商品
「背中で語る お祭付箋」

売上UPを図ります。予算や納期などご
相談に応じますので、お気軽にお問い合
わせください。また写真のような福岡土
産のオリジナル雑貨も製作・販売してお
ります。

弊社は企業や店舗の「ブランディング
デザイン」をしております。お客様のアイ
デンティティーやコンセプトを親しみやす
いビジュアルにすることが強みです。デ
ザインの力で商品やサービスの認知度・

カケハシデザイン
福岡市中央区薬院1-6-7-1201
TEL：090-7920-0251
www.kakehashi-design.site
E-mail：oh@kakehashi-design.work
営業内容
■ブランディングデザイン（ロゴマーク、
名刺、会社・店舗案内、メニュー、チラ
シ、商品パッケージ等）
■サイン計画
■オリジナル雑貨製作

ゆっくり歩くところから、自分で馬を操作する本格的な
乗馬のレッスンが受けられます

乗馬クラブクレイン福岡

初めての方でも安心の
マンツーマンレッスンへご優待!

▼

当日はベテランの馬達が
待っています

今回は初めての方でもお気軽に乗馬で
きるプランをご用意しましたので、この
機会に一度体験してみてください。詳し
くは二次元バーコードよりお申込み下さ
い。お待ちしております!

馬に乗ることは運動不足の解消や、
普段動かしていない筋肉を刺激し体を活
性化します。乗馬は「水泳」や「ウォーキ
ング」などと同じように有酸素運動であ
り、全身を使った運動です。

乗馬クラブクレイン福岡
福岡市東区西戸崎1-1-7
TEL：092-603-6255
FAX：092-603-6260
http//www.uma-crane.com/
営業内容
乗馬スクールの開講
会員制乗馬クラブの経営
乗用馬の調教及び乗馬の指導に関する
業務

博多区で30年続く調査会社です
大阪支店、東京本部もあり全国対応可能です

㈱データ・サーチ

交通事故鑑定を行います
他調査ご相談ください

▼

30年続く調査会社です

ス、時には出廷を行っております。
ドライブレコーダー映像分析も行って

おります。ご相談ください。

損害保険調査、生命保険調査を行っ
ております。特に交通事故の鑑定に力を
入れております。弊社には福岡県警OB
が在籍しており工学的な鑑定によって、
裁判にも使える鑑定書の提供、アドバイ

㈱データ・サーチ
福岡市博多区博多駅前3丁目26-14
第2宮島ビル3F
TEL：092-482-6400
FAX：092-482-6401
https://data-search.co.jp
E-mail：info@data-search.co.jp
営業内容
保険調査、交通事故鑑定、他調査業務
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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

今年の4月に中央区薬院にOPENした、九州の食材を
中心に無化調・無添加のスープや出汁が自慢の店

㈱ISOLABO

天然だしの旨みが凝縮された
鯛そば・茶漬専門店です!

▼

鯛そばと鯛めしのセット
1000円

た鯛めしと選べる鯛そばのセット（1000
円）もご用意しております。
鯛を余すことなく堪能できる当店にぜ
ひ一度足をお運びください。

熊本県天草産のみやび鯛と宗像市大
島の塩を使用した塩鯛そば（880円）が
おすすめです。旨味の強い大島の塩と
当店の鯛スープは相性抜群です。ランチ
タイムにはみやび鯛をふんだんに使用し

㈱ISOLABO
福岡市中央区薬院1-6-7
ヴァンクール薬院101号
TEL：092-406-5614
https://www.instagram.com/isolabo__official/
E-mail：isolabo.inc@gmail.com
営業内容
みやび鯛と天然食材にこだわった新ジャ
ンルのラーメンを提供いたします。

25名～60名様貸切り可能　プロジェクター、マイク完備
対応コースは飲み放題込みで3,000円より

㈱じざい　ピッコロ博多駅前

博多駅徒歩5分
本格窯焼きピザとコスパ最強ワイン

▼

コースは全5種類ございます

25名様以下の貸し切りご希望のお客
様は系列の【チーズバル　bar bar バル
バル】でも受け付けております。
バルバル　092-412-6262

博多駅の明治公園沿いの地下にある
隠れ家イタリアン　ピッコロ博多駅前。
2名から最大60名様まで対応の店内

で大切な方のサプライズ誕生会はいかが
でしょうか。

㈱じざい  ピッコロ博多博多駅前
福岡市博多区博多駅前3-23-12
TEL：092-483-8300
FAX：092-483-8300
https://zizai77.com/
E-mail：zizai77@live.jp
営業内容
イタリアンレストラン、ワインバル、結婚
式二次会、会社パーティー、誕生会、
謝恩会、各種イベント、セミナー

新感覚のふんわり香るアルコールジェル。除菌しながら
気分転換♪さらに保湿効果のあるハンドジェル

TTU㈱

福利厚生やノベルティに香り付きの
除菌ジェルはいかがですか?

▼

香る3つのフレーバー
CMでも話題に!

ローズ、ピーチ、ミントの3つのフ
レーバーがふんわり香り、気分もあが
る! 福利厚生として社員に配布やノベル
ティに最適! 仕入れに関するお問い合わ
せをお待ちしております。

当社の「シシィトリロジー フレグランス
アルコールジェル モイスト 30g」はアル
コール含有量70％超の除菌ジェルであり
ながら、しっとり保湿。さらに荒れた手
にも優しい「ツボクサエキス」を配合!

TTU㈱
福岡市博多区店屋町8-27
GOOD OFFICE 呉服町3階
TEL：092-600-4415
FAX：092-600-4415
sissitrilogie.jp
E-mail：brand@ttu.co.jp
営業内容
コスメなどトレンドの化粧品の企画/ 販
売（小売り・卸売り）
全国のバラエティストアにルートを持つ。
中国や台湾への越境販売も得意とする。

想いをカタチにし、想いを伝え、
そして想いを繋ぎます

カケハシデザイン

デザインでお客様と社会の
カケハシへ

▼

新作デザイン商品
「背中で語る お祭付箋」

売上UPを図ります。予算や納期などご
相談に応じますので、お気軽にお問い合
わせください。また写真のような福岡土
産のオリジナル雑貨も製作・販売してお
ります。

弊社は企業や店舗の「ブランディング
デザイン」をしております。お客様のアイ
デンティティーやコンセプトを親しみやす
いビジュアルにすることが強みです。デ
ザインの力で商品やサービスの認知度・

カケハシデザイン
福岡市中央区薬院1-6-7-1201
TEL：090-7920-0251
www.kakehashi-design.site
E-mail：oh@kakehashi-design.work
営業内容
■ブランディングデザイン（ロゴマーク、
名刺、会社・店舗案内、メニュー、チラ
シ、商品パッケージ等）
■サイン計画
■オリジナル雑貨製作

ゆっくり歩くところから、自分で馬を操作する本格的な
乗馬のレッスンが受けられます

乗馬クラブクレイン福岡

初めての方でも安心の
マンツーマンレッスンへご優待!

▼

当日はベテランの馬達が
待っています

今回は初めての方でもお気軽に乗馬で
きるプランをご用意しましたので、この
機会に一度体験してみてください。詳し
くは二次元バーコードよりお申込み下さ
い。お待ちしております!

馬に乗ることは運動不足の解消や、
普段動かしていない筋肉を刺激し体を活
性化します。乗馬は「水泳」や「ウォーキ
ング」などと同じように有酸素運動であ
り、全身を使った運動です。

乗馬クラブクレイン福岡
福岡市東区西戸崎1-1-7
TEL：092-603-6255
FAX：092-603-6260
http//www.uma-crane.com/
営業内容
乗馬スクールの開講
会員制乗馬クラブの経営
乗用馬の調教及び乗馬の指導に関する
業務

博多区で30年続く調査会社です
大阪支店、東京本部もあり全国対応可能です

㈱データ・サーチ

交通事故鑑定を行います
他調査ご相談ください

▼

30年続く調査会社です

ス、時には出廷を行っております。
ドライブレコーダー映像分析も行って
おります。ご相談ください。

損害保険調査、生命保険調査を行っ
ております。特に交通事故の鑑定に力を
入れております。弊社には福岡県警OB
が在籍しており工学的な鑑定によって、
裁判にも使える鑑定書の提供、アドバイ

㈱データ・サーチ
福岡市博多区博多駅前3丁目26-14
第2宮島ビル3F
TEL：092-482-6400
FAX：092-482-6401
https://data-search.co.jp
E-mail：info@data-search.co.jp
営業内容
保険調査、交通事故鑑定、他調査業務
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当所では事業者の販路拡大支援として、国内外の百貨店・スーパー・レストラン・
卸売業者・ライセンサー等のバイヤーとの『個別商談会』を行っています。この個別商
談会では、バイヤーとサプライヤーのミスマッチを防ぐため、事前にバイヤーのニーズ
を明示し、申込段階での事前審査を行っているので、双方にとって効率的な商談が可
能です。コロナ前（2019年度）の年間商談数は1,362件で、その内、即日採用353
件、継続商談691件と全体の約76.7%が前向きな商談結果となっています。

●「個別商談会（JR九州・JR西日本のライセンス使用個別商談会※）」を利用されたきっ
かけはなんですか？
福岡商工会議所さんのメールマガジンでこの商談会を知り、申し込みをしました。鉄道

好きは男性の方が多いので、そこをターゲットにした「鉄道」と自社商品の「醤油」がコラ
ボできると面白いのではないだろうかと考えました。私自身も鉄道が好きなので、自社商
品のラベルに大好きな列車を描けたら素敵だという思いもありました。
ライセンス商談会に参加するのは初めてでしたが、対象品目が明示されており、既存商

品を活用したライセンス提案も可能であったため、利用しやすかったです。
今回の商談をどうしても実現させたかったので、既存商品のラベルに仮イラストを入れ

たサンプル商品を作って挑みました。「こういう物を作りたいんです！」と提案したところ、
バイヤーの方に驚かれましたが、大変喜んでくださいました。参加企業の中で熱量は一番
高かったかもしれません。

●実際に「個別商談会（JR九州・JR西日本のライセンス使用個別商談会※）」を利用して
いかがでしたか？
商談の結果、ライセンス使用の契約締結に至りました。その後、銘品蔵博多駅筑紫口

店にて列車ラベル商品（たまごかけ醤油╳8種、だしパック╳4種）の販売を開始しました。
予想以上の反響があったため、熊本駅銘品蔵での販売も追加となりました。また、博多
駅公式Instagramへの掲載や鉄道新聞社の取材もあり、現在はJR九州商事運営の通販
サイトでも取り扱いいただいております。
銘品蔵での販売の際、店頭PRに立たせていただいたお陰でいろいろと発見がありまし

た。鉄道好きといえば男性というイメージを持っていましたが、小さなお子さんがじっと
売場を眺めてくれたり、鉄道ファンの高校生たちがSNSに上げてくれたり、想像以上に
女性の鉄道ファンも多いことがわかり、商品開発のヒントを得ることができました。今後
も個別商談会を活用しながら販路開拓に挑戦していきたいと思います。

今回は 国内・海外向け個別商談会 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

有限会社タケシゲ
福岡市南区平和1-23-6
TEL 092-526-9682
HP：https://takeshige-shoyu.com/

本件に関するお問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

個別商談会のメリットは、販路開拓だけでなくバイヤー目線で評価される“自社商品の強み・弱
み”を知ることができ、今後の商品開発のヒントが得られることです。
昨年から、新型コロナウイルス感染症の影響で、オンライン商談会も実施しております。オン

ラインでの商談が未経験の方も、お気軽にご相談ください。
また、対面で商談会を開催する際は、検温、アルコールでの手指消毒、アクリルボードの設置

など、感染対策に取り組み、安心して商談できるように努めております。皆様のご参加お待ちして
おります!

会議所活用法

※JR九州・JR西日本のライセンス使用個別商談会とは
　JRの車両や駅舎などのライセンスを活用した商品開発を提案する個別商談会です。

和菓子処  兎月
☎092-751-1541
福岡市中央区六本松2-9-16  六本松ビル
http://www.togetsu-wagashi.com/
営本　店：平日・土10:00～18:00/日祝10:00～17:00
　室見店：平日・土日祝10:00～17:00
㉁月曜（祭日は営業いたします）

当店は、創業から84年にわたり六本松で営業を続けています。当店の和菓子を「ぜひ手土産にし
たい」と選んでいただいたり、「いただいたあの和菓子を食べたい」と遠方のお客様からお問い合わせ
をいただくなど、地元の方々を中心に親しんでいただいています。
近年の六本松再開発による道路拡張工事で、2017年に移転を余儀なくされましたが、ご縁があり

慣れ親しんだ六本松、スーパーエルロクさんの隣で元気に営業を続けています。
和菓子というのは、旬の食材を使って四季を感じていただくものでもあります。お客様に“夏”をお

知らせする和菓子を新たに作りたいと思い、葛アイスバーを4年前から発売しています。葛を使用す
ることで、低カロリーなのに満足感もある上に、溶けないのでお子様のおやつなどにもオススメです。
今後も、当店の和菓子を通して季節を感じていただけるように新たな商品開発にも挑戦していきた

いと考えています。創業から守り続けている、当店ならではの和菓子をぜひご賞味ください。

代表　白井誠一さん

夏の和菓子といえば、「水ようかん」や「わらび餅」などを思
い浮かべますが、なんと“溶けない和菓子アイス”があると耳
にしてやってきたのは、中央区 地下鉄六本松駅から徒歩2分
の「和菓子処  兎月（とげつ）」さんです
兎月さんには、創業からずっと愛され続けている大人気の

「甘酒饅頭」や、“夏”限定の「葛饅頭」など季節ごとの商品を
はじめ、常時20種類ほどの和菓子が並んでいます。もちろん
今回のお目当ては、夏に大人気の『葛アイスバー　』!!
この日の最高気温は34度で、じっとしていても汗をかくほ

ど暑い日でしたが、持ち帰って袋を開けてみると…本当に溶け
てない!! さっそく、7種類ある味の中からパイナップル味を手
に取ります。はじめにシャリッ、もう一度噛むとモチッと弾力
があって、不思議な食感でさらに驚き　 中に入っているパイ
ナップルの絶妙な酸味と葛のまろやかな味わいが相性ばっちり
であっという間に完食　 時間がたつにつれて変化していく食
感も楽しめます
この不思議な食感の秘密は、その名のとおり“葛”。“葛”を

入れることでゼリー状になり、それを冷やすと溶けないアイス
バーになるんだとか　 こちらの葛アイスバーも、小さいお子
様からご年配の方まで世代を問わず喜ばれているそうです
皆さんも、この不思議な食感をぜひ体験してみてください

葛アイスバー
（全7種・270円・税

込/本）

※数に限りがあるため、お買い求めの際は

お問い合わせください。

溶けない和菓子のアイス?!
『葛アイスバー　』

店内のショーケースにずらりと
並んでいます★

※感染症防止対策のため、現在は窓口販売のみとなっています。

店主イチオシの季節商品
【冬限定】大人気! いちご包み

ホームページ

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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和菓子処  兎月
☎092-751-1541
福岡市中央区六本松2-9-16  六本松ビル
http://www.togetsu-wagashi.com/
営本　店：平日・土10:00～18:00/日祝10:00～17:00
　室見店：平日・土日祝10:00～17:00
㉁月曜（祭日は営業いたします）

当店は、創業から84年にわたり六本松で営業を続けています。当店の和菓子を「ぜひ手土産にし
たい」と選んでいただいたり、「いただいたあの和菓子を食べたい」と遠方のお客様からお問い合わせ
をいただくなど、地元の方々を中心に親しんでいただいています。
近年の六本松再開発による道路拡張工事で、2017年に移転を余儀なくされましたが、ご縁があり

慣れ親しんだ六本松、スーパーエルロクさんの隣で元気に営業を続けています。
和菓子というのは、旬の食材を使って四季を感じていただくものでもあります。お客様に“夏”をお

知らせする和菓子を新たに作りたいと思い、葛アイスバーを4年前から発売しています。葛を使用す
ることで、低カロリーなのに満足感もある上に、溶けないのでお子様のおやつなどにもオススメです。
今後も、当店の和菓子を通して季節を感じていただけるように新たな商品開発にも挑戦していきた

いと考えています。創業から守り続けている、当店ならではの和菓子をぜひご賞味ください。

代表　白井誠一さん

夏の和菓子といえば、「水ようかん」や「わらび餅」などを思
い浮かべますが、なんと“溶けない和菓子アイス”があると耳
にしてやってきたのは、中央区 地下鉄六本松駅から徒歩2分
の「和菓子処  兎月（とげつ）」さんです
兎月さんには、創業からずっと愛され続けている大人気の

「甘酒饅頭」や、“夏”限定の「葛饅頭」など季節ごとの商品を
はじめ、常時20種類ほどの和菓子が並んでいます。もちろん
今回のお目当ては、夏に大人気の『葛アイスバー　』!!
この日の最高気温は34度で、じっとしていても汗をかくほ

ど暑い日でしたが、持ち帰って袋を開けてみると…本当に溶け
てない!! さっそく、7種類ある味の中からパイナップル味を手
に取ります。はじめにシャリッ、もう一度噛むとモチッと弾力
があって、不思議な食感でさらに驚き　 中に入っているパイ
ナップルの絶妙な酸味と葛のまろやかな味わいが相性ばっちり
であっという間に完食　 時間がたつにつれて変化していく食
感も楽しめます
この不思議な食感の秘密は、その名のとおり“葛”。“葛”を

入れることでゼリー状になり、それを冷やすと溶けないアイス
バーになるんだとか　 こちらの葛アイスバーも、小さいお子
様からご年配の方まで世代を問わず喜ばれているそうです
皆さんも、この不思議な食感をぜひ体験してみてください

葛アイスバー
（全7種・270円・税

込/本）

※数に限りがあるため、お買い求めの際は

お問い合わせください。

溶けない和菓子のアイス?!
『葛アイスバー　』

店内のショーケースにずらりと
並んでいます★

※感染症防止対策のため、現在は窓口販売のみとなっています。

店主イチオシの季節商品
【冬限定】大人気! いちご包み

ホームページ

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）

837,369 

1,620,127 

102.0 

102.1 

260,285 

10,711 

16,034 

174,686 

740 

63,085 

1,166 

27,441,034 

17,671,659 

817 

10,115 

6 

45 

11 

1,124 

2021年7月〈令和3年7月〉

0.6

1.1

▲ 0.6

0.2

▲ 4.9

4.3

8.0

0.0

▲ 6.0

22.8

▲16.5

6.0

4.1

▲88.1

▲92.4

50.0

▲ 6.3

▲59.3

▲79.2

1.09 

97,269 

96,744 

206 

4,974,848 

2,877,746 

2,815,195 

584,667 

3,081,890 

504,676 

1,469 

7,476 

6,147 

2,033 

34,815 

1,403 

51,100 

264 

491,110 

▲ 1.8

8.0

11.8

5.6

7.7

7.9

2.4

▲ 3.0

▲ 1.3

41.5

1,021.4

28.6

50.8

▲ 1.4

73.7

▲15.8

1,244.7

▲ 3.3

131.6

＊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。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

申込 提案 支援

専用HPのフォームにて
相談希望日、内容を
記入し、お申し込み。

5つの支援機関で
課題を共有し、

支援内容をご提案。

5つの支援機関で
継続的なサポート。

お問い合わせ： 092‐710-6199 （受信専用番号）専用HP： ワンストップ海外展開相談窓口 福岡 検索

※事前予約制

ワンストップ
海外展開相談窓口

まずは自社で現時点で直面している
課題（計画づくり・マーケティング、
商品開発、物流構築）を明確にしてい
ただくことが重要です。

海外展開を希望する企業が、複数の支援機関に訪問
することなく「ワンストップ」で、企業進出・
販路開拓・貿易実務手続まで、海外展開で直面
する課題について相談できる窓口です。
※対象：九州に所在する企業

ご相談の
ポイント！

福商イノベーション支援事業＼現在20本配信中！／
こんな方にオススメ
自社の強みやリソースを活かし、新規事業を検討している
（したい）事業者の方

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～

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♪
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申込 提案 支援

専用HPのフォームにて
相談希望日、内容を
記入し、お申し込み。

5つの支援機関で
課題を共有し、

支援内容をご提案。

5つの支援機関で
継続的なサポート。

お問い合わせ： 092‐710-6199 （受信専用番号）専用HP： ワンストップ海外展開相談窓口 福岡 検索

※事前予約制

ワンストップ
海外展開相談窓口

まずは自社で現時点で直面している
課題（計画づくり・マーケティング、
商品開発、物流構築）を明確にしてい
ただくことが重要です。

海外展開を希望する企業が、複数の支援機関に訪問
することなく「ワンストップ」で、企業進出・
販路開拓・貿易実務手続まで、海外展開で直面
する課題について相談できる窓口です。
※対象：九州に所在する企業

ご相談の
ポイント！

福商イノベーション支援事業＼現在20本配信中！／
こんな方にオススメ
自社の強みやリソースを活かし、新規事業を検討している
（したい）事業者の方

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～

会議所からのお知らせ

  国際取引・海外展開ミニ講座のご案内
よかぞうチャンネルで動画配信中!

  国際取引・海外展開ミニ講座のご案内
よかぞうチャンネルで動画配信中!

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119
E-mail：onestop＠fukunet.or.jp

当所は海外展開支援の一環として、福岡県弁護士会と連携し「国際取引・海外展開ミニ講座」の動画を作成・配信しております。
今後も「外国企業との紛争解決」、「海外ビジネスのブランディングと商標」、「海外取引での電子契約」などをテーマにした計
25本の動画を配信予定です。（うち6本は以下のとおり）
海外企業との取引を検討している、または、取引したい事業者の方はぜひご覧ください！

動画はコチラから!

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♪



見舞金、祝金は期限までに、ご請求
いただきませんとお支払できません !!!

〈ご注意〉 ①通院見舞金は事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求で1回限りお支払いします。同一事由による入院給付金等ほかの
 給付金を受取られた場合にはお支払いできません。
　　　　 ②支給基準は、通院見舞金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
　　　　 ③見舞金・祝金請求の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
　　　　 ※見舞金・祝金請求書は期間内に当所必着でお手配ください。1日でも超えますと、給付金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度（生命保険ではありません。）

生命共済制度ご加入の事業所様はいま一度、
請求漏れがないかご確認ください！

※詳細については、所定のパンフレット〈契約内容重要事項記載資料〉および当所ホームページをご参照ください。

ご契約の死亡保険金額
死亡保険金額と同額
ご契約の特約保険金額
程度により特約保険金額の10～100％

1日につき、
特約保険金額100万円あたり1,500円

保障の範囲 保険金額・給付金額
死 亡 保 険 金
高度障がい保険金
災害死亡保険金
障 が い 給 付 金

入 院 給 付 金

主
契
約

特 

約

死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による

死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき

5日以上の入院（入院日数120日限度）

加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上通院したとき
（事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求は1回限り）
加入者が結婚（婚姻）したとき
加入者の子供が生まれたとき（加入者は男女問いません）
加入者が20歳になったとき

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金

結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円

・詳細については、所定のパンフレット（契約内容重要事項記載資料）を必ずご覧ください。
・この資料は、2021年8月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。

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

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

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
詳しくは URL：https://www.fukunet.or.jp/moshimo/mutual/
その他、会員企業向け生命保険、損害保険もご紹介いたします。

商工会議所会員様向け 福利厚生制度

●業務中、業務外を問わず、交通事故はもちろん
　不慮の事故・病気死亡にいたるまで24時間保障。

●掛金は、男性318円・女性269円から。
　 （15歳～35歳の1口掛金）

●当所独自の通院見舞金、結婚・出産・成人祝金も支給。
　 （生命保険ではありません）

主な特色

生命共済制度生命共済制度

さらに…

剰余は配当金として還元！

2020年度実績44.67％！！
12ヵ月×44.67％＝約5ヵ月分 負担が減少!!
※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金として
お支払いします。

※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。
　記載の税務取扱は、2021年8月現在の制度に基づくものです。今後、
税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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