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デジタル活用にチャレンジする中小企業をサポート
～自社の経営をチェック&見える化し、活用する～
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【会議所からのお知らせ】
会員優待・イベント情報
卸売商業部会主催 講演会
はかた伝統芸能四季の舞～霜月～
優良従業員表彰のご案内
プレミアム付地域商品券 発行情報
国際取引・海外展開ミニ講座  動画配信のご案内
イノベーション支援講座  動画配信のご案内
事業承継セミナー
第39回食品まつり 博多うまかもん市  出店者募集

【人材採用・育成】
福商実務研修講座（10月後半・11月）
オンライン講座　メニュー追加！
パソコン教室
検定対策講座
商工会議所の検定試験
＜福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー＞
伝統と改革の狭間の人材育成
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【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

【役に立つ情報】
トレンド通信

【もしもの時の備え】
ビジネス総合保険制度
健診サービスのご案内

FCCI NEWS 会議所の動き
パブリックインフォメーション
新規会員のご紹介
会員企業のPR掲示板“ホットニュース”
会議所活用法「専門家派遣」
今月のよかもん「乗馬クラブクレイン福岡」
福岡の統計

会議所からのお知らせ

令和3年10月から12月に小規模企業共済および
経営セーフティ共済の各種申込を当所窓口にて行う際の注意点について

⑴前納（毎月の掛金に変更が無い場合）
①当所への申込締切日 令和3年11月12日（金）まで

⑵前納（増額して前納する場合）
①掛金（前納掛金を含む）を現金で納付することで可能です
が、当所窓口では現金の受領は出来ませんので、掛金を引
き落としている金融機関の窓口で直接お申込みください
②金融機関への年内申込締切日は各金融機関にお問合せくだ
さい

⑶新規申込時に前納する（現金なし）
①11月、12月に申込をした場合、初回の掛金請求が翌年と
なるため、申込年の所得控除は対象外となりますのでご注
意ください
②当所への申込締切日 令和3年10月29日（金）まで

⑷新規申込時に前納する（現金あり）
①当所窓口では現金の受領は出来ませんので、ご希望の指定
金融機関で直接お申込みください
②金融機関への年内申込締切日は各金融機関にお問合せくだ
さい

⑴前納
①前納希望年月の5日（土曜・日曜・祝日の場合は翌
営業日）までに中小機構が書類を受理すれば、その
月に掛金が口座から引き落とされます

②当所への申込締切日 令和3年11月26日（金）まで
（令和3年12月に前納希望の場合）

⑵新規申込で年内に振込による前納をする場合
（会　員）令和3年12月24日（金）まで
（非会員）令和3年12月17日（金）まで
　　　　（事務所に訪問させていただきます）
①上記受付期間を過ぎた申込は、ご希望の金融機関で
直接お申し込みをしてください

小規模企業共済制度 経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）

お問い合わせ／地域支援第一グループ　東・博多・南区の事業所の方　　　　　TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　第二グループ　中央・城南・早良・西区の事業所の方　TEL 092-441-2162
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2017年に開業に漕ぎ着けました。立ち
飲み屋とホステルのハイブリッド型は珍
しく、店に入りきらないくらいのお客さん
が来てくれました」と振り返ります。

マネタイズの工夫で
新たな観光スポットを創出

そんな貞末さんが企画した事業の中
で異彩を放つのが、福岡市西区西浦の
海岸にある『ジハングン』です。海に向
かって設置された巨大ブランコやさま
ざまなオブジェが立ち並び、フォトス
ポットとしてSNSユーザーを中心に人
気を集め、オープンから4年で年間20
万人以上が訪れる観光地になりました。
「祖父母が鎌倉の材木座で海の家を
営んでいたこともあって、最初は海の家
をつくろうと思っていました。けれど、
上下水道が通っていないことがわかり、
企画は頓挫。それでカフェ『サンセット』
林憲治さんに相談したところ、駐車場に
したらというアドバイスをいただきまし
た。それからは駐車場でマネタイズす
ることに決め、どうやったら人が集まって
くれるかをクリエイターと考え、いまの
ジハングンの形ができていきました。

無人で誰もいないところに集客でき、
なおかつ福岡の新しい観光スポットを
つくれたという自負はあります。人を呼
べなくて困っているという悩み事があ
れば、相談してほしいですね」と自信を
のぞかせます。

主催者であることによって
ビジネスと人脈が繋がる

貞末さんは自身の仕事について「以前
から企画屋さんと名乗ろうと思っていた
のですが、さまざまな経験を経て、新
しい場所を創る、人を集めるというとこ
ろが自分のストロングポイントだとわ
かってきました。最近ではプロデュース
業なんだと感じるようになりました」と
話します。事実、商業施設での期間限
定イベントからオフィスの移転、あるい
は人材派遣会社の立ち上げなど、事業
領域はとどまるところを知りません。
一方、新型コロナウイルス感染症の

影響によって、多くの中小企業では規模
縮小などを余儀なくされる中、事業拡大
の秘訣を貞末さんに聞きました。
「私はAIの会社だって、宇宙関連の会
社だってつくれると思っているんですよ。

自分自身に知見はなくとも、きっとできる
仲間がどこかにいますから。例えば大
きなIT企業の社長が、自ら光回線を敷
いていくわけじゃありません。その仲間
たちを加速度的に広げるためには、何
かを主催すること。主催して継続するこ
とで、人と繋がり、仕事が生まれてい
きます」。正社員やアルバイト、業務委
託契約なども含めて、50人のスタッフ
を抱えるブルースカイ。「人の凄いとこ
ろを見極める習慣を持って仲間づくり
を」と貞末さんは話します。

「センスの良い質屋」という
アパレルショップからスタート

泊まれる立ち飲み屋『STAND BY 
ME』、神社境内にあるフォトスタジオ
『Acestudio』、海岸沿いに広がるフォ
トスポット『ジハングン』など、さまざま
な事業を手がけるのが福岡市中央区今
泉の株式会社ブルースカイです。その
歴史の始まりは、アパレル店舗でした。
代表取締役の貞末真吾さんの家業は

メーカーズシャツ鎌倉。初の地方出店の
ために福岡と関わりを持ち、縁あって移
住することになったといいます。新たな
土地で始めたのは、「センスの良い質
屋」をコンセプトに掲げたヴィンテージ
ショップでした。「もともとアパレルで働い
ていたので、関連する事業からスタート

しました。ただ、ほかの人がやっている
ことを真似しても面白くない。そこで新
しい店舗づくりとして、おしゃれな店構
えと手厚いサービスを兼ね備えた質屋
を目指しました」と貞末さん。
2012年に『Acebuddy』の名前で

福岡市中心街の上人橋通りに出店し、
翌年には東京の代官山に2号店をオー
プン。その後も各所の商業施設でポッ
プアップショップを展開するなど、好評
を博しました（2015年事業売却済）。
その傍らで貞末さんが取り組んだのが、
フォトスタジオ事業だったといいます。
「知人からもらったフォトスタジオの
アイデアを、肉フェスなどのイベントを
お手伝いしていた鳥飼八幡宮で実現し
ました。当時は、この事業のピークポ
イントがいつかもわからずに始めたこと

で、半年間の売上は3万円。いよいよ
まずいというところで七五三のお参りで
需要が高まり、九死に一生を得ました」
と貞末さんは振り返ります。現在はスタ
ジオも8店舗に拡大し、デジタルシフト
できていない神社の集客にも協力する
ことで売上は年々拡大する一方、新しい
企画は止まりません。
東京の知人から福岡のホテルの予約が

取れないという話を聞いた貞末さんは、
自身の事務所に泊まってもらおうと
寝具などを手配したものの、使用する
機会はほぼゼロ。アメリカで流行して
いた民泊サービスに倣ったところ、世
界中から観光客が訪れるように。貞末
さんは「一緒に鍋を囲んだり、食事に
行ったりする中で宿泊事業が楽しくな
り、『STAND BY ME』の構想に着手。

株式会社ブルースカイ　CEO　貞末 真吾氏

株式会社ブルースカイ

取材日：8月30日

〒810-0021 福岡市中央区今泉2-5-24権藤ビル303
http://bluesky2012.com/

2レモネードをはじめ、さまざまなキッチンカーも手がけるブルースカイ。
「しろくまコーヒー」では、シロクマがコーヒーを手渡してくれる

4昭和40年代のバスを改造した動くスナック「アポロ号」は、移動型
スナックとして2018年から1年間営業。九州一周キャラバンなども
展開

1自動販売機型のオブジェなど、フォトジェニックな写真の撮影スポット
「ジハングン」。福岡の新たな観光スポットとして人気を博している

3福岡市中央区大手門にある「STAND BY ME」。泊まれる立ち
飲み屋をコンセプトに2017年のオープン以来、世界中から人 が々集
まっている

【プロフィール】
神奈川県鎌倉市生まれ。家業であるメー
カーズシャツ鎌倉で常務取締役を務めた
後、福岡に移住。2012年に株式会社ブルー
スカイを創業し、アパレルをはじめ、フォト
スタジオの運営、イベント企画、宿泊施設の
経営、観光事業など幅広く手がける。

飲食や観光、企業もプロデュースする
“主催者”がビジネスを生み出す
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ていたので、関連する事業からスタート

しました。ただ、ほかの人がやっている
ことを真似しても面白くない。そこで新
しい店舗づくりとして、おしゃれな店構
えと手厚いサービスを兼ね備えた質屋
を目指しました」と貞末さん。
2012年に『Acebuddy』の名前で

福岡市中心街の上人橋通りに出店し、
翌年には東京の代官山に2号店をオー
プン。その後も各所の商業施設でポッ
プアップショップを展開するなど、好評
を博しました（2015年事業売却済）。
その傍らで貞末さんが取り組んだのが、
フォトスタジオ事業だったといいます。
「知人からもらったフォトスタジオの
アイデアを、肉フェスなどのイベントを
お手伝いしていた鳥飼八幡宮で実現し
ました。当時は、この事業のピークポ
イントがいつかもわからずに始めたこと

で、半年間の売上は3万円。いよいよ
まずいというところで七五三のお参りで
需要が高まり、九死に一生を得ました」
と貞末さんは振り返ります。現在はスタ
ジオも8店舗に拡大し、デジタルシフト
できていない神社の集客にも協力する
ことで売上は年々拡大する一方、新しい
企画は止まりません。
東京の知人から福岡のホテルの予約が

取れないという話を聞いた貞末さんは、
自身の事務所に泊まってもらおうと
寝具などを手配したものの、使用する
機会はほぼゼロ。アメリカで流行して
いた民泊サービスに倣ったところ、世
界中から観光客が訪れるように。貞末
さんは「一緒に鍋を囲んだり、食事に
行ったりする中で宿泊事業が楽しくな
り、『STAND BY ME』の構想に着手。

株式会社ブルースカイ　CEO　貞末 真吾氏

株式会社ブルースカイ

取材日：8月30日

〒810-0021 福岡市中央区今泉2-5-24権藤ビル303
http://bluesky2012.com/

2レモネードをはじめ、さまざまなキッチンカーも手がけるブルースカイ。
「しろくまコーヒー」では、シロクマがコーヒーを手渡してくれる

4昭和40年代のバスを改造した動くスナック「アポロ号」は、移動型
スナックとして2018年から1年間営業。九州一周キャラバンなども
展開

1自動販売機型のオブジェなど、フォトジェニックな写真の撮影スポット
「ジハングン」。福岡の新たな観光スポットとして人気を博している

3福岡市中央区大手門にある「STAND BY ME」。泊まれる立ち
飲み屋をコンセプトに2017年のオープン以来、世界中から人 が々集
まっている

【プロフィール】
神奈川県鎌倉市生まれ。家業であるメー
カーズシャツ鎌倉で常務取締役を務めた
後、福岡に移住。2012年に株式会社ブルー
スカイを創業し、アパレルをはじめ、フォト
スタジオの運営、イベント企画、宿泊施設の
経営、観光事業など幅広く手がける。

飲食や観光、企業もプロデュースする
“主催者”がビジネスを生み出す

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.74

COMPANY’S
CHALLENGE

03福岡商工会議所 NEWS ︱ 2021  OCTOBER



■【図1】デジタル化に対する事業方針上の優先順位について

デジタル活用にチャレンジする中小企業をサポート
～自社の経営をチェック＆見える化し、活用する～

IT導入の効果に悩む中小企業

新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、中小企業のデジタル化に対する意識が高まったことや、事業継続力の強化の観点
からデジタル化に取り組む企業が増えています。例えば、リモートワークの導入やデジタル化による業務効率化、さらにはオンライ
ンによる非接触・非対面型のビジネスモデルへの転換などが進展しています。
しかし、IT導入にあたってコスト負担やIT人材の不在、またその効果や評価が分からないという課題も挙げられます。中小企業

のIT化については、これまでも少子高齢化・生産年齢人口の減少に対応するためにも、経営効率化・生産性向上は喫緊の課題であり、
その解決策としてのIT化が不可欠とされています。
今回の特集では、独立行政法人 中小企業基盤整備機構（以下、中小機構）のご協力のもと、中小企業がIT導入を検討する際に、

何からどのように始めるべきかのお悩みに対し、中小機構が無料で実施している「IT経営簡易診断」についてご紹介します。（P4、5）
あわせて、当所のIT支援の取り組みもご紹介します。（P6、7）

生産性向上にはIT利活用が不可欠ですが、現状では中小
企業のITツール利活用はまだ不十分とされています。しかし、
『中小企業白書（2021年版）』によると、新型コロナウイルス
感染症拡大により、中小企業のIT化の重要性が再認識され
たと示されています。さらに、同白書の「デジタル化に対する
事業方針上の優先順位」について、「高い／やや高い」と回答
した企業が６割を超え、コロナ流行前に比べ、デジタル化の
意識が高くなっていることがわかります（図1）。
　中小企業がIT投資を考える際の「コスト負担できない」、
「導入の効果がわからない、評価できない」といった課題に対

しては、効果がわかるように説明できる支援者の助けが有効
です。企業規模が小さくなるほど、社内はもとより、社外に
おけるITに関する相談相手が不足します。IT導入の効果や評
価について知ることは、IT導入の重要な鍵になります。

「IT経営簡易診断」専門家との面談で課題を見える化

2020年4月から、中小機構では「IT導入の効果が分か
らない、評価できない」と悩む企業の声に応えるため、「IT
経営簡易診断」事業（無料）を開始しました。
IT利活用の知見も持つ中小企業診断士などの専門家との

３回の面談を通じて、経営課題・業務課題を整理・見える
化したうえで、IT技術活用の可能性を提案します。
また、ヒアリング内容を整理した業務機能の体系図、IT

戦略マップ、IT利活用に向けた具体的なアクションプラン、
課題解決の参考となる付帯資料を診断結果として提示しま
す。中小企業は、専門家と意見交換することによって、IT利
活用のイメージや効果、その是非について検討することがで
きます。
コロナ下において、IT化・デジタル化の意識が高まる中、

2020年度は全国で約400社の診断を実施しました。その
結果、提案テーマは、（図2）のような項目分布になって
います。顧客・営業管理、予算管理、労務管理などの様々な

診断後、約６割がIT導入を実施

　中小機構九州本部では、2020年度に九州エリア（沖縄
のぞく）で50件の診断を実施しました（うち36％が福岡県）。
診断を受けたのは、従業員規模が20名以下の企業が全体
の44%を占めていますが、50名を超える企業にも利用され
ています（図3）。
　業種については、製造業、卸売業、建設・土木業の順に
続きますが、図にあるように様々な業種で診断を実施しまし
た（図4）。いずれも終了後のアンケートでは高い満足度を頂

IT経営簡易診断のご利用方法

文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理（提案、見積、契約、受注）、営業行動支援
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続

ホームページ関連
顧客管理

分析機能（BI）、データ連携・自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
POSレジ会計、売上・請求・売掛・回収管理

在庫管理
発注・仕入・買掛・支払管理

ミドル業務_実行系
シフト組み

ミドル業務_支援系
業種・業務が限定されないソフトウエア

セキュリティ
財務会計、税務申告

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）

仕入先管理、調達先管理
決済

流通管理、納品管理
外国人対応

■【図2】提案テーマ（2020年度IT経営簡易診断）

■IT経営簡易診断の概要

■【図3】従業員数分布 IT経営簡易診断（2020年度、九州）

中小機構　IT 診断 検索お申込みはWebで！ https://krs.bz/smrj-hp/m?f=885

n＝393・複数回答

■【図4】業種分布 IT経営簡易診断（2020年度、九州）

専用ホームページから、会
社情報、各業務の重要度
と課題を記入し、送信して
ください。

お申し込み
中小機構がアドバイザーを
選定後、メールまたは電
話にて初回の訪問日時を
確定します。

日時調整
アドバイザーが３回の訪問
を通じて、貴社にあった
IT活用の可能性を提案し
ます。

IT経営簡易診断実施
３回目の訪問の際に、診
断結果と付帯資料を提示
します。提示内容を踏ま
え、貴社にてITツールを
ご検討ください。

診断結果を提示

全
産
業

感染症流行前

感染症流行後

11.3％ 34.3％ 38.7％ 15.6％

20.2％ 41.4％ 28.6％ 9.7％

0％

■事業方針上の優先順位は高い
■事業方針上の優先順位はやや高い

出典：2021年版『中小企業白書』（第2-1-1図）を加工して作成

■事業方針上の優先順位はやや低い
■特に必要性を感じない

20％ 40％ 60％ 80％ 100％

テーマで提案を行ったことで、実施後の満足度は９割を
超える結果となりました。

価値
お客様

フロント業務

ミドル業務

バックオフィス業務

価値の最大化を実現する
ための経営課題を確認

経営課題 業務課題

IT活用可能性

業務を３つに分解し、そ
れぞれの業務課題を確認

情報提供

全体最適の視点から
課題整理・見える化
を専門家がサポート

支援の方向性
・価値最大化に集中
・ビジネススピード向上
・IT化への挑戦

現状リソースを踏まえ、現
実的にIT活用（手段）する場
合の改善案を提供（フロン
ト業務、バックオフィス業
務中心）

IT活用（手段）に役立つ情報
を提供

（顧客対応、販売支援などの売上を生み
出す業務）

（開発、設計、生産、施工、店舗・施設
管理等業種固有業務）

（総務・会計・人事・労務・在庫・物流等
の間接業務や情報共有等の汎用業務）

戴しており、企業規模・業種に関わらず、IT経営簡易診断
が、経営者の方が抱くIT化への悩みを整理することができ
るという点で、広くご活用いただけるツールであると思いま
す。
　診断から６か月経過後のアンケートによると、診断を受け
た企業の約６割が具体のIT導入を行ったという結果も出て
おり、一定の支援効果も出ています。

診断は無料なので、経営者とIT担当者の方に、２時間×３回の
お時間を確保していただくだけです。ぜひお気軽にご相談ください。

■ 5人以下
■ 6～20人
■ 20～50人
■ 51人以上

■ 農業・林業・漁業
■ 建設・土木業
■ 製造業
■ 情報サービス業
■ 卸売業
■ 小売業
■ 不動産業
■ 専門技術・サービス業
■ 宿泊業
■ 飲食業
■ 生活関連サービス業
■ 教育・学習支援業
■ その他のサービス業

飲食業
建設・土木業

製造業
卸売業

中小機構 中小企業アドバイザー

n＝50 n＝50

特 集
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出典：2021年版『中小企業白書』（第2-1-1図）を加工して作成

■事業方針上の優先順位はやや低い
■特に必要性を感じない
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テーマで提案を行ったことで、実施後の満足度は９割を
超える結果となりました。

価値
お客様

フロント業務

ミドル業務

バックオフィス業務

価値の最大化を実現する
ための経営課題を確認

経営課題 業務課題

IT活用可能性

業務を３つに分解し、そ
れぞれの業務課題を確認

情報提供

全体最適の視点から
課題整理・見える化
を専門家がサポート

支援の方向性
・価値最大化に集中
・ビジネススピード向上
・IT化への挑戦

現状リソースを踏まえ、現
実的にIT活用（手段）する場
合の改善案を提供（フロン
ト業務、バックオフィス業
務中心）

IT活用（手段）に役立つ情報
を提供

（顧客対応、販売支援などの売上を生み
出す業務）

（開発、設計、生産、施工、店舗・施設
管理等業種固有業務）

（総務・会計・人事・労務・在庫・物流等
の間接業務や情報共有等の汎用業務）

戴しており、企業規模・業種に関わらず、IT経営簡易診断
が、経営者の方が抱くIT化への悩みを整理することができ
るという点で、広くご活用いただけるツールであると思いま
す。
　診断から６か月経過後のアンケートによると、診断を受け
た企業の約６割が具体のIT導入を行ったという結果も出て
おり、一定の支援効果も出ています。

診断は無料なので、経営者とIT担当者の方に、２時間×３回の
お時間を確保していただくだけです。ぜひお気軽にご相談ください。

■ 5人以下
■ 6～20人
■ 20～50人
■ 51人以上

■ 農業・林業・漁業
■ 建設・土木業
■ 製造業
■ 情報サービス業
■ 卸売業
■ 小売業
■ 不動産業
■ 専門技術・サービス業
■ 宿泊業
■ 飲食業
■ 生活関連サービス業
■ 教育・学習支援業
■ その他のサービス業

飲食業
建設・土木業

製造業
卸売業

中小機構 中小企業アドバイザー

n＝50 n＝50

特 集
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福岡商工会議所　デジタル化 検索

専門家派遣
ホームページ

専門家による支援事例のご紹介

今後のデジタル化支援セミナーのご案内

高宮駅から徒歩1分。エステよりも気軽に利用できる低価格のダイエットサロン「yuzu dietsalon」と、
女性が安心して通える「きど接骨院」の2店舗を隣接営業。どちらもスタッフは全員女性で、きめ細やか
な対応が魅力です。美容と健康の両面から、女性が元気で笑顔になれる場所を目指しています。
■住所　福岡市南区玉川町8-15(駐車場6台）
■TEL　092-403-9523
■URL　http://diet-fukuoka.com（ yuzu dietsalon ）
　　　  　https://kidoseikotsu.com（きど接骨院）

●相談の経緯
接骨院として開業12年が経過したとき、更なる成長を
見据え、「美容サービス拡充」、「交通アクセス向上」を目
的に移転。移転後、集客のため知名度を上げたいという
思いから、ホームページの作成を検討し、当所職員に相
談。専門性が高いと判断し、IT専門家の瀧内先生を紹介
した。

●IT専門家による支援内容
現状分析・課題点の洗い出しから開始。事業は「需要
ありき」ですが、整体業界は石を投げれば当たるほどの
業界の中で「競合を避ける」ことも同時に必要であるた
め、まずは業界全体における自社の位置関係を再認識と
分析。また、整体業界は来店・エリア限定型ビジネスで
あることから、Googleマイビジネスの最適化（MEO）と
ホームページ最適化（SEO）を軸に、Instagramなどの
SNS更新も実施。ネット上において、探している先に存
在するというプル型集客(待ち伏せ集客)を最大限活用す
ることをアドバイス。
※MEO（Map Engine Optimization/地図エンジン最適化）、
　SEO（Search Engine Optimization/検索エンジン最適化）

●支援の成果
アドバイスをいただいた情報を実践したところ、ウェブサ

イト上のワード検索で自社の強みとなる単語を検索する
と、検索結果の上位に表示されるようになりました。そう
することで、閲覧数、新規顧客の増加等、目に見える形
で実績が現れ、コロナ禍においても前年比以上の売上を
上げることができました。

●事業者の声
コロナ禍で売上減少の強い懸念が
ありましたが、そうなる前に、瀧内先
生からアドバイスいただいたことを繰
り返し実践していたことで、売上アッ
プにつながりました。相談すると、現
状の見直しや新たな情報が得られ、
すぐに結果が出る支援だと思います。

Webによる広報強化で集客、売上げUP！／サービス業（エステサロン／接骨院・整体院）

㈱ＪＯＫ

初心者向けSNS活用セミナー
～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～
■日時　10月22日（金）、11月19日（金）
　　　　14：00～15：00
■参加費　無料
■講師　㈱BES 代表取締役社長
　　　　田中 千晶氏
■内容　SNS運用の開始、
　　　　強化やマーケティングなど

事例から学ぶ
失敗しないkintone始め方セミナー
■日時　10月20日（水） 14：00～15：00
■参加費　無料
■講師　㈱ワクフリ テックアドバイザー
　　　　井上 雄貴氏
■内容　kintone改善事例の紹介、業

務改善に取り組むにあたって
kintoneを活用した業務のポイ
ントなど

中小企業がデジタル変革により業績向上させる方法
【第2回】2年で5,000社の新規開拓をした
営業パーソンが確立した「6つの販売力」
■日時　10月27日（水） 14：00～15：00
■参加費　無料
■講師　アイセールス㈱セールスサクセス

事業本部 茂木 優弥氏
■内容　6つの販売力とは？、売れる

営業パーソンが行うオンライ
ン商談時の3つのポイント

代表取締役 村里淳子氏

専門家からひと言
Web集客はきっかけ作りにすぎませんので、
お客様思考で今後も活躍されてください！

IT経営簡易診断についてのお問い合わせ／独立行政法人 中小企業基盤整備機構　九州本部　TEL 092-263-0300
本記事全般に関するお問い合わせ／福岡商工会議所　経営支援グループ　TEL 092-441-1146

福岡商工会議所のデジタル化支援

当所では、中小企業・小規模事業者のIT化支援として、
ホームページ作成支援や消費税率引き上げ・軽減税率導
入にあたってＰＯＳレジやキャッシュレス決済の導入支援、
また、専門家派遣や専門家相談による個々の中小企業の
デジタル実装支援等を行ってまいりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、IT化等による

生産性向上や新たなビジネスモデルの構築への取り組みが
加速的に進み、相談ニーズも高まっています。昨年度公募
された国の「小規模事業者持続化補助金」のコロナ特別対
応型は、IT活用による新たなビジネスモデルの構築、業務
効率化、テレワーク環境整備等に繋がる内容を対象として
おり、こういった支援策も中小企業・小規模事業者のIT
化を後押ししています。
こうした背景から、今年度より、IT化に取り組む事業者

【当所IT専門家のご紹介】

HP、SNS集客ならお任せ！
毎月100件以上の
コンサル実績！

瀧内 賢
（たきうち さとし）
株式会社セブンアイズ
代表取締役

九州から広島まで、
年間200件近くの
ICTコンサルを
実施中
工藤 洋輔
（くどう ようすけ）
合同会社DICT　代表
ICTコンサルタント

伴走型コンサルティングで
中小企業の
DX環境構築を
サポート！
髙島 卓也
（たかしま たくや）
株式会社ワクフリ
代表取締役

【プロフィール】
九州の大手税理士法人や事業再生コンサル企
業を経て2017年に業務改善の専門組織 株
式会社ワクフリを設立。中小企業のDX環境
構築に特化し支援している。
全国の商工会議所や自治体、金融機関とも連
携、業務提携を行い、中小企業の業務改善、
DX化に努める。

【プロフィール】
大手学習塾、IT企業などを経て独立。2009年
運営通販サイトが全国誌に掲載される。全国
最大手専門家サイト All About『SEO・SEM
を学ぶ』ガイド。福岡商工会議所専門家(毎週
水曜日窓口兼務 )以外に、北は大阪から南は
鹿児島まで全国17カ所の商工会議所・商工会
専門家も兼務。オンライン相談急増中！『これ
からはじめるSEO内部対策の教科書(技術評
論社)』など商業出版書籍6作。現在7作目を
執筆中。

【プロフィール】
2012年より、シニア向けIT講座やキッズ向け
プログラミング講座、ビジネスICT講座等を
幅広く開催。2015年より福岡県商工会連合
会を始め、福岡商工会議所や、宮崎県・佐賀
県・熊本県等の各商工会・商工会議所の
ICT専門家。2021年より広島商工会議所・
広島県商工会連合会の専門家としても登録。
ホームページ制作支援やSNS販促活用支援、
動画制作支援等を行なっている。
詳細は「ICTコンサル 工藤」で検索。

①IT活用・Webマーケティング相談窓口 （予約制）
■相談内容　IT活用全般、SEO・Web集客相談等
■相 談 日　毎週水曜日10：00～16：00

第３火曜日 10：00～16：00
第３木曜日 9：00～17：00

■相談場所　当所の専門家相談窓口
■申込方法　お電話にてご予約ください。

地域支援第一・第二グループ
092-441-2161、2162

②IT専門家派遣
■相談内容　IT活用全般やバックオフィス業務の効率化
■相談場所　相談者の事業所など

※専門家が貴社を訪問し現地指導します
■申込方法　ホームページからお問い合わせください。
URL:https://www.fukunet.or.jp/contact/
       contact_form/fk_keiei/

【支援メニュー】
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の相談や支援に対応するために、IT専門家の増員、窓口開
設日の増設、外部専門機関との連携等、支援強化に取り
組んでいます。主に業務整理や課題改善、Webマーケ
ティング（HP・SNS活用、SEO）等の支援や、月１回程
度でセミナーも行っています。
IT化に関するお悩み、課題をお持ちの方は、ぜひ商工
会議所のIT相談窓口、専門家派遣をご利用ください。
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することで、閲覧数、新規顧客の増加等、目に見える形
で実績が現れ、コロナ禍においても前年比以上の売上を
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鹿児島まで全国17カ所の商工会議所・商工会
専門家も兼務。オンライン相談急増中！『これ
からはじめるSEO内部対策の教科書(技術評
論社)』など商業出版書籍6作。現在7作目を
執筆中。

【プロフィール】
2012年より、シニア向けIT講座やキッズ向け
プログラミング講座、ビジネスICT講座等を
幅広く開催。2015年より福岡県商工会連合
会を始め、福岡商工会議所や、宮崎県・佐賀
県・熊本県等の各商工会・商工会議所の
ICT専門家。2021年より広島商工会議所・
広島県商工会連合会の専門家としても登録。
ホームページ制作支援やSNS販促活用支援、
動画制作支援等を行なっている。
詳細は「ICTコンサル 工藤」で検索。

①IT活用・Webマーケティング相談窓口 （予約制）
■相談内容　IT活用全般、SEO・Web集客相談等
■相 談 日　毎週水曜日10：00～16：00

第３火曜日 10：00～16：00
第３木曜日 9：00～17：00

■相談場所　当所の専門家相談窓口
■申込方法　お電話にてご予約ください。

地域支援第一・第二グループ
092-441-2161、2162

②IT専門家派遣
■相談内容　IT活用全般やバックオフィス業務の効率化
■相談場所　相談者の事業所など

※専門家が貴社を訪問し現地指導します
■申込方法　ホームページからお問い合わせください。
URL:https://www.fukunet.or.jp/contact/
       contact_form/fk_keiei/

【支援メニュー】
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の相談や支援に対応するために、IT専門家の増員、窓口開
設日の増設、外部専門機関との連携等、支援強化に取り
組んでいます。主に業務整理や課題改善、Webマーケ
ティング（HP・SNS活用、SEO）等の支援や、月１回程
度でセミナーも行っています。
IT化に関するお悩み、課題をお持ちの方は、ぜひ商工
会議所のIT相談窓口、専門家派遣をご利用ください。
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補助金 内　容 お問い合わせ先

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：以下の全要件を満たす事業者（全業種・全地域対象）

①緊急事態措置または、まん延防止等重点措置に伴い、「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緊急事態措置または、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、月間売上が前年または、前々年比で50％以上減少
している

■締切：【８月分】10月31日（日）
【９月分】11月30日（火）

小規模事業者の方が、経営計画等を作成し感染拡大防止のための対人接触機会
の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービ
ス、生産プロセス等を導入する際の経費の一部を支援
■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：【第４回締切】11月10日（水）17:00

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：【８月分】10月31日（日）※９月分は10月に受付開始予定

■対象：福岡県による要請に応じて、対象期間に休業または営業時間短縮を行っ
た県内全域の事業者

■締切：【第10・11期】10月12日（火）
【第12期】10月31日（日）
※大規模施設・大規模施設テナント向けにつきましては、ホームページ
をご確認ください。

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。

感染症対策に取り組む市内店舗等に対し、感染症対策強化に係る工事経費や物
品・サービス導入経費の３分の２、上限【60万円】を支援。
■対象：来店型の施設・店舗等を福岡市内に有し、申請日時点で運営・営業して

いる中小企業・小規模事業者等（個人事業主含む）※第１期で交付決定
を受けた方は申請できません。

■締切：11月12日（金）

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（月）

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）

■対象：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： 【７月分】10月14日（木）
【８月分】11月15日（月）

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：【８月分】10月31日（日）

相談窓口
TEL 0120-211-240
IP電話
専用回線：03-6629-0479

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

福岡県感染拡大防止協力金
コールセンター
TEL 0120-567-918

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

感染症対応シティ促進事業
事務センター
TEL 092-707-3046

感染防止認証制度コールセンター　
＜申請に関すること＞
TEL 0120-236-630
＜その他ご質問＞
TEL 0570-015-255　

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

【国】
月次支援金

【国】
小規模事業者
持続化補助金
＜低感染リスク型
ビジネス枠＞

【県】
福岡県
中小企業者等
月次支援金

【県】
福岡県
感染拡大防止
協力金

【県】
飲食店を対象とした
「感染防止認証制度」
について

【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】
事業者向け
支援金等
申請サポート事業

【市】
感染症対応シティ
促進事業
＜第２期＞

【市】
地域を支える
商店街支援事業

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。（R3.9.22現在）
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補助金 内　容 お問い合わせ先

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：以下の全要件を満たす事業者（全業種・全地域対象）

①緊急事態措置または、まん延防止等重点措置に伴い、「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緊急事態措置または、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、月間売上が前年または、前々年比で50％以上減少
している

■締切：【８月分】10月31日（日）
【９月分】11月30日（火）

小規模事業者の方が、経営計画等を作成し感染拡大防止のための対人接触機会
の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービ
ス、生産プロセス等を導入する際の経費の一部を支援
■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：【第４回締切】11月10日（水）17:00

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：【８月分】10月31日（日）※９月分は10月に受付開始予定

■対象：福岡県による要請に応じて、対象期間に休業または営業時間短縮を行っ
た県内全域の事業者

■締切：【第10・11期】10月12日（火）
【第12期】10月31日（日）
※大規模施設・大規模施設テナント向けにつきましては、ホームページ
をご確認ください。

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。

感染症対策に取り組む市内店舗等に対し、感染症対策強化に係る工事経費や物
品・サービス導入経費の３分の２、上限【60万円】を支援。
■対象：来店型の施設・店舗等を福岡市内に有し、申請日時点で運営・営業して

いる中小企業・小規模事業者等（個人事業主含む）※第１期で交付決定
を受けた方は申請できません。

■締切：11月12日（金）

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（月）

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）

■対象：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： 【７月分】10月14日（木）
【８月分】11月15日（月）

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：【８月分】10月31日（日）
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TEL 0120-211-240
IP電話
専用回線：03-6629-0479
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コールセンター
TEL 0120-876-866

福岡県感染拡大防止協力金
コールセンター
TEL 0120-567-918

福岡市売上が減少した
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

感染症対応シティ促進事業
事務センター
TEL 092-707-3046

感染防止認証制度コールセンター　
＜申請に関すること＞
TEL 0120-236-630
＜その他ご質問＞
TEL 0570-015-255　

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
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申請サポート事業
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感染症対応シティ
促進事業
＜第２期＞
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地域を支える
商店街支援事業

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。（R3.9.22現在）

FCCI NEWS 会議所の動きFCCI NEWS 会議所の動き

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会

第624回 常議員会
当所は９月22日、第624回常議員
会を開催。
当日は、福岡市政に対する提言、委
員会委員の委嘱、参与の委嘱、会員入
会（７・８月度）について審議し、原案
通り承認された。そのほか、議員職務
執行者の変更、主たる活動報告・行事
予定について報告を行った。

◆委員会委員の委嘱（中小企業委員会）
丸小野 光正氏（福岡大同青果㈱ 代表取締役社長）
◆委員会委員の委嘱（デジタル化推進委員会）
柳瀬 隆志氏（嘉穂無線ホールディングス㈱ 代表取締役）
◆委員会委員の委嘱（グリーン成長戦略研究委員会）
西村 松次氏（㈱九電工　取締役会長）
◆議員職務執行者の変更
嘉穂無線ホールディングス㈱
代表取締役　柳瀬 隆志氏
（旧執行者 同 取締役会長　柳瀬 真澄氏）

福岡大同青果㈱
代表取締役社長　丸小野 光正氏
（旧執行者 同 代表取締役副社長　城戸 利一氏）

㈱九電工 取締役会長　西村 松次氏
（旧執行者 同 特別顧問　藤永 憲一氏）

◆参与の委嘱
荻野 典彦氏

会場の様子

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

催事

伊勢丹浦和店「大九州展」内で
『博多うまかもん市』を開催
当所食料・水産部会（部会長＝川端淳・
㈱福岡魚市場 代表取締役社長）ならびに
博多うまかもん市実行委員会（実行委員
長＝中岡生公・㈱鈴懸 代表取締役）は
9月22日から27日、伊勢丹浦和店「大
九州展」で博多うまかもん市を開催した。
福岡の食の魅力発信や販路拡大を目
的に、9社が出店し、福岡の食の名物を
販売・PRを行った。来場者からは「福岡
名物が楽しめた」、出店者からは「関東
地域の新規顧客獲得に繋がった」などの
声が寄せられた。

マリンメッセ福岡に設置された職域接種会場

●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21日から8月30日の間、
楽天グループ㈱がマリンメッセ福岡で実
施する新型コロナワクチンの大規模職
域接種に参加し、当所会員事業所を対
象とした共同接種を行った。
会場では、対面接客に従事する小売
業やサービス業などの従業員らを中心
に、延べ530社約5,000名が接種を
受けた。接種した人からは、「自社で職
域接種の手配ができず困っていたので
助かった」、「コロナ収束の兆しがみえな
い中、早めに接種できてひと安心した」
などの声が寄せられた。

企業から求められるスキルについて解説

●検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

セミナー

リカレントセミナー with
コロナ時代に活躍できる働き方
当所は8月24日、withコロナ時代に

活躍できる働き方セミナーを開催し、
15名が参加した。
本セミナーは、地域人材のリカレント

と自律的なキャリア形成を促進し、広く
地域の人材力向上に資することを目的と
した「福商リカレントプログラム」の第一
弾として実施。本プログラムは知識を深
めるセミナー、スキルを磨く講座、キャ
リアアップ相談で構成される。受講者
からは「現状を再確認し、自分について
考えることができた」などの声があった。

参加者に向けて解説を行う講師

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

セミナー

リスクマネジメントセミナー
当所は9月17日、リスクマネジメント

セミナー「コロナ禍の九州地区倒産状況
と今後の景気見通し」をオンライン形式
で開催し、29名が参加した。
当日は、帝国データバンク福岡支店 

情報部 部長 和家浩紀氏と伊藤忠オリコ
保険サービス㈱ 九州支店長の東秀樹氏
を講師に迎え、現在の倒産状況や取引先
の安全性を見抜く方法などについて解説
を行った。参加者からは、「与信判断を
するうえで、有益な情報であった」など
の声が聞かれた。

改正女性活躍推進法、改正育児・
介護休業法等説明会のご案内

来年４月１日から、改正女性活躍推進法
に基づき、一般事業主行動計画の策定が、
常時雇用する労働者数１０１人以上の企業
に拡大されます。
また、男性の育児休業促進などが規定さ

れた改正育児・介護休業法が、来年４月１日
以降、順次施行されます。
これらの法改正について、最新情報をお

知らせする説明会を参集形式とオンライン
（Zoom）形式にて開催しますので、ぜひご
参加ください。
詳細は、ホームページをご覧ください。

【お問い合わせ】
福岡労働局雇用環境・
均等部指導課
TEL 092-411-4894
FAX 092-411-4895

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

労働局　受付サイト 検索

7.21～8.30

9.22

9.178.24

9.22～27
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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？感染症予防に取り組みながら、
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＝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。
本誌11ページに、「はかた伝統芸能四季の舞～霜月～」の
案内を掲載しています。ぜひチェックしてみてください！！

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・1/3公演：
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。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＝～2022年
1月30日（日）※11/3（水・祝）、12/7（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。

創立40周年ツアー 第三弾
鼓童ワン・アース・ツアー2021～童
----------------------------------------------------------

●優待内容＝【全席指定（一般）】6,000円→
5,400円●対象日程＝11月19日（金）●申込締切
＝10月29日（金）●場所＝福岡市民会館●申込方
法＝当所HPにてお申し込み（HPパスワード／
kodo1119）

イベント

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。

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。

令和3年8月11日からの大雨による災害に関する
特別相談窓口を開設しております

このたびの大雨により被害を受けられた皆さまに、
心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く復旧されますよう、心よりお祈り申し上げます。

受付時間 午前９時～午後５時（平日のみ）

設置場所

保証統括部
（本所）

福岡市博多区博多駅南2丁目2番1号
☎0120-112-249（フリーダイヤル）
☎092-415-2604

福岡地区

営業部
（本所）

福岡市博多区博多駅南2丁目2番1号
☎092-415-2601

大濠支所 福岡市中央区黒門2番28号
☎092-734-5923

※お近くの信用保証協会窓口でもご相談をお受けしております。

https://www.fukuoka-cgc.or.jp/

PR

福岡県信用保証協会 検索
中小企業のベストパートナー
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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？感染症予防に取り組みながら、
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＝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。
本誌11ページに、「はかた伝統芸能四季の舞～霜月～」の
案内を掲載しています。ぜひチェックしてみてください！！

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・1/3公演：
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。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＝～2022年
1月30日（日）※11/3（水・祝）、12/7（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。

創立40周年ツアー 第三弾
鼓童ワン・アース・ツアー2021～童
----------------------------------------------------------

●優待内容＝【全席指定（一般）】6,000円→
5,400円●対象日程＝11月19日（金）●申込締切
＝10月29日（金）●場所＝福岡市民会館●申込方
法＝当所HPにてお申し込み（HPパスワード／
kodo1119）

イベント

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。

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。

はかた伝統芸能四季の舞 ～霜月～はかた伝統芸能四季の舞 ～霜月～

当振興会が支援する伝統芸能団体は、長引くコロナ禍によりイベント
等が中止となるなど厳しい状況が続いています。そこで、当振興会は
伝統芸能団体の支援と市民のみなさまへの認知度向上を目的に、今
年度より「はかた伝統芸能四季の舞」を新たな事業として企画し開催し
ています。
第２回目となる今回は、博多の伝統芸能４団体が一堂に会する豪華な
舞台となっています。ぜひお誘いあわせの上、ご来場くださいますよ
うお願い申し上げます。

〇日　　時：11月27日(土)　 13:30～15:30（開場 13:15）
〇場　　所：ＦＦＧホール（福岡市中央区天神2-13-1　福岡銀行本店地下）
〇出演団体：筑前博多独楽、博多仁和加振興会、福岡民踊舞踊四季の会、

博多券番（出演順）
〇料　　金：自由席 4,000円（税込）
〇定　　員：340名（会場定員の50％以下）
〇申込方法：ホームページよりお申し込みください。

博多伝統芸能振興会（会長＝谷川浩道・福岡商工会議所会頭）は、
「芸どころ博多」の伝統芸能の保存・育成のための様々な支援事業を実施しています。

博多伝統芸能振興会（会長＝谷川浩道・福岡商工会議所会頭）は、
「芸どころ博多」の伝統芸能の保存・育成のための様々な支援事業を実施しています。

本誌10ページに、博多伝統芸能館公演の案内を掲載しています。ぜひこちらもチェックしてみてください！！

※本公演にて実施する感染対策の詳細については、ホームページよりご確認ください。

URL：https://hakata-geinou.jp/

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）

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

町の鶏肉屋さんから絶品＆独自の鶏ビジネス！

トリゼンホールディングスの
事業展開
トリゼンホールディングスの
事業展開

18 木11
14:00 -15:30

［参加費］無料

［開催日時］

　福岡商工会議所 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)では、トリゼンフーズ株式会社 代表
取締役会長 河津 善博 氏を講師にお招きし、養鶏から販売ま
でワンストップで取り組むトリゼンホールディングスの事業展
開について講演いただきます。
　トリゼンフーズ株式会社は、吉塚商店街の鶏肉店「とり善」
からはじまり、会長自らが養鶏に携わった九州産銘柄鶏「華味
鳥」の美味しさを実感していただく為の重要なサテライトであ
ると考えている飲食店「博多 華味鳥」を国内外に現在35店舗

展開しています。また、一昨年10月には長男、次男のご子息に現事業を継承し、自らは、
新たに環境事業を立ち上げたことについてもお話しいただきます。

●内容＝①トリゼンホールディングス全体の取り組み／②新事業 環境ビジネスについて　
●場所＝①福岡商工会議所501会議室　②Zoomによるオンライン配信　●対象＝全業種　
●定員＝対面：30名／オンライン：50名　●申込締切＝11月12日(金)

　　　トリゼンフーズ株式会社
代表取締役会長 河津 善博 氏　
講師

対面
オン
ライン卸売商業部会主催　講演会
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博
多
区

西
区

化粧品卸売

動画ライブ配信

自社ビル運営管理

ｗｅｂ集客（マーケティング）の支援

建築・リフォーム

飲食店

不動産仲介業務全般

再生エネルギー事業（太陽光）

そば専門

民泊施設の運営と代行

ブライダル全般の衣装のオーダーメイド

タイ料理レストラン

飲食業　シーフードレストラン

飲食店

警備業全般

ワンちゃんのトータルサロンショップ（お手入れ、ペットマッサージ、講師ブッキング）

理容業

自然食品、有機食品輸出入及び販売

飲食業（フランス料理）

スーパーマーケット運営

スポーツ用品販売

自動車整備事業に関する一切の作業

水汲場「水の駅」の管理運営

建設関連国家資格の合格支援

子育て支援事業

パン菓子製造販売

CBD原料販売およびOEMのお手伝いをします

講演会や音楽会などをライブ配信しています

中洲にてスナック・クラブ・飲食店への賃貸業

Ｗｅｂサイト制作や広告、ＳＮＳ等Ｗｅｂ集客をお手伝いします

建築・リフォーム・ウィークリー等相談ください

福岡市、大野城市で３店舗の飲食店。お客様に選んでいただく店を目指して

不動産売買仲介を主に行っています。お気軽にお問い合わせください

主に通信事業と太陽光事業をしています。よろしくお願いします

白金1丁目路地裏、薬院駅からすぐ

一室型の民泊から一棟ホテルまで宿泊施設の運営代行業

オリジナルデザインに基づくブライダル衣装、ステージ衣装の製作

21年前旧ボンラパス2階で誕生したタイ料理店。現在薬院大通駅前

エビカニロブスター等を豪快に手づかみで食べていただくことができます

夜は鍋居酒屋、昼はラーメンやってます

朝日警備保障は地域社会に貢献し24時間安心安全を提供します

ワンちゃんと人、海をつなぐトータルサロンショップです

個室でゆっくりとしたレディースシェービングを行っています

生活をもっと豊かにメキシコをもっと身近にメキシコ産有機食品

今秋ＯＰＥＮ予定のカジュアルなフランス料理店です。お立ち寄りください

福岡県を中心に九州全域また関東地区でスーパーを運営しています

圧倒的な品ぞろえで多様化する生活者のニーズと志向に応えます

大型自動車のプロとしてお客様に満足いただける結果を提供します

不純物をほぼ１００％取り除いた安心安全な真水を安価で提供します

建設業の方！1級・２級施工管理技士試験の合格を支援します

地域に寄り添いながら、子育て支援に取り組んでいます

女性職人が丁寧に織り上げたクロワッサン食パン専門店です

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

080-3371-3997

092-292-5780

092-271-0688

090-6524-7399

092-623-3236

092-503-5077

092-483-0090

092-287-5903

090-3417-8570

092-409-5247

092-406-9166

092-733-0061

092-753-7210

092-521-8720

092-534-9070

090-8769-2068

092-712-5086

092-710-2197

090-6636-1133

092-852-8170

092-884-3312

092-719-1222

092-504-2801

092-231-2540

092-502-8822

095-839-3325

東
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

太
宰
府
市
春
日
市

朝
倉
郡

遠
賀
郡

兵
庫
県

東
京
都

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

早
良
区

大
野
城
市

糟
屋
郡

長
崎
県

Color Blind

（株）アフート　

陽光ビル（株）

Calico

（株）エスパース建設

（株）カワハラ

エル・シー

（株）ダイスライン

山茶花そば椿

（株）Laugfull

ブライダルサロン　ウェディウェディング

プラウチャイ

GOLDEN CRAB

鍋と酒菜　はま岡

朝日警備保障（株） 福岡支社

MAMIMAMI

理容山口

（同）パシフィックエッセンス

誠cuisine

（株）フードウェイ

スポーツデポ　マリノアシティ福岡店

（株）イーエム九州

柏葉食健（株）

建設情報サポート

（特非）チャイルドケアセンター

（有）KIYOKA

福岡市博多区博多駅前3-7-35

福岡市博多区博多駅前3-9-5 チサンマンション第一博多７１３　

福岡市博多区中洲2-1-5

福岡市博多区比恵町7-12 フェイズイン博多駅東７０５

福岡市博多区吉塚本町2-44

福岡市博多区金の隈3-16-67

福岡市博多区竹下1-18-25 フレックス博多Ⅴ-６０３

福岡市中央区春吉3-23-27 久保田ビル４０５

福岡市中央区高砂2-24-22-２０２アミューゼ高砂

福岡市中央区天神3-6-23-４０５

福岡市中央区天神3-8-13-３０４

福岡市中央区薬院2-3-6 Ｍビル２０１

福岡市中央区薬院2-16-11 エステートモア薬院ＪＯＹ１０１

福岡市中央区薬院3-1-16-１階

福岡市中央区平尾2-15-26 ベルコモンズ平尾４０２

福岡市中央区港2-13-19 シーポート西公園８０１

福岡市中央区六本松1-7-3

福岡市南区野間3-14-29-１１０２

福岡市早良区西新4-4-8 たぐせん西新ビル３階

福岡市早良区高取1-2-22

福岡市西区小戸2-12-30

糟屋郡須惠町植木181-1

大野城市御笠川5-1-2

大野城市山田3-11-1-４０５

大野城市白木原1-14-22

長崎県長崎市界2-3-17

行政書士事務所

ハードウェア／ソフトウェアの販売／賃貸ならびにソフトウェアの開発

ホテル運営

不動産仲介業

プロポーションメイキングの総合コンサルティング

建物サービス

９２葛オリジナル商品販売

ホテル業

一般家庭用電化製品、パソコン、携帯情報機器等の販売

飲食業

通信販売

不動産業

飲食店営業

塗床、防水、左官、外壁、橋梁橋脚補修工

飲食店営業

からあげ、弁当の販売

太陽光発電

コンサル、資産運用

生活雑貨・インテリアアクセサリー販売

清掃全般

産業廃棄物収集運搬処理業

自動車整備業

美容業 (ネイル・マツエク他）

森林の管理業務

飲食店、食品加工製造販売

建築土木工事業

ＳＮＳ研修での人材育成支援

コンビニエンスストアの経営

飲食店

不動産の仲介

医薬品、化粧品、日用雑貨の販売

アパレル小売

リラクゼーションサロン

広告・デザイン　パンフレット・チラシなど

コンピュータによる資格試験会場の運営

ダイニングバー

飲食店

人材採用支援事業

飲食店の運営

飲食店経営

理・美容院の経営及び、フランチャイズ加盟店の指導

生鮮冷凍魚介類の卸売業

行政書士 もとやま奈月事務所

ユニアデックス（株） 九州支店

ザ ロイヤルパークホテル福岡

不動産アイズ綜合事務所

（株）ダイアナ Fukuoka Base

（株）GOODMARK

Rico

（株）博多住吉ホテルマネジメント（グランド ハイアット 福岡）

ケーズデンキ BRANCH博多店

（株）カムラックフューチャー

（株）bonds

（株）筑紫不動産

スパイスカレー　シャンバラ

TKCo.（株）

イベントバー　エデン福岡

からあげ専門店　うまから

入江寿夫

NARUHA

（株）迫田 （SAKODAホームファニシングス小戸公園前店）

（株）R.vision

玉井商会

陶山オートサービス（株）

ネイルトリート・ルクソー（株）

メジャーフォレストリー（株）

中華バル武遊

（有）幸樹

（株）BES

（資）YMK

鮮魚美酒　清なり

（株）コスモ

ツルハドラッグ高砂店

（株）ビーザ・ワン

いやし工房LiLy

サムデザイン

日本教育国際化ネットワーク（株）

バーレル

（資）ベンジャミン

（株）アドバンスリード

エスペランサ

（有）ディー・ディー・カンパニー

ザ・カセイ・イントロダクション（株）

（株）セブンオーシャン

南
区

中
央
区

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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博
多
区

西
区

化粧品卸売

動画ライブ配信

自社ビル運営管理

ｗｅｂ集客（マーケティング）の支援

建築・リフォーム

飲食店

不動産仲介業務全般

再生エネルギー事業（太陽光）

そば専門

民泊施設の運営と代行

ブライダル全般の衣装のオーダーメイド

タイ料理レストラン

飲食業　シーフードレストラン

飲食店

警備業全般

ワンちゃんのトータルサロンショップ（お手入れ、ペットマッサージ、講師ブッキング）

理容業

自然食品、有機食品輸出入及び販売

飲食業（フランス料理）

スーパーマーケット運営

スポーツ用品販売

自動車整備事業に関する一切の作業

水汲場「水の駅」の管理運営

建設関連国家資格の合格支援

子育て支援事業

パン菓子製造販売

CBD原料販売およびOEMのお手伝いをします

講演会や音楽会などをライブ配信しています

中洲にてスナック・クラブ・飲食店への賃貸業

Ｗｅｂサイト制作や広告、ＳＮＳ等Ｗｅｂ集客をお手伝いします

建築・リフォーム・ウィークリー等相談ください

福岡市、大野城市で３店舗の飲食店。お客様に選んでいただく店を目指して

不動産売買仲介を主に行っています。お気軽にお問い合わせください

主に通信事業と太陽光事業をしています。よろしくお願いします

白金1丁目路地裏、薬院駅からすぐ

一室型の民泊から一棟ホテルまで宿泊施設の運営代行業

オリジナルデザインに基づくブライダル衣装、ステージ衣装の製作

21年前旧ボンラパス2階で誕生したタイ料理店。現在薬院大通駅前

エビカニロブスター等を豪快に手づかみで食べていただくことができます

夜は鍋居酒屋、昼はラーメンやってます

朝日警備保障は地域社会に貢献し24時間安心安全を提供します

ワンちゃんと人、海をつなぐトータルサロンショップです

個室でゆっくりとしたレディースシェービングを行っています

生活をもっと豊かにメキシコをもっと身近にメキシコ産有機食品

今秋ＯＰＥＮ予定のカジュアルなフランス料理店です。お立ち寄りください

福岡県を中心に九州全域また関東地区でスーパーを運営しています

圧倒的な品ぞろえで多様化する生活者のニーズと志向に応えます

大型自動車のプロとしてお客様に満足いただける結果を提供します

不純物をほぼ１００％取り除いた安心安全な真水を安価で提供します

建設業の方！1級・２級施工管理技士試験の合格を支援します

地域に寄り添いながら、子育て支援に取り組んでいます

女性職人が丁寧に織り上げたクロワッサン食パン専門店です

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

080-3371-3997

092-292-5780

092-271-0688

090-6524-7399

092-623-3236

092-503-5077

092-483-0090

092-287-5903

090-3417-8570

092-409-5247

092-406-9166

092-733-0061

092-753-7210

092-521-8720

092-534-9070

090-8769-2068

092-712-5086

092-710-2197

090-6636-1133

092-852-8170

092-884-3312

092-719-1222

092-504-2801

092-231-2540

092-502-8822

095-839-3325

東
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

太
宰
府
市
春
日
市

朝
倉
郡

遠
賀
郡

兵
庫
県

東
京
都

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

早
良
区

大
野
城
市

糟
屋
郡

長
崎
県

Color Blind

（株）アフート　

陽光ビル（株）

Calico

（株）エスパース建設

（株）カワハラ

エル・シー

（株）ダイスライン

山茶花そば椿

（株）Laugfull

ブライダルサロン　ウェディウェディング

プラウチャイ

GOLDEN CRAB

鍋と酒菜　はま岡

朝日警備保障（株） 福岡支社

MAMIMAMI

理容山口

（同）パシフィックエッセンス

誠cuisine

（株）フードウェイ

スポーツデポ　マリノアシティ福岡店

（株）イーエム九州

柏葉食健（株）

建設情報サポート

（特非）チャイルドケアセンター

（有）KIYOKA

福岡市博多区博多駅前3-7-35

福岡市博多区博多駅前3-9-5 チサンマンション第一博多７１３　

福岡市博多区中洲2-1-5

福岡市博多区比恵町7-12 フェイズイン博多駅東７０５

福岡市博多区吉塚本町2-44

福岡市博多区金の隈3-16-67

福岡市博多区竹下1-18-25 フレックス博多Ⅴ-６０３

福岡市中央区春吉3-23-27 久保田ビル４０５

福岡市中央区高砂2-24-22-２０２アミューゼ高砂

福岡市中央区天神3-6-23-４０５

福岡市中央区天神3-8-13-３０４

福岡市中央区薬院2-3-6 Ｍビル２０１

福岡市中央区薬院2-16-11 エステートモア薬院ＪＯＹ１０１

福岡市中央区薬院3-1-16-１階

福岡市中央区平尾2-15-26 ベルコモンズ平尾４０２

福岡市中央区港2-13-19 シーポート西公園８０１

福岡市中央区六本松1-7-3

福岡市南区野間3-14-29-１１０２

福岡市早良区西新4-4-8 たぐせん西新ビル３階

福岡市早良区高取1-2-22

福岡市西区小戸2-12-30

糟屋郡須惠町植木181-1

大野城市御笠川5-1-2

大野城市山田3-11-1-４０５

大野城市白木原1-14-22

長崎県長崎市界2-3-17

行政書士事務所

ハードウェア／ソフトウェアの販売／賃貸ならびにソフトウェアの開発

ホテル運営

不動産仲介業

プロポーションメイキングの総合コンサルティング

建物サービス

９２葛オリジナル商品販売

ホテル業

一般家庭用電化製品、パソコン、携帯情報機器等の販売

飲食業

通信販売

不動産業

飲食店営業

塗床、防水、左官、外壁、橋梁橋脚補修工

飲食店営業

からあげ、弁当の販売

太陽光発電

コンサル、資産運用

生活雑貨・インテリアアクセサリー販売

清掃全般

産業廃棄物収集運搬処理業

自動車整備業

美容業 (ネイル・マツエク他）

森林の管理業務

飲食店、食品加工製造販売

建築土木工事業

ＳＮＳ研修での人材育成支援

コンビニエンスストアの経営

飲食店

不動産の仲介

医薬品、化粧品、日用雑貨の販売

アパレル小売

リラクゼーションサロン

広告・デザイン　パンフレット・チラシなど

コンピュータによる資格試験会場の運営

ダイニングバー

飲食店

人材採用支援事業

飲食店の運営

飲食店経営

理・美容院の経営及び、フランチャイズ加盟店の指導

生鮮冷凍魚介類の卸売業

行政書士 もとやま奈月事務所

ユニアデックス（株） 九州支店

ザ ロイヤルパークホテル福岡

不動産アイズ綜合事務所

（株）ダイアナ Fukuoka Base

（株）GOODMARK

Rico

（株）博多住吉ホテルマネジメント（グランド ハイアット 福岡）

ケーズデンキ BRANCH博多店

（株）カムラックフューチャー

（株）bonds

（株）筑紫不動産

スパイスカレー　シャンバラ

TKCo.（株）

イベントバー　エデン福岡

からあげ専門店　うまから

入江寿夫

NARUHA

（株）迫田 （SAKODAホームファニシングス小戸公園前店）

（株）R.vision

玉井商会

陶山オートサービス（株）

ネイルトリート・ルクソー（株）

メジャーフォレストリー（株）

中華バル武遊

（有）幸樹

（株）BES

（資）YMK

鮮魚美酒　清なり

（株）コスモ

ツルハドラッグ高砂店

（株）ビーザ・ワン

いやし工房LiLy

サムデザイン

日本教育国際化ネットワーク（株）

バーレル

（資）ベンジャミン

（株）アドバンスリード

エスペランサ

（有）ディー・ディー・カンパニー

ザ・カセイ・イントロダクション（株）

（株）セブンオーシャン

南
区

中
央
区

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？

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

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

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

表彰の種類

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

創意工夫、改善などにより重大なる事故または災害を未然に
防止したもの　等

災害防止功労者表彰災害防止功労者表彰

・企業の業績向上に著しく貢献したもの
・技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの　等

企業の発展貢献者表彰企業の発展貢献者表彰

おひとり4,100円（表彰状、表彰状丸筒、記念品代：税込）
※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月中旬に事業所にお届けします。

お申込金

●会員事業所のみなさまのニーズにお応えできるよう「通
年」で受付を行っています。

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

●表彰状は、貴社のご希望の表彰日にて作成いたします。
●記念品は、「筆記具」「博多織小物」の中からお選びいた
だけます。

通年お申し込みが可能です！
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健診サービスのご案内
令和３年度福岡商工会議所

●ご希望の健診機関で年間を通して健康診断をお受けいただけます。

福岡商工
会議所

会員限定

割安な
健診料金

従業員の
ご家族も
受診可能

定期・
雇入時健診
に対応

年齢を
問わず
受診可能

法 定 健 診コ　ー　ス

会員料金（税込）

参考料金（税込）

コ ー ス 内 容

6,400円

7,600円

定期・雇入時健診に対
応したコース

ミニ人間ドック

18,900円

24,200円
法定健診に胃がん検査
や大腸がん検査等を追
加したコース

半日人間ドック
Ⓐ・Ⓑ

35,700円

43,000円
ミニ人間ドックに腹部
エコーや血清反応検査
等を追加したコース

半日人間ドック
＋脳ドック

51,400円

60,900円

半日人間ドックに頭部MRI検査等を追加したコース

1泊2日人間ドック
＋脳ドック

73,400円

89,100円

2泊3日人間ドック
＋脳ドック

105,000円

125,700円

P　E　T

会員割引

－
がんの発見を目的とし
た検査
※PET検査で発見しにくい部
位もあります。

健　診　料

○受診料は健診機関にお支払いいただきます。支払方法は、健診機関によって異なりますので、ご予約時にお確かめください。
○福岡商工会議所は、健診内容、健診結果については責任を負いません。予めご了承ください。健診内容や詳細につきましては、各健診機関へお問い合わせください。
○内容・料金の変更が生じた場合は、当所HPにてお知らせいたします。

問い合わせ

申込送付先

福岡商工会議所　会員組織・共済グループ
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前二丁目9番28号
TEL 092-441-1114　FAX 092-411-1600

公益財団法人 ふくおか公衆衛生推進機構　福岡国際総合健診センター

公益財団法人 ふくおか公衆衛生推進機構　赤坂総合健診センター

医療法人財団 博愛会　人間ドックセンターウェルネス天神 

医療法人財団 博愛会　人間ドックセンターウィメンズウェルネス天神デュアル

社会医療法人 雪の聖母会　聖マリア福岡健診センター

社会医療法人 大成会　福岡記念PET・健診センター（旧：福岡中央総合健診センター）

医療法人福岡桜十字　桜十字福岡病院 

公益財団法人 福岡労働衛生研究所　天神健診センター（中央区）

医療法人福岡桜十字　桜十字博多駅健診クリニック

一般財団法人 日本予防医学協会 附属診療所　ウェルビーイング博多

一般財団法人 医療情報健康財団　健康財団クリニック

一般財団法人 西日本産業衛生会　福岡健診診療所

医療法人 愛風会　さく病院

公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター　福岡診療所

医療法人 古森病院

一般財団法人 船員保険会　福岡健康管理センター

社会医療法人財団 池友会　福岡和白総合健診クリニック

医療法人 貝塚病院

一般財団法人 船員保険会　福岡健康管理センター 西部健診センター

公益財団法人 福岡労働衛生研究所　労衛研健診センター

福岡赤十字病院　人間ドック健診センター

医療法人 徳洲会　福岡徳洲会病院

中央区

　

博多区

　

　

東　区

西　区

南　区

春日市

健診機関一覧 法定
健診

ミニ人間
ドック

半日人間
ドックⒶ・Ⓑ

半日人間ドック
＋脳ドック

1泊 2日人間ドック
＋脳ドック

2泊 3日人間ドック
＋脳ドック P E T

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　

○

　

○

○

○

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ・Ⓑ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ・Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ・Ⓑ

　

○

○

○

　

○

○

○

○

※参考料金は保険点数表から試算した目安です。※コース内容の詳細につきましては、HPにてご確認ください。

●HPよりお申込ください。

福岡商工会議所　健康診断 検 索

年間通して
実施

会議所からのお知らせ
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20�PREMIUM
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。

11月中旬までに予約･販売予定の団体（令和3年9月24日時点）

博多駅商店連合会
『博多駅商店連合会共通ショッピングチケット』
予約(抽選)：令和３年10月１日（金）～令和３年10月17日（日）
予約引換日：令和３年10月28日（木）～令和３年10月30日（土）
【30,000冊】※予約販売
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

協同組合親不孝通り商店会
『親不孝通り＆北天神 プレミアム商品券』
販売日：令和3年10月22日（金）～令和3年10月23日（土）
【4,000冊】
5,000円で6,000円相当（500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)：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
【700冊】※予約販売
5,000円で6,000円相当（500円券×12枚）

イオンモール香椎浜同友店会
『プレミアム商品券「絆」』
販売日：令和3年10月23日（土）～令和3年10月24日（日）
【5,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×10枚、500円券×4枚）

中洲町連合会
『中洲がんばっとう券』
販売日：令和3年10月28日（木）～令和3年10月30日（土）
【5,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×12枚）

平尾商工連合会
『平尾プレミアム商品券』
販売日：令和3年10月30日（土）～完売まで
【4,000冊】
10,000円で12,000円相当（500円券×24枚）

平尾商工連合会
『ひらぐらペイ（平尾キャッシュレス商品券）』
販売日：令和3年10月30日（土）～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）

和白商工連合会
『和白商工連合会 プレミアム付商品券』
販売日：令和3年11月1日（月）～完売まで
【2,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×12枚）

和白商工連合会
『和白ペイ』
販売日：令和3年11月1日（月）～完売まで　
【4,500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）

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）

高宮商店街振興組合
『高宮商店街 プレミアム付商品券』
販売日：令和3年11月1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）

下山門商店会
『下山門商店会得々商品券』
販売日：令和3年11月1日（月）～完売まで
【1,000冊】
5,000円で6,000円相当（500円券×12枚）

姪浜商店会連合会
『めいのはま＆マリノアシティ福岡
プレミアム商品券』
販売日：令和3年11月1日（月）～令和3年11月３日（水・祝）
【5,000冊】
10,000円で12,000円相当（1,000円券×12枚）

大橋商店連合会
『大橋プレミアム商品券』
販売日：令和3年11月３日（水・祝）～令和3年11月３0日（火）
【1,000冊】
5,000円で6,000円相当（500円券×10枚、100円券×10枚）

このチャンスを見逃すな! 数量限定!!

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）

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）

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。

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）

吉塚商店連合組合
『吉塚市場リトルアジアプレミアム商品券』
販売日：令和３年10月8日（金）～完売まで
【960冊】
5,000円で6,000円相当（500円券×12枚）

商業・雇用支援グループ 
TEL 092-441-2169

お問い合わせ

※販売日順
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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いかし、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

動画サイトはコチラ

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! 

個別相談のご案内 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。

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、公開しています。今後のビジネスにぜひお役立てください。

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

～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～  動画配信のご案内

個別相談申込はコチラ

会議所からのお知らせ
よかぞう
チャンネルで
配信中!

イノベーション支援講座

会議所からのお知らせ

国際取引・海外展開ミニ講座
動画配信のご案内

国際取引・海外展開ミニ講座
動画配信のご案内

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・配信しています。
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！

よかぞう
チャンネルで
配信中!

動画サイトはコチラ
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労務Q&A

から、支給期間を通算して1年6カ月経過した時点まで
（支給期間での通算）へ変更となります。
　　　
3人に1人の割合の人が病気の治療をしながら仕事を
両立しているという現状に、病気治療と仕事の両立支援
の重要性を考慮し、法改正が行われたものと思われま
す。この改正は、2022年1月以降に傷病手当金の支給
を開始したときには、改正後の支給期間の通算が適用と
なります。2022年1月より前に傷病手当金を受給してい
る人については、2021年12月31日において、支給を始
めた日から暦の通算で1年6カ月経過していない場合が
適用となります。

3．支給額
1日当たりの支給額は、原則、支給開始日の属する月
以前直近12カ月間の各標準報酬月額を平均した額の30
分の1に相当する額の3分の2に相当する額となります。
ただし、「報酬」の全部または一部を受けることができる
場合はその間、傷病手当金の額が高い場合には、差額
は支給されます。ここでいう報酬は、賃金、給料など、
労働の対償として受けるすべてのものをいいますが、臨時
に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものは除か
れます。3月を超える期間ごとに受けるものは賞与とさ
れ、ご質問いただいた賞与は調整の対象外となりますの
で、賞与が支給されても、調整されることなく傷病手当
金は支給されます。

法改正による内容やその他、健康保険制度について
も、社会保険労務士にご相談ください。

会社の健康診断で、病気が見つかり、
今後治療のため休職し、傷病手当金の受
給を考えている従業員がいます。本人より

「入院や治療で会社を休むことになりそうです。もうすぐ
傷病手当金の支給期間が通算されるようになると聞いた
のですが、復職しても、悪化したらまた申請をしてもら
えますか」と言われました。今後、通算して申請ができ
るようになるのでしょうか。
また、当社では、年に3回賞与支給があり、減額して

いるものの休職している従業員にも賞与を支給するかも
しれません。その場合は、調整の対象となるのでしょう
か。

健康保険における傷病手当金は、現状、
支給開始日から起算して暦日数で「1年6カ
月」を上限に支給されることとなっていま

す。しかし、健康保険法が改正され、2022年1月1日
より、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その
分の期間を延長して支給を受けられるよう支給期間を通
算して支給することになります。詳しくみていきましょう。

1．傷病手当金とは
健康保険等の被保険者が業務災害以外のケガや疾病

で労務不能で療養のために労務に服することができず仕
事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
4日以上仕事を休んでいることが必要であり、療養の

ために連続して3日以上仕事を休んだ後（待機期間）4日
目以降の仕事を休んだ日について支給されます。

2．支給期間
改正前は、支給を始めた日から最長1年6カ月の間

（暦での通算）ですが、法改正により、2022年1月1日

A

Q

傷病手当金の支給期間の通算
及び調整について

福岡県社会保険労務士会　中原 正晴
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労務Q&A

から、支給期間を通算して1年6カ月経過した時点まで
（支給期間での通算）へ変更となります。
　　　
3人に1人の割合の人が病気の治療をしながら仕事を
両立しているという現状に、病気治療と仕事の両立支援
の重要性を考慮し、法改正が行われたものと思われま
す。この改正は、2022年1月以降に傷病手当金の支給
を開始したときには、改正後の支給期間の通算が適用と
なります。2022年1月より前に傷病手当金を受給してい
る人については、2021年12月31日において、支給を始
めた日から暦の通算で1年6カ月経過していない場合が
適用となります。

3．支給額
1日当たりの支給額は、原則、支給開始日の属する月
以前直近12カ月間の各標準報酬月額を平均した額の30
分の1に相当する額の3分の2に相当する額となります。
ただし、「報酬」の全部または一部を受けることができる
場合はその間、傷病手当金の額が高い場合には、差額
は支給されます。ここでいう報酬は、賃金、給料など、
労働の対償として受けるすべてのものをいいますが、臨時
に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものは除か
れます。3月を超える期間ごとに受けるものは賞与とさ
れ、ご質問いただいた賞与は調整の対象外となりますの
で、賞与が支給されても、調整されることなく傷病手当
金は支給されます。

法改正による内容やその他、健康保険制度について
も、社会保険労務士にご相談ください。

会社の健康診断で、病気が見つかり、
今後治療のため休職し、傷病手当金の受
給を考えている従業員がいます。本人より

「入院や治療で会社を休むことになりそうです。もうすぐ
傷病手当金の支給期間が通算されるようになると聞いた
のですが、復職しても、悪化したらまた申請をしてもら
えますか」と言われました。今後、通算して申請ができ
るようになるのでしょうか。
また、当社では、年に3回賞与支給があり、減額して
いるものの休職している従業員にも賞与を支給するかも
しれません。その場合は、調整の対象となるのでしょう
か。

健康保険における傷病手当金は、現状、
支給開始日から起算して暦日数で「1年6カ
月」を上限に支給されることとなっていま

す。しかし、健康保険法が改正され、2022年1月1日
より、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その
分の期間を延長して支給を受けられるよう支給期間を通
算して支給することになります。詳しくみていきましょう。

1．傷病手当金とは
健康保険等の被保険者が業務災害以外のケガや疾病
で労務不能で療養のために労務に服することができず仕
事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
4日以上仕事を休んでいることが必要であり、療養の
ために連続して3日以上仕事を休んだ後（待機期間）4日
目以降の仕事を休んだ日について支給されます。

2．支給期間
改正前は、支給を始めた日から最長1年6カ月の間

（暦での通算）ですが、法改正により、2022年1月1日

A

Q

傷病手当金の支給期間の通算
及び調整について

福岡県社会保険労務士会　中原 正晴

法律Q&A

意が必要です。

⑵効能効果・安全性を保証する表現や最大級表現の禁止
化粧品の効能効果や安全性に関して、万人に対して確
実に保証するような表現や、最大級の表現を用いること
は禁止されています。
保証表現としては、「安全性は確認済み」「赤ちゃんにも
安心」等の表現、最大級の表現としては「最高の効果」
「絶対安全」等の表現がこれにあたります。

⑶他社製品の誹謗や比較広告の禁止
他社製品を誹謗したり、他社製品と比較したりする広
告は、自社の製品が優れていることを保証することにつ
ながるため、禁止されています。

3．最後に
今回は化粧品広告における代表的な注意点のみを紹介
しましたが、薬機法などに違反すると措置命令や課徴金
などの制裁を受ける場合もあるため事前のチェックは欠
かせません。
福岡県弁護士会では、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。

化粧品やコスメの広告宣伝に関して注意
すべき点はありますか。

薬機法や景品表示法などの法律により
様々な規制がなされているため、これらに
抵触しない表現にする必要があります。

化粧品広告において最低限知っておきたい注意点を
紹介します。

1．薬機法における「化粧品」の定義
「化粧品」とは、概ね、「人の身体を清潔にし、美化し、
魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健や
かに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似
する方法で使用されることが目的とされている物で、人
体に対する作用が緩和なものをいう。」とされています。
これに該当するものは幅広く、メイクアップ製品やスキ

ンケア製品はもちろん、シャンプーや歯磨き製品なども
含まれます。

2．化粧品広告における注意点
⑴効能効果の表現の範囲の限定
化粧品の効能効果として表現できる範囲は、薬機法の

解釈基準である「医薬品等適正広告基準」により、56項
目に限られています。
56項目中の「乾燥による小ジワを目立たなくする。」と

いう効能について表現例を挙げると、「うるおい効果が小
ジワを目立たなくします」はＯＫですが、「小ジワを防いで
美しい肌を育てます」はＮＧです。後者には、「乾燥によ
る」「目立たなくする」という意味が含まれないためです。
また、使用体験談という形であっても、この５６項目

に該当しない効能効果の表現は禁止されていますので注

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　小林 由佳

Q

化粧品広告の注意点
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セキュリティー対策

中 小 企 業 の

■事例②
広島県・製造業
金属材料の熱処理や、機械部品の製作および切削加

工・研磨加工を行っている。取引先の大手自動車メーカー
から定期的にセキュリティー対策状況の問い合わせを受け
ていたため、対策強化の必要性を感じ、指導を受けた。
現場目線で取り組めるセキュリティー対策を検討し、ＩＰＡ

が提供するひな形をベースとした「情報セキュリティハンド
ブック」を作成した。例えば、裏紙の利用に関する廃棄
ルールとして「個人名や金額の記載があるものは溶解処理
に分別する」など具体的な例を挙げるようにした。また、
策定した改善項目は、緊急度、重要度、難易度の観点で
重み付けを行い、実行計画の優先順位を決めた。
今回の指導を受けて、懸念事項であった、各工場で働

く従業員への情報セキュリティー教育を強化することがで
きた。

規模や業種で異なる課題
事例集では前述の２事例の詳細のほか、福祉サービス業

やＩＴサービス業、士業、商工会議所などの取り組み事例
が掲載されている。企業規模や業種・業態により課題は
異なるが、自社の取り組みの参考になる点は多い。ＩＰＡの
ウェブサイトにて公開されているので、指導要領（指導ツー
ル）と併せて活用してほしい。
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）

安全確保へ専門家を派遣
経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）

は２０１９年度から20年度にかけて、全国の中小企業を対
象に、地域で活躍している情報処理安全確保支援士など
のセキュリティーの専門家を１社当たり４回派遣し、リスク
の洗い出し、セキュリティー基本方針の策定、関連規定や
手順書の策定までを指導する「情報セキュリティマネジメン
ト指導業務」を実施した。
同事業を通じて、中小企業においてセキュリティー対策

に係る人的・資金的なリソース不足という課題が明らかに
なるとともに、指導要領（指導ツール）の有効性などを確認
することができた。また、指導先企業へヒアリング調査を
行い、他の中小企業の参考になる取り組みをまとめた「セ
キュリティマネジメント指導事例集」を作成した。
事例集では、指導を受けた中小企業の情報セキュリ

ティー上で感じていた課題や、解決のために取り組んだ内
容、工夫した点、使用したツールなどが掲載されている。
ここでは事例集に掲載された二つの事例を紹介する。
■事例①
新潟県・小売業
コーヒーの加工販売やカフェの営業のほか、コーヒー器

具やギフトなどをオンラインストアで販売している。デジタ
ル化された顧客データが蓄積されていく中で、セキュリ
ティー対策強化の必要性を感じており指導を受けた。
「５分でできる！情報セキュリティ自社診断」で対策状況
を診断した結果、パスワードに関する認識が不足している
ことが分かり、ＩＰＡのウェブサイト「チョコっとプラスパス
ワード」を利用して、パスワード設定を安全に運用するよう
周知を行った。また、パソコンやタブレット、無線ＬＡＮ
などのＩＴ機器やＢＹＯＤ（私物機器の業務利用）につい
て、利用ルールが未整備だったので、整備を進めた。
今回の指導を受けて、ＩＴ・セキュリティー担当者を配置

し、対策実行を担ってもらうこととした。また、経営者自
ら四半期に１回はレビューを行い、従業員への着実な啓発
活動などを実施していきたいと考えている。

指導事例の活用を

セキュリティマネジメント指導事例集
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セキュリティー対策

中 小 企 業 の
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広島県・製造業
金属材料の熱処理や、機械部品の製作および切削加

工・研磨加工を行っている。取引先の大手自動車メーカー
から定期的にセキュリティー対策状況の問い合わせを受け
ていたため、対策強化の必要性を感じ、指導を受けた。
現場目線で取り組めるセキュリティー対策を検討し、ＩＰＡ

が提供するひな形をベースとした「情報セキュリティハンド
ブック」を作成した。例えば、裏紙の利用に関する廃棄
ルールとして「個人名や金額の記載があるものは溶解処理
に分別する」など具体的な例を挙げるようにした。また、
策定した改善項目は、緊急度、重要度、難易度の観点で
重み付けを行い、実行計画の優先順位を決めた。
今回の指導を受けて、懸念事項であった、各工場で働

く従業員への情報セキュリティー教育を強化することがで
きた。

規模や業種で異なる課題
事例集では前述の２事例の詳細のほか、福祉サービス業

やＩＴサービス業、士業、商工会議所などの取り組み事例
が掲載されている。企業規模や業種・業態により課題は
異なるが、自社の取り組みの参考になる点は多い。ＩＰＡの
ウェブサイトにて公開されているので、指導要領（指導ツー
ル）と併せて活用してほしい。
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）

安全確保へ専門家を派遣
経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）

は２０１９年度から20年度にかけて、全国の中小企業を対
象に、地域で活躍している情報処理安全確保支援士など
のセキュリティーの専門家を１社当たり４回派遣し、リスク
の洗い出し、セキュリティー基本方針の策定、関連規定や
手順書の策定までを指導する「情報セキュリティマネジメン
ト指導業務」を実施した。
同事業を通じて、中小企業においてセキュリティー対策

に係る人的・資金的なリソース不足という課題が明らかに
なるとともに、指導要領（指導ツール）の有効性などを確認
することができた。また、指導先企業へヒアリング調査を
行い、他の中小企業の参考になる取り組みをまとめた「セ
キュリティマネジメント指導事例集」を作成した。
事例集では、指導を受けた中小企業の情報セキュリ

ティー上で感じていた課題や、解決のために取り組んだ内
容、工夫した点、使用したツールなどが掲載されている。
ここでは事例集に掲載された二つの事例を紹介する。
■事例①
新潟県・小売業
コーヒーの加工販売やカフェの営業のほか、コーヒー器

具やギフトなどをオンラインストアで販売している。デジタ
ル化された顧客データが蓄積されていく中で、セキュリ
ティー対策強化の必要性を感じており指導を受けた。
「５分でできる！情報セキュリティ自社診断」で対策状況
を診断した結果、パスワードに関する認識が不足している
ことが分かり、ＩＰＡのウェブサイト「チョコっとプラスパス
ワード」を利用して、パスワード設定を安全に運用するよう
周知を行った。また、パソコンやタブレット、無線ＬＡＮ
などのＩＴ機器やＢＹＯＤ（私物機器の業務利用）につい
て、利用ルールが未整備だったので、整備を進めた。
今回の指導を受けて、ＩＴ・セキュリティー担当者を配置

し、対策実行を担ってもらうこととした。また、経営者自
ら四半期に１回はレビューを行い、従業員への着実な啓発
活動などを実施していきたいと考えている。

指導事例の活用を

セキュリティマネジメント指導事例集

ジャンルが登場してきそうです。例えば「衣」の
分野では、着脱が楽で汚れやしわにも強く、軽
くて扱いやすいものなどが必要になるでしょう。
これまで作業着の店として知られていたワーク
マンが若い女性向けに「おしゃれ」を加味して
ヒットしたように、ハイシニア向けに、機能性
だけではない「何か」を加えた衣料も出てきそう
です。

また、「食」の分野では栄養バランスはもちろ
ん、あまり硬いものやかみ切るのに苦労しない
もの、飲み込みやすいものが求められるでしょ
う。例えば、調理に時間がかからず、火を使わ
なくてもおいしく食べられるものなどが広まるで
しょう。

「住」の分野も便利で危険のない設計であり、
運動能力が衰えないように工夫された住まいが
普及するでしょう。先に挙げたＩＴやセンシング
技術、ＡＩの進化との応用で、生活しながら健
康管理の情報を住宅が吸い上げて分析し、適
切なアドバイスをくれたり、必要な関係先に連
絡をしてくれたりするようになると思います。

全体として優しく穏やかな性質を持つモノや
サービスが求められそうですが、より高齢化が
進んでいる地方からの発想による商品開発が
有効だと考えます。ハイシニア向け市場は、地
方の中小企業に大きなビジネスチャンスをもたら
す可能性があるでしょう。

世界中が新型コロナウイルス感染症に立ち向
かっている一方で、医療分野で注目されている
動きの一つに「老化制御」があります。人間の
細胞レベルの研究が進んだこともあり、加齢に
よる体の老化を人為的に遅らせようというもの
です。大ざっぱにいうと、古くなって機能が低
下した細胞や、さまざまな要因で損傷した細胞
が新しく健康なものに置き換わるのを促進する
ことで若さを保つ、という考えです。

すでにこうした機能を持つサプリメントなど
が世に出ています。また、さまざまな運動法
や栄養摂取などに関する研究も進化して、徐々
に世の中に知られ始めています。こうしたこと
により、寿命が延びて人生１００年時代も夢で
はないといわれるようになってきました。

世界保健機関（ＷＨＯ）が発表した２０２１年
版の世界保健統計によると、日本の平均寿命
は男女平均で84.３歳（男性81.５歳、女性86.
９歳）と、世界で最も長くなっています。これ
が今後さらに10年以上延びる可能性が出てく
ることになります。

 多くの人の寿命が１００年になると、どんな
世の中になり、どんなモノやサービスが求めら
れるようになるのか、興味が湧いてきます。日
本は、世界の中で高齢化先進国なので、ここ
で開発された高齢者向けのモノやサービスは、
遅れて需要が高まる世界市場に広がっていく可
能性があるといえます。今後テクノロジーはま
すます進化するでしょう。例えば自動運転やド
ローン配送といった社会インフラ、情報通信
ネットワークの高速化とＡＩ（人工知能）など応
用範囲の拡大もあるでしょう。

衣食住、それぞれの分野で従来の「シニア向
け」よりもさらに高齢の「ハイシニア向け」の
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日経ＢＰ総合研究所 上席研究員。１９８６
年筑波大学大学院理工学研究科修士課程
修了。同年日本経済新聞社入社。ＩＴ分野、
経営分野、コンシューマ分野の専門誌編
集部を経て現職。全国の自治体・商工会
議所などで地域活性化や名産品開発のコ
ンサルティング、講演を実施。消費者起点
をテーマにヒット商品育成を支援している。
著書に『地方発ヒットを生む　逆算発想の
ものづくり』（日経ＢＰ社）。
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若手社員・中堅社員向け

福商実務研修講座（10月後半・11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!

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱就面　代表取締役　松田剛次氏

仕事がまわる！成果につながる！
伝わる話し方講座

□ 上司部下間・他部署間のコミュニケーショントラブルをなくす
□ お客様や関係者にわかりやすく提案・説明するスキルを習得する

●対人関係能力

10/28
（木）

POINT

会 特 一

【時　間】10:00～16:30　【受講料】　  ：19,800円　   ：39,600円
【対　象】経営者・経営幹部、人事総務担当者

問題社員の指導･対処法講座10/29
（金）

会

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱レゾンデートル　代表取締役　髙原優子氏

ムリ・ムダ・ムラを無くす
業務効率化基礎講座

□ 業務効率化の意義と進め方のポイントを押さえる
□ 企業理念を踏まえ、自分自身が目指すべき姿に到達するためのムダ削減を目指す

●業務遂行能力

11/9
（火）

POINT

会 特 一

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円　   ：15,720円
【講　師】EnergyWorks　代表　梶本由美氏

女性リーダー・中堅社員のための
自分の強みを活かすマネジメント研修

□ 自分の強みをマネジメントに活かす
□ 自分自身のキャリアを前向きに捉え、自信をもってリーダーシップを発揮できる

●対人関係能力

11/16
（火）

POINT

会 特 一

管理職向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱インフィニティア　代表取締役　中山直樹氏

課題解決型プロジェクトのプランニングとマネジメント
入門講座－プロジェクトの企画と管理・基礎編－

□ 目的達成のため、計画立案～実行管理が担える人材を育成
□ 効率的に業務を管理し成功に導くスキルを習得

●概念化能力

10/19
（火）

POINT

会 特 一

経営幹部・経営者向け

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円　   ：15,720円
【講　師】NBCコンサルタンツ㈱福岡支社　統括支社長　市山智孝氏

会社の未来を強くする！
組織強化と次世代幹部育成講座

□ 次世代幹部育成のため、育成側（経営者・経営幹部）に必要な2つの視点を理解する
□ 人が成長するメカニズムやロジックを学び、自社の幹部・リーダー育成に活かす

11/5
（金）

POINT

会 特 一

経理向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】社会保険労務士法人COMMITMENT　社会保険労務士　半仁田高光氏

給与計算と年末調整の
実務基礎講座

□ スムーズな年末調整業務に向けて要点をおさえる
□ 法改正に関する情報を交え、新任担当者にもわかりやすく解説

10/21
（木）

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。

オンライン講座メニュー追加！

一

【時　間】10:00～16:30　【受講料】　  ：19,800円　   ：39,600円
【対　象】経営者・後継者、経営幹部の方、経営手法を改善して売上利益を伸ばしたい方

売上予算必達のマネジメント講座10/28
（木）

会 一

【時　間】13:00～16:30　【受講料】　  ：11,000円　   ：22,000円
【対　象】若手・中堅社員、ビジネスモラル・コンプライアンスの基礎を学びたい方

ビジネスモラル＆コンプライアンス
基礎講座

10/27
（水）

会 一

【時　間】13:00～16:30　【受講料】　  ：14,300円　   ：28,600円
【対　象】管理職、係長、主任クラス

IPランドスケープを活用した
経営・新規事業・知財戦略講座

11/8
（月）

会 一

【時　間】13:00～16:30　【受講料】　  ：14,300円　   ：28,600円
【対　象】部下や後輩を持つ中堅社員の方、チームを持つ管理職、管理職候補の方

「自ら考え動く」チームづくり講座11/4
（木）

会 一

東京商工会議所主催
オンライン講座（ライブ配信）

●この他のラインナップは福岡商工会議所HPをご覧ください。
●会員料金適用のためには、「①福岡商工会議所 会
員であること、②福岡商工会議所経由でのお申し込
み」が必須となります。

●キャンセル規定等は、本講座主催者である東京商工会
議所のものが適用されます。事前にご確認ください。

テレワークでも
研修可能！

リアルタイムでも
質問できる！

オンラインでも
グループワーク！

※講座によって座学中心のものもございます

対面

対面

対面

対面

対面

対面

NEW

オン
ライン

研修講座・検定情報
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若手社員・中堅社員向け

福商実務研修講座（10月後半・11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!

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱就面　代表取締役　松田剛次氏

仕事がまわる！成果につながる！
伝わる話し方講座

□ 上司部下間・他部署間のコミュニケーショントラブルをなくす
□ お客様や関係者にわかりやすく提案・説明するスキルを習得する

●対人関係能力

10/28
（木）

POINT

会 特 一

【時　間】10:00～16:30　【受講料】　  ：19,800円　   ：39,600円
【対　象】経営者・経営幹部、人事総務担当者

問題社員の指導･対処法講座10/29
（金）

会

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱レゾンデートル　代表取締役　髙原優子氏

ムリ・ムダ・ムラを無くす
業務効率化基礎講座

□ 業務効率化の意義と進め方のポイントを押さえる
□ 企業理念を踏まえ、自分自身が目指すべき姿に到達するためのムダ削減を目指す

●業務遂行能力

11/9
（火）

POINT

会 特 一

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円　   ：15,720円
【講　師】EnergyWorks　代表　梶本由美氏

女性リーダー・中堅社員のための
自分の強みを活かすマネジメント研修

□ 自分の強みをマネジメントに活かす
□ 自分自身のキャリアを前向きに捉え、自信をもってリーダーシップを発揮できる

●対人関係能力

11/16
（火）

POINT

会 特 一

管理職向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱インフィニティア　代表取締役　中山直樹氏

課題解決型プロジェクトのプランニングとマネジメント
入門講座－プロジェクトの企画と管理・基礎編－

□ 目的達成のため、計画立案～実行管理が担える人材を育成
□ 効率的に業務を管理し成功に導くスキルを習得

●概念化能力

10/19
（火）

POINT

会 特 一

経営幹部・経営者向け

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円　   ：15,720円
【講　師】NBCコンサルタンツ㈱福岡支社　統括支社長　市山智孝氏

会社の未来を強くする！
組織強化と次世代幹部育成講座

□ 次世代幹部育成のため、育成側（経営者・経営幹部）に必要な2つの視点を理解する
□ 人が成長するメカニズムやロジックを学び、自社の幹部・リーダー育成に活かす

11/5
（金）

POINT

会 特 一

経理向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】社会保険労務士法人COMMITMENT　社会保険労務士　半仁田高光氏

給与計算と年末調整の
実務基礎講座

□ スムーズな年末調整業務に向けて要点をおさえる
□ 法改正に関する情報を交え、新任担当者にもわかりやすく解説

10/21
（木）

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。

オンライン講座メニュー追加！

一

【時　間】10:00～16:30　【受講料】　  ：19,800円　   ：39,600円
【対　象】経営者・後継者、経営幹部の方、経営手法を改善して売上利益を伸ばしたい方

売上予算必達のマネジメント講座10/28
（木）

会 一

【時　間】13:00～16:30　【受講料】　  ：11,000円　   ：22,000円
【対　象】若手・中堅社員、ビジネスモラル・コンプライアンスの基礎を学びたい方

ビジネスモラル＆コンプライアンス
基礎講座

10/27
（水）

会 一

【時　間】13:00～16:30　【受講料】　  ：14,300円　   ：28,600円
【対　象】管理職、係長、主任クラス

IPランドスケープを活用した
経営・新規事業・知財戦略講座

11/8
（月）

会 一

【時　間】13:00～16:30　【受講料】　  ：14,300円　   ：28,600円
【対　象】部下や後輩を持つ中堅社員の方、チームを持つ管理職、管理職候補の方

「自ら考え動く」チームづくり講座11/4
（木）

会 一

東京商工会議所主催
オンライン講座（ライブ配信）

●この他のラインナップは福岡商工会議所HPをご覧ください。
●会員料金適用のためには、「①福岡商工会議所 会
員であること、②福岡商工会議所経由でのお申し込
み」が必須となります。

●キャンセル規定等は、本講座主催者である東京商工会
議所のものが適用されます。事前にご確認ください。

テレワークでも
研修可能！

リアルタイムでも
質問できる！

オンラインでも
グループワーク！

※講座によって座学中心のものもございます

対面

対面

対面

対面

対面

対面

NEW

オン
ライン

研修講座・検定情報
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もうすぐ開催される検定試験はこちら！

日商簿記

検定対策講座
各種検定試験の対策講座を行っています。ぜひご活用ください。
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

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います。
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。

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）

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）

■申込締切／10月21日（木）

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）

■申込締切／10月13日（水）

直前講座オン
ライン 対面

■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

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

・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。
　詳しくは検定・企業研修グループまでお問い合せください。（tel：092-441-2189）

福祉住環境コーディネーター

BATIC（国際会計検定試験）

環境社会検定試験（eco検定）

検定名 級 回 団体情報登録期間 申込期間 試験期間 受験料（税込）

2・3級

―

―

第47回

第42回

第31回

10月8日（金）
～10月19日（火）

11月1日（月）
～12月6日（月）

11月15日（月）
～12月13日（月）

2級：7,700円
3級：5,500円

5,500円

ビジネス実務法務

福祉住環境コーディネーター

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

1級

1級

第50回

第47回
12月5日（日）10月12日（火）～11月5日（金） 12,100円

■IBT方式

■会場集合型の統一試験

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。

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。

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。

団体申込のメリット

詳しくは
こちら!

研修講座・検定情報
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もうすぐ開催される検定試験はこちら！

日商簿記

検定対策講座
各種検定試験の対策講座を行っています。ぜひご活用ください。
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

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います。
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。

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）

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）

■申込締切／10月21日（木）

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）

■申込締切／10月13日（水）

直前講座オン
ライン 対面

■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

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

・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。
　詳しくは検定・企業研修グループまでお問い合せください。（tel：092-441-2189）

福祉住環境コーディネーター

BATIC（国際会計検定試験）

環境社会検定試験（eco検定）

検定名 級 回 団体情報登録期間 申込期間 試験期間 受験料（税込）

2・3級

―

―

第47回

第42回

第31回

10月8日（金）
～10月19日（火）

11月1日（月）
～12月6日（月）

11月15日（月）
～12月13日（月）

2級：7,700円
3級：5,500円

5,500円

ビジネス実務法務

福祉住環境コーディネーター

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

1級

1級

第50回

第47回
12月5日（日）10月12日（火）～11月5日（金） 12,100円

■IBT方式

■会場集合型の統一試験

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。

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。

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。

団体申込のメリット

詳しくは
こちら!

研修講座・検定情報

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 11月24日（水）
　　　　 12月22日（水）
令和4年 1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

※対面型ご参加の方は、マスク着用をお願いいたします。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、対面型での実施は中止
とさせていただく場合もございます。その際にはオンラインでのご
参加をお願いいたします。

令和3年10/26● 13:30～16:00火
オン
ライン

同時開催

対面

お問い合わせ／福岡県プロフェッショナル人材センター　TEL 092-622-8822

福岡県プロフェッショナル人材
戦略拠点セミナー

伝統と改革の
狭間の
人材育成

【主催】福岡県／福岡商工会議所／
福岡県中小企業団体中央会／
福岡県プロフェッショナル人材センター

【後援】日刊工業新聞社／福岡県ものづくり中小企業推進会議

■内　容／詳細は同封のチラシをご確認ください。
■参加費／無料
■対象者／経営者・人事担当者
■申込み／同封のチラシまたは以下QR画像より
　　　　　お申し込みください。
■締　切／ 10月18日（月）

■場所・定員

JR博多シティ会議室（10F大会議室）
定員50社（各社2名まで）

①対面型

WEB会議ツール「Zoom」
定員80社

②オンライン

■日時

■講師

福岡県ものづくり中小企業推進会議
会長 松本 茂樹 氏
（松本工業株式会社 代表取締役社長 ＣＥＯ）

１９９２年の社長就任以来、「時代の変化への対応力」と「人材の育成（ひ
とづくり）」をブレない経営理念とし、持続的な成長を続けて来られた松本
工業（株）の松本茂樹社長に、その想い (心 )と実践事例を語って頂きます。
「経営者のしごととは何か？！」「社員にとって感動ある人生とは？！」そし
て最後に、現在最も注目を集めている DX について、IT エンジニアの育成
を切り口に考えをお聞かせ頂ける、大変楽しみなセミナーです。どうぞ奮っ
てご参加下さい。
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Step1 Step2 Step3リカレント教育とは、教育機関（義務教育～大学等）
を卒業した社会人が、必要に応じて繰り返し「学び直
し」を行える教育システムのことです。現在は、大学等
の教育機関をはじめ、様々な企業や団体でリカレント教
育の取り組みが実施され、地域の取り組みにリカレント
教育を掲げる自治体も出てきています。
企業においても、従来の研修の枠組みを越え、リカ
レントの機会を人材育成や確保に活用するなど、これか
らの人生100年時代を新たなチャレンジ機会として、 
「学び直し」に注目が集まっています。

注目を集めるリカレント教育

福岡で広がる社会人の学び直しと
福商リカレントプログラム

人生100年時代と言われる昨今、皆様はどのように将来を描いていますか。
企業にとっての「人材育成」。個人にとっての「自己実現」や「キャリア形成」。「個人」と「企業・組織・社会」との関わ

りが、これまで以上に長くなる人生100年時代に適応し、ライフステージの各段階で活躍していく。そうした人材で
あるために注目を集めているのが、リカレント教育（社会人の学び直し）です。
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や講座に加え、リカレント（社会人の学び直し）に意欲ある

方々を対象としたセミナーや講座を開催しています。

リカレント教育とは

リカレントは、「社会人の学び直し」という言葉で表現されますが、その学び直しが指す中身は、今後求められる知識
やスキルの獲得につながる内容が多く、福岡でも様々な取り組みがなされています。

福岡で広がるリカレント

福商リカレントプログラムがスタート

リカレント教育について

講座の様子

※リカレントセミナーのみ、講座のみ、キャリアアップ相談のみなどのご利用も可能です。

DXセミナー

福岡未来創造プラットフォームリカレントカフェ SDGs講座

当所と九州産業大学共催で実施した
webデザイン基礎講座

●「人生100年時代」や「DX」、「働き方
改革」や「SDGs」など、話題の社会課
題をテーマにしたリカレント講座

●webデザインの考え方と手法を学べる
実践講座

●将来のキャリアを考え、気付きを得る
対話の場としてもリカレント教育は活用
されています

“福商リカレントプログラム”とは

・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！

①知識を深めるセミナー、②スキルを磨く講座、③就職にあたっての課題を解決するキャリアアップ相談の３つ
で構成されており、リカレントからキャリアアップまでをワンストップで応援します。

福商リカレントプログラムの特徴

8月24日（火）にリカレントセミナー「withコロナ
時代に活躍できる働き方」を実施しました。
セミナーでは、教育研修・就職採用支援のプロを

講師に招き、人生100年時代における多様な働き方
や、昨今企業から求められている能力・スキルにつ
いて説明いただきました。

第一弾のリカレントセミナーを開催！

・自分について考えることができた。
・経験に基づいたお話を聞けた。
・再確認の部分もあったが、今後の参考になった。

・人生が変わる考え方や、自分自身を知るきっかけ
となり、いつものセミナーと違って得たものが多
かった。

受講者の声

当所は、引き続き福岡のリカレントを推進してまいります。
セミナー、講座情報も続 ！々リカレントの取り組みについてもっと知りたい方はこちら！

人生１００年時代、withコロナ時代において、知識やスキルをさらに高めて組織で活躍したい。学び直して
これからの就職や復職につなげたい。そんな次につながる学びを応援するプログラムです。

当所では、令和３年度の新たな取り組みとして、学び直した社会人のさらなる活躍を後押しする「福商リカレントプロ
グラム」を実施しています。

リカレントセミナー

人生100年時代の働き方を知る

リカレント講座

自分の力を更に高め、企業にアピールできる能力を身につけよう

就職・復職に向けた
キャリアアップ相談

キャリア開発のプロがサポート！

※個人・法人を問わずご参加可能です。

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
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Step1 Step2 Step3リカレント教育とは、教育機関（義務教育～大学等）
を卒業した社会人が、必要に応じて繰り返し「学び直
し」を行える教育システムのことです。現在は、大学等
の教育機関をはじめ、様々な企業や団体でリカレント教
育の取り組みが実施され、地域の取り組みにリカレント
教育を掲げる自治体も出てきています。
企業においても、従来の研修の枠組みを越え、リカ
レントの機会を人材育成や確保に活用するなど、これか
らの人生100年時代を新たなチャレンジ機会として、 
「学び直し」に注目が集まっています。

注目を集めるリカレント教育

福岡で広がる社会人の学び直しと
福商リカレントプログラム

人生100年時代と言われる昨今、皆様はどのように将来を描いていますか。
企業にとっての「人材育成」。個人にとっての「自己実現」や「キャリア形成」。「個人」と「企業・組織・社会」との関わ
りが、これまで以上に長くなる人生100年時代に適応し、ライフステージの各段階で活躍していく。そうした人材で
あるために注目を集めているのが、リカレント教育（社会人の学び直し）です。
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や講座に加え、リカレント（社会人の学び直し）に意欲ある
方々を対象としたセミナーや講座を開催しています。

リカレント教育とは

リカレントは、「社会人の学び直し」という言葉で表現されますが、その学び直しが指す中身は、今後求められる知識
やスキルの獲得につながる内容が多く、福岡でも様々な取り組みがなされています。

福岡で広がるリカレント

福商リカレントプログラムがスタート

リカレント教育について

講座の様子

※リカレントセミナーのみ、講座のみ、キャリアアップ相談のみなどのご利用も可能です。

DXセミナー

福岡未来創造プラットフォームリカレントカフェ SDGs講座

当所と九州産業大学共催で実施した
webデザイン基礎講座

●「人生100年時代」や「DX」、「働き方
改革」や「SDGs」など、話題の社会課
題をテーマにしたリカレント講座

●webデザインの考え方と手法を学べる
実践講座

●将来のキャリアを考え、気付きを得る
対話の場としてもリカレント教育は活用
されています

“福商リカレントプログラム”とは

・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！

①知識を深めるセミナー、②スキルを磨く講座、③就職にあたっての課題を解決するキャリアアップ相談の３つ
で構成されており、リカレントからキャリアアップまでをワンストップで応援します。

福商リカレントプログラムの特徴

8月24日（火）にリカレントセミナー「withコロナ
時代に活躍できる働き方」を実施しました。
セミナーでは、教育研修・就職採用支援のプロを
講師に招き、人生100年時代における多様な働き方
や、昨今企業から求められている能力・スキルにつ
いて説明いただきました。

第一弾のリカレントセミナーを開催！

・自分について考えることができた。
・経験に基づいたお話を聞けた。
・再確認の部分もあったが、今後の参考になった。

・人生が変わる考え方や、自分自身を知るきっかけ
となり、いつものセミナーと違って得たものが多
かった。

受講者の声

当所は、引き続き福岡のリカレントを推進してまいります。
セミナー、講座情報も続 ！々リカレントの取り組みについてもっと知りたい方はこちら！

人生１００年時代、withコロナ時代において、知識やスキルをさらに高めて組織で活躍したい。学び直して
これからの就職や復職につなげたい。そんな次につながる学びを応援するプログラムです。

当所では、令和３年度の新たな取り組みとして、学び直した社会人のさらなる活躍を後押しする「福商リカレントプロ
グラム」を実施しています。

リカレントセミナー

人生100年時代の働き方を知る

リカレント講座

自分の力を更に高め、企業にアピールできる能力を身につけよう

就職・復職に向けた
キャリアアップ相談

キャリア開発のプロがサポート！

※個人・法人を問わずご参加可能です。

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
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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、ぜひご利用ください!!
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

コロナ時代に対応した定食・弁当・お持ち帰り・
デリバリー・ネット通販の5つに対応した餃子専門店

餃子の武蔵 名島店

冷凍生餃子・焼餃子のお持ち帰りも
可能な東区名島の餃子専門店

▼

噛むと肉汁があふれ出す
こだわり国産肉餃子

て開発した【爆辛ジョロキア餃子】、にん
にく不使用で刻み生姜がたっぷり入った
【さっぱり生姜餃子】の3種類の餃子を５
つの販売方法で提供しています。

当店は2020年11月18日にコロナ時
代に対応した新しいタイプの飲食店とし
て東区の名島運動公園向かいに開店しま
した。国産食材にこだわった【こだわり
国産肉餃子】、日本一辛い餃子を目指し

餃子の武蔵 名島店
福岡市東区名島3丁目27-3
TEL：092-710-8558
https://www.gyoza-no-musashi.com/
E-mail：info@gyoza-no-musashi.com
営業内容
定休日：月曜日・第1日曜日（不定休有）
火～日：11:00～21:00（金のみ22時まで）
デリバリー・テイクアウトあり

貴社の人・商品サービスをテレビ番組取材などの
メディアを使ってPRします。まずは無料でご相談を！

エテルナクリエイティブ

ビジネス番組で貴社を特集し
ウェブサイトで発信します

▼

東京のスタッフがチームに入ります

を行ってきた実績で貴社の魅力を最大限
に引き出す取材を行い品質の高い媒体を
制作します。中小企業にこそクリエイ
ティブの力を。新しい企業様との出会い
を待っています。

　自社の求人や新規開拓などでどのよう
にアピールして良いか困っていませんか？
これまでの媒体は、どこかデザイン性に
かけていたりPRの要素が強いイメージ
がありました。我々は数千社以上の取材

エテルナクリエイティブ
福岡市中央区赤坂1-13-38
丸喜ビル３F
TEL：090-9404-1267
FAX：050-1471-7143
https://www.eternatrans.co.jp/blank-2
E-mail：aizawa@eterna-gr.co.jp
営業内容
サイトデザイン、
映像・広告・PR メディア制作

新進企業48社のビジネス展　無料の来場登録が
必要ですので情報便チラシ・URLからお申し込み下さい

新進企業のビジネス展「解決市場」㈱セブンマーケット

来場無料！10月19日 アクロス福岡
新進企業のビジネス展「解決市場」

▼

変革を担うビジネスリーダーの
『解決市場』

革ソリューションを、ブース展示やプレ
ゼンテーションにて一堂にご紹介します。
テレワークの気分転換にマスクをしたら、
ポストコロナへの情報収集にぜひアクロ
ス福岡にご来場ください。

DX&SOLUTIONをテーマに、コロ
ナを機に企業改革を進める経営者・ビジ
ネスリーダーへの情報提供を目的とした
ビジネス展です。DX改革、組織改革、
最新のデジタルプロモーションなどの変

新進企業のビジネス展「解決市場」
㈱セブンマーケット
福岡市中央区今泉1-10-21
マックビル5F
TEL：092-714-4340
FAX：092-714-4345
https://kaiketsu.market/exhibition/
E-mail：info@kaiketsu.market
営業内容
新進企業のリアル+オンラインのビジネ
ス展「解決市場」九州・山口の企業向け
PRメディア「解決市場ビジネスオンライ
ン」「解決市場PR-NEWS」

東京医科歯科大学と共同開発し、宮崎大学にて
新型コロナウイルスを99.9％不活性化を実証！

㈱アルコ

新型コロナウイルスの不活化効果を
実証！ECOSAS銀イオン水

▼

新型コロナウイルスの
除菌清掃にぜひ！

実証しています！新型コロナウイルスに対
して実証がある商品はそうありません。
クラスターや感染してしまったかたの家
やオフィスの除菌清掃にぜひお使いくだ
さい。

新型コロナウイルスに対して除菌効果
を実証している商品をご存じでしょうか。
ECOSAS銀イオン水は東京医科歯科大
学と共同開発を行い、宮崎大学にて新型
コロナウイルスに対し除菌・抗菌効果を

㈱アルコ
福岡市中央区大手門3-1-1 
大手門高木ビル2F
TEL：092-724-5500
FAX：092-724-5533
https://arco8.net
E-mail：info@arco8.net
営業内容
安全に特化し環境に負荷を与えない洗浄
クリーナー「ミラクルクリーナーZ」のメー
カーです。衛生商品等のご提案をさせて
頂いています。

グローバル人材育成のため、高校生・大学生等の留学を
オールジャパンで応援してください

文部科学省　トビタテ！留学JAPAN

『トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ』は
官民協働の国家プロジェクトです

▼

トビタテ！留学JAPAN ロゴ

を目指しています。代表的な取り組みと
して、民間からの寄附による給付型奨学
金制度『トビタテ！留学JAPAN日本代表
プログラム』により、毎年約1600名の
学生を支援しています。

トビタテ！留学JAPANは、文部科学
省をはじめ、(独)日本学生支援機構や
民間企業のオールジャパン体制で開始し
た官民協働プロジェクトです。若者の留
学機運を高め、日本の留学者数の倍増

文部科学省
トビタテ！留学JAPAN
東京都千代田区霞が関3-2-2　18F
TEL：03-6734-4923
FAX：03-6774-4936
https://tobitate.mext.go.jp/
E-mail：tobitate-private@mext.go.jp
営業内容
学生自ら留学計画を作成し、多様な実践
活動を支援。留学事前・事後の研修実
施。帰国後はコミュニティ活動等を通じ
成果を社会還元させる事業。

地下鉄七隈線薬院大通から徒歩1分！
名物はチャンピオン黒毛和牛の極上もつ鍋！

ヴィガーコーポレーション㈱

和食？洋食？彩色美食の成田屋とは？
大人の隠れ家　満を持してオープン！

▼

チャンピオン黒毛和牛の極上もつ鍋
4200円
成田屋のオススメ全部入りコース
4950円

自家製高級旨味だし「成田屋のまんまだ
し」と合わせて最上級の美味しさに！リ
ピーター続出の驚きと感動が押し寄せる
「成田屋料理」をソムリエ厳選のワインと
ともにご堪能あれ！

大人の街・薬院にある紳士淑女が集
う店【和とワイン薬院成田屋】２号店。
名物の極上もつ鍋は、和牛のオリンピッ
クと言われる全国和牛能力共進会で
総合優勝した「鹿児島黒牛」を使用！　

ヴィガーコーポレーション㈱
福岡市城南区別府1丁目17番5-102
TEL：092-519-4605
http://with-vigor.com
営業内容
■和とワイン 薬院 成田屋
■福岡市中央区薬院2-4-35-101
■0805-650-6183
■人気メニュー：極上もつ鍋、鰻玉、
フォアグラの肉じゃが、
牛すじビーフシチューなど
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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、ぜひご利用ください!!
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

コロナ時代に対応した定食・弁当・お持ち帰り・
デリバリー・ネット通販の5つに対応した餃子専門店

餃子の武蔵 名島店

冷凍生餃子・焼餃子のお持ち帰りも
可能な東区名島の餃子専門店

▼

噛むと肉汁があふれ出す
こだわり国産肉餃子

て開発した【爆辛ジョロキア餃子】、にん
にく不使用で刻み生姜がたっぷり入った
【さっぱり生姜餃子】の3種類の餃子を５
つの販売方法で提供しています。

当店は2020年11月18日にコロナ時
代に対応した新しいタイプの飲食店とし
て東区の名島運動公園向かいに開店しま
した。国産食材にこだわった【こだわり
国産肉餃子】、日本一辛い餃子を目指し

餃子の武蔵 名島店
福岡市東区名島3丁目27-3
TEL：092-710-8558
https://www.gyoza-no-musashi.com/
E-mail：info@gyoza-no-musashi.com
営業内容
定休日：月曜日・第1日曜日（不定休有）
火～日：11:00～21:00（金のみ22時まで）
デリバリー・テイクアウトあり

貴社の人・商品サービスをテレビ番組取材などの
メディアを使ってPRします。まずは無料でご相談を！

エテルナクリエイティブ

ビジネス番組で貴社を特集し
ウェブサイトで発信します

▼

東京のスタッフがチームに入ります

を行ってきた実績で貴社の魅力を最大限
に引き出す取材を行い品質の高い媒体を
制作します。中小企業にこそクリエイ
ティブの力を。新しい企業様との出会い
を待っています。

　自社の求人や新規開拓などでどのよう
にアピールして良いか困っていませんか？
これまでの媒体は、どこかデザイン性に
かけていたりPRの要素が強いイメージ
がありました。我々は数千社以上の取材

エテルナクリエイティブ
福岡市中央区赤坂1-13-38
丸喜ビル３F
TEL：090-9404-1267
FAX：050-1471-7143
https://www.eternatrans.co.jp/blank-2
E-mail：aizawa@eterna-gr.co.jp
営業内容
サイトデザイン、
映像・広告・PR メディア制作

新進企業48社のビジネス展　無料の来場登録が
必要ですので情報便チラシ・URLからお申し込み下さい

新進企業のビジネス展「解決市場」㈱セブンマーケット

来場無料！10月19日 アクロス福岡
新進企業のビジネス展「解決市場」

▼

変革を担うビジネスリーダーの
『解決市場』

革ソリューションを、ブース展示やプレ
ゼンテーションにて一堂にご紹介します。
テレワークの気分転換にマスクをしたら、
ポストコロナへの情報収集にぜひアクロ
ス福岡にご来場ください。

DX&SOLUTIONをテーマに、コロ
ナを機に企業改革を進める経営者・ビジ
ネスリーダーへの情報提供を目的とした
ビジネス展です。DX改革、組織改革、
最新のデジタルプロモーションなどの変

新進企業のビジネス展「解決市場」
㈱セブンマーケット
福岡市中央区今泉1-10-21
マックビル5F
TEL：092-714-4340
FAX：092-714-4345
https://kaiketsu.market/exhibition/
E-mail：info@kaiketsu.market
営業内容
新進企業のリアル+オンラインのビジネ
ス展「解決市場」九州・山口の企業向け
PRメディア「解決市場ビジネスオンライ
ン」「解決市場PR-NEWS」

東京医科歯科大学と共同開発し、宮崎大学にて
新型コロナウイルスを99.9％不活性化を実証！

㈱アルコ

新型コロナウイルスの不活化効果を
実証！ECOSAS銀イオン水

▼

新型コロナウイルスの
除菌清掃にぜひ！

実証しています！新型コロナウイルスに対
して実証がある商品はそうありません。
クラスターや感染してしまったかたの家
やオフィスの除菌清掃にぜひお使いくだ
さい。

新型コロナウイルスに対して除菌効果
を実証している商品をご存じでしょうか。
ECOSAS銀イオン水は東京医科歯科大
学と共同開発を行い、宮崎大学にて新型
コロナウイルスに対し除菌・抗菌効果を

㈱アルコ
福岡市中央区大手門3-1-1 
大手門高木ビル2F
TEL：092-724-5500
FAX：092-724-5533
https://arco8.net
E-mail：info@arco8.net
営業内容
安全に特化し環境に負荷を与えない洗浄
クリーナー「ミラクルクリーナーZ」のメー
カーです。衛生商品等のご提案をさせて
頂いています。

グローバル人材育成のため、高校生・大学生等の留学を
オールジャパンで応援してください

文部科学省　トビタテ！留学JAPAN

『トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ』は
官民協働の国家プロジェクトです

▼

トビタテ！留学JAPAN ロゴ

を目指しています。代表的な取り組みと
して、民間からの寄附による給付型奨学
金制度『トビタテ！留学JAPAN日本代表
プログラム』により、毎年約1600名の
学生を支援しています。

トビタテ！留学JAPANは、文部科学
省をはじめ、(独)日本学生支援機構や
民間企業のオールジャパン体制で開始し
た官民協働プロジェクトです。若者の留
学機運を高め、日本の留学者数の倍増

文部科学省
トビタテ！留学JAPAN
東京都千代田区霞が関3-2-2　18F
TEL：03-6734-4923
FAX：03-6774-4936
https://tobitate.mext.go.jp/
E-mail：tobitate-private@mext.go.jp
営業内容
学生自ら留学計画を作成し、多様な実践
活動を支援。留学事前・事後の研修実
施。帰国後はコミュニティ活動等を通じ
成果を社会還元させる事業。

地下鉄七隈線薬院大通から徒歩1分！
名物はチャンピオン黒毛和牛の極上もつ鍋！

ヴィガーコーポレーション㈱

和食？洋食？彩色美食の成田屋とは？
大人の隠れ家　満を持してオープン！

▼

チャンピオン黒毛和牛の極上もつ鍋
4200円
成田屋のオススメ全部入りコース
4950円

自家製高級旨味だし「成田屋のまんまだ
し」と合わせて最上級の美味しさに！リ
ピーター続出の驚きと感動が押し寄せる
「成田屋料理」をソムリエ厳選のワインと
ともにご堪能あれ！

大人の街・薬院にある紳士淑女が集
う店【和とワイン薬院成田屋】２号店。
名物の極上もつ鍋は、和牛のオリンピッ
クと言われる全国和牛能力共進会で
総合優勝した「鹿児島黒牛」を使用！　

ヴィガーコーポレーション㈱
福岡市城南区別府1丁目17番5-102
TEL：092-519-4605
http://with-vigor.com
営業内容
■和とワイン 薬院 成田屋
■福岡市中央区薬院2-4-35-101
■0805-650-6183
■人気メニュー：極上もつ鍋、鰻玉、
フォアグラの肉じゃが、
牛すじビーフシチューなど
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本件に関するお問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

会議所活用法

当所では、事業者のお悩みに応じて、当
所に登録された専門家を事業所に派遣し実
際の現場を見ながらアドバイスや改善提案を
行う「専門家派遣」を実施しています。
相談内容は、財務、労務、生産・仕入な

どの経営分野から、店装、陳列、ＰＯＰなど
の店舗分野まで幅広く対応しています。今回は、コロナ禍を乗り越えるため
にＩＴ活用に関する専門家派遣を活用した事例をご紹介します。

●『専門家派遣』を利用されたきっかけはなんですか？
　当店は昭和42年創業の季節をとらえた日本の催事を部屋のしつらえや膳組
に取り入れ、空間を含めたすべてのもてなしを提供することをめざす料亭です。
和食のマナー講座や、日本の伝統文化に触れる大切さを伝える『文化催事』も
行っています。その一環として、お店の建て替えから10年を記念し、建築家を
お招きして『日本の木造建築』について講座の実施を企画していました。
　コロナ禍で来店いただくことが難しい中、安心かつお気軽にご参加いただける
よう、初のオンライン配信と来店によるハイブリッド形式での開催を検討して
いましたが、オンライン配信のノウハウが無く、福岡商工会議所に必要なツール
や最適な開催方法についてご相談しました。そこで、専門家の先生をご紹介い
ただきました。

●実際に『専門家派遣』を使用していかがでしたか？
　講座をオンライン化するにあたって、具体的な準備内容、対応方法について専
門家の先生にアドバイスをいただきました。また、講座を開催する会場を実際に
見ていただき、既存設備等を確認後、購入が必要な機材の説明もありました。
必要な機材等がそろったあと、先生のご指導のもと、セッティング方法、オンラ
イン配信ツールの事前準備を含め、開催当日のシミュレーションを行いました。
　当日は、無事に講座を実施することができ、今後、オンラインで開催する際の
改善点も見えてきました。
　今回先生に指導いただいたハイブリッド形式の講座は、今後も開催し、広く日本
の文化を発信していく予定です。

今回は 専門家派遣 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

㈱嵯峨野
福岡市博多区住吉2-21-19
TEL 092-271-5745
HP：https://www.hakata-sagano.com/

専門家派遣の利用にあたっては、まずは当所の経営指導員が事業者のお悩みをヒアリングし、
課題に応じた専門家を選定します。派遣時間は１回２時間、利用回数の上限がありますので、詳しくは
お問い合わせください。
なお、新型コロナ感染拡大防止の観点から、オンラインを活用した専門家派遣にも対応しています。

まずはご相談ください。
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本件に関するお問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

会議所活用法

当所では、事業者のお悩みに応じて、当
所に登録された専門家を事業所に派遣し実
際の現場を見ながらアドバイスや改善提案を
行う「専門家派遣」を実施しています。
相談内容は、財務、労務、生産・仕入な
どの経営分野から、店装、陳列、ＰＯＰなど
の店舗分野まで幅広く対応しています。今回は、コロナ禍を乗り越えるため
にＩＴ活用に関する専門家派遣を活用した事例をご紹介します。

●『専門家派遣』を利用されたきっかけはなんですか？
　当店は昭和42年創業の季節をとらえた日本の催事を部屋のしつらえや膳組
に取り入れ、空間を含めたすべてのもてなしを提供することをめざす料亭です。
和食のマナー講座や、日本の伝統文化に触れる大切さを伝える『文化催事』も
行っています。その一環として、お店の建て替えから10年を記念し、建築家を
お招きして『日本の木造建築』について講座の実施を企画していました。
　コロナ禍で来店いただくことが難しい中、安心かつお気軽にご参加いただける
よう、初のオンライン配信と来店によるハイブリッド形式での開催を検討して
いましたが、オンライン配信のノウハウが無く、福岡商工会議所に必要なツール
や最適な開催方法についてご相談しました。そこで、専門家の先生をご紹介い
ただきました。

●実際に『専門家派遣』を使用していかがでしたか？
　講座をオンライン化するにあたって、具体的な準備内容、対応方法について専
門家の先生にアドバイスをいただきました。また、講座を開催する会場を実際に
見ていただき、既存設備等を確認後、購入が必要な機材の説明もありました。
必要な機材等がそろったあと、先生のご指導のもと、セッティング方法、オンラ
イン配信ツールの事前準備を含め、開催当日のシミュレーションを行いました。
　当日は、無事に講座を実施することができ、今後、オンラインで開催する際の
改善点も見えてきました。
　今回先生に指導いただいたハイブリッド形式の講座は、今後も開催し、広く日本
の文化を発信していく予定です。

今回は 専門家派遣 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

㈱嵯峨野
福岡市博多区住吉2-21-19
TEL 092-271-5745
HP：https://www.hakata-sagano.com/

専門家派遣の利用にあたっては、まずは当所の経営指導員が事業者のお悩みをヒアリングし、
課題に応じた専門家を選定します。派遣時間は１回２時間、利用回数の上限がありますので、詳しくは
お問い合わせください。
なお、新型コロナ感染拡大防止の観点から、オンラインを活用した専門家派遣にも対応しています。

まずはご相談ください。

乗馬クラブクレイン福岡
☎092-603-6255
福岡市東区西戸崎1-1-7
https://www.uma-crane.com/maplist/
kyushu/fukuokaken/fukuoka/
営10:00～16:00
㉁火曜日（※定休日が祝日の場合、前日が定休日となります。）

※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。

もともとは敷居が高い趣味であった乗馬を、より多くの人々に愉しんでいただきたい
との思いから、日本ではじめて“手の届きやすい価格で乗馬できるシステム”を作った
のが乗馬クラブクレインです。1971年に創業し、今年で50周年を迎えた今では、全国
36カ所のクラブを運営する日本最大の乗馬クラブです。
福岡商工会議所では、“乗馬の魅力”をより多くの人に広めるために、ビジネス情報便

（オリコミチラシ）等の広報支援サービスを活用しています。
当クラブには約1,300名の会員様が所属されており、皆さまから、お馬さんと触れ

合って、心も身体もリフレッシュできると喜んでいただいています。中には、30年く
らい乗馬を楽しんでる方もいらっしゃるほど、乗馬は生涯楽しめる趣味です！まずは、
体験でお馬さんに会ってみませんか！？ご興味のある方はぜひお問い合わせください！

福岡事業所

所長 三
好真人さん

スク
ール担当

 呼子敬春さん

市内で馬と間近に触れ合えると聞いて、今回は東区西戸崎
の「乗馬クラブクレイン福岡」さんにお邪魔し、乗馬を体験してき
ました！
まずは、乗馬時の注意点について説明を受け、書類に必要

事項を記入。そして、ヘルメット、ブーツ、衝撃を吸収するベ
ストをレンタル（有料）して、いよいよお馬さんとご対面！（名
前:ブレイブドラゴン君） 元々は競走馬だったらしく、体が大
きくてかなり迫力があります　 今回が初めての乗馬だったの
で、本当にうまく騎乗できるのか不安になりました
でも、実際に騎乗してみると、そんな心配は不要！軽く歩くと

ころから始めて、方向転換や小走りまで、30分程度の体験で
したが、お馬さんと意思疎通を図り、一体となる感覚がなんと
も快感でした 　 ただ、小走りをすると馬体がかなり揺れるの
で、落ちないようにバランスを取るのが大変 　 何でも、乗馬
は全身の筋肉を使ってバランスを取るので、普段使っていない
筋肉まで鍛えられるそうです！　 実際に、運動不足の解消を目
的に通う方もいらっしゃるとのこと。
乗馬と聞くと、身構えるかもしれませんが、インストラク

ターの方が付きっきりで懇切丁寧に教えてくれるので、ご安心
ください！乗馬に興味がある方はもちろん、馬と触れ合ってみ
たいという方も、ぜひ体験されてみてはいかがでしょうか。

手ぶらでOK！乗馬
体験

 （2,960円～・税込/30分
）

※検温・手指消毒・マスクの着用など、感染症防止対策を実施しています。

乗馬の魅力を
もっと多くの人に！

事前に注意点について説明を
受けたのち、同意書に記入します。

保険もあるので安心です！ 

博多湾を一望する
海沿いのコースが魅力的！

ホームページ 乗馬体験ご優待

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）

2021年8月〈令和3年8月〉

＊「－」については、次号に掲載予定。
＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は翌月１日現在、（※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。

＜８月の主な出来事＞
・8/2 「まん延防止等重点措置」適用（北九州市、福岡市、久留米市）
・8/8 東京2020オリンピック　閉会
・8/20 「緊急事態宣言」発令（福岡県）
・8/24 東京2020パラリンピック　開会
・8/31 天神イムズ閉館
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102.5 
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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♪

海外展開ミニ講座
こんな方にオススメ
海外企業と取引を検討している、または取引したい事業者
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～
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お問い合わせ／博多うまかもん市実行委員会事務局　TEL 092-441-1119　FAX 092-441-1149
（福岡商工会議所 産業振興部内）

〈注意事項〉主催者は、天災、事変、またはやむを得ない事由により開催が不可能になった場合は、開催を中止することがあります。イベント開催前に中止を決定し
た場合に限り、主催者は支払わなければならない経費を差し引いた後、残った金額については支払済の参加費の割合に応じて出店者に返還します。但し、中止によって
生じたその他のいかなる損失に対しても、主催者は一切責任を負わないものとします。

申込   資格

①福岡商工会議所 会員企業
②本社もしくは販売店舗が
　福岡県内に所在している事業者
〈出 店 費 用〉 40,000円（税込）
〈会場使用料〉売上金の16％（実演あり）または18％（実演なし）
〈申込方法〉WEBサイトの所定フォームよりお申込みください。
　　　　　https://www.fukunet.or.jp/uumakamon/entry/

※物産展の開催に伴う「新型コロナウィルス感染症対策」については、お申し込み後にご案内いたします。

以下の2点を満たす方が対象です。

28□23□～
令和4年

［6日間］

3 月水 3
会場会期 ①岩田屋本館  7階（大催事場）

②岩田屋本館  地下2階催事場
③福岡三越  地下2階催事場

福岡商工会議所（主催：食料・水産部会）は福岡を代表する名物を育てるために「博多うまか
もん市」を開催いたします。
「博多うまかもん市」は、昭和57年から続く名物催事です。「福岡の食」をテーマに地元に
愛される定番商品から、知る人ぞ知る名店、今話題の人気店を一堂に集結。地場食品の
「味の良さ」「新鮮さ」「楽しさ」をPRし“ふるさとの味”の発見や消費拡大を目指します。

第39回食品まつり
博多うまかもん市

出店者募集
会期は
6日間

申込
受付中


