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スタートアップとの連携で新たな事業価値の創出を！



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。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

福岡商工会議所 公式 ぜひフォローをお願いします！
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カンパニーズチャレンジ

もっとGOOD UP FUKUOKAキャンペーン

【もしもの時の備え】
特定退職金共済制度／売上債権保全制度

【要望活動】
令和３年度 福岡県の中小企業・小規模
事業者対策に対する提言・要望

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「貸会議室」
今月のよかもん「ながさわ結納店」
福岡の統計

福岡商工会議所
イメージキャラクター

よかぞう

スタートアップとの連携で
新たな事業価値の創出を！
～福岡市「Fukuoka Growth Next」の取り組みをご紹介～

特集1

福岡外食応援団GOOD UP FUKUOKA
もっとGOOD UP FUKUOKAキャンペーン

特集2

株式会社中野ボールト工場　
代表取締役　中野 慎一氏

コロナ対策支援施策情報

カンパニーズチャレンジ

【会議所からのお知らせ】
年末年始の貿易関係証明発給業務について
福商デジタル化支援セミナー 参加無料
会員優待・イベント情報
よかぞうチャンネル配信中！
情報・文化・サービス部会講演会のご案内
工業部会大会 出展者募集！
新年祝賀会

【人材採用・育成】
福商実務研修講座／福商eラーニング
検定対策講座（日商簿記）／商工会議所の検定試験
パソコン教室 受講生募集

【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対策
デジタル活用による儲かる経営づくり第２回（全４回）
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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 円
1～9口     

▲

 口数× 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 

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　 　
詳しくは ：
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 円・女性 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！

年度実績 ％！！
ヵ月× ％＝約 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。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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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もっとGOOD UP FUKUOKAキャンペーン

33

08

10

14

16

28

30

31

32

33

08

10

14

16

28

30

31

32

33

08

10

14

16

28

30

31

32

【もしもの時の備え】
特定退職金共済制度／売上債権保全制度

【要望活動】
令和３年度 福岡県の中小企業・小規模
事業者対策に対する提言・要望

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「貸会議室」
今月のよかもん「ながさわ結納店」
福岡の統計
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株式会社中野ボールト工場　
代表取締役　中野 慎一氏

090909 コロナ対策支援施策情報

カンパニーズチャレンジ

【会議所からのお知らせ】
年末年始の貿易関係証明発給業務について
福商デジタル化支援セミナー 参加無料
会員優待・イベント情報
よかぞうチャンネル配信中！
情報・文化・サービス部会講演会のご案内
工業部会大会 出展者募集！
新年祝賀会

【人材採用・育成】
福商実務研修講座／福商eラーニング
検定対策講座（日商簿記）／商工会議所の検定試験
パソコン教室 受講生募集

【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対策
デジタル活用による儲かる経営づくり第２回（全４回）
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職人の技を継承しながら
オートメーション化にも挑戦

曽祖父から数えて5代目となる中野
さんが、代表取締役に就任したのは
2021年4月のこと。以来、技術の伝
承についても注力しています。精巧な
金型の製作技術、気温や湿度によっ
て微妙に調子が変わってしまう炉の調
整などは、職人の真骨頂とも言えます
が、そうした匠の技を伝えていくのは
一筋縄ではいきません。
「勤続30年、勤続50年という職人
気質のベテランがいる中、人材育成に
おいては指導マニュアルもなく背中を
見て覚えろという側面はあったと思い
ます。現在は、若年層の採用にも力を
入れ、業務のマニュアル化を進めてい
るほか、20代の社員と60代の社員の
二人組で仕事にあたってもらい、コ
ミュニケーションを深めながら技術を
伝承していく機会を設けています」と
中野さん。
さらに中野さんは業務のオートメー

ション化にも着手。職人の経験や勘に
頼っていた工程においても、例えば、
プログラム機能付の金型製作機械を

導入、自動化できる工程を見極めなが
ら設備投資を行い、人材育成を踏ま
え 3 年後には現在の生産能力を約
30％アップできると見込んでいます。
そうした業務改善は製造だけにとどま
らず、受発注管理システムのクラウド
化、ファクスのウェブ化といった効率
化にも取り組み、休暇や給与などの制
度も充実させるなど、社内環境の整備
にも力を注いでいます。中野さんは
「何かをやったからといってすぐに結果
が出るとは思っていません。小さなこ
とを積み上げていくことが、後々大き
な変化に繋がってくるのだと思います」
と言います。

求められる日本の技術を
海外へと展開

コロナ禍前までは中国など海外から
安価な市販のボルトが大量に入ってく
る一方、日本からは高精度、高強度な
製品が輸出され、好調だったというボ
ルト業界。中野さんは「流通している
市販品のように価格で勝負するのでは
なく、オーダーメイドという付加価値
の高い特殊ボルトの領域で戦っていき

たい」と話します。実際、中野ボール
ト工場の製品は福岡を中心に日本全国
で使われているほか、シンガポールや
インドネシアなどアジア諸国で利用さ
れているそうです。
「海外からのニーズはまだまだ高まっ
ていくと思いますし、中野ボールト工
場の製品クオリティには自信がありま
す。もちろん長い間ご利用いただいて
いるクライアントを大切にしながらも、
今後は、私たちの特徴である熱間鍛
造技術で製造したボルトの海外展開を
さらに進めていきたいと思っています。
自社の生産能力、人材育成など課題
はありますが、ひとつひとつクリアし
ていきたいですね」。

鍛冶の技術を連綿と
受け継いだボルト加工

1921年に中野鉄工所として創業し、
2021年10月に100周年を迎えた福岡
県大野城市仲畑の株式会社中野ボー
ルト工場。1921年に福岡市御供所町
で中野製鉄所として創業し、昭和44
年に現在の大野城市仲畑に移転した
中野ボールト工場。今年の10月に創
業100周年を迎えた。そのルーツは刀
剣類の鍛冶にあると言われ、現在も重
油加熱炉を使ったボルトの鍛造を行っ
ています。金属を加熱し金型でプレス
してボルトを製造する熱間鍛造技術
は、成形の自由度が高く複雑な形状
に対応できることから特殊なボルトの
加工に適しています。加えて切削加工

に比べて材料の金属内にある繊維状
の芯を損なわず、強度面で優れている
という特徴を持ちます。
代表取締役の中野慎一さんは「市販

されているほとんどのボルトには、常
温で金属を変形させて大量生産する
冷間圧造という技術が使われています
が、当社の製品の多くは特殊なボルト
ですから熱間鍛造が欠かせません。ま
たオーダーメイドであるがゆえに、設
計から製造までを一貫して行います。
クライアントの要望に応えるため、ほ
ぼすべての作業工程を工場内で完結し
ています」と話します。
1930年代には旧商工省（現在の経

済産業省）の指定工場となり、炭鉱内
を走るトロッコのレール用ボルト、落
盤防止のための保安材を留めるボルト

などを中心に製造。以降、中野ボール
ト工場は鉄工や造船、化学、鉄道、
土木、建築などの様々な分野におい
て、その技術を発揮してきました。
「長い間、オーダーメイドによるニッ
チな世界で技術を磨いてきたからこそ、
幅広い領域のクライアントから信頼を得
ているのだと感じています。そのため経
営もある程度安定しているのですが、
他方で製品の規格化など効率化が難し
く、納期に追われてしまうという課題も
あります。今後は設備投資やジョブロー
テーションによる人材育成などを進めな
がら、生産能力を高めていきたいと
思っています」と中野さん。

株式会社中野ボールト工場　代表取締役　中野 慎一氏

株式会社中野ボールト工場

取材日：11月5日

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-9-34
TEL.092-591-5530

https://nakano-bolt.com/

2重油加熱炉で材料を熱し、プレスしてボルトの頭を成形していく
熱間鍛造。職人が焼き色などから判断して材料の状態を見極め加
工していく

4昭和初期の雰囲気を色濃く残す1930年代から1940年代の中
野ボールト工場の様子。当時からボルトの製造に注力していたという

1さまざまな形状の特殊ボルトに対応できるのが中野ボールト工場
の特徴。過去には1本のみの製造も請け負うなど、小ロットの相談も
受け付けている

3ボルトの材料をプレスするための金型を削り出す機械。あらかじめ
金型の形をプログラムすることで、作業のオートメーション化が可能

【プロフィール】
福岡市生まれ。大学では薬学を学び、製薬
メーカーに入社。品質保証などに携わり、
2019年9月に家業である中野ボールト工場
に入社。その後、MBAを取得し、2021年4
月、5代目となる代表取締役に就任した。

職人の技術と自動化を掛け合わせ
熱間鍛造ボルトを世界へ
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職人の技を継承しながら
オートメーション化にも挑戦

曽祖父から数えて5代目となる中野
さんが、代表取締役に就任したのは
2021年4月のこと。以来、技術の伝
承についても注力しています。精巧な
金型の製作技術、気温や湿度によっ
て微妙に調子が変わってしまう炉の調
整などは、職人の真骨頂とも言えます
が、そうした匠の技を伝えていくのは
一筋縄ではいきません。
「勤続30年、勤続50年という職人
気質のベテランがいる中、人材育成に
おいては指導マニュアルもなく背中を
見て覚えろという側面はあったと思い
ます。現在は、若年層の採用にも力を
入れ、業務のマニュアル化を進めてい
るほか、20代の社員と60代の社員の
二人組で仕事にあたってもらい、コ
ミュニケーションを深めながら技術を
伝承していく機会を設けています」と
中野さん。
さらに中野さんは業務のオートメー

ション化にも着手。職人の経験や勘に
頼っていた工程においても、例えば、
プログラム機能付の金型製作機械を

導入、自動化できる工程を見極めなが
ら設備投資を行い、人材育成を踏ま
え 3 年後には現在の生産能力を約
30％アップできると見込んでいます。
そうした業務改善は製造だけにとどま
らず、受発注管理システムのクラウド
化、ファクスのウェブ化といった効率
化にも取り組み、休暇や給与などの制
度も充実させるなど、社内環境の整備
にも力を注いでいます。中野さんは
「何かをやったからといってすぐに結果
が出るとは思っていません。小さなこ
とを積み上げていくことが、後々大き
な変化に繋がってくるのだと思います」
と言います。

求められる日本の技術を
海外へと展開

コロナ禍前までは中国など海外から
安価な市販のボルトが大量に入ってく
る一方、日本からは高精度、高強度な
製品が輸出され、好調だったというボ
ルト業界。中野さんは「流通している
市販品のように価格で勝負するのでは
なく、オーダーメイドという付加価値
の高い特殊ボルトの領域で戦っていき

たい」と話します。実際、中野ボール
ト工場の製品は福岡を中心に日本全国
で使われているほか、シンガポールや
インドネシアなどアジア諸国で利用さ
れているそうです。
「海外からのニーズはまだまだ高まっ
ていくと思いますし、中野ボールト工
場の製品クオリティには自信がありま
す。もちろん長い間ご利用いただいて
いるクライアントを大切にしながらも、
今後は、私たちの特徴である熱間鍛
造技術で製造したボルトの海外展開を
さらに進めていきたいと思っています。
自社の生産能力、人材育成など課題
はありますが、ひとつひとつクリアし
ていきたいですね」。

鍛冶の技術を連綿と
受け継いだボルト加工

1921年に中野鉄工所として創業し、
2021年10月に100周年を迎えた福岡
県大野城市仲畑の株式会社中野ボー
ルト工場。1921年に福岡市御供所町
で中野製鉄所として創業し、昭和44
年に現在の大野城市仲畑に移転した
中野ボールト工場。今年の10月に創
業100周年を迎えた。そのルーツは刀
剣類の鍛冶にあると言われ、現在も重
油加熱炉を使ったボルトの鍛造を行っ
ています。金属を加熱し金型でプレス
してボルトを製造する熱間鍛造技術
は、成形の自由度が高く複雑な形状
に対応できることから特殊なボルトの
加工に適しています。加えて切削加工

に比べて材料の金属内にある繊維状
の芯を損なわず、強度面で優れている
という特徴を持ちます。
代表取締役の中野慎一さんは「市販
されているほとんどのボルトには、常
温で金属を変形させて大量生産する
冷間圧造という技術が使われています
が、当社の製品の多くは特殊なボルト
ですから熱間鍛造が欠かせません。ま
たオーダーメイドであるがゆえに、設
計から製造までを一貫して行います。
クライアントの要望に応えるため、ほ
ぼすべての作業工程を工場内で完結し
ています」と話します。
1930年代には旧商工省（現在の経
済産業省）の指定工場となり、炭鉱内
を走るトロッコのレール用ボルト、落
盤防止のための保安材を留めるボルト

などを中心に製造。以降、中野ボール
ト工場は鉄工や造船、化学、鉄道、
土木、建築などの様々な分野におい
て、その技術を発揮してきました。
「長い間、オーダーメイドによるニッ
チな世界で技術を磨いてきたからこそ、
幅広い領域のクライアントから信頼を得
ているのだと感じています。そのため経
営もある程度安定しているのですが、
他方で製品の規格化など効率化が難し
く、納期に追われてしまうという課題も
あります。今後は設備投資やジョブロー
テーションによる人材育成などを進めな
がら、生産能力を高めていきたいと
思っています」と中野さん。

株式会社中野ボールト工場　代表取締役　中野 慎一氏

株式会社中野ボールト工場

取材日：11月5日

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-9-34
TEL.092-591-5530

https://nakano-bolt.com/

2重油加熱炉で材料を熱し、プレスしてボルトの頭を成形していく
熱間鍛造。職人が焼き色などから判断して材料の状態を見極め加
工していく

4昭和初期の雰囲気を色濃く残す1930年代から1940年代の中
野ボールト工場の様子。当時からボルトの製造に注力していたという

1さまざまな形状の特殊ボルトに対応できるのが中野ボールト工場
の特徴。過去には1本のみの製造も請け負うなど、小ロットの相談も
受け付けている

3ボルトの材料をプレスするための金型を削り出す機械。あらかじめ
金型の形をプログラムすることで、作業のオートメーション化が可能

【プロフィール】
福岡市生まれ。大学では薬学を学び、製薬
メーカーに入社。品質保証などに携わり、
2019年9月に家業である中野ボールト工場
に入社。その後、MBAを取得し、2021年4
月、5代目となる代表取締役に就任した。

職人の技術と自動化を掛け合わせ
熱間鍛造ボルトを世界へ
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スタートアップとの連携で新たな価値の創出を!
～福岡市「Fukuoka Growth Next」の取り組みをご紹介～

「Fukuoka Growth Next」とは

　昨今のコロナ禍で社会・経済を取り巻く環境や需要の構造が大きく変化しました。そうした変化に直面し、中小企
業はこれまでの商品構成やビジネスモデルの見直しなど、事業の再構築に取り組むことが求められています。
　その取り組みの方策の一つに、イノベーションの担い手であるスタートアップ※1 と既存の中小企業との連携や協
業に注目が集まっています。
　また、福岡市は2014年に「グローバル創業・雇用創出特区」に指定され、スタートアップ都市づくりに力を入れ
ています。国内外からスタートアップを誘致し、福岡市で創業する企業を育むため、様々なプロジェクトを展開して
います。
　当所は、今年度より福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」と協力し、地場中小
企業とスタートアップとのマッチング支援に取り組み、中小企業のイノベーションや新たな価値創造の創出を目指し
ています。
　今回の特集では、「Fukuoka Growth Next」のご協力のもと、スタートアップ支援の現状とマッチング支援について
ご紹介いたします。

■現在までの支援実績や施策

■FGN入居企業の業種構成

特 集

『Fukuoka Growth Next（以下、FGN）』とは、福岡か
ら将来のユニコーン企業（企業評価額10億ドル以上の企
業）を生み出すことをミッションとして設立された、官民共
働型のスタートアップ支援施設です。福岡市の旧大名小学
校跡を活用し、平成29年4月に開設され、令和元年5月の
リニューアルから、現在3年目を迎えています。
独自のハンズオンプログラムやイベント、ピッチコンテス

トなどを通じてスタートアップや起業家が新たな価値を生み
出し、グローバルマーケットへチャレンジすることを支援し
ています。
令和３年10月時点で150社を超える企業が入居し、ス

タートアップ支援を通じて雇用創出などで地域経済の発展
にも貢献しています。

FGNでは、スタートアップ個々の企業に必要な支援を把握
し、ベンチャーキャピタルや顧客などをチャンスがあればす
ぐに紹介できるようにするため、入居企業と定期的な面談を
通して各企業の状況を把握しています。こうした取り組みは
FGN入居企業の資金調達や売上増加に貢献しているだけで
なく、394人もの新たな雇用を生み出すという実績にも繋
がっています。

現在FGNに入居している企
業の事業にタグ付けをしたツ
リーマップを見ると、テック系
のスタートアップが多いと思わ
れがちですが、実際には、多種
多様な業種のスタートアップが
FGNに拠点を構えていることが
わかります。
※2…「Human Resource」の略称で、人的

資源（人材）のこと
※3…「Augmented Reality」の略称で、ス

マートフォンや眼鏡型のデバイス越し
などで見ると、 現実世界にナビゲー
ションや3Dデータ、動画などのデジ
タルコンテンツが出現し、現実世界に
情報を付加してくれる技術こと

※１ スタートアップ…新しいビジネスアイデアを基にイノベーションを起して短期間のうちに圧倒的な成長率で事業を展開する企業。（例） Facebook、Airbnb、Stripe、Tesla

企業によっては業種にまたがるサービスを提供しているため、1社あたり複数のタグ付けがされているところもあります。

旧大名小学校跡を活用した施設「Fukuoka Growth Next」のコワーキングスペース
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集計期間 2019/4/11～2021/10/31

Startup Mentoring

集計期間 2019/5/31～2021/10/31

開催数

79回

実施社数

524社
延べ

マッチング数

625回

※数値は2021年10月31日時点の速報値

「Fukuoka Growth Next」の支援プログラム

FGNは、入居している企業に対し、多様なワークスペー
スを提供するほか、経営やデザイン、PRなどの様々な分野
の専門家に1対1で相談できる「メンタリングプログラム」を
はじめ、事業アイデアを具体化し、突き詰めていく講座や面

談をする「アクセラレーションプログラム」や、投資家などに
対して自身の事業を短時間で説明する「ピッチイベント」な
ど独自の支援プログラムで経営から実務、入居している企業
同士の交流まで幅広いサポートを行っています。

※数値は2021年10月31日時点の速報値

（毎月第2木曜開催）

■スタートアップによるピッチイベント「Growth Pitch」
FGNを代表するピッチイベント「Growth Pitch」は、ス

タートアップと企業の事業提携を生み出すプラットフォーム
となっており、すでに福岡のスタートアップシーンで定着し
ています。福岡以外に拠点を置くスタートアップも数多く登
壇し、地場の企業はもちろん、全国からスタートアップに関
心のある企業や投資家、
メディア等が数多く参加し
ています。「G r o w t h  
Pitch」はデロイトトーマ
ツベンチャーサポートと共
同で開催することで、
ピッチ後のマッチングもき
め細かに対応しています。

■専門家による「メンタリングプログラム」
メンタリングプログラムは、大人気のプログラム「FGN 

mentor hours」を隔週開催しているだけでなく、福岡以外
に拠点を置く投資家によるメンタリングも随時開催していま
す。このメンタリングを通じて実際の投資に繋がった事例も
数多くあり、入居企業による資金調達実績にも繋がってい
ます。なお、メンタリングはFGNの入居企業だけでなく、
福岡市内の企業にもご利用いただけます。

開催回数

35回

登壇企業数

151社

マッチング
回数

10480回
ピッチイベント「Growth Pitch」で参加者に向
けて事業を説明するスタートアップ

※2

※3
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スタートアップとの連携で新たな価値の創出を!
～福岡市「Fukuoka Growth Next」の取り組みをご紹介～

「Fukuoka Growth Next」とは

　昨今のコロナ禍で社会・経済を取り巻く環境や需要の構造が大きく変化しました。そうした変化に直面し、中小企
業はこれまでの商品構成やビジネスモデルの見直しなど、事業の再構築に取り組むことが求められています。
　その取り組みの方策の一つに、イノベーションの担い手であるスタートアップ※1 と既存の中小企業との連携や協
業に注目が集まっています。
　また、福岡市は2014年に「グローバル創業・雇用創出特区」に指定され、スタートアップ都市づくりに力を入れ
ています。国内外からスタートアップを誘致し、福岡市で創業する企業を育むため、様々なプロジェクトを展開して
います。
　当所は、今年度より福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」と協力し、地場中小
企業とスタートアップとのマッチング支援に取り組み、中小企業のイノベーションや新たな価値創造の創出を目指し
ています。
　今回の特集では、「Fukuoka Growth Next」のご協力のもと、スタートアップ支援の現状とマッチング支援について
ご紹介いたします。

■現在までの支援実績や施策

■FGN入居企業の業種構成

特 集

『Fukuoka Growth Next（以下、FGN）』とは、福岡か
ら将来のユニコーン企業（企業評価額10億ドル以上の企
業）を生み出すことをミッションとして設立された、官民共
働型のスタートアップ支援施設です。福岡市の旧大名小学
校跡を活用し、平成29年4月に開設され、令和元年5月の
リニューアルから、現在3年目を迎えています。
独自のハンズオンプログラムやイベント、ピッチコンテス

トなどを通じてスタートアップや起業家が新たな価値を生み
出し、グローバルマーケットへチャレンジすることを支援し
ています。
令和３年10月時点で150社を超える企業が入居し、ス

タートアップ支援を通じて雇用創出などで地域経済の発展
にも貢献しています。

FGNでは、スタートアップ個々の企業に必要な支援を把握
し、ベンチャーキャピタルや顧客などをチャンスがあればす
ぐに紹介できるようにするため、入居企業と定期的な面談を
通して各企業の状況を把握しています。こうした取り組みは
FGN入居企業の資金調達や売上増加に貢献しているだけで
なく、394人もの新たな雇用を生み出すという実績にも繋
がっています。

現在FGNに入居している企
業の事業にタグ付けをしたツ
リーマップを見ると、テック系
のスタートアップが多いと思わ
れがちですが、実際には、多種
多様な業種のスタートアップが
FGNに拠点を構えていることが
わかります。
※2…「Human Resource」の略称で、人的

資源（人材）のこと
※3…「Augmented Reality」の略称で、ス

マートフォンや眼鏡型のデバイス越し
などで見ると、 現実世界にナビゲー
ションや3Dデータ、動画などのデジ
タルコンテンツが出現し、現実世界に
情報を付加してくれる技術こと

※１ スタートアップ…新しいビジネスアイデアを基にイノベーションを起して短期間のうちに圧倒的な成長率で事業を展開する企業。（例） Facebook、Airbnb、Stripe、Tesla

企業によっては業種にまたがるサービスを提供しているため、1社あたり複数のタグ付けがされているところもあります。
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集計期間 2019/4/11～2021/10/31

Startup Mentoring

集計期間 2019/5/31～2021/10/31

開催数

79回

実施社数

524社
延べ

マッチング数

625回

※数値は2021年10月31日時点の速報値

「Fukuoka Growth Next」の支援プログラム

FGNは、入居している企業に対し、多様なワークスペー
スを提供するほか、経営やデザイン、PRなどの様々な分野
の専門家に1対1で相談できる「メンタリングプログラム」を
はじめ、事業アイデアを具体化し、突き詰めていく講座や面

談をする「アクセラレーションプログラム」や、投資家などに
対して自身の事業を短時間で説明する「ピッチイベント」な
ど独自の支援プログラムで経営から実務、入居している企業
同士の交流まで幅広いサポートを行っています。

※数値は2021年10月31日時点の速報値

（毎月第2木曜開催）

■スタートアップによるピッチイベント「Growth Pitch」
FGNを代表するピッチイベント「Growth Pitch」は、ス

タートアップと企業の事業提携を生み出すプラットフォーム
となっており、すでに福岡のスタートアップシーンで定着し
ています。福岡以外に拠点を置くスタートアップも数多く登
壇し、地場の企業はもちろん、全国からスタートアップに関
心のある企業や投資家、
メディア等が数多く参加し
ています。「G r o w t h  
Pitch」はデロイトトーマ
ツベンチャーサポートと共
同で開催することで、
ピッチ後のマッチングもき
め細かに対応しています。

■専門家による「メンタリングプログラム」
メンタリングプログラムは、大人気のプログラム「FGN 

mentor hours」を隔週開催しているだけでなく、福岡以外
に拠点を置く投資家によるメンタリングも随時開催していま
す。このメンタリングを通じて実際の投資に繋がった事例も
数多くあり、入居企業による資金調達実績にも繋がってい
ます。なお、メンタリングはFGNの入居企業だけでなく、
福岡市内の企業にもご利用いただけます。

開催回数

35回

登壇企業数

151社

マッチング
回数

10480回
ピッチイベント「Growth Pitch」で参加者に向
けて事業を説明するスタートアップ

※2

※3

スタートアップとの連携で新たな価値の創出を!
～福岡市「Fukuoka Growth Next」の取り組みをご紹介～

「Fukuoka Growth Next」とは
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業はこれまでの商品構成やビジネスモデルの見直しなど、事業の再構築に取り組むことが求められています。
　その取り組みの方策の一つに、イノベーションの担い手であるスタートアップ※1 と既存の中小企業との連携や協
業に注目が集まっています。
　また、福岡市は2014年に「グローバル創業・雇用創出特区」に指定され、スタートアップ都市づくりに力を入れ
ています。国内外からスタートアップを誘致し、福岡市で創業する企業を育むため、様々なプロジェクトを展開して
います。
　当所は、今年度より福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」と協力し、地場中小
企業とスタートアップとのマッチング支援に取り組み、中小企業のイノベーションや新たな価値創造の創出を目指し
ています。
　今回の特集では、「Fukuoka Growth Next」のご協力のもと、スタートアップ支援の現状とマッチング支援について
ご紹介いたします。

■現在までの支援実績や施策

■FGN入居企業の業種構成

特 集

『Fukuoka Growth Next（以下、FGN）』とは、福岡か
ら将来のユニコーン企業（企業評価額10億ドル以上の企
業）を生み出すことをミッションとして設立された、官民共
働型のスタートアップ支援施設です。福岡市の旧大名小学
校跡を活用し、平成29年4月に開設され、令和元年5月の
リニューアルから、現在3年目を迎えています。
独自のハンズオンプログラムやイベント、ピッチコンテス

トなどを通じてスタートアップや起業家が新たな価値を生み
出し、グローバルマーケットへチャレンジすることを支援し
ています。
令和３年10月時点で150社を超える企業が入居し、ス

タートアップ支援を通じて雇用創出などで地域経済の発展
にも貢献しています。

FGNでは、スタートアップ個々の企業に必要な支援を把握
し、ベンチャーキャピタルや顧客などをチャンスがあればす
ぐに紹介できるようにするため、入居企業と定期的な面談を
通して各企業の状況を把握しています。こうした取り組みは
FGN入居企業の資金調達や売上増加に貢献しているだけで
なく、394人もの新たな雇用を生み出すという実績にも繋
がっています。

現在FGNに入居している企
業の事業にタグ付けをしたツ
リーマップを見ると、テック系
のスタートアップが多いと思わ
れがちですが、実際には、多種
多様な業種のスタートアップが
FGNに拠点を構えていることが
わかります。
※2…「Human Resource」の略称で、人的

資源（人材）のこと
※3…「Augmented Reality」の略称で、ス

マートフォンや眼鏡型のデバイス越し
などで見ると、 現実世界にナビゲー
ションや3Dデータ、動画などのデジ
タルコンテンツが出現し、現実世界に
情報を付加してくれる技術こと

※１ スタートアップ…新しいビジネスアイデアを基にイノベーションを起して短期間のうちに圧倒的な成長率で事業を展開する企業。（例） Facebook、Airbnb、Stripe、Tesla

企業によっては業種にまたがるサービスを提供しているため、1社あたり複数のタグ付けがされているところもあります。
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Startup Mentoring

集計期間 2019/5/31～2021/10/31

開催数

79回

実施社数

524社
延べ

マッチング数

625回

※数値は2021年10月31日時点の速報値

「Fukuoka Growth Next」の支援プログラム

FGNは、入居している企業に対し、多様なワークスペー
スを提供するほか、経営やデザイン、PRなどの様々な分野
の専門家に1対1で相談できる「メンタリングプログラム」を
はじめ、事業アイデアを具体化し、突き詰めていく講座や面

談をする「アクセラレーションプログラム」や、投資家などに
対して自身の事業を短時間で説明する「ピッチイベント」な
ど独自の支援プログラムで経営から実務、入居している企業
同士の交流まで幅広いサポートを行っています。

※数値は2021年10月31日時点の速報値

GROWTH PITCH（毎月第2木曜開催）

■スタートアップによるピッチイベント「Growth Pitch」
FGNを代表するピッチイベント「Growth Pitch」は、ス

タートアップと企業の事業提携を生み出すプラットフォーム
となっており、すでに福岡のスタートアップシーンで定着し
ています。福岡以外に拠点を置くスタートアップも数多く登
壇し、地場の企業はもちろん、全国からスタートアップに関
心のある企業や投資家、
メディア等が数多く参加し
ています。「G r o w t h  
Pitch」はデロイトトーマ
ツベンチャーサポートと共
同で開催することで、
ピッチ後のマッチングもき
め細かに対応しています。

■専門家による「メンタリングプログラム」
メンタリングプログラムは、大人気のプログラム「FGN 

mentor hours」を隔週開催しているだけでなく、福岡以外
に拠点を置く投資家によるメンタリングも随時開催していま
す。このメンタリングを通じて実際の投資に繋がった事例も
数多くあり、入居企業による資金調達実績にも繋がってい
ます。なお、メンタリングはFGNの入居企業だけでなく、
福岡市内の企業にもご利用いただけます。

開催回数

35回

登壇企業数

151社

マッチング
回数

10480回
ピッチイベント「Growth Pitch」で参加者に向
けて事業を説明するスタートアップ

※2

※3
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●FGNによる支援内容

■協業と投資機会の場を提供

●支援の成果

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

FGNからの支援を経て、多種多様なスタートアップ
が大きな成長を遂げ、巣立っていきました。これらの
「卒業」企業は、現在も福岡市内をはじめ各地で事業
を展開しています。FGNはこれからも進化を続け、福
岡からユニコーン企業を生み出すべく、より多くのス
タートアップに充実した支援を提供し続けていきます。

KEYes株式会社

　KEYes ㈱に SGG を紹介するにあたって、ヒアリン
グを通し、SGG が抱える課題や、KEYes ㈱製品の
強み等をFGNにて改めて整理。
　その結果、SGG が保有する施設では、点検作業の
際に従事者が鍵束を持ち歩いて巡回しているため、解
錠の際に適した鍵を探す負担や鍵を紛失するリスクを
常に抱えていることが判明した。KEYes ㈱製品はスマ
ホ1台で複数の鍵を解錠できるため、業務課題を解決
できると判断し、実証実験の実施を依頼するべく、両
者のマッチングをアレンジした。

スマートフォンで解錠操作できる南京錠システムの開発・販売を行っています。
当社の提供するアプリにより、スマートフォンで解錠操作できる南京錠の操作が可能です。
また、簡単な操作で「いつ・誰が・どこで」解錠したかどうかのデータを管理します。

■住所 福岡市中央区 赤坂1丁目10番26号 重松第5ビル
■TEL 092-406-8712
■URL https://www.keyes.info/index.html

■事務局長：内田 雄一郎氏
■住所：福岡市中央区大名２丁目６－１１
■お問い合わせ：contact@growth-next.com
■URL：https://growth-next.com/

■関連「福商イノベーション支援事業」

当所は「Fukuoka Growth Next」と協力し、地場中小企業とスタートアップ
のマッチング支援を行っています。地場中小企業で新たなアイデア・技術シーズ
を求めている企業や業務提携などを考えられている方は、
まずは当所にご相談ください。
事前にヒアリングをさせていただき、課題解決に向けた

マッチング候補となるスタートアップをご紹介いたします。
また、FGNのピッチイベントなどは当所のメールマガジ

ンで随時ご案内しています。ぜひご覧ください。

●スタートアップからの相談の経緯

「Fukuoka Growth Next」のマッチング事例のご紹介

福岡商工会議所と「Fukuoka Growth Next」との連携

相談当時入居していたKEYes㈱ 代表・栗山氏から
「南京錠を常時使用している工場や屋外倉庫への“ス
マート南京錠”の導入を進める中で、当社製品の性能
向上に向けた実証フィールドを探している」と、FGN
に対して、実証実験の候補先に関する相談を受けた。
実証フィールドとして極めて合致している判断し、

FGNのスポンサー企業でもある西部ガスグループ（以
下、SGG）を紹介した。

FGNの支援を契機として、長崎市にある西部ガスグ
ループのガス供給所や圧力調整器に取り付けられてい
る約30個の南京錠を対象として約1か月半の実証実
験を実施。実証実験を通じて、スマート南京錠が現
場の負担軽減やセキュリティ向上等の業務改善に有効
であることが証明され、西部ガスグループのSGイン
キュベート株式会社より第三者割当増資を受けた。
また、実証実験後もインフラ業界向けシステムの共
同開発やマーケティング戦略強化等で連携し販路拡大
にも繋がった。

マッチング

情報提供 ＜当所会員企業＞
経営課題などから
業務提携に関する
ニーズを抽出

＜スタートアップ＞
経営課題などから、業務提携、
投資に関するニーズを抽出

　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・サービスを創造し、新
規事業を検討している事業者の方向けに、
イノベーションの必要性・事業化に向けた
考え方・取り組み方について、専門家が分
かりやすく解説した動画を配信しています。
　ぜひご覧いただき、今後のビジネスにお
役立てください。

FGNにはスタートアップの成長を支え、スタートアップと
の事業連携を探る企業がスポンサーとして参画しています。
最も多い業種は金融で、バンカーに融資や投資の相談が気
軽にできる環境が整っています。金融事業以外のスポン
サー企業のみなさんと、スタートアップとの提携・協業も増
えつつあります。スポンサー企業以外の企業に関しても、
スタートアップと大企業・中小企業との協業や投資機会の
創出に取り組んでいます。

（協業実績例）
● IoTツールを提供するスタートアップと地場大手インフラ
企業との間で実証実験

●CMS※4を提供するスタートアップと大手印刷企業との
間で販売代理店契約が締結

●地場大手製造企業から産業用AIスマートカメラを提供
するスタートアップに対して出資決定

●ドローンを活用したインフラ点検ソリューションを提供す
るスタートアップと地場大手インフラ企業との間で資本業
務提携を締結し、橋梁添架管点検における実証実験も実
施。今後、外販に向けた事業性を検討していく予定。

2021年スポンサー企業
プラチナ

ブロンズ

ゴールド

シルバー

キーズ

※4…Contents Management Systemの略称で、Webサイトを一元的に管
理・更新できるシステムのこと

福商メールマガジン
登録はこちら

YouTube
「よかぞうチャンネル」

イノベーション
セミナー動画

ぜひご覧
ください

旧大名小学校跡を利用した「Fukuoka Growth Next」の外観

当社で開発しているスマート南京錠の性能を
日々改善していく中で、現場でどのように利用さ
れるのか改めて調査したいと考えていた折に、
FGNに相談したところ西部ガスグループ様との実
証実験の機会をいただくことができました。今回
の実証実験では、当社製品の改善点を発見する
機会になっただけでなく、第三者割当増資にも
繋がり、当初の想定以上の支援を受けることが
できました。

●相談したスタートアップの声
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●FGNによる支援内容

■協業と投資機会の場を提供

●支援の成果

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

FGNからの支援を経て、多種多様なスタートアップ
が大きな成長を遂げ、巣立っていきました。これらの
「卒業」企業は、現在も福岡市内をはじめ各地で事業
を展開しています。FGNはこれからも進化を続け、福
岡からユニコーン企業を生み出すべく、より多くのス
タートアップに充実した支援を提供し続けていきます。

KEYes株式会社

　KEYes ㈱に SGG を紹介するにあたって、ヒアリン
グを通し、SGG が抱える課題や、KEYes ㈱製品の
強み等をFGNにて改めて整理。
　その結果、SGG が保有する施設では、点検作業の
際に従事者が鍵束を持ち歩いて巡回しているため、解
錠の際に適した鍵を探す負担や鍵を紛失するリスクを
常に抱えていることが判明した。KEYes ㈱製品はスマ
ホ1台で複数の鍵を解錠できるため、業務課題を解決
できると判断し、実証実験の実施を依頼するべく、両
者のマッチングをアレンジした。

スマートフォンで解錠操作できる南京錠システムの開発・販売を行っています。
当社の提供するアプリにより、スマートフォンで解錠操作できる南京錠の操作が可能です。
また、簡単な操作で「いつ・誰が・どこで」解錠したかどうかのデータを管理します。

■住所 福岡市中央区 赤坂1丁目10番26号 重松第5ビル
■TEL 092-406-8712
■URL https://www.keyes.info/index.html

■事務局長：内田 雄一郎氏
■住所：福岡市中央区大名２丁目６－１１
■お問い合わせ：contact@growth-next.com
■URL：https://growth-next.com/

■関連「福商イノベーション支援事業」

当所は「Fukuoka Growth Next」と協力し、地場中小企業とスタートアップ
のマッチング支援を行っています。地場中小企業で新たなアイデア・技術シーズ
を求めている企業や業務提携などを考えられている方は、
まずは当所にご相談ください。
事前にヒアリングをさせていただき、課題解決に向けた

マッチング候補となるスタートアップをご紹介いたします。
また、FGNのピッチイベントなどは当所のメールマガジ

ンで随時ご案内しています。ぜひご覧ください。

●スタートアップからの相談の経緯

「Fukuoka Growth Next」のマッチング事例のご紹介

福岡商工会議所と「Fukuoka Growth Next」との連携

相談当時入居していたKEYes㈱ 代表・栗山氏から
「南京錠を常時使用している工場や屋外倉庫への“ス
マート南京錠”の導入を進める中で、当社製品の性能
向上に向けた実証フィールドを探している」と、FGN
に対して、実証実験の候補先に関する相談を受けた。
実証フィールドとして極めて合致している判断し、

FGNのスポンサー企業でもある西部ガスグループ（以
下、SGG）を紹介した。

FGNの支援を契機として、長崎市にある西部ガスグ
ループのガス供給所や圧力調整器に取り付けられてい
る約30個の南京錠を対象として約1か月半の実証実
験を実施。実証実験を通じて、スマート南京錠が現
場の負担軽減やセキュリティ向上等の業務改善に有効
であることが証明され、西部ガスグループのSGイン
キュベート株式会社より第三者割当増資を受けた。
また、実証実験後もインフラ業界向けシステムの共
同開発やマーケティング戦略強化等で連携し販路拡大
にも繋がった。

マッチング

情報提供 ＜当所会員企業＞
経営課題などから
業務提携に関する
ニーズを抽出

＜スタートアップ＞
経営課題などから、業務提携、
投資に関するニーズを抽出

　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・サービスを創造し、新
規事業を検討している事業者の方向けに、
イノベーションの必要性・事業化に向けた
考え方・取り組み方について、専門家が分
かりやすく解説した動画を配信しています。
　ぜひご覧いただき、今後のビジネスにお
役立てください。

FGNにはスタートアップの成長を支え、スタートアップと
の事業連携を探る企業がスポンサーとして参画しています。
最も多い業種は金融で、バンカーに融資や投資の相談が気
軽にできる環境が整っています。金融事業以外のスポン
サー企業のみなさんと、スタートアップとの提携・協業も増
えつつあります。スポンサー企業以外の企業に関しても、
スタートアップと大企業・中小企業との協業や投資機会の
創出に取り組んでいます。

（協業実績例）
● IoTツールを提供するスタートアップと地場大手インフラ
企業との間で実証実験

●CMS※4を提供するスタートアップと大手印刷企業との
間で販売代理店契約が締結

●地場大手製造企業から産業用AIスマートカメラを提供
するスタートアップに対して出資決定

●ドローンを活用したインフラ点検ソリューションを提供す
るスタートアップと地場大手インフラ企業との間で資本業
務提携を締結し、橋梁添架管点検における実証実験も実
施。今後、外販に向けた事業性を検討していく予定。

2021年スポンサー企業
プラチナ

ブロンズ

ゴールド

シルバー

キーズ

※4…Contents Management Systemの略称で、Webサイトを一元的に管
理・更新できるシステムのこと

福商メールマガジン
登録はこちら

YouTube
「よかぞうチャンネル」

イノベーション
セミナー動画

ぜひご覧
ください

旧大名小学校跡を利用した「Fukuoka Growth Next」の外観

当社で開発しているスマート南京錠の性能を
日々改善していく中で、現場でどのように利用さ
れるのか改めて調査したいと考えていた折に、
FGNに相談したところ西部ガスグループ様との実
証実験の機会をいただくことができました。今回
の実証実験では、当社製品の改善点を発見する
機会になっただけでなく、第三者割当増資にも
繋がり、当初の想定以上の支援を受けることが
できました。

●相談したスタートアップの声
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要望 活動

令和３年度
福岡県の中小企業・小規模事業者対策に対する提言・要望

会員企業の皆様の声をもとに、今後も行政等に対する提言や要望を行います。
福岡の商工業の発展に関するご意見・ご提案について、ぜひ当所までお寄せください。

企画広報グループ
E-maii：fkkikaku＠fukunet.or.jp

　福岡県商工会議所連合会（会長＝谷川会頭）では、福岡県下
19の商工会議所、約４万５千社の会員企業の声を集約し、各地
商工業者の意見として、行政への提言要望活動を行っている。
　11月２日、当連合会は「令和３年度福岡県の中小企業・小
規模事業者対策に対する提言・要望」を福岡県の服部誠太郎知
事と福岡県議会の秋田章二議長に提出した。
　今年度の要望では、長期化するコロナ禍で厳しい経営状況
に追い込まれている中小・小規模事業者に対する資金繰りや
雇用維持支援、需要喚起策の継続実施、またウィズ・ポスト
コロナを見据えたデジタルトランスフォーメーション加速に
向けた支援など、全66項目を盛り込んだ。
　谷川会長は、「コロナ禍で、多くの事業者が追い詰められ、
相当な体力を奪われている。福岡県には、金融措置や財政措
置など様々な施策を講じていただき、事業者もここまでなん
とか命をつないできた。今後も商工会議所はエッセンシャル
ワーカーとして、福岡県と官民一体となって事業者支援およ
び経済の回復・発展に努めていきたい」と述べた。

　服部知事からは、「今の感染状況の落ち着きは、県民および
事業者の協力によるもの。今後、地域経済の立て直しが重要。
現在は支援金や協力金により事業継続を最優先に支援を行って
いるが、今後は経営革新をはじめ事業者の新しいチャレンジに
ついても全力で応援していく。商工会議所とも力をあわせ、県
内の産業・経済を盛り上げていきたい」と回答があった。

服部知事および秋田議長に要望書を提出

要望内容（概要）

Ⅰ．地域経済の回復を担う中小企業・
　　小規模事業者の活動基盤の支援

Ⅱ．地域資源を活用した地域の活力創出

▲服部知事への要望書提出 ▲秋田議長への要望書提出

▲服部知事と福商連会長・副会長ら

Ⅲ．中小企業・小規模事業者の活動基盤である
　　社会資本の整備

Ⅳ．各地域における提言・要望
１．筑豊地域
２．筑後地域
３．北九州・京築地域
４．福岡地域

★印・・・重点項目

要望内容の詳細はホームページをご覧ください。
https://www.fukunet.or.jp/teigen/

１．コロナ禍で経済的苦境にある中小企業等の存続支援
２．中小企業等のＤＸ 加速に向けた支援
３．環境変化に対応しチャレンジする中小企業・小規模事業者
の成長を 後押しする施策の展開

４．豪雨災害からの復旧・復興支援 
５．中小企業等の基盤整備・事業環境整備
６．商工会議所を中核とした中小企業・小規模事業者の支援体
制の抜本的強化・拡充

１．地域資源を活かした観光の振興
２．成長産業の創出・振興
３．賑わいのある街づくりの推進
４．本社機能・研究開発拠点・政府機関の地方移転

１．地域の活力創出の基盤となるインフラの整備
２．異常気象など自然災害に対応する、治水対策・インフラの整備
３．社会資本の整備促進

大牟田商工会議所
糸永副会頭

朝倉商工会議所
大隈会頭

行橋商工会議所
佐藤会頭

福岡商工会議所
谷川会頭

福岡県
服部知事

久留米商工会議所
本村会頭

豊前川崎商工会議所
菅原会頭

中間商工会議所
日高会頭

飯塚商工会議所
加藤副会頭

【国】
月次支援金

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： 【10月分】令和４年１月７日（金）

相談窓口
TEL 0120-211-240

IP電話
専用回線：03-6629-0479

【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＞

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5回】令和４年１月12日（水）17：00

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

【県】
飲食店を対象と
した「感染防止
認証制度」について

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　

【市】
事業者向け
支援金等申請
サポート事業

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）

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

【国】
小規模事業者
持続化補助金
＜一般型＞

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：【第７回】令和４年２月４日（金）締切日当日消印有効

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

【県】
福岡県
中小企業者等
月次支援金

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： 【10月分】令和４年１月18日（火）

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

【市】
売上が減少した
事業者への支援

■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： 【9月分】12月14日（火）
【10月分】令和４年１月21日（金）

■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： 【9月分】12月14日（火）
【10月分】令和４年１月21日（金）

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

【市】
地域を支える
商店街支援事業

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（木）までに事業終了すること）

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

補助金 内　容 お問い合わせ先

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。（R3.11.18現在）
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要望 活動

令和３年度
福岡県の中小企業・小規模事業者対策に対する提言・要望

会員企業の皆様の声をもとに、今後も行政等に対する提言や要望を行います。
福岡の商工業の発展に関するご意見・ご提案について、ぜひ当所までお寄せください。

企画広報グループ
： ＠

　福岡県商工会議所連合会（会長＝谷川会頭）では、福岡県下
19の商工会議所、約４万５千社の会員企業の声を集約し、各地
商工業者の意見として、行政への提言要望活動を行っている。
　11月２日、当連合会は「令和３年度福岡県の中小企業・小
規模事業者対策に対する提言・要望」を福岡県の服部誠太郎知
事と福岡県議会の秋田章二議長に提出した。
　今年度の要望では、長期化するコロナ禍で厳しい経営状況
に追い込まれている中小・小規模事業者に対する資金繰りや
雇用維持支援、需要喚起策の継続実施、またウィズ・ポスト
コロナを見据えたデジタルトランスフォーメーション加速に
向けた支援など、全66項目を盛り込んだ。
　谷川会長は、「コロナ禍で、多くの事業者が追い詰められ、
相当な体力を奪われている。福岡県には、金融措置や財政措
置など様々な施策を講じていただき、事業者もここまでなん
とか命をつないできた。今後も商工会議所はエッセンシャル
ワーカーとして、福岡県と官民一体となって事業者支援およ
び経済の回復・発展に努めていきたい」と述べた。

　服部知事からは、「今の感染状況の落ち着きは、県民および
事業者の協力によるもの。今後、地域経済の立て直しが重要。
現在は支援金や協力金により事業継続を最優先に支援を行って
いるが、今後は経営革新をはじめ事業者の新しいチャレンジに
ついても全力で応援していく。商工会議所とも力をあわせ、県
内の産業・経済を盛り上げていきたい」と回答があった。

服部知事および秋田議長に要望書を提出

要望内容（概要）

Ⅰ．地域経済の回復を担う中小企業・
　　小規模事業者の活動基盤の支援

Ⅱ．地域資源を活用した地域の活力創出

▲服部知事への要望書提出 ▲秋田議長への要望書提出

▲服部知事と福商連会長・副会長ら

Ⅲ．中小企業・小規模事業者の活動基盤である
　　社会資本の整備

Ⅳ．各地域における提言・要望
１．筑豊地域
２．筑後地域
３．北九州・京築地域
４．福岡地域

★印・・・重点項目

要望内容の詳細はホームページをご覧ください。
https://www.fukunet.or.jp/teigen/

１．コロナ禍で経済的苦境にある中小企業等の存続支援
２．中小企業等のＤＸ 加速に向けた支援
３．環境変化に対応しチャレンジする中小企業・小規模事業者
の成長を 後押しする施策の展開

４．豪雨災害からの復旧・復興支援 
５．中小企業等の基盤整備・事業環境整備
６．商工会議所を中核とした中小企業・小規模事業者の支援体
制の抜本的強化・拡充

１．地域資源を活かした観光の振興
２．成長産業の創出・振興
３．賑わいのある街づくりの推進
４．本社機能・研究開発拠点・政府機関の地方移転

１．地域の活力創出の基盤となるインフラの整備
２．異常気象など自然災害に対応する、治水対策・インフラの整備
３．社会資本の整備促進

大牟田商工会議所
糸永副会頭

朝倉商工会議所
大隈会頭

行橋商工会議所
佐藤会頭

福岡商工会議所
谷川会頭

福岡県
服部知事

久留米商工会議所
本村会頭

豊前川崎商工会議所
菅原会頭

中間商工会議所
日高会頭

飯塚商工会議所
加藤副会頭

【国】
月次支援金

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： 【10月分】令和４年１月７日（金）

相談窓口
TEL 0120-211-240

IP電話
専用回線：03-6629-0479

【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＞

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5回】令和４年１月12日（水）17：00

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

【県】
飲食店を対象と
した「感染防止
認証制度」について

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　

【市】
事業者向け
支援金等申請
サポート事業

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）

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

【国】
小規模事業者
持続化補助金
＜一般型＞

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：【第７回】令和４年２月４日（金）締切日当日消印有効

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

【県】
福岡県
中小企業者等
月次支援金

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： 【10月分】令和４年１月18日（火）

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

【市】
売上が減少した
事業者への支援

■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： 【9月分】12月14日（火）
【10月分】令和４年１月21日（金）

■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： 【9月分】12月14日（火）
【10月分】令和４年１月21日（金）

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

【市】
地域を支える
商店街支援事業

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（木）までに事業終了すること）

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

補助金 内　容 お問い合わせ先

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。（R3.11.18現在）
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11.18部　会

講演される河津会長

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

卸売商業部会　講演会
当所卸売商業部会（部会長＝野口宣

夫・㈱お花の太陽  代表取締役社長）は11

月18日、トリゼンフーズ㈱代表取締役会

長　河津善博氏を講師に招き「トリゼン

ホールディングスの事業展開」をテーマに、

部会講演会をリアルとオンラインのハイブ

リッド形式にて開催。48 名が参加した。

養鶏から販売に加え、環境ビジネスや

トリゼンフーズ発祥の地・吉塚商店街リト

ルアジアマーケットの取り組みなど多岐に

渡る内容で、河津会長の熱のこもった講

演で大変盛況となった。

11.11交流会

事業連携などについて情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

第2回士業リレーションズ・
アライアンス交流会

当所は11月11日、士業同士のネットワー

ク構築や提携先発掘を目的に、第 2 回士

業リレーションズ・アライアンス交流会を

対面式にて開催し、32名が参加した。

当日は、新型コロナウイルス感染症防止

対策を徹底した上で、参加者同士が交

流・親睦を深めた。

参加者からは「様々な士業の方と名刺交

換ができ、大変貴重な時間であった」、「他

士業の取り組みや考えを聞くことができ、

今後の業務の参考となった」などの声が聞

かれた。

10.30部　会

QUEEN BEETLEの前で記念撮影をする一行

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

運輸・港湾・貿易部会
部会視察会

当所運輸・港湾・貿易部会（部会長＝

中園政直・博多港ふ頭㈱ 代表取締役社

長）は10月30日、部会視察会を開催し、

27名が参加した。

視察会では、昨年 11月に完成した新型

高速船『QUEEN BEETLE』の福岡湾クルー

ズコースに参加。乗船前には、JR 九州高

速船 ㈱のご担当者より、快適な旅をサ

ポートするサービスや船内施設について説

明があった。また、普段入ることのできな

い操舵室の見学も行った。その後、参加

者は90 分の福岡湾クルーズを楽しんだ。

10.28海外交流

陳銘俊処長と谷川会頭

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

台北駐福岡経済文化弁事処
表敬訪問

当所谷川会頭は 10月28 日、新たに台

北駐福岡経済文化弁事処の処長に着任し

た陳銘俊氏より表敬訪問を受けた。

谷川会頭からは、ＴＳＭＣ（台湾積体電

路製造股份有限公司）の半導体製造工場

が熊本県に設立されることについて、「非

常に期待している」とコメントがあった。

また、陳処長は「台湾にとって日本、特に

九州は大変力強いパートナーであるため、

今後もより深い経済交流を行っていきた

い」と述べた。

10.26委員会

データを用いて福岡の発展要因を説明する岡野氏

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

魅力あるまちづくり委員会
当所魅力あるまちづくり委員会（委員長＝

金子直幹・福岡トヨタ自動車㈱代表取締役

社長）は 10月26日、（公財）九州経済調査協

会　事業開発部長の岡野秀之氏を講師に迎

え、「福岡市の歴史と今後の都市戦略につい

て」をテーマに講演会を実施した。

岡野氏は、アジアに隣接し国内３大都市圏

から離れているという地勢的ポジションや、広

域から人を呼び込むインフラの確立、さらに都

市開発や外資の誘致等積極的な民間投資の呼

び込みが、福岡の都市力と魅力を高めてきた

と説明。委員からは、データから見える福岡

のポテンシャルに驚いた等の声が聞かれた。

9.26、10.3、10、17、24起業塾

創業に必要な知識について熱心に学ぶ受講生たち

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

令和３年度第１回福岡起業塾
当所は９月26日、10月３日、10日、17

日、24日の５日間にわたり、福岡起業塾

をオンラインにて開催。概ね１年以内に起

業を目指す起業家等 23 名が参加した。

講義では、創業に必要な基礎知識や

様々な起業・開業のノウハウをわかりやす

く解説するとともに、事業の具体化に向

けた指導を行った。塾終了後も、ビジネ

スプランのブラッシュアップから事業の実

現まで創業者の課題に応じ、伴走して支

援を行っていく。

10.29交流会

情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

中小企業経営者リレーションズ・
アライアンス交流会

当所は 10月29日、様々な経験・ノウ

ハウ・強みを持つ経営者同士の交流を目

的に、「中小企業経営者リレーションズ・

アライアンス交流会」を対面式にて開催

し、31名が参加した。

当日は、新型コロナウイルス感染症防

止対策を徹底した上で、参加者同士が交

流・親睦を深めた。

参加者からは、「多種多様な業種の経営

者と名刺交換ができた。今後のビジネス

に繋げていきたい」、「事業改善のヒントを

得ることができた」などの声が聞かれた。

11.24セミナー

講師による説明

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

アフリカビジネス魅力
発信セミナー

当所が参画する福岡ワンストップ海外

展開推進協議会は11月24日、オンライン

形式にて「アフリカビジネス魅力発信セミ

ナー」を開催し、39 名が参加した。

セミナーでは、アフリカビジネスの最新

トレンドや日本の進出企業等の事例につい

て分かりやすく解説があった。参加者から

は「自身のアフリカに対するイメージと良

い意味でのギャップを感じた」、「アフリカ

市場の魅力について理解を深めることが

できた」などの声があった。

11.24委員会

講演会の様子

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

グリーン成長戦略研究委員会
講演会

当所グリーン成長戦略研究委員会（委

員長＝大坪潔晴・㈱にしけい 代表取締

役社長）は 11月 24 日、一般財団法人日

本環境衛生センター理事長の南川秀樹氏

を講師に迎え、「地球環境問題の経緯及

び政府のグリーン戦略」をテーマに、対面

とオンラインのハイブリット形式にて講演

会を開催。38 名が参加した。

参加者からは「今後のカーボンニュート

ラル施策の方向性や国、地方の取り組み

が理解できた」という声があった。

11.22ビジクラ

例会参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部11月例会
福商ビジネス倶楽部は 11月 22 日、11月

例会『プロフォトグラファーによる写真撮影

の基礎講座』を対面式にて開催し、19 名が

参加した。

例会では、PHOTOLAND107代表の東野

正吾氏により、写真の構図や光の使い方、ス

マートフォンカメラの特性など、ビジネスで運

用するSNSに活用できる写真撮影の基礎につ

いて講義が行われた。例会の参加者からは

「実演もあり、すぐに自分のビジネスで実践で

きる内容だったので、今後に活かしたい」、

「知らなかったスマホのカメラ機能を知ること

ができて勉強になった」という声があった。

10.28、11.19

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

観光商談会

「オンライン de 観光マッチング2021
〈第2弾 プレ商談会、第３弾 オンラインツアー〉」

【第３弾】オンライン上で自社商品をプレゼンするセラー【第２弾】アドバイザーに事業相談を行う参加者

当所は 10 月 28 日、「オンライン de 観光

マッチング 2021」第２弾として、「プレ商談

会～” 商談成立”に向けた実践的なアプロー

チ !!～」を実施。４社の観光事業者が参加

し、福商観光アドバイザーの３名に対して、

プレゼン・相談を行った。

参加者からは、「自社の企画に足りない部

分を指摘され、刺激となったとともに、次に

やるべきことがはっきりした」、「今まで考え

もしなかった観点を持つことができた」など

の声があった。

また、11月19日に行った第３弾では、「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!!～」をテーマに、６社の観光

事業者（以下、セラー）が８社の旅行業者

に対して、計48 商談を実施した。

オンラインツアーは、ウィズコロナの中で

観光業界の新たな旅のかたちとして注目され

ており、商談当日は質疑応答も活発に行わ

れた。セラーからは、「一度に多くの旅行会

社と商談を行うことができた」、「自社の新た

な取り組みを知っていただくことができた」

などの声があった。
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11.18部　会

講演される河津会長

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

卸売商業部会　講演会
当所卸売商業部会（部会長＝野口宣

夫・㈱お花の太陽  代表取締役社長）は11

月18日、トリゼンフーズ㈱代表取締役会

長　河津善博氏を講師に招き「トリゼン

ホールディングスの事業展開」をテーマに、

部会講演会をリアルとオンラインのハイブ

リッド形式にて開催。48 名が参加した。

養鶏から販売に加え、環境ビジネスや

トリゼンフーズ発祥の地・吉塚商店街リト

ルアジアマーケットの取り組みなど多岐に

渡る内容で、河津会長の熱のこもった講

演で大変盛況となった。

11.11交流会

事業連携などについて情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

第2回士業リレーションズ・
アライアンス交流会

当所は11月11日、士業同士のネットワー

ク構築や提携先発掘を目的に、第 2 回士

業リレーションズ・アライアンス交流会を

対面式にて開催し、32名が参加した。

当日は、新型コロナウイルス感染症防止

対策を徹底した上で、参加者同士が交

流・親睦を深めた。

参加者からは「様々な士業の方と名刺交

換ができ、大変貴重な時間であった」、「他

士業の取り組みや考えを聞くことができ、

今後の業務の参考となった」などの声が聞

かれた。

10.30部　会

QUEEN BEETLEの前で記念撮影をする一行

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

運輸・港湾・貿易部会
部会視察会

当所運輸・港湾・貿易部会（部会長＝

中園政直・博多港ふ頭㈱ 代表取締役社

長）は10月30日、部会視察会を開催し、

27名が参加した。

視察会では、昨年 11月に完成した新型

高速船『QUEEN BEETLE』の福岡湾クルー

ズコースに参加。乗船前には、JR 九州高

速船 ㈱のご担当者より、快適な旅をサ

ポートするサービスや船内施設について説

明があった。また、普段入ることのできな

い操舵室の見学も行った。その後、参加

者は90 分の福岡湾クルーズを楽しんだ。

10.28海外交流

陳銘俊処長と谷川会頭

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

台北駐福岡経済文化弁事処
表敬訪問

当所谷川会頭は 10月28 日、新たに台

北駐福岡経済文化弁事処の処長に着任し

た陳銘俊氏より表敬訪問を受けた。

谷川会頭からは、ＴＳＭＣ（台湾積体電

路製造股份有限公司）の半導体製造工場

が熊本県に設立されることについて、「非

常に期待している」とコメントがあった。

また、陳処長は「台湾にとって日本、特に

九州は大変力強いパートナーであるため、

今後もより深い経済交流を行っていきた

い」と述べた。

10.26委員会

データを用いて福岡の発展要因を説明する岡野氏

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

魅力あるまちづくり委員会
当所魅力あるまちづくり委員会（委員長＝

金子直幹・福岡トヨタ自動車㈱代表取締役

社長）は 10月26日、（公財）九州経済調査協

会　事業開発部長の岡野秀之氏を講師に迎

え、「福岡市の歴史と今後の都市戦略につい

て」をテーマに講演会を実施した。

岡野氏は、アジアに隣接し国内３大都市圏

から離れているという地勢的ポジションや、広

域から人を呼び込むインフラの確立、さらに都

市開発や外資の誘致等積極的な民間投資の呼

び込みが、福岡の都市力と魅力を高めてきた

と説明。委員からは、データから見える福岡

のポテンシャルに驚いた等の声が聞かれた。

9.26、10.3、10、17、24起業塾

創業に必要な知識について熱心に学ぶ受講生たち

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

令和３年度第１回福岡起業塾
当所は９月26日、10月３日、10日、17

日、24日の５日間にわたり、福岡起業塾

をオンラインにて開催。概ね１年以内に起

業を目指す起業家等 23 名が参加した。

講義では、創業に必要な基礎知識や

様々な起業・開業のノウハウをわかりやす

く解説するとともに、事業の具体化に向

けた指導を行った。塾終了後も、ビジネ

スプランのブラッシュアップから事業の実

現まで創業者の課題に応じ、伴走して支

援を行っていく。

10.29交流会

情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

中小企業経営者リレーションズ・
アライアンス交流会

当所は 10月29日、様々な経験・ノウ

ハウ・強みを持つ経営者同士の交流を目

的に、「中小企業経営者リレーションズ・

アライアンス交流会」を対面式にて開催

し、31名が参加した。

当日は、新型コロナウイルス感染症防

止対策を徹底した上で、参加者同士が交

流・親睦を深めた。

参加者からは、「多種多様な業種の経営

者と名刺交換ができた。今後のビジネス

に繋げていきたい」、「事業改善のヒントを

得ることができた」などの声が聞かれた。

11.24セミナー

講師による説明

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

アフリカビジネス魅力
発信セミナー

当所が参画する福岡ワンストップ海外

展開推進協議会は11月24日、オンライン

形式にて「アフリカビジネス魅力発信セミ

ナー」を開催し、39 名が参加した。

セミナーでは、アフリカビジネスの最新

トレンドや日本の進出企業等の事例につい

て分かりやすく解説があった。参加者から

は「自身のアフリカに対するイメージと良

い意味でのギャップを感じた」、「アフリカ

市場の魅力について理解を深めることが

できた」などの声があった。

11.24委員会

講演会の様子

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

グリーン成長戦略研究委員会
講演会

当所グリーン成長戦略研究委員会（委

員長＝大坪潔晴・㈱にしけい 代表取締

役社長）は 11月 24 日、一般財団法人日

本環境衛生センター理事長の南川秀樹氏

を講師に迎え、「地球環境問題の経緯及

び政府のグリーン戦略」をテーマに、対面

とオンラインのハイブリット形式にて講演

会を開催。38 名が参加した。

参加者からは「今後のカーボンニュート

ラル施策の方向性や国、地方の取り組み

が理解できた」という声があった。

11.22ビジクラ

例会参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部11月例会
福商ビジネス倶楽部は 11月 22 日、11月

例会『プロフォトグラファーによる写真撮影

の基礎講座』を対面式にて開催し、19 名が

参加した。

例会では、PHOTOLAND107代表の東野

正吾氏により、写真の構図や光の使い方、ス

マートフォンカメラの特性など、ビジネスで運

用するSNSに活用できる写真撮影の基礎につ

いて講義が行われた。例会の参加者からは

「実演もあり、すぐに自分のビジネスで実践で

きる内容だったので、今後に活かしたい」、

「知らなかったスマホのカメラ機能を知ること

ができて勉強になった」という声があった。

10.28、11.19

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

観光商談会

「オンライン de 観光マッチング2021
〈第2弾 プレ商談会、第３弾 オンラインツアー〉」

【第３弾】オンライン上で自社商品をプレゼンするセラー【第２弾】アドバイザーに事業相談を行う参加者

当所は 10 月 28 日、「オンライン de 観光

マッチング 2021」第２弾として、「プレ商談

会～” 商談成立”に向けた実践的なアプロー

チ !!～」を実施。４社の観光事業者が参加

し、福商観光アドバイザーの３名に対して、

プレゼン・相談を行った。

参加者からは、「自社の企画に足りない部

分を指摘され、刺激となったとともに、次に

やるべきことがはっきりした」、「今まで考え

もしなかった観点を持つことができた」など

の声があった。

また、11月19日に行った第３弾では、「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!!～」をテーマに、６社の観光

事業者（以下、セラー）が８社の旅行業者

に対して、計48 商談を実施した。

オンラインツアーは、ウィズコロナの中で

観光業界の新たな旅のかたちとして注目され

ており、商談当日は質疑応答も活発に行わ

れた。セラーからは、「一度に多くの旅行会

社と商談を行うことができた」、「自社の新た

な取り組みを知っていただくことができた」

などの声があった。
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年末年始の貿易関係証明発給業務について
会議所からのお知らせ

お問い合わせ／産業振興グループ（貿易証明担当）　TEL 092-441-1230　E-mail：shoumei＠fukunet.or.jp

●令和3年12月29日（水）～令和4年1月3日（月）はお休みです。

●12月29日（水）から1月3日（月）までの間、貿易関係証明発給システム、第一種特定原産地証明書
　発給システムは停止いたします。停止期間中、発給システムにはアクセスできません。

貿易関係証明 発給業務貿易関係証明 発給業務

12月28日（火）16時まで
にお持ち込みください。

年 末

年 始 1月4日（火）9時より
業務を開始します。

第一種特定原産地証明書 発給業務第一種特定原産地証明書 発給業務

12月28日（火）17時に
業務を終了させていただきます。

年 末

年 始 1月4日（火）9時より
業務を開始します。

●年内に貿易関係証明（オンライン申請）の承認をご希望の場合、12月24日(金)17：00までに発給申請をお願いします。
●年内に第一種特定原産地証明書の承認・交付をご希望の場合、12月24日(金)17：00までに判定依頼を、12月27日(月)
17：00までに発給申請をお願いします。
●システムを通じて上記日時までに判定依頼・発給申請をいただいても、必要な書類の提出がない場合や、申請内容に
不備があった場合、年内の判定依頼・発給申請の承認、証明書のお渡し・発送ができません。
●日タイ経済連携協定“附属書二”及び“運用上の手続き規則”が改正され、令和４年１月１日から適用されます。
  上記スケジュールとは異なりますので、詳しくは発給システムログイン前の重要情報欄をご確認ください。

令和4年 令和4年

会議所からのお知らせ

お問い合わせ／経営支援グループ　　

福商デジタル化支援セミナー

お客さまを本当に知るための Webマーケティングセミナー

水

令和３年

こんな方におすすめ 講　師 定員・開催形式

お申込み・詳細

●Webマーケティングに対して漠然とした課題を感じている。
●様々なWebマーケティングツールを活用しているが効果が得られない。
●ホームページのアクセス数が増加しない。 等

貴社のWebマーケティングがうまくいかない理由とは？
HPを作り、Instagramを始め、YouTubeを収録し、レビューサイトで顧
客の声を聴き、広告出稿…と、色々やってみているものの、成果が得ら
れないというご相談を頻繁に伺います。この「成果のでない」理由を明
らかにし、”いま”中小企業が取り組むべきお客さまを知るためのWeb
マーケティングについて、3名のプロフェッショナルがお答えします。

●廣瀬 隆彦 氏 30名（当所会議室）
CX Value Lab株式会社
代表取締役
株式会社ワクフリ 取締役

●佐宗 大介 氏
カイロスマーケティング株式会社
代表取締役 

オンライン（Zoom）

●髙島 卓也 氏
株式会社ワクフリ 代表取締役

中小企業がデジタル変革により
業績向上させる方法 広告費用0円で新規顧客を大量に集客する方法

水

令和３年

こんな方におすすめ 講　師 お申込み・詳細
●従来通りの訪問営業を行うも訪問先から断られ商談すら行うことがで
きない。
●営業DXに挑戦してみたいが始め方が分からない。
●展示会がメイン販路だったがその機会が失われ新規受注できず、困っ
ている。

内　容
1.費用0円で集客できる施策のまとめ
2.成功するウェブセミナーの開催方法
3.集客後のフォローで欠かせないデジタルツールとその運用方法とは？

●茂木 優弥 氏
アイセールス株式会社
セールスサクセス事業本部

開催形式
オンライン（Zoom）

第4回

参加費無料

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

業績アップに繋がる
チーム作りをサポート！株式会社カインドサポート

◆ 業績アップに繋がるチーム作りに貢献する各種研修をご用意
（講師実績200回以上！）

管理職向け
コーチング
研修3講座

営業職向け
営業スキルアップ
研修8講座

お気軽にお問合せ下さい

株式会社カインドサポート
代表取締役兼研修講師　松行　淳一郎

・銀座コーチングスクール認定コーチ

・東京商工会議所認定ビジネスマネジャー

・（一社）販路コーディネータ協会営業士上級  など ＊研修開催回数・研修時間などはお打合せにより決めさせて頂きます
＊研修料金はお見積りを提出、合意を頂いて決めさせて頂きます

092-406-9528
092-406-9526
090-4292-1155
junichiro.matsuyuki@gmail.com
https://kindsupport.work

TEL

FAX

MOBILE

MAIL

HP Youtube

講
師
取
得
資
格

クライアントの
方と作る

カスタマイズ型の
研修
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年末年始の貿易関係証明発給業務について
会議所からのお知らせ

お問い合わせ／産業振興グループ（貿易証明担当）　 　 ： ＠

●令和3年12月29日（水）～令和4年1月3日（月）はお休みです。

●12月29日（水）から1月3日（月）までの間、貿易関係証明発給システム、第一種特定原産地証明書
　発給システムは停止いたします。停止期間中、発給システムにはアクセスできません。

貿易関係証明 発給業務貿易関係証明 発給業務

12月28日（火）16時まで
にお持ち込みください。

年 末

年 始 1月4日（火）9時より
業務を開始します。

第一種特定原産地証明書 発給業務第一種特定原産地証明書 発給業務

12月28日（火）17時に
業務を終了させていただきます。

年 末

年 始 1月4日（火）9時より
業務を開始します。

●年内に貿易関係証明（オンライン申請）の承認をご希望の場合、12月24日(金)17：00までに発給申請をお願いします。
●年内に第一種特定原産地証明書の承認・交付をご希望の場合、12月24日(金)17：00までに判定依頼を、12月27日(月)
17：00までに発給申請をお願いします。
●システムを通じて上記日時までに判定依頼・発給申請をいただいても、必要な書類の提出がない場合や、申請内容に
不備があった場合、年内の判定依頼・発給申請の承認、証明書のお渡し・発送ができません。
●日タイ経済連携協定“附属書二”及び“運用上の手続き規則”が改正され、令和４年１月１日から適用されます。
  上記スケジュールとは異なりますので、詳しくは発給システムログイン前の重要情報欄をご確認ください。

令和4年 令和4年

会議所からのお知らせ

お問い合わせ／経営支援グループ　　TEL 092-441-1146

福商デジタル化支援セミナー

お客さまを本当に知るための Webマーケティングセミナー

15水
12

13:30 -15:00

令和３年

こんな方におすすめ 講　師 定員・開催形式

お申込み・詳細

●Webマーケティングに対して漠然とした課題を感じている。
●様々なWebマーケティングツールを活用しているが効果が得られない。
●ホームページのアクセス数が増加しない。 等

貴社のWebマーケティングがうまくいかない理由とは？
HPを作り、Instagramを始め、YouTubeを収録し、レビューサイトで顧
客の声を聴き、広告出稿…と、色々やってみているものの、成果が得ら
れないというご相談を頻繁に伺います。この「成果のでない」理由を明
らかにし、”いま”中小企業が取り組むべきお客さまを知るためのWeb
マーケティングについて、3名のプロフェッショナルがお答えします。

●廣瀬 隆彦 氏 30名（当所会議室）
CX Value Lab株式会社
代表取締役
株式会社ワクフリ 取締役

●佐宗 大介 氏
カイロスマーケティング株式会社
代表取締役 

オンライン（Zoom）

●髙島 卓也 氏
株式会社ワクフリ 代表取締役

中小企業がデジタル変革により
業績向上させる方法 広告費用0円で新規顧客を大量に集客する方法

22水
12

14:00 -15:00

令和３年

こんな方におすすめ 講　師 お申込み・詳細
●従来通りの訪問営業を行うも訪問先から断られ商談すら行うことがで
きない。

●営業DXに挑戦してみたいが始め方が分からない。
●展示会がメイン販路だったがその機会が失われ新規受注できず、困っ
ている。

内　容
1.費用0円で集客できる施策のまとめ
2.成功するウェブセミナーの開催方法
3.集客後のフォローで欠かせないデジタルツールとその運用方法とは？

●茂木 優弥 氏
アイセールス株式会社
セールスサクセス事業本部

開催形式
オンライン（Zoom）

第4回

参加費無料

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。

業績アップに繋がる
チーム作りをサポート！株式会社カインドサポート

◆ 業績アップに繋がるチーム作りに貢献する各種研修をご用意
（講師実績200回以上！）

管理職向け
コーチング
研修3講座

営業職向け
営業スキルアップ
研修8講座

お気軽にお問合せ下さい

株式会社カインドサポート
代表取締役兼研修講師　松行　淳一郎

・銀座コーチングスクール認定コーチ

・東京商工会議所認定ビジネスマネジャー

・（一社）販路コーディネータ協会営業士上級  など ＊研修開催回数・研修時間などはお打合せにより決めさせて頂きます
＊研修料金はお見積りを提出、合意を頂いて決めさせて頂きます

092-406-9528
092-406-9526
090-4292-1155
junichiro.matsuyuki@gmail.com
https://kindsupport.work

TEL

FAX

MOBILE

MAIL

HP Youtube

講
師
取
得
資
格

クライアントの
方と作る

カスタマイズ型の
研修

PR
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博多伝統芸能館　公演のご案内！
-------------------------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみ
ませんか？新型コロナウイルス感染
予防の取り組みを実施しながら、
公演を開催しています！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＝令和 4 年 1月12日（水）16 :00～
16:50、1月29日（土）13:00～13:50、２月10
日（木）16:00～16:50、２月26日（土）13:00～
13:50、3月10日（木）16:00～16:50、３月26
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、土日昼、1/3公演：12,100円
→11,000円、【S席良席ペアシートプラン】12～
3月土日祝の昼公演　2名1組限定で良席ペア

フィンセント・ファン・ゴッホ《夜のプロヴァンスの田舎道》
1890年5月12-15日頃 クレラー=ミュラー美術館
©Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands

シートを設定しております。●対象日程＝～令和4
年3月31日（木）※2/8(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。

MINIATURE LIFE展2
－田中達也　見立ての世界－
--------------------------------------------------------
●優待内容＝一般 1,300円 → 1,200円、中高生 
1,000円 → 900円、小学生 500円 → 400円
●対象日程＝令和3年12月18日（土）～令和4年
1月17日（月）、休館日：令和4年1月1日（土）元
日のみ休館。●申込締切＝令和4年1月17日（月）
●場所＝JR九州ホール（博多駅JR博多シティ9F）
●申込方法＝会場窓口で、会員証をご提示してい
ただくと5名様まで割引料金で購入いただけます。

ゴッホ展
--------------------------------------------------------
●優待内容＝一般 2,000円→1,800円、高大生
1,300円→1,100円、小中生 800円→600円●
対象日程＝令和3年12月23日(木)～令和4年2
月13日(日)●申込締切＝令和4年2月13日(日)
●場所＝福岡市美術館●申込方法＝会場の当日券
売所にて商工会議所会員証をご提示ください。
※土日祝日、1月2日・3日は日時予約を推奨して
おります。各入場時間枠には上限があります。

パブリックインフォメーション

ご寄附のお願い

　福岡市教育振興会では、福岡市
の子どもたちへの支援のため皆様
からのご寄附をお待ちしています。
　当財団へのご寄附は、税制上の
優遇措置（※）を受けることができ
ます。
　ご寄附についてのお問い合わせは、
当財団までご遠慮なくご照会くだ
さい。
◆ご寄附の使途：
就学が困難な高等学校等の生徒
に対する奨学金

◆海外の高等学校に留学するため
の奨学金等

※税制上の優遇措置についての詳
細は、最寄りの税務署にご確認
ください。

【お問い合わせ先】
公益財団法人福岡市教育振興会
TEL 092-721-1709

即戦力なら自衛官！

　20～30歳代の自衛隊新卒者・
50歳代の若年定年制自衛官を即
戦力として御社で活躍させてくだ
さい！
　自衛隊の厳しい訓練で規律・責
任感・コミュニケーション力等を
身に付けた豊富な人材が揃ってい
ます。

　退職自衛官の雇用について興味
を持っていただけましたら、お気
軽にご相談ください！
▶退職自衛官の雇用について

【お問い合わせ先】
自衛隊福岡地方協力本部
福岡援護センター
TEL 092-591-5577

https://www.mod.go.jp/pco/fukuoka/employ/index.html

福岡地本ホームページ
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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。

　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。海外企業との取引を検討している、または、取り引きした
い事業者の方はぜひご覧ください！

　中小企業のイノベーション支援事業の一環として、
３人の講師に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説明して
いただいた動画を公開しています。今後のビジネスに
ぜひお役立てください。

　海外展開を希望する事業者が複数機関に足を運ぶこ
となく「ワンストップ」で現地情報の収集や貿易手続き
など、海外展開で直面する幅広い課題について相談で
きます。ご相談は随時受け付けておりますので、お気軽
に当窓口までご相談ください。

ビジネスモデルのアイデア展開からビジネス化まで、
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」などお悩みの方は、ぜひご相談ください。

■ 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミナー

どの国への輸出が対象なのか？

RCEP協定と他協定は
何が違うのか？

輸出産品が関税減免対象に
なるかの確認方法

HSコードとは？

以下、一部プログラム内容

新規事業の考え方・作り方
共創・オープンイノベーション

組織イノベーション
DX（デジタル変革） デザイン思考

■ 国際取引・海外展開ミニ講座　

㈱ローカルベンチャールーム
代表取締役

講師 富田 安則 氏 講師 村上 和彰 氏 講師 一色 知行 氏
CHIKOH Design Lab㈱
代表取締役

国際ビジネスで
役立つ仲裁とは

海外ビジネススキーム

越境Eコマースの基本

“インコタームズ”って何？

海外企業との裁判
どこで行われる？

国際取引と国内取引、
どこが違う？

動画サイトは
コチラ!

RCEP
動画は
こちら

■ イノベーション支援
～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～

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）

ワンストップ海外展開相談窓口
相談
申込は
こちら

個別相談のご案内
個別相談
申込は
こちら

イノベーション
支援動画は
こちら

注目コンテンツ
のご紹介♪

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！

　海外展開支援の一環として、「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミ
ナー」の動画を配信しています。
　本動画では、経済連携協定(EPA)の一般的な知識、RCEP協定を含むEPAの活
用方法など原産地証明書に関する事項を中心に説明しています。
　今後のビジネスにぜひお役立てください。

貿易を促進するために輸出入にかかる関税撤廃・削減などを取り決めている経済連携協定
(EPA)のうちの1つであり、2022年1月1日に発効されます。

RCEP協定とは？

【規模】
世界のGDP/貿易総額/人口の約3割、日本の貿易総額の約5割

【加盟国15か国】
ASEAN10か国 （ブルネイ/カンボジア/インドネシア/ラオス/マレーシア/ミャンマー/
フィリピン/シンガポール/タイ/ベトナム）、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド
※日本にとって中国・韓国とは初のEPAです。

【メリット】
●　日本から輸出する産品の関税の減免(工業製品を中心に全体の関税撤廃率は91％)
●　サービス分野(金融・通信・物流等)での外国企業による出資制限が緩和
●　加盟国間での原材料・部品の調達、製造・販売・消費の促進

福岡商工会議所公式チャンネル
YouTube
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博多伝統芸能館　公演のご案内！
-------------------------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみ
ませんか？新型コロナウイルス感染
予防の取り組みを実施しながら、
公演を開催しています！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＝令和 4 年 1月12日（水）16 :00～
16:50、1月29日（土）13:00～13:50、２月10
日（木）16:00～16:50、２月26日（土）13:00～
13:50、3月10日（木）16:00～16:50、３月26
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、土日昼、1/3公演：12,100円
→11,000円、【S席良席ペアシートプラン】12～
3月土日祝の昼公演　2名1組限定で良席ペア

フィンセント・ファン・ゴッホ《夜のプロヴァンスの田舎道》
1890年5月12-15日頃 クレラー=ミュラー美術館
©Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands

シートを設定しております。●対象日程＝～令和4
年3月31日（木）※2/8(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。

MINIATURE LIFE展2
－田中達也　見立ての世界－
--------------------------------------------------------
●優待内容＝一般 1,300円 → 1,200円、中高生 
1,000円 → 900円、小学生 500円 → 400円
●対象日程＝令和3年12月18日（土）～令和4年
1月17日（月）、休館日：令和4年1月1日（土）元
日のみ休館。●申込締切＝令和4年1月17日（月）
●場所＝JR九州ホール（博多駅JR博多シティ9F）
●申込方法＝会場窓口で、会員証をご提示してい
ただくと5名様まで割引料金で購入いただけます。

ゴッホ展
--------------------------------------------------------
●優待内容＝一般 2,000円→1,800円、高大生
1,300円→1,100円、小中生 800円→600円●
対象日程＝令和3年12月23日(木)～令和4年2
月13日(日)●申込締切＝令和4年2月13日(日)
●場所＝福岡市美術館●申込方法＝会場の当日券
売所にて商工会議所会員証をご提示ください。
※土日祝日、1月2日・3日は日時予約を推奨して
おります。各入場時間枠には上限があります。

パブリックインフォメーション

ご寄附のお願い

　福岡市教育振興会では、福岡市
の子どもたちへの支援のため皆様
からのご寄附をお待ちしています。
　当財団へのご寄附は、税制上の
優遇措置（※）を受けることができ
ます。
　ご寄附についてのお問い合わせは、
当財団までご遠慮なくご照会くだ
さい。
◆ご寄附の使途：
就学が困難な高等学校等の生徒
に対する奨学金

◆海外の高等学校に留学するため
の奨学金等

※税制上の優遇措置についての詳
細は、最寄りの税務署にご確認
ください。

【お問い合わせ先】
公益財団法人福岡市教育振興会
TEL 092-721-1709

即戦力なら自衛官！

　20～30歳代の自衛隊新卒者・
50歳代の若年定年制自衛官を即
戦力として御社で活躍させてくだ
さい！
　自衛隊の厳しい訓練で規律・責
任感・コミュニケーション力等を
身に付けた豊富な人材が揃ってい
ます。

　退職自衛官の雇用について興味
を持っていただけましたら、お気
軽にご相談ください！
▶退職自衛官の雇用について

【お問い合わせ先】
自衛隊福岡地方協力本部
福岡援護センター
TEL 092-591-5577

https://www.mod.go.jp/pco/fukuoka/employ/index.html

福岡地本ホームページ
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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。

　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。海外企業との取引を検討している、または、取り引きした
い事業者の方はぜひご覧ください！

　中小企業のイノベーション支援事業の一環として、
３人の講師に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説明して
いただいた動画を公開しています。今後のビジネスに
ぜひお役立てください。

　海外展開を希望する事業者が複数機関に足を運ぶこ
となく「ワンストップ」で現地情報の収集や貿易手続き
など、海外展開で直面する幅広い課題について相談で
きます。ご相談は随時受け付けておりますので、お気軽
に当窓口までご相談ください。

ビジネスモデルのアイデア展開からビジネス化まで、
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」などお悩みの方は、ぜひご相談ください。

■ 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミナー

どの国への輸出が対象なのか？

RCEP協定と他協定は
何が違うのか？

輸出産品が関税減免対象に
なるかの確認方法

HSコードとは？

以下、一部プログラム内容

新規事業の考え方・作り方
共創・オープンイノベーション

組織イノベーション
DX（デジタル変革） デザイン思考

■ 国際取引・海外展開ミニ講座　

㈱ローカルベンチャールーム
代表取締役

講師 富田 安則 氏 講師 村上 和彰 氏 講師 一色 知行 氏
CHIKOH Design Lab㈱
代表取締役

国際ビジネスで
役立つ仲裁とは

海外ビジネススキーム

越境Eコマースの基本

“インコタームズ”って何？

海外企業との裁判
どこで行われる？

国際取引と国内取引、
どこが違う？

動画サイトは
コチラ!

RCEP
動画は
こちら

■ イノベーション支援
～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～

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）

ワンストップ海外展開相談窓口
相談
申込は
こちら

個別相談のご案内
個別相談
申込は
こちら

イノベーション
支援動画は
こちら

注目コンテンツ
のご紹介♪

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！

　海外展開支援の一環として、「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミ
ナー」の動画を配信しています。
　本動画では、経済連携協定(EPA)の一般的な知識、RCEP協定を含むEPAの活
用方法など原産地証明書に関する事項を中心に説明しています。
　今後のビジネスにぜひお役立てください。

貿易を促進するために輸出入にかかる関税撤廃・削減などを取り決めている経済連携協定
(EPA)のうちの1つであり、2022年1月1日に発効されます。

RCEP協定とは？

【規模】
世界のGDP/貿易総額/人口の約3割、日本の貿易総額の約5割

【加盟国15か国】
ASEAN10か国 （ブルネイ/カンボジア/インドネシア/ラオス/マレーシア/ミャンマー/
フィリピン/シンガポール/タイ/ベトナム）、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド
※日本にとって中国・韓国とは初のEPAです。

【メリット】
●　日本から輸出する産品の関税の減免(工業製品を中心に全体の関税撤廃率は91％)
●　サービス分野(金融・通信・物流等)での外国企業による出資制限が緩和
●　加盟国間での原材料・部品の調達、製造・販売・消費の促進

福岡商工会議所公式チャンネル
YouTube
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区
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多
区

早
良
区

給排水設備工事

ハウスクリーニング（エアコン、キッチン、浴室など）

飲食店

税理士業

食材の卸販売（国内・海外）と海外商材輸入卸販売

コンサルティング

ＣＭ、ＰＶ、ＶＰ、テレビ番組　企画、制作、撮影

飲食店

空気清浄機の販売・レンタル

社会保険労務士事務所

食品・雑貨の輸出輸入

コルギマッサージ

会計税務サービス

清掃業及び内装工事業

ＬＩＮＥを使ったシステムの開発・販売・運用サポート

ＩｏＴ／ＡＩ等を活用した開発事業

不動産業

官公庁に提出する書類の作成および申請代理、各種業務相談など

経営コンサルティング

不動産（賃貸、管理、売買）

建設業　インテリア工事全般

建築設計

飲食業

メガネ販売

水素ガス吸入サロン

建築物・建築設備・防火設備法定点検

飲食業

スポーツチーム運営（社会人アメリカンフットボールチーム「イコールワン福岡ＳＵＮＳ」）

つまり、水もれ（各種、漏水調査）、水のトラブル、緊急工事専門店

エアコン、キッチン、浴室など、家中をキレイにします

博多駅より徒歩5分！肉好き必見の創作イタリアン

業績アップ専門税理士です！ぜひご相談ください！

差別化・高付加価値素材を探し販売します。販路拡大のお手伝いを！

経済産業省認定の支援事業者としてＩＴ導入補助金申請のサポート

会社紹介動画や配信など映像に関することならなんでもご相談ください

韓国料理も出してるスナックバーです

クレベリン発生器を活用してのウイルス対策を提案します

労働基準法、健康保険法など、「人」に関する法令の専門家です

激安で高品質な布団寝具・輸出入のOEＭ食品を扱っています

韓国小顔矯正コルギ専門店小顔堂です

クラウド・DXで御社の経営計画、事業承継対策をご支援します

店舗の営業をテクノロジーでささえる。ウイルス対策もご相談ください

ＬＩＮＥを使った「いつでも注文くん」「どこでも注文くん」を販売

中小・中堅の製造業のデジタル化・ＤＸを支援しています

中央区警固の不動産会社です。お気軽にお問い合わせください

建設業許可関連の申請や届出に特化しています

補助金や融資のお困りごとは何でもご相談ください

不動産物件の管理、売買はお任せください

インテリア業界で、ベトナム実習生と夢を現実にしている会社です

企業価値を上げるためのデザイン全般をお手伝いします

安くて旨い炭火焼の店

見え方だけでなく健康にもこだわるあなたに寄り添うメガネ屋さん

医療・美容・スポーツ業界で注目の水素ガス吸入を体験できます

民間公共の建築物・建築設備・防火設備法定点検承ります

ベトナムに関して何でも対応します。お気軽にご相談ください

九州唯一の社会人アメフトチーム、イコールワン福岡ＳＵＮＳです

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

092-662-6264

090-8355-5384

092-409-3006

092-260-9859

080-6849-1584

092-402-2539

092-409-6135

092-263-0024

092-412-5367

090-3730-3964

092-516-2615

092-406-3771

092-791-1007

092-406-8170

090-7255-5530

080-1710-9812

092-716-8265

080-1196-2939

080-5289-9075

092-739-0115

092-558-0737

092-542-2707

092-534-0010

092-408-2227

092-231-0715

092-707-5930

092-517-8616

092-600-4838

東
区

博
多
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中
央
区

早
良
区

西
区

北
九
州
市

スナック業　カラオケと楽しい時間を提供

行政書士業

建設業

ビルメンテナンス業

幼児教育

展示・ディスプレイの企画、制作、施工

助成金の代行申請

日本茶販売

キッチンカーでヤギミルクを使ったソフトクリームやアイスを販売

西新で約２０年続くお化け屋敷のようなスナックです

薬事関連の許認可申請をお手伝いします

快適さに必要な機能を徹底して追求した、高機能「健康住宅」を建てています

マンション、ビル、商業施設清掃管理、美装工事をお手伝いします

幼児期にしか伸ばせない知能育成と本格的プログラミング教育

文化施設や商業施設の空間づくりのお手伝いをさせてください

中小企業の皆さまの助成金の受給を中心にサポートします！

日本茶ワークショップ、社員研修や集客イベント等ご依頼ください

キッチンカーにてヤギミルクを使ったソフトクリームを販売しています

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
中
央
区

南
区

城
南
区

092-845-2857

092-407-8019

092-872-7108

092-982-2339

092-885-1288

092-6880897

070-3618-8080

090-7474-7053

092-932-2902

早
良
区

糟
屋
郡

アースクリン（株）

おそうじ革命 福岡香椎神宮店

肉食イタリアン小町

上野勝也公認会計士税理士事務所

（株）フードスタッフ 福岡支店

ＶＯＷ．ＳＵＮ（株）

（株）フィルムラボ

スナックバー　韓

（株）フジコム九州

Ｌ．Ｅ＆Ｅ社会保険労務士事務所

ＪＣＳ（同）

小顔堂

宮川公認会計士・税理士事務所

（株）ＭＡＣＨＩ

（株）チューズモンスター

（株）Ｒｅｇｎｉｏ

（株）オークニエステート

青木行政書士事務所

（株）アドベンチャーワン

（株）ハートフルリアルエステート

（株）ＶＥＲＴＩＣＥ

（株）森裕建築設計事務所

地鶏食堂　じん．日赤通り

めがね屋　四季

水素スクエア

（株）ビルインスペクト九州

ビナハウスプロモーション（株）

一般社団法人　福岡ＳＵＮＳ

スナック　リブ

水谷経営法務事務所

モリタ建設（株）

皓麗（株）

チャイルド・アイズ姪浜駅前校

（株）彩工房

持丸社会保険労務士事務所

茶時遊空間

ＫＯＹＡＳＵ　ＦＡＲＭ

福岡市東区舞松原2-17-43

福岡市東区香椎3-7-25-203　クァイエット・リブＢ

福岡市博多区博多駅前3-19-14 ビーエスビル博多１階

福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル２階

福岡市博多区博多駅南3-3-12 ＮＹビル４階

福岡市博多区住吉2-4-7-807

福岡市博多区住吉3-9-1 カワイアーバンビルⅡ-312

福岡市博多区中洲3-1-8 TM32Buildinng

福岡市博多区榎田2-2-48

福岡市博多区堅粕3-1-19-704

福岡市博多区堅粕3-6-3

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレストビル312

福岡市中央区天神2-8-36 天神ＮＫビル８階

福岡市中央区天神3-6-23-405

福岡市中央区大名2-6-11

福岡市中央区大名2-6-11Fukuoka Growth Next310

福岡市中央区警固2-1-17-902

福岡市中央区赤坂2-3-25 第一赤坂ビル305

福岡市中央区舞鶴1-8-39-301

福岡市中央区舞鶴2-4-26-701

福岡市南区塩原3-9-23 ウエストビレッジ１階

福岡市南区塩原4-5-31

福岡市南区大楠1-30-21 福徳ビル１階

福岡市南区西長住1-8-36 グリーンコート西長住１階

福岡市南区野間1-16-13 １階右

福岡市城南区田島1-2-32-103

福岡市城南区片江5-46-23

福岡市早良区室見4-10-12

福岡市早良区西新4-3-5 スターダストビル101

福岡市早良区西新5-15-40-408

福岡市早良区野芥7-19-25

福岡市早良区田隈3-34-4

福岡市西区姪浜駅南1-6-24 髙辰ビル４階

那珂川市松木3-152-1

大野城市つつじケ丘3-30-8

大野城市下大利2-1-1-502

糟屋郡宇美町宇美中央1-6-20

剣道・柔道用品販売

飲食店営業

造園業

卸売・小売業

建設業

不動産業

エステサロン

飲食店経営

食料品の製造、加工及び販売

不動産の売買、賃貸の仲介

インドネシア・バリ島にて革製品の製造

広告業

不動産売買

金融商品仲介業、コンサル業

焼鳥屋

内装工事仕上業

対面での研修

遺品整理

小売業　靴販売

ソフトウェア開発

布ライナー・布ナプキンの製作販売

弁護士業

服飾雑貨販売

内装業（内装仕上業）

映像制作・配信

アパレル小売

和食居酒屋

テレビ・舞台照明、音響、企画、制作

酒類小売販売

電気通信機器の販売メンテナンス

一般土木建築

電気通信工事及び音響映像ネットワークシステム構築

飲食店

飲食店営業

警備

飲食業

（有）香武堂

（株）ＫＥＥＬ

グリーンタスガーデン

（株）ＫＯＳ

Ｙ．Ｓ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

ランドリブ（株）

ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ＵｎＣｏｕｔｕｒｅ

コバコバル

（株）ＰＩＺＺＡＲＥＶＯ

（株）プラムパーク

（株）ＤＥＮ

（株）シーエープラス

（株）Ａｌｌｅｓｔ

ＣＧＰパートナーズ（株）

鳥かげ

（有）アーク

人財育成ｏｆｆｉｃｅ

ディーアンドワイ

シューズ愛ランド　福岡福重店

（株）ＴＲｉＭ

（株）Ｓｅａｇ

思永法律事務所

（株）ＹＭ－Ｃｒｅａｔｅ　 ｋｉｉｔｏｓ

（株）フランク

メティスプロジェクト（株）

（有）ＪＯＣＯＳＡ

酒と肴　中村商会

（株）九州ハートス

うめや酒店

ジャパン通信（株）

暁工業（株）

（株）ミッツコーポレーション

小鉄

長寿らーめん

（株）ニッケイ

らーめん　ゆきみ家
城
南
区

西
区

那
珂
川
市
大
野
城
市

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

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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差別化・高付加価値素材を探し販売します。販路拡大のお手伝いを！

経済産業省認定の支援事業者としてＩＴ導入補助金申請のサポート

会社紹介動画や配信など映像に関することならなんでもご相談ください

韓国料理も出してるスナックバーです

クレベリン発生器を活用してのウイルス対策を提案します

労働基準法、健康保険法など、「人」に関する法令の専門家です

激安で高品質な布団寝具・輸出入のOEＭ食品を扱っています

韓国小顔矯正コルギ専門店小顔堂です

クラウド・DXで御社の経営計画、事業承継対策をご支援します

店舗の営業をテクノロジーでささえる。ウイルス対策もご相談ください

ＬＩＮＥを使った「いつでも注文くん」「どこでも注文くん」を販売

中小・中堅の製造業のデジタル化・ＤＸを支援しています

中央区警固の不動産会社です。お気軽にお問い合わせください

建設業許可関連の申請や届出に特化しています

補助金や融資のお困りごとは何でもご相談ください

不動産物件の管理、売買はお任せください

インテリア業界で、ベトナム実習生と夢を現実にしている会社です

企業価値を上げるためのデザイン全般をお手伝いします

安くて旨い炭火焼の店

見え方だけでなく健康にもこだわるあなたに寄り添うメガネ屋さん

医療・美容・スポーツ業界で注目の水素ガス吸入を体験できます

民間公共の建築物・建築設備・防火設備法定点検承ります

ベトナムに関して何でも対応します。お気軽にご相談ください

九州唯一の社会人アメフトチーム、イコールワン福岡ＳＵＮＳです

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

092-662-6264

090-8355-5384

092-409-3006

092-260-9859

080-6849-1584

092-402-2539

092-409-6135

092-263-0024

092-412-5367

090-3730-3964

092-516-2615

092-406-3771

092-791-1007

092-406-8170

090-7255-5530

080-1710-9812

092-716-8265

080-1196-2939

080-5289-9075

092-739-0115

092-558-0737

092-542-2707

092-534-0010

092-408-2227

092-231-0715

092-707-5930

092-517-8616

092-600-4838

東
区

博
多
区

中
央
区

早
良
区

西
区

北
九
州
市

スナック業　カラオケと楽しい時間を提供

行政書士業

建設業

ビルメンテナンス業

幼児教育

展示・ディスプレイの企画、制作、施工

助成金の代行申請

日本茶販売

キッチンカーでヤギミルクを使ったソフトクリームやアイスを販売

西新で約２０年続くお化け屋敷のようなスナックです

薬事関連の許認可申請をお手伝いします

快適さに必要な機能を徹底して追求した、高機能「健康住宅」を建てています

マンション、ビル、商業施設清掃管理、美装工事をお手伝いします

幼児期にしか伸ばせない知能育成と本格的プログラミング教育

文化施設や商業施設の空間づくりのお手伝いをさせてください

中小企業の皆さまの助成金の受給を中心にサポートします！

日本茶ワークショップ、社員研修や集客イベント等ご依頼ください

キッチンカーにてヤギミルクを使ったソフトクリームを販売しています

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
中
央
区

南
区

城
南
区

092-845-2857

092-407-8019

092-872-7108

092-982-2339

092-885-1288

092-6880897

070-3618-8080

090-7474-7053

092-932-2902

早
良
区

糟
屋
郡

アースクリン（株）

おそうじ革命 福岡香椎神宮店

肉食イタリアン小町

上野勝也公認会計士税理士事務所

（株）フードスタッフ 福岡支店

ＶＯＷ．ＳＵＮ（株）

（株）フィルムラボ

スナックバー　韓

（株）フジコム九州

Ｌ．Ｅ＆Ｅ社会保険労務士事務所

ＪＣＳ（同）

小顔堂

宮川公認会計士・税理士事務所

（株）ＭＡＣＨＩ

（株）チューズモンスター

（株）Ｒｅｇｎｉｏ

（株）オークニエステート

青木行政書士事務所

（株）アドベンチャーワン

（株）ハートフルリアルエステート

（株）ＶＥＲＴＩＣＥ

（株）森裕建築設計事務所

地鶏食堂　じん．日赤通り

めがね屋　四季

水素スクエア

（株）ビルインスペクト九州

ビナハウスプロモーション（株）

一般社団法人　福岡ＳＵＮＳ

スナック　リブ

水谷経営法務事務所

モリタ建設（株）

皓麗（株）

チャイルド・アイズ姪浜駅前校

（株）彩工房

持丸社会保険労務士事務所

茶時遊空間

ＫＯＹＡＳＵ　ＦＡＲＭ

福岡市東区舞松原2-17-43

福岡市東区香椎3-7-25-203　クァイエット・リブＢ

福岡市博多区博多駅前3-19-14 ビーエスビル博多１階

福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル２階

福岡市博多区博多駅南3-3-12 ＮＹビル４階

福岡市博多区住吉2-4-7-807

福岡市博多区住吉3-9-1 カワイアーバンビルⅡ-312

福岡市博多区中洲3-1-8 TM32Buildinng

福岡市博多区榎田2-2-48

福岡市博多区堅粕3-1-19-704

福岡市博多区堅粕3-6-3

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレストビル312

福岡市中央区天神2-8-36 天神ＮＫビル８階

福岡市中央区天神3-6-23-405

福岡市中央区大名2-6-11

福岡市中央区大名2-6-11Fukuoka Growth Next310

福岡市中央区警固2-1-17-902

福岡市中央区赤坂2-3-25 第一赤坂ビル305

福岡市中央区舞鶴1-8-39-301

福岡市中央区舞鶴2-4-26-701

福岡市南区塩原3-9-23 ウエストビレッジ１階

福岡市南区塩原4-5-31

福岡市南区大楠1-30-21 福徳ビル１階

福岡市南区西長住1-8-36 グリーンコート西長住１階

福岡市南区野間1-16-13 １階右

福岡市城南区田島1-2-32-103

福岡市城南区片江5-46-23

福岡市早良区室見4-10-12

福岡市早良区西新4-3-5 スターダストビル101

福岡市早良区西新5-15-40-408

福岡市早良区野芥7-19-25

福岡市早良区田隈3-34-4

福岡市西区姪浜駅南1-6-24 髙辰ビル４階

那珂川市松木3-152-1

大野城市つつじケ丘3-30-8

大野城市下大利2-1-1-502

糟屋郡宇美町宇美中央1-6-20

剣道・柔道用品販売

飲食店営業

造園業

卸売・小売業

建設業

不動産業

エステサロン

飲食店経営

食料品の製造、加工及び販売

不動産の売買、賃貸の仲介

インドネシア・バリ島にて革製品の製造

広告業

不動産売買

金融商品仲介業、コンサル業

焼鳥屋

内装工事仕上業

対面での研修

遺品整理

小売業　靴販売

ソフトウェア開発

布ライナー・布ナプキンの製作販売

弁護士業

服飾雑貨販売

内装業（内装仕上業）

映像制作・配信

アパレル小売

和食居酒屋

テレビ・舞台照明、音響、企画、制作

酒類小売販売

電気通信機器の販売メンテナンス

一般土木建築

電気通信工事及び音響映像ネットワークシステム構築

飲食店

飲食店営業

警備

飲食業

（有）香武堂

（株）ＫＥＥＬ

グリーンタスガーデン

（株）ＫＯＳ

Ｙ．Ｓ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

ランドリブ（株）

ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ＵｎＣｏｕｔｕｒｅ

コバコバル

（株）ＰＩＺＺＡＲＥＶＯ

（株）プラムパーク

（株）ＤＥＮ

（株）シーエープラス

（株）Ａｌｌｅｓｔ

ＣＧＰパートナーズ（株）

鳥かげ

（有）アーク

人財育成ｏｆｆｉｃｅ

ディーアンドワイ

シューズ愛ランド　福岡福重店

（株）ＴＲｉＭ

（株）Ｓｅａｇ

思永法律事務所

（株）ＹＭ－Ｃｒｅａｔｅ　 ｋｉｉｔｏｓ

（株）フランク

メティスプロジェクト（株）

（有）ＪＯＣＯＳＡ

酒と肴　中村商会

（株）九州ハートス

うめや酒店

ジャパン通信（株）

暁工業（株）

（株）ミッツコーポレーション

小鉄

長寿らーめん

（株）ニッケイ

らーめん　ゆきみ家
城
南
区

西
区

那
珂
川
市
大
野
城
市

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...

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

早
良
区

給排水設備工事

ハウスクリーニング（エアコン、キッチン、浴室など）

飲食店

税理士業

食材の卸販売（国内・海外）と海外商材輸入卸販売

コンサルティング

ＣＭ、ＰＶ、ＶＰ、テレビ番組　企画、制作、撮影

飲食店

空気清浄機の販売・レンタル

社会保険労務士事務所

食品・雑貨の輸出輸入

コルギマッサージ

会計税務サービス

清掃業及び内装工事業

ＬＩＮＥを使ったシステムの開発・販売・運用サポート

ＩｏＴ／ＡＩ等を活用した開発事業

不動産業

官公庁に提出する書類の作成および申請代理、各種業務相談など

経営コンサルティング

不動産（賃貸、管理、売買）

建設業　インテリア工事全般

建築設計

飲食業

メガネ販売

水素ガス吸入サロン

建築物・建築設備・防火設備法定点検

飲食業

スポーツチーム運営（社会人アメリカンフットボールチーム「イコールワン福岡ＳＵＮＳ」）

つまり、水もれ（各種、漏水調査）、水のトラブル、緊急工事専門店

エアコン、キッチン、浴室など、家中をキレイにします

博多駅より徒歩5分！肉好き必見の創作イタリアン

業績アップ専門税理士です！ぜひご相談ください！

差別化・高付加価値素材を探し販売します。販路拡大のお手伝いを！

経済産業省認定の支援事業者としてＩＴ導入補助金申請のサポート

会社紹介動画や配信など映像に関することならなんでもご相談ください

韓国料理も出してるスナックバーです

クレベリン発生器を活用してのウイルス対策を提案します

労働基準法、健康保険法など、「人」に関する法令の専門家です

激安で高品質な布団寝具・輸出入のOEＭ食品を扱っています

韓国小顔矯正コルギ専門店小顔堂です

クラウド・DXで御社の経営計画、事業承継対策をご支援します

店舗の営業をテクノロジーでささえる。ウイルス対策もご相談ください

ＬＩＮＥを使った「いつでも注文くん」「どこでも注文くん」を販売

中小・中堅の製造業のデジタル化・ＤＸを支援しています

中央区警固の不動産会社です。お気軽にお問い合わせください

建設業許可関連の申請や届出に特化しています

補助金や融資のお困りごとは何でもご相談ください

不動産物件の管理、売買はお任せください

インテリア業界で、ベトナム実習生と夢を現実にしている会社です

企業価値を上げるためのデザイン全般をお手伝いします

安くて旨い炭火焼の店

見え方だけでなく健康にもこだわるあなたに寄り添うメガネ屋さん

医療・美容・スポーツ業界で注目の水素ガス吸入を体験できます

民間公共の建築物・建築設備・防火設備法定点検承ります

ベトナムに関して何でも対応します。お気軽にご相談ください

九州唯一の社会人アメフトチーム、イコールワン福岡ＳＵＮＳです

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

092-662-6264

090-8355-5384

092-409-3006

092-260-9859

080-6849-1584

092-402-2539

092-409-6135

092-263-0024

092-412-5367

090-3730-3964

092-516-2615

092-406-3771

092-791-1007

092-406-8170

090-7255-5530

080-1710-9812

092-716-8265

080-1196-2939

080-5289-9075

092-739-0115

092-558-0737

092-542-2707

092-534-0010

092-408-2227

092-231-0715

092-707-5930

092-517-8616

092-600-4838

東
区

博
多
区

中
央
区

早
良
区

西
区

北
九
州
市

スナック業　カラオケと楽しい時間を提供

行政書士業

建設業

ビルメンテナンス業

幼児教育

展示・ディスプレイの企画、制作、施工

助成金の代行申請

日本茶販売

キッチンカーでヤギミルクを使ったソフトクリームやアイスを販売

西新で約２０年続くお化け屋敷のようなスナックです

薬事関連の許認可申請をお手伝いします

快適さに必要な機能を徹底して追求した、高機能「健康住宅」を建てています

マンション、ビル、商業施設清掃管理、美装工事をお手伝いします

幼児期にしか伸ばせない知能育成と本格的プログラミング教育

文化施設や商業施設の空間づくりのお手伝いをさせてください

中小企業の皆さまの助成金の受給を中心にサポートします！

日本茶ワークショップ、社員研修や集客イベント等ご依頼ください

キッチンカーにてヤギミルクを使ったソフトクリームを販売しています

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
中
央
区

南
区

城
南
区

092-845-2857

092-407-8019

092-872-7108

092-982-2339

092-885-1288

092-6880897

070-3618-8080

090-7474-7053

092-932-2902

早
良
区

糟
屋
郡

アースクリン（株）

おそうじ革命 福岡香椎神宮店

肉食イタリアン小町

上野勝也公認会計士税理士事務所

（株）フードスタッフ 福岡支店

ＶＯＷ．ＳＵＮ（株）

（株）フィルムラボ

スナックバー　韓

（株）フジコム九州

Ｌ．Ｅ＆Ｅ社会保険労務士事務所

ＪＣＳ（同）

小顔堂

宮川公認会計士・税理士事務所

（株）ＭＡＣＨＩ

（株）チューズモンスター

（株）Ｒｅｇｎｉｏ

（株）オークニエステート

青木行政書士事務所

（株）アドベンチャーワン

（株）ハートフルリアルエステート

（株）ＶＥＲＴＩＣＥ

（株）森裕建築設計事務所

地鶏食堂　じん．日赤通り

めがね屋　四季

水素スクエア

（株）ビルインスペクト九州

ビナハウスプロモーション（株）

一般社団法人　福岡ＳＵＮＳ

スナック　リブ

水谷経営法務事務所

モリタ建設（株）

皓麗（株）

チャイルド・アイズ姪浜駅前校

（株）彩工房

持丸社会保険労務士事務所

茶時遊空間

ＫＯＹＡＳＵ　ＦＡＲＭ

福岡市東区舞松原2-17-43

福岡市東区香椎3-7-25-203　クァイエット・リブＢ

福岡市博多区博多駅前3-19-14 ビーエスビル博多１階

福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル２階

福岡市博多区博多駅南3-3-12 ＮＹビル４階

福岡市博多区住吉2-4-7-807

福岡市博多区住吉3-9-1 カワイアーバンビルⅡ-312

福岡市博多区中洲3-1-8 TM32Buildinng

福岡市博多区榎田2-2-48

福岡市博多区堅粕3-1-19-704

福岡市博多区堅粕3-6-3

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレストビル312

福岡市中央区天神2-8-36 天神ＮＫビル８階

福岡市中央区天神3-6-23-405

福岡市中央区大名2-6-11

福岡市中央区大名2-6-11Fukuoka Growth Next310

福岡市中央区警固2-1-17-902

福岡市中央区赤坂2-3-25 第一赤坂ビル305

福岡市中央区舞鶴1-8-39-301

福岡市中央区舞鶴2-4-26-701

福岡市南区塩原3-9-23 ウエストビレッジ１階

福岡市南区塩原4-5-31

福岡市南区大楠1-30-21 福徳ビル１階

福岡市南区西長住1-8-36 グリーンコート西長住１階

福岡市南区野間1-16-13 １階右

福岡市城南区田島1-2-32-103

福岡市城南区片江5-46-23

福岡市早良区室見4-10-12

福岡市早良区西新4-3-5 スターダストビル101

福岡市早良区西新5-15-40-408

福岡市早良区野芥7-19-25

福岡市早良区田隈3-34-4

福岡市西区姪浜駅南1-6-24 髙辰ビル４階

那珂川市松木3-152-1

大野城市つつじケ丘3-30-8

大野城市下大利2-1-1-502

糟屋郡宇美町宇美中央1-6-20

剣道・柔道用品販売

飲食店営業

造園業

卸売・小売業

建設業

不動産業

エステサロン

飲食店経営

食料品の製造、加工及び販売

不動産の売買、賃貸の仲介

インドネシア・バリ島にて革製品の製造

広告業

不動産売買

金融商品仲介業、コンサル業

焼鳥屋

内装工事仕上業

対面での研修

遺品整理

小売業　靴販売

ソフトウェア開発

布ライナー・布ナプキンの製作販売

弁護士業

服飾雑貨販売

内装業（内装仕上業）

映像制作・配信

アパレル小売

和食居酒屋

テレビ・舞台照明、音響、企画、制作

酒類小売販売

電気通信機器の販売メンテナンス

一般土木建築

電気通信工事及び音響映像ネットワークシステム構築

飲食店

飲食店営業

警備

飲食業

（有）香武堂

（株）ＫＥＥＬ

グリーンタスガーデン

（株）ＫＯＳ

Ｙ．Ｓ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

ランドリブ（株）

ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ＵｎＣｏｕｔｕｒｅ

コバコバル

（株）ＰＩＺＺＡＲＥＶＯ

（株）プラムパーク

（株）ＤＥＮ

（株）シーエープラス

（株）Ａｌｌｅｓｔ

ＣＧＰパートナーズ（株）

鳥かげ

（有）アーク

人財育成ｏｆｆｉｃｅ

ディーアンドワイ

シューズ愛ランド　福岡福重店

（株）ＴＲｉＭ

（株）Ｓｅａｇ

思永法律事務所

（株）ＹＭ－Ｃｒｅａｔｅ　 ｋｉｉｔｏｓ

（株）フランク

メティスプロジェクト（株）

（有）ＪＯＣＯＳＡ

酒と肴　中村商会

（株）九州ハートス

うめや酒店

ジャパン通信（株）

暁工業（株）

（株）ミッツコーポレーション

小鉄

長寿らーめん

（株）ニッケイ

らーめん　ゆきみ家
城
南
区

西
区

那
珂
川
市
大
野
城
市

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

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？

東
区

博
多
区

早
良
区

給排水設備工事

ハウスクリーニング（エアコン、キッチン、浴室など）

飲食店

税理士業

食材の卸販売（国内・海外）と海外商材輸入卸販売

コンサルティング

ＣＭ、ＰＶ、ＶＰ、テレビ番組　企画、制作、撮影

飲食店

空気清浄機の販売・レンタル

社会保険労務士事務所

食品・雑貨の輸出輸入

コルギマッサージ

会計税務サービス

清掃業及び内装工事業

ＬＩＮＥを使ったシステムの開発・販売・運用サポート

ＩｏＴ／ＡＩ等を活用した開発事業

不動産業

官公庁に提出する書類の作成および申請代理、各種業務相談など

経営コンサルティング

不動産（賃貸、管理、売買）

建設業　インテリア工事全般

建築設計

飲食業

メガネ販売

水素ガス吸入サロン

建築物・建築設備・防火設備法定点検

飲食業

スポーツチーム運営（社会人アメリカンフットボールチーム「イコールワン福岡ＳＵＮＳ」）

つまり、水もれ（各種、漏水調査）、水のトラブル、緊急工事専門店

エアコン、キッチン、浴室など、家中をキレイにします

博多駅より徒歩5分！肉好き必見の創作イタリアン

業績アップ専門税理士です！ぜひご相談ください！

差別化・高付加価値素材を探し販売します。販路拡大のお手伝いを！

経済産業省認定の支援事業者としてＩＴ導入補助金申請のサポート

会社紹介動画や配信など映像に関することならなんでもご相談ください

韓国料理も出してるスナックバーです

クレベリン発生器を活用してのウイルス対策を提案します

労働基準法、健康保険法など、「人」に関する法令の専門家です

激安で高品質な布団寝具・輸出入のOEＭ食品を扱っています

韓国小顔矯正コルギ専門店小顔堂です

クラウド・DXで御社の経営計画、事業承継対策をご支援します

店舗の営業をテクノロジーでささえる。ウイルス対策もご相談ください

ＬＩＮＥを使った「いつでも注文くん」「どこでも注文くん」を販売

中小・中堅の製造業のデジタル化・ＤＸを支援しています

中央区警固の不動産会社です。お気軽にお問い合わせください

建設業許可関連の申請や届出に特化しています

補助金や融資のお困りごとは何でもご相談ください

不動産物件の管理、売買はお任せください

インテリア業界で、ベトナム実習生と夢を現実にしている会社です

企業価値を上げるためのデザイン全般をお手伝いします

安くて旨い炭火焼の店

見え方だけでなく健康にもこだわるあなたに寄り添うメガネ屋さん

医療・美容・スポーツ業界で注目の水素ガス吸入を体験できます

民間公共の建築物・建築設備・防火設備法定点検承ります

ベトナムに関して何でも対応します。お気軽にご相談ください

九州唯一の社会人アメフトチーム、イコールワン福岡ＳＵＮＳです

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

092-662-6264

090-8355-5384

092-409-3006

092-260-9859

080-6849-1584

092-402-2539

092-409-6135

092-263-0024

092-412-5367

090-3730-3964

092-516-2615

092-406-3771

092-791-1007

092-406-8170

090-7255-5530

080-1710-9812

092-716-8265

080-1196-2939

080-5289-9075

092-739-0115

092-558-0737

092-542-2707

092-534-0010

092-408-2227

092-231-0715

092-707-5930

092-517-8616

092-600-4838

東
区

博
多
区

中
央
区

早
良
区

西
区

北
九
州
市

スナック業　カラオケと楽しい時間を提供

行政書士業

建設業

ビルメンテナンス業

幼児教育

展示・ディスプレイの企画、制作、施工

助成金の代行申請

日本茶販売

キッチンカーでヤギミルクを使ったソフトクリームやアイスを販売

西新で約２０年続くお化け屋敷のようなスナックです

薬事関連の許認可申請をお手伝いします

快適さに必要な機能を徹底して追求した、高機能「健康住宅」を建てています

マンション、ビル、商業施設清掃管理、美装工事をお手伝いします

幼児期にしか伸ばせない知能育成と本格的プログラミング教育

文化施設や商業施設の空間づくりのお手伝いをさせてください

中小企業の皆さまの助成金の受給を中心にサポートします！

日本茶ワークショップ、社員研修や集客イベント等ご依頼ください

キッチンカーにてヤギミルクを使ったソフトクリームを販売しています

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
中
央
区

南
区

城
南
区

092-845-2857

092-407-8019

092-872-7108

092-982-2339

092-885-1288

092-6880897

070-3618-8080

090-7474-7053

092-932-2902

早
良
区

糟
屋
郡

アースクリン（株）

おそうじ革命 福岡香椎神宮店

肉食イタリアン小町

上野勝也公認会計士税理士事務所

（株）フードスタッフ 福岡支店

ＶＯＷ．ＳＵＮ（株）

（株）フィルムラボ

スナックバー　韓

（株）フジコム九州

Ｌ．Ｅ＆Ｅ社会保険労務士事務所

ＪＣＳ（同）

小顔堂

宮川公認会計士・税理士事務所

（株）ＭＡＣＨＩ

（株）チューズモンスター

（株）Ｒｅｇｎｉｏ

（株）オークニエステート

青木行政書士事務所

（株）アドベンチャーワン

（株）ハートフルリアルエステート

（株）ＶＥＲＴＩＣＥ

（株）森裕建築設計事務所

地鶏食堂　じん．日赤通り

めがね屋　四季

水素スクエア

（株）ビルインスペクト九州

ビナハウスプロモーション（株）

一般社団法人　福岡ＳＵＮＳ

スナック　リブ

水谷経営法務事務所

モリタ建設（株）

皓麗（株）

チャイルド・アイズ姪浜駅前校

（株）彩工房

持丸社会保険労務士事務所

茶時遊空間

ＫＯＹＡＳＵ　ＦＡＲＭ

福岡市東区舞松原2-17-43

福岡市東区香椎3-7-25-203　クァイエット・リブＢ

福岡市博多区博多駅前3-19-14 ビーエスビル博多１階

福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル２階

福岡市博多区博多駅南3-3-12 ＮＹビル４階

福岡市博多区住吉2-4-7-807

福岡市博多区住吉3-9-1 カワイアーバンビルⅡ-312

福岡市博多区中洲3-1-8 TM32Buildinng

福岡市博多区榎田2-2-48

福岡市博多区堅粕3-1-19-704

福岡市博多区堅粕3-6-3

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレストビル312

福岡市中央区天神2-8-36 天神ＮＫビル８階

福岡市中央区天神3-6-23-405

福岡市中央区大名2-6-11

福岡市中央区大名2-6-11Fukuoka Growth Next310

福岡市中央区警固2-1-17-902

福岡市中央区赤坂2-3-25 第一赤坂ビル305

福岡市中央区舞鶴1-8-39-301

福岡市中央区舞鶴2-4-26-701

福岡市南区塩原3-9-23 ウエストビレッジ１階

福岡市南区塩原4-5-31

福岡市南区大楠1-30-21 福徳ビル１階

福岡市南区西長住1-8-36 グリーンコート西長住１階

福岡市南区野間1-16-13 １階右

福岡市城南区田島1-2-32-103

福岡市城南区片江5-46-23

福岡市早良区室見4-10-12

福岡市早良区西新4-3-5 スターダストビル101

福岡市早良区西新5-15-40-408

福岡市早良区野芥7-19-25

福岡市早良区田隈3-34-4

福岡市西区姪浜駅南1-6-24 髙辰ビル４階

那珂川市松木3-152-1

大野城市つつじケ丘3-30-8

大野城市下大利2-1-1-502

糟屋郡宇美町宇美中央1-6-20

剣道・柔道用品販売

飲食店営業

造園業

卸売・小売業

建設業

不動産業

エステサロン

飲食店経営

食料品の製造、加工及び販売

不動産の売買、賃貸の仲介

インドネシア・バリ島にて革製品の製造

広告業

不動産売買

金融商品仲介業、コンサル業

焼鳥屋

内装工事仕上業

対面での研修

遺品整理

小売業　靴販売

ソフトウェア開発

布ライナー・布ナプキンの製作販売

弁護士業

服飾雑貨販売

内装業（内装仕上業）

映像制作・配信

アパレル小売

和食居酒屋

テレビ・舞台照明、音響、企画、制作

酒類小売販売

電気通信機器の販売メンテナンス

一般土木建築

電気通信工事及び音響映像ネットワークシステム構築

飲食店

飲食店営業

警備

飲食業

（有）香武堂

（株）ＫＥＥＬ

グリーンタスガーデン

（株）ＫＯＳ

Ｙ．Ｓ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

ランドリブ（株）

ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ＵｎＣｏｕｔｕｒｅ

コバコバル

（株）ＰＩＺＺＡＲＥＶＯ

（株）プラムパーク

（株）ＤＥＮ

（株）シーエープラス

（株）Ａｌｌｅｓｔ

ＣＧＰパートナーズ（株）

鳥かげ

（有）アーク

人財育成ｏｆｆｉｃｅ

ディーアンドワイ

シューズ愛ランド　福岡福重店

（株）ＴＲｉＭ

（株）Ｓｅａｇ

思永法律事務所

（株）ＹＭ－Ｃｒｅａｔｅ　 ｋｉｉｔｏｓ

（株）フランク

メティスプロジェクト（株）

（有）ＪＯＣＯＳＡ

酒と肴　中村商会

（株）九州ハートス

うめや酒店

ジャパン通信（株）

暁工業（株）

（株）ミッツコーポレーション

小鉄

長寿らーめん

（株）ニッケイ

らーめん　ゆきみ家
城
南
区

西
区

那
珂
川
市
大
野
城
市

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

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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労務Q&A

廃され、「子どもが１歳６ヶ月までの間に契約満了するこ
とが明らかになっていない」ことだけが条件になります。

3. 出生直後の育休取得の柔軟化（令和4年10月1日施行）
これは男性版の産休とも呼ばれ、子の出生後8週間以

内の期間に最大4週間まで育休を取ることができる改正
です。2週間前までに申請すればよいように変更され、
さらに2回に分けて取ることも可能な内容になります。

4. 育児休業を分割取得（令和4年10月1日施行）
これまでは育児休業は原則として1回に限られていまし

たが、男女問わず分割して2回まで取得ができるように
なりました。これによって出生時の育休と併せると、男性
は合計4回の育休の分割取得が可能になります。

5. 育児休業取得状況の公表義務（令和5年4月1日施行）
従業員が1,000人超の企業については「男性の育児休

業取得率」または「育児休業等育児を目的とした休暇の取
得率」を公表するように省令で定められる予定になってい
ます。こちらの改正は再来年の4月1日からとなります。

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。

　近年、育児介護休業法の改正が続けて
あっており、その都度、就業規則を変える
など対応しているところです。この育児介

護休業法が、来年もまた改正があると聞きましたが、ど
ういった内容になるでしょうか？

ご質問内容にもある通り、ここ数年、育
児介護休業法の改正が続いています。今
年１月１日からも、これまで半日単位での

取得が可能であった子の看護休暇・介護休暇が時間単
位でも取得できるように改正されたばかりです。少子高
齢化が進む現在、少子化対策や高齢者増加に対する介
護対策として、政府としても、仕事と家庭が両立できる
ように改正を重ねています。
来年からの改正によって次のように変わってきます。

1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の
義務付け（令和4年4月1日施行）
妊娠や出産を申し出た従業員に対して、育児休業が取

得できる旨を説明するなどして、取得の意思を確認する
ことが企業に義務付けられるようになります。また取得
がしやすくなるように会社内で育休取得や復帰後につい
ての研修を行ったり、相談窓口を設けたりするなどの環
境整備が必要となります。

2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
（令和4年4月1日施行）
これまでは「引き続き雇用された期間が１年以上」「子

どもが１歳６ヶ月までの間に契約満了することが明らかに
なっていない」の２点を満たす必要がありましたが、改正
後は「引き続き雇用された期間が１年以上」の要件が撤

A

Q

改正育児介護休業法
～令和４年４月から段階的に施行～
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法律Q&A

よる自己申告となることも考えられますが、その場合で
あっても、適正な申告がなされるような制度作りをしてお
く必要があります。

3．これまでと異なる制度を導入する場合
労働時間の管理や人事評価など、テレワークを行う

ために、現行の制度のままでは不都合が生じることは
十分考えられます。従来通りの契約内容では、テレワーク
が実行できない場合には、各労働者との間で契約内容を
変更する合意を行ったり、就業規則を作成・変更し、
届け出を行ったりすることにより、労働契約の内容の変更
を行う必要があることに留意する必要があります（労働
基準法８９条２号）。

4．おわりに
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、

事業者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイ
ヤル：0570-001-240）を実施しています。お気軽に
ご相談ください。

昨今の事情に鑑み、テレワークの導入を
考えているのですが、法律上どのようなこと
に気を付けなければならないのでしょうか。

テレワークは通勤の費用や時間等削減、
居住区域にとらわれない採用が可能等の
様々なメリットがありますが、これまでと

異なる就労形態であるために法律上注意すべき点も存在
します。テレワークに関係する法律について簡単にご紹介
します。
1．労働条件の明示
使用者には労働条件の明示義務があります。ここで

いう労働条件とは、賃金や労働時間等が含まれることは
もちろんですが、「就業の場所」等も労働条件に含まれ
ます。そのため、仮に労働者に自宅からのテレワークを
行わせることとする場合には、就業場所として当該労働者
の自宅を明示する必要があります。また業績評価等に
関して、テレワークの労働者に特別な制度を設けるよう
な場合についても、あらかじめ労働者全体に明確に示す
必要があります。

2．労働時間の管理
使用者は、テレワークであっても、原則として各労働者

の労働時間を適切に管理する必要があります。出勤退勤
が目に見えないテレワークにおける労働時間の管理は
難しい問題です。厚生労働省が策定した「労働時間の
適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイド
ライン」によると、原則的な方法として、パソコンの使用
時間の記録等の客観的な記録によること等が挙げられて
います。このような方法がとれない場合には、労働者に

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　久保 一輝

Q

テレワークと労働法

労務Q&A

廃され、「子どもが１歳６ヶ月までの間に契約満了するこ
とが明らかになっていない」ことだけが条件になります。

3. 出生直後の育休取得の柔軟化（令和4年10月1日施行）
これは男性版の産休とも呼ばれ、子の出生後8週間以

内の期間に最大4週間まで育休を取ることができる改正
です。2週間前までに申請すればよいように変更され、
さらに2回に分けて取ることも可能な内容になります。

4. 育児休業を分割取得（令和4年10月1日施行）
これまでは育児休業は原則として1回に限られていまし

たが、男女問わず分割して2回まで取得ができるように
なりました。これによって出生時の育休と併せると、男性
は合計4回の育休の分割取得が可能になります。

5. 育児休業取得状況の公表義務（令和5年4月1日施行）
従業員が1,000人超の企業については「男性の育児休

業取得率」または「育児休業等育児を目的とした休暇の取
得率」を公表するように省令で定められる予定になってい
ます。こちらの改正は再来年の4月1日からとなります。

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。

　近年、育児介護休業法の改正が続けて
あっており、その都度、就業規則を変える
など対応しているところです。この育児介

護休業法が、来年もまた改正があると聞きましたが、ど
ういった内容になるでしょうか？

ご質問内容にもある通り、ここ数年、育
児介護休業法の改正が続いています。今
年１月１日からも、これまで半日単位での

取得が可能であった子の看護休暇・介護休暇が時間単
位でも取得できるように改正されたばかりです。少子高
齢化が進む現在、少子化対策や高齢者増加に対する介
護対策として、政府としても、仕事と家庭が両立できる
ように改正を重ねています。
来年からの改正によって次のように変わってきます。

1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の
義務付け（令和4年4月1日施行）
妊娠や出産を申し出た従業員に対して、育児休業が取

得できる旨を説明するなどして、取得の意思を確認する
ことが企業に義務付けられるようになります。また取得
がしやすくなるように会社内で育休取得や復帰後につい
ての研修を行ったり、相談窓口を設けたりするなどの環
境整備が必要となります。

2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
（令和4年4月1日施行）
これまでは「引き続き雇用された期間が１年以上」「子

どもが１歳６ヶ月までの間に契約満了することが明らかに
なっていない」の２点を満たす必要がありましたが、改正
後は「引き続き雇用された期間が１年以上」の要件が撤

改正育児介護休業法
～令和４年４月から段階的に施行～
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

■ブラウザの通知機能
パソコンやスマートフォンを利用中に、「コンピュータが
危険にさらされている」「携帯をクリーンアップしてくださ
い」などの通知画面が繰り返し表示されるという相談が
寄せられている。不審な通知画面をクリックすると、不
審サイトにつながり、不審なセキュリティソフト・アプリ
の購入などに誘導される。

クリックしない
ＵＲＬリンクは非常に便利な仕組みである。一方で便利で

あるが故に、だましの手口に悪用されているという事実があ
る。攻撃者はさまざまな手口で不審ＵＲＬリンクを送り付け
てくるが、残念ながら送られてくることを完全に防ぐ方法はな
い。そのため、次の事項に留意することが重要である。
●安易にＵＲＬリンクをクリックしない
●特に、突然送られてくるＵＲＬリンクは基本的にクリッ
クしない
●画像として仕込まれているＵＲＬリンクにも十分注意する
●サービスを使う際は、いつも使っているブックマークか
らアクセスする
情報セキュリティ安心相談窓口のウェブサイトでは、寄
せられる相談内容などを基に、テーマをピックアップして
タイムリーに情報を公開している。情報セキュリティーに
関する情報収集先としても活用してほしい。

新たな手口の相談が増加
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が開設する

「情報セキュリティ安心相談窓口」には日々さまざまな相談が
寄せられている。中でも「偽サイトや不審サイトにアクセスし
て、大事な情報をサイトに入力した」「不審なアプリをサイト
からインストールした」という相談が多く寄せられている。
偽サイトや不審サイトへの誘導方法としては、メールやＳ

ＭＳ（ショートメールサービス）を使ってＵＲＬを不特定多数
にばらまく手法が従来からの手口であるが、最近では、それ
以外の方法で誘導する手口に関する相談も増えてきている。
そこで、現在確認できている「ＵＲＬリンクをクリック
させて偽サイトなどに誘導する」主な手口の説明と、被
害に遭わないための対策について、解説する。
■メール
さまざまなサービスや事業者を装ったフィッシングメール

とフィッシングサイトに関する相談が寄せられている。特
にネットショッピングサイトやクレジットカード発行会社を
装ったフィッシング手口に関する相談が多い。フィッシン
グメール内のＵＲＬをクリックすると偽サイトに誘導され、
個人情報などを入力すると被害の発生につながる。
■ＳＭＳ
ＳＭＳでフィッシングメールを送る手口の相談も多く、
特に宅配業者をかたる不在通知の偽ＳＭＳに関する相談
が非常に多い。偽ＳＭＳ内のＵＲＬをタップすると偽サイ
トに誘導され、偽サイトで個人情報などを入力したり、不
審なアプリをインストールすると被害の発生につながる。
■スマートフォンの機能・アプリ
「ｉＰｈｏｎｅのカレンダーに入ってしまった不審なイベ
ントに記載されているＵＲＬをタップした」という相談が
多く寄せられている。ｉＰｈｏｎｅのカレンダーのイベント
内にあるＵＲＬをタップすると不審サイトに誘導され、不
審サイトで個人情報などの入力や、不審なアプリのイン
ストールをすると被害の発生につながる。
■ＳＮＳ
ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）を使った被害
では、「Ｆａｃｅｂｏｏｋのメッセンジャーで不審なメッセー
ジが送られてきた」という相談が寄せられている。不審
なメッセージに記載されたＵＲＬをタップするとＦａｃｅｂ
ｏｏｋの偽サイトに誘導され、偽サイトで個人情報などを
入力すると被害の発生につながる。

ＵＲＬリンクへの誘導に注意

ＵＲＬリンクからの被害発生のイメージ 情報セキュリティ
安心相談窓口はこちら

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

■ブラウザの通知機能
パソコンやスマートフォンを利用中に、「コンピュータが

危険にさらされている」「携帯をクリーンアップしてくださ
い」などの通知画面が繰り返し表示されるという相談が
寄せられている。不審な通知画面をクリックすると、不
審サイトにつながり、不審なセキュリティソフト・アプリ
の購入などに誘導される。

クリックしない
ＵＲＬリンクは非常に便利な仕組みである。一方で便利で

あるが故に、だましの手口に悪用されているという事実があ
る。攻撃者はさまざまな手口で不審ＵＲＬリンクを送り付け
てくるが、残念ながら送られてくることを完全に防ぐ方法はな
い。そのため、次の事項に留意することが重要である。
●安易にＵＲＬリンクをクリックしない
●特に、突然送られてくるＵＲＬリンクは基本的にクリッ
クしない

●画像として仕込まれているＵＲＬリンクにも十分注意する
●サービスを使う際は、いつも使っているブックマークか
らアクセスする
情報セキュリティ安心相談窓口のウェブサイトでは、寄

せられる相談内容などを基に、テーマをピックアップして
タイムリーに情報を公開している。情報セキュリティーに
関する情報収集先としても活用してほしい。

新たな手口の相談が増加
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が開設する

「情報セキュリティ安心相談窓口」には日々さまざまな相談が
寄せられている。中でも「偽サイトや不審サイトにアクセスし
て、大事な情報をサイトに入力した」「不審なアプリをサイト
からインストールした」という相談が多く寄せられている。
偽サイトや不審サイトへの誘導方法としては、メールやＳ

ＭＳ（ショートメールサービス）を使ってＵＲＬを不特定多数
にばらまく手法が従来からの手口であるが、最近では、それ
以外の方法で誘導する手口に関する相談も増えてきている。
そこで、現在確認できている「ＵＲＬリンクをクリック

させて偽サイトなどに誘導する」主な手口の説明と、被
害に遭わないための対策について、解説する。
■メール
さまざまなサービスや事業者を装ったフィッシングメール

とフィッシングサイトに関する相談が寄せられている。特
にネットショッピングサイトやクレジットカード発行会社を
装ったフィッシング手口に関する相談が多い。フィッシン
グメール内のＵＲＬをクリックすると偽サイトに誘導され、
個人情報などを入力すると被害の発生につながる。
■ＳＭＳ
ＳＭＳでフィッシングメールを送る手口の相談も多く、

特に宅配業者をかたる不在通知の偽ＳＭＳに関する相談
が非常に多い。偽ＳＭＳ内のＵＲＬをタップすると偽サイ
トに誘導され、偽サイトで個人情報などを入力したり、不
審なアプリをインストールすると被害の発生につながる。
■スマートフォンの機能・アプリ
「ｉＰｈｏｎｅのカレンダーに入ってしまった不審なイベ
ントに記載されているＵＲＬをタップした」という相談が
多く寄せられている。ｉＰｈｏｎｅのカレンダーのイベント
内にあるＵＲＬをタップすると不審サイトに誘導され、不
審サイトで個人情報などの入力や、不審なアプリのイン
ストールをすると被害の発生につながる。
■ＳＮＳ
ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）を使った被害

では、「Ｆａｃｅｂｏｏｋのメッセンジャーで不審なメッセー
ジが送られてきた」という相談が寄せられている。不審
なメッセージに記載されたＵＲＬをタップするとＦａｃｅｂ
ｏｏｋの偽サイトに誘導され、偽サイトで個人情報などを
入力すると被害の発生につながる。

ＵＲＬリンクへの誘導に注意

ＵＲＬリンクからの被害発生のイメージ 情報セキュリティ
安心相談窓口はこちら

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

デジタル活用による儲かる経営づくり 第2回

デジタル活用による儲かる経営づくり
小売店が毎日タブレットをのぞき込むワケ

・・・・・

つづく株式会社社長。長野県上田市を拠点に、企業のクラウ
ド化・業務自動化を支援。

　「軽減税率対策補助金」の話題が記憶に新しい。消費
税率の異なる会計を楽に行うことを目的とし、タブレット
レジ・POSレジの導入も補助対象だった。当社への
問い合わせも急増し、20台以上の導入支援を行った。

　キャッシュレス決済との連携も可能であり、POSレジ
ひとつで小売ビジネスのデジタルトランスフォーメー
ション（DX）は一気に進めることができる。しかし、
目先の“補助金”が目的となってしまい、「補助金がある
から導入したい」という問い合わせが大半だった。

　しかし、私は粘り強く訴えた。「たかがレジ、されど
レジ」「小売店の心臓部分に関わる重要なデジタル
ツールなんです」「活用すれば、売上アップやコスト削減
まで狙えるんです」と。

　デジタルの価値は、使ってみれば分かる。つまり、
使わなければその価値は分からない。とある土産品店
Ｓ店も、最初はその価値を深く理解しないままレジ導入
を検討していた１社だ。

　Ｓ店は大量の土産品を販売している。アイテム点数は
500以上。取り扱いをやめたものを含めれば、1,000点
以上のアイテム数だ。ここで問題が出てくる。どの商品
が売れ筋なのかが分からないのだ。

　売り場に立つ従業員からの意見はバラバラだった。
「これが売れている」と言う人もいれば、「そんなことは
ない」と言う従業員もいた。結果、本当に売れている
ものは何なのかが判断できず、商品の入れ替えができ
ないままずるずると時間が過ぎていた。

　そんな中、Ｓ店が導入したのは、リクルートが開発して
いる「Airレジ」という、タブレットを活用したPOSレジ
だ。店舗が広いため、合計で６台のAirレジを導入した。

　今まではレジ毎の売上を紙出力し集計していたが、
同レジの導入によって、クラウド上で集約して確認する
ことができる。これだけでも随分ミスと負担が減少した。

　同時に、死に筋の把握にもメスが入った。今までの
レジは「お会計をする」ための仕組みに過ぎなかった。

それが現在では膨大な商品１点１点の売れ行きをリアル
タイムに、その日のうちに把握できる。月末の棚卸を
待つ必要はない。

　「売れている」という誤認識は、土産品店ではよく発生
する。友人が何かお土産を買うと、連れ添いの人にも
芋づる式に売れることが多い。スーパーなどと違い、
誰かと一緒に購入するという特殊性がある。その結果、
スタッフは「この商品は売れているのでは！」と錯覚して
しまうのだ。

　しかし、Airレジのデータは嘘をつかない。データに
基づいて死に筋商品の仕入れを減らし、売れ筋商品は
ポップを工夫したりしてもっと売れるように努力する。
これだけで利益率はぐんと改善した。

　後日Ｓ店に伺った際に、何の機能が助かったかと
聞いたら、「売れ筋が分かることだ」と断言された。最初
は補助金ありきでの導入だったが、今では毎日数字を
見る癖がついた、と笑顔が溢れる。頼れる背中に見えた。

　POSレジは、飲食・小売にすさまじいイノベーション
を起こす可能性を秘めている。商品別・時間別売上の
分析や在庫管理機能まで搭載されたものもあり、アナ
ログなやり方を改善できなかった店舗は、効率化が一気
に進むはずだ。

　小さいことからコツコツと。小さなデジタル変革を
積み重ねていこう。

井領 明広（いりょう・あきひろ）
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研修講座・検定情報

福商実務研修講座
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!

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

●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。

広報・営業・経営者向け

動画で企業の魅力を120％伝える！
動画作成&編集実践講座

2/17
（木）

POINT

対面

2022年度入社 新入社員向け

1年目に必要なスキルを網羅したプログラム＋貴社への育成状況フィード
バックつき研修。社外に同期ができ、モチベーションを持続させることで
『自ら考え・動く』新入社員を目指します。（第1・4・6回：対面　第2・
3・5回：オンライン）※本講座詳細はホームページにてご確認ください。
【開催日】令和4年①4/5（火）、②5/10（火）、③6/7（火）、④7/12（火）、⑤8/9（火）、⑥9/6（火）

【開催日】令和4年①4/12（火）・13（水）、②4/19（火）・20（水）、③4/25（月）・26（火）
【時　間】両日ともに10:00～17:00　①②③ともに同一内容。
【受講料】　  ：23,050円　  ：27,450円　  ：34,570円
【講　師】(株)サイズラーニング　黒木 怜香氏

■ “自律型”新入社員育成6か月集中パッケージ研修（全6回）

ビジネスマナーを重点的に学ぶ実践型講座。名刺交換や電話対応等、基
本的なビジネスマナーを実践形式で身につけます。

■ 新入社員・若手社員のための 実践！ビジネスマナー講座(二日間)

若手中堅向け

会 特 一

販売士養成講座（全５回）

□ 流通・小売業で必要な基礎知識や技能を理解し、現場で能力を発揮できる人材を目指す
□ 企画立案や在庫管理、マーケティング、店舗の管理まで幅広く実践的な知識を習得する
□ 回ごとにテーマが設定された全５回構成！受講したい講座だけの申込も可能！

POINT

【開催日】①1/18（火）、②1/20（木）、③1/24（月）、④2/1（火）、⑤2/8（火）
【時　間】①～④14:00～17:00、⑤のみ15:00～18:00
【受講料】　  ：37,340円　   ：48,540円　   ：56,010円（※テキスト代を含んでおります。）
※個別の講座のみお申込みの場合の受講料は各回（会）10,600円（特）13,780円（一）15,900円（テキスト代含む）となります。

【講　師】ビジネス・ナビゲーター　主任コンサルタント 河野 健一 氏
本講座は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の受験を想定して学習する研修講座です。全5回受講して一
定の要件を満たした受講者は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の１科目免除を受けることができます。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　四元 絵美氏

会 特 一

主体性を発揮し、チームの生産性を向上させる
ワンランク上を目指すコミュニ
ケーション力向上講座　

□ 目的を理解し、仮説を立てながら身近なところから生
産性向上を図る

□ ムダがないワンランク上のコミュニケーションで関係
性構築を図る

POINT

対面

2/21
（月）

詳しくは
こちら!

検定対策講座（日商簿記）
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。
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

WEB講座オン
ライン

コース 開講月 標準受講期間 受講料
（税・教材費込）

１級標準

１級速修

２級標準

２級速修

３級標準

３級速修

12月・3月

12月

11月

毎月

11月

毎月

1年

半年

４～5か月

3か月

４か月

2か月

111,000円

92,000円

34,200円

27,000円

8,000円

6,000円

ライブ配信・オンデマンド配信等を組み合
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。コースにより申
込期間が異なりますので、詳しくはホーム
ページをご覧ください。

■会　場／TAC福岡校
■受講料／会議所優待で通常受講料より
　　　　　5%割引

TAC提携講座対面

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。12月以降の開講日やコースの詳細はホームページ
をご覧ください。

3級（2日間コース）
■日　程／令和4年1月30日（日）・2月6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／1月20日（木）

2級（3日間コース）
■日　程／令和4年1月22日（土）・1月29日（土）・
　　　　　2月5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／1月12日（水）

直前最終チェック講座対面

主に２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。

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

日商簿記（統一試験）

ビジネス会計検定

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

2・3級

1～3級

第160回

第30回

もうすぐ開催される検定試験はこちら！

書店・商工会申込：
令和4年1月12日(水)～1月16日(日)
ネット申込：
令和4年1月12日(水)～1月18日(火)

令和4年1月24日(月)～2月4日(金)

メンタルヘルス・
マネジメント検定 Ⅱ・Ⅲ種 第32回 令和4年1月31日(月)～2月11日(金)

令和4年2月27日(日)

令和4年3月13日(日)

令和4年3月20日(日)

2級  ：  4,720円
3級  ：  2,850円

1級  ：11,550円
2級  ：  7,480円
3級  ：  4,950円

Ⅱ種  ：  7,480円
Ⅲ種  ：  5,280円

日商珠算(そろばん) 1～6級 第224回 12月22日（水）～12月24日（金） 令和4年2月28日（月）

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

WEB版「福岡検定」 令和4年１月30日（日）

初級  ：  2,600円
　　　  （中学生以下1,600円）
中級  ：  3,600円
上級  ：  5,700円

簿記検定 日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

□ 訴求力が上がる動画撮影・編集スキルを身につける
□ 動画を活用して新たな顧客層にアプローチできる

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
 　   ：23,050円
【講　師】動画のチカラ 代表 動画クリエイター 

NoriIto氏

対面
オン
ライン

4/5（火）～ 
9/6（火）

対面

1/18（火）～ 
2/8（火）

会
一

特

会 特 一

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

e
ラーニング 福商eラーニング
スキマ時間でサクッとスキルアップ！

□ グローバル企業が注目する「心理的安全性」を学ぶ！
□ 最新研究から、高業績をあげるチームの特徴を解説
□ 豊富な具体例で納得。だから実務に生かせる！

～挑戦と心理的安全性をベースとした組織の作り方～ □ 信頼関係を築き、相手を伸ばす方法を知る！
□ 世代が異なる相手との接し方を学ぶ！
□ 実例動画があるから改善点が分かりやすい！

管理職向けおすすめ講座

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
5,500円 福商会員価格

（税込） 【学習可能期間30日間1名】
4,950円

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
3,300円 福商会員価格

（税込） 【学習可能期間30日間1名】
2,750円

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

成果をあげるチームづくり OJT担当者必見！褒め方・叱り方 コース

詳細は
ホームページを
ご覧ください

対面

① 4/12（火）・
　 13（水）
② 4/19（火）・
　 20（水）
③ 4/25（月）・
　 26（火）

初級
中級
上級 

11月1日（月）～令和4年1月24日（月）ー

研修講座・検定情報

福商実務研修講座
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!

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

●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。

広報・営業・経営者向け

動画で企業の魅力を120％伝える！
動画作成&編集実践講座

2/17
（木）

POINT

対面

2022年度入社 新入社員向け

1年目に必要なスキルを網羅したプログラム＋貴社への育成状況フィード
バックつき研修。社外に同期ができ、モチベーションを持続させることで
『自ら考え・動く』新入社員を目指します。（第1・4・6回：対面　第2・
3・5回：オンライン）※本講座詳細はホームページにてご確認ください。
【開催日】令和4年①4/5（火）、②5/10（火）、③6/7（火）、④7/12（火）、⑤8/9（火）、⑥9/6（火）

【開催日】令和4年①4/12（火）・13（水）、②4/19（火）・20（水）、③4/25（月）・26（火）
【時　間】両日ともに10:00～17:00　①②③ともに同一内容。
【受講料】　  ：23,050円　  ：27,450円　  ：34,570円
【講　師】(株)サイズラーニング　黒木 怜香氏

■ “自律型”新入社員育成6か月集中パッケージ研修（全6回）

ビジネスマナーを重点的に学ぶ実践型講座。名刺交換や電話対応等、基
本的なビジネスマナーを実践形式で身につけます。

■ 新入社員・若手社員のための 実践！ビジネスマナー講座(二日間)

若手中堅向け

会 特 一

販売士養成講座（全５回）

□ 流通・小売業で必要な基礎知識や技能を理解し、現場で能力を発揮できる人材を目指す
□ 企画立案や在庫管理、マーケティング、店舗の管理まで幅広く実践的な知識を習得する
□ 回ごとにテーマが設定された全５回構成！受講したい講座だけの申込も可能！

POINT

【開催日】①1/18（火）、②1/20（木）、③1/24（月）、④2/1（火）、⑤2/8（火）
【時　間】①～④14:00～17:00、⑤のみ15:00～18:00
【受講料】　  ：37,340円　   ：48,540円　   ：56,010円（※テキスト代を含んでおります。）
※個別の講座のみお申込みの場合の受講料は各回（会）10,600円（特）13,780円（一）15,900円（テキスト代含む）となります。

【講　師】ビジネス・ナビゲーター　主任コンサルタント 河野 健一 氏
本講座は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の受験を想定して学習する研修講座です。全5回受講して一
定の要件を満たした受講者は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の１科目免除を受けることができます。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　四元 絵美氏

会 特 一

主体性を発揮し、チームの生産性を向上させる
ワンランク上を目指すコミュニ
ケーション力向上講座　

□ 目的を理解し、仮説を立てながら身近なところから生
産性向上を図る

□ ムダがないワンランク上のコミュニケーションで関係
性構築を図る

POINT

対面

2/21
（月）

詳しくは
こちら!

検定対策講座（日商簿記）
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。
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

WEB講座オン
ライン

コース 開講月 標準受講期間 受講料
（税・教材費込）

１級標準

１級速修

２級標準

２級速修

３級標準

３級速修

12月・3月

12月

11月

毎月

11月

毎月

1年

半年

４～5か月

3か月

４か月

2か月

111,000円

92,000円

34,200円

27,000円

8,000円

6,000円

ライブ配信・オンデマンド配信等を組み合
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。コースにより申
込期間が異なりますので、詳しくはホーム
ページをご覧ください。

■会　場／TAC福岡校
■受講料／会議所優待で通常受講料より
　　　　　5%割引

TAC提携講座対面

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。12月以降の開講日やコースの詳細はホームページ
をご覧ください。

3級（2日間コース）
■日　程／令和4年1月30日（日）・2月6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／1月20日（木）

2級（3日間コース）
■日　程／令和4年1月22日（土）・1月29日（土）・
　　　　　2月5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／1月12日（水）

直前最終チェック講座対面

主に２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。

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

日商簿記（統一試験）

ビジネス会計検定

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

2・3級

1～3級

第160回

第30回

もうすぐ開催される検定試験はこちら！

書店・商工会申込：
令和4年1月12日(水)～1月16日(日)
ネット申込：
令和4年1月12日(水)～1月18日(火)

令和4年1月24日(月)～2月4日(金)

メンタルヘルス・
マネジメント検定 Ⅱ・Ⅲ種 第32回 令和4年1月31日(月)～2月11日(金)

令和4年2月27日(日)

令和4年3月13日(日)

令和4年3月20日(日)

2級  ：  4,720円
3級  ：  2,850円

1級  ：11,550円
2級  ：  7,480円
3級  ：  4,950円

Ⅱ種  ：  7,480円
Ⅲ種  ：  5,280円

日商珠算(そろばん) 1～6級 第224回 12月22日（水）～12月24日（金） 令和4年2月28日（月）

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

WEB版「福岡検定」 令和4年１月30日（日）

初級  ：  2,600円
　　　  （中学生以下1,600円）
中級  ：  3,600円
上級  ：  5,700円

簿記検定 日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

□ 訴求力が上がる動画撮影・編集スキルを身につける
□ 動画を活用して新たな顧客層にアプローチできる

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
 　   ：23,050円
【講　師】動画のチカラ 代表 動画クリエイター 

NoriIto氏

対面
オン
ライン

4/5（火）～ 
9/6（火）

対面

1/18（火）～ 
2/8（火）

会
一

特

会 特 一

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　

ラーニング 福商eラーニング
スキマ時間でサクッとスキルアップ！

□ グローバル企業が注目する「心理的安全性」を学ぶ！
□ 最新研究から、高業績をあげるチームの特徴を解説
□ 豊富な具体例で納得。だから実務に生かせる！

～挑戦と心理的安全性をベースとした組織の作り方～ □ 信頼関係を築き、相手を伸ばす方法を知る！
□ 世代が異なる相手との接し方を学ぶ！
□ 実例動画があるから改善点が分かりやすい！

管理職向けおすすめ講座

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
5,500円 福商会員価格

（税込） 【学習可能期間30日間1名】
4,950円

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
3,300円 福商会員価格

（税込） 【学習可能期間30日間1名】
2,750円

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

成果をあげるチームづくり OJT担当者必見！褒め方・叱り方 コース

詳細は
ホームページを
ご覧ください

対面

① 4/12（火）・
　 13（水）
② 4/19（火）・
　 20（水）
③ 4/25（月）・
　 26（火）

初級
中級
上級 

11月1日（月）～令和4年1月24日（月）ー
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研修講座・検定情報

福商実務研修講座
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!

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

●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。

広報・営業・経営者向け

動画で企業の魅力を120％伝える！
動画作成&編集実践講座

2/17
（木）

POINT

対面

2022年度入社 新入社員向け

1年目に必要なスキルを網羅したプログラム＋貴社への育成状況フィード
バックつき研修。社外に同期ができ、モチベーションを持続させることで
『自ら考え・動く』新入社員を目指します。（第1・4・6回：対面　第2・
3・5回：オンライン）※本講座詳細はホームページにてご確認ください。
【開催日】令和4年①4/5（火）、②5/10（火）、③6/7（火）、④7/12（火）、⑤8/9（火）、⑥9/6（火）

【開催日】令和4年①4/12（火）・13（水）、②4/19（火）・20（水）、③4/25（月）・26（火）
【時　間】両日ともに10:00～17:00　①②③ともに同一内容。
【受講料】　  ：23,050円　  ：27,450円　  ：34,570円
【講　師】(株)サイズラーニング　黒木 怜香氏

■ “自律型”新入社員育成6か月集中パッケージ研修（全6回）

ビジネスマナーを重点的に学ぶ実践型講座。名刺交換や電話対応等、基
本的なビジネスマナーを実践形式で身につけます。

■ 新入社員・若手社員のための 実践！ビジネスマナー講座(二日間)

若手中堅向け

会 特 一

販売士養成講座（全５回）

□ 流通・小売業で必要な基礎知識や技能を理解し、現場で能力を発揮できる人材を目指す
□ 企画立案や在庫管理、マーケティング、店舗の管理まで幅広く実践的な知識を習得する
□ 回ごとにテーマが設定された全５回構成！受講したい講座だけの申込も可能！

POINT

【開催日】①1/18（火）、②1/20（木）、③1/24（月）、④2/1（火）、⑤2/8（火）
【時　間】①～④14:00～17:00、⑤のみ15:00～18:00
【受講料】　  ：37,340円　   ：48,540円　   ：56,010円（※テキスト代を含んでおります。）
※個別の講座のみお申込みの場合の受講料は各回（会）10,600円（特）13,780円（一）15,900円（テキスト代含む）となります。

【講　師】ビジネス・ナビゲーター　主任コンサルタント 河野 健一 氏
本講座は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の受験を想定して学習する研修講座です。全5回受講して一
定の要件を満たした受講者は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の１科目免除を受けることができます。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　四元 絵美氏

会 特 一

主体性を発揮し、チームの生産性を向上させる
ワンランク上を目指すコミュニ
ケーション力向上講座　

□ 目的を理解し、仮説を立てながら身近なところから生
産性向上を図る

□ ムダがないワンランク上のコミュニケーションで関係
性構築を図る

POINT

対面

2/21
（月）

詳しくは
こちら!

検定対策講座（日商簿記）
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。
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

WEB講座オン
ライン

コース 開講月 標準受講期間 受講料
（税・教材費込）

１級標準

１級速修

２級標準

２級速修

３級標準

３級速修

12月・3月

12月

11月

毎月

11月

毎月

1年

半年

４～5か月

3か月

４か月

2か月

111,000円

92,000円

34,200円

27,000円

8,000円

6,000円

ライブ配信・オンデマンド配信等を組み合
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。コースにより申
込期間が異なりますので、詳しくはホーム
ページをご覧ください。

■会　場／TAC福岡校
■受講料／会議所優待で通常受講料より
　　　　　5%割引

TAC提携講座対面

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。12月以降の開講日やコースの詳細はホームページ
をご覧ください。

3級（2日間コース）
■日　程／令和4年1月30日（日）・2月6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／1月20日（木）

2級（3日間コース）
■日　程／令和4年1月22日（土）・1月29日（土）・
　　　　　2月5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／1月12日（水）

直前最終チェック講座対面

主に２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。

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

日商簿記（統一試験）

ビジネス会計検定

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

2・3級

1～3級

第160回

第30回

もうすぐ開催される検定試験はこちら！

書店・商工会申込：
令和4年1月12日(水)～1月16日(日)
ネット申込：
令和4年1月12日(水)～1月18日(火)

令和4年1月24日(月)～2月4日(金)

メンタルヘルス・
マネジメント検定 Ⅱ・Ⅲ種 第32回 令和4年1月31日(月)～2月11日(金)

令和4年2月27日(日)

令和4年3月13日(日)

令和4年3月20日(日)

2級  ：  4,720円
3級  ：  2,850円

1級  ：11,550円
2級  ：  7,480円
3級  ：  4,950円

Ⅱ種  ：  7,480円
Ⅲ種  ：  5,280円

日商珠算(そろばん) 1～6級 第224回 12月22日（水）～12月24日（金） 令和4年2月28日（月）

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

WEB版「福岡検定」 令和4年１月30日（日）

初級  ：  2,600円
　　　  （中学生以下1,600円）
中級  ：  3,600円
上級  ：  5,700円

簿記検定 日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

□ 訴求力が上がる動画撮影・編集スキルを身につける
□ 動画を活用して新たな顧客層にアプローチできる

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
 　   ：23,050円
【講　師】動画のチカラ 代表 動画クリエイター 

NoriIto氏

対面
オン
ライン

4/5（火）～ 
9/6（火）

対面

1/18（火）～ 
2/8（火）

会
一

特

会 特 一

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　

ラーニング 福商eラーニング
スキマ時間でサクッとスキルアップ！

□ グローバル企業が注目する「心理的安全性」を学ぶ！
□ 最新研究から、高業績をあげるチームの特徴を解説
□ 豊富な具体例で納得。だから実務に生かせる！

～挑戦と心理的安全性をベースとした組織の作り方～ □ 信頼関係を築き、相手を伸ばす方法を知る！
□ 世代が異なる相手との接し方を学ぶ！
□ 実例動画があるから改善点が分かりやすい！

管理職向けおすすめ講座

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
5,500円 福商会員価格

（税込） 【学習可能期間30日間1名】
4,950円

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
3,300円 福商会員価格

（税込） 【学習可能期間30日間1名】
2,750円

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

成果をあげるチームづくり OJT担当者必見！褒め方・叱り方 コース

詳細は
ホームページを
ご覧ください

対面

① 4/12（火）・
　 13（水）
② 4/19（火）・
　 20（水）
③ 4/25（月）・
　 26（火）

初級
中級
上級 

11月1日（月）～令和4年1月24日（月）ー

研修講座・検定情報

福商実務研修講座
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!

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

●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。

広報・営業・経営者向け

動画で企業の魅力を120％伝える！
動画作成&編集実践講座

2/17
（木）

POINT

対面

2022年度入社 新入社員向け

1年目に必要なスキルを網羅したプログラム＋貴社への育成状況フィード
バックつき研修。社外に同期ができ、モチベーションを持続させることで
『自ら考え・動く』新入社員を目指します。（第1・4・6回：対面　第2・
3・5回：オンライン）※本講座詳細はホームページにてご確認ください。
【開催日】令和4年①4/5（火）、②5/10（火）、③6/7（火）、④7/12（火）、⑤8/9（火）、⑥9/6（火）

【開催日】令和4年①4/12（火）・13（水）、②4/19（火）・20（水）、③4/25（月）・26（火）
【時　間】両日ともに10:00～17:00　①②③ともに同一内容。
【受講料】　  ：23,050円　  ：27,450円　  ：34,570円
【講　師】(株)サイズラーニング　黒木 怜香氏

■ “自律型”新入社員育成6か月集中パッケージ研修（全6回）

ビジネスマナーを重点的に学ぶ実践型講座。名刺交換や電話対応等、基
本的なビジネスマナーを実践形式で身につけます。

■ 新入社員・若手社員のための 実践！ビジネスマナー講座(二日間)

若手中堅向け

会 特 一

販売士養成講座（全５回）

□ 流通・小売業で必要な基礎知識や技能を理解し、現場で能力を発揮できる人材を目指す
□ 企画立案や在庫管理、マーケティング、店舗の管理まで幅広く実践的な知識を習得する
□ 回ごとにテーマが設定された全５回構成！受講したい講座だけの申込も可能！

POINT

【開催日】①1/18（火）、②1/20（木）、③1/24（月）、④2/1（火）、⑤2/8（火）
【時　間】①～④14:00～17:00、⑤のみ15:00～18:00
【受講料】　  ：37,340円　   ：48,540円　   ：56,010円（※テキスト代を含んでおります。）
※個別の講座のみお申込みの場合の受講料は各回（会）10,600円（特）13,780円（一）15,900円（テキスト代含む）となります。

【講　師】ビジネス・ナビゲーター　主任コンサルタント 河野 健一 氏
本講座は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の受験を想定して学習する研修講座です。全5回受講して一
定の要件を満たした受講者は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の１科目免除を受けることができます。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　四元 絵美氏

会 特 一

主体性を発揮し、チームの生産性を向上させる
ワンランク上を目指すコミュニ
ケーション力向上講座　

□ 目的を理解し、仮説を立てながら身近なところから生
産性向上を図る

□ ムダがないワンランク上のコミュニケーションで関係
性構築を図る

POINT

対面

2/21
（月）

詳しくは
こちら!

検定対策講座（日商簿記）
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。
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

WEB講座オン
ライン

コース 開講月 標準受講期間 受講料
（税・教材費込）

１級標準

１級速修

２級標準

２級速修

３級標準

３級速修

12月・3月

12月

11月

毎月

11月

毎月

1年

半年

４～5か月

3か月

４か月

2か月

111,000円

92,000円

34,200円

27,000円

8,000円

6,000円

ライブ配信・オンデマンド配信等を組み合
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。コースにより申
込期間が異なりますので、詳しくはホーム
ページをご覧ください。

■会　場／TAC福岡校
■受講料／会議所優待で通常受講料より
　　　　　5%割引

TAC提携講座対面

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。12月以降の開講日やコースの詳細はホームページ
をご覧ください。

3級（2日間コース）
■日　程／令和4年1月30日（日）・2月6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／1月20日（木）

2級（3日間コース）
■日　程／令和4年1月22日（土）・1月29日（土）・
　　　　　2月5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／1月12日（水）

直前最終チェック講座対面

主に２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。

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

日商簿記（統一試験）

ビジネス会計検定

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

2・3級

1～3級

第160回

第30回

もうすぐ開催される検定試験はこちら！

書店・商工会申込：
令和4年1月12日(水)～1月16日(日)
ネット申込：
令和4年1月12日(水)～1月18日(火)

令和4年1月24日(月)～2月4日(金)

メンタルヘルス・
マネジメント検定 Ⅱ・Ⅲ種 第32回 令和4年1月31日(月)～2月11日(金)

令和4年2月27日(日)

令和4年3月13日(日)

令和4年3月20日(日)

2級  ：  4,720円
3級  ：  2,850円

1級  ：11,550円
2級  ：  7,480円
3級  ：  4,950円

Ⅱ種  ：  7,480円
Ⅲ種  ：  5,280円

日商珠算(そろばん) 1～6級 第224回 12月22日（水）～12月24日（金） 令和4年2月28日（月）

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

WEB版「福岡検定」 令和4年１月30日（日）

初級  ：  2,600円
　　　  （中学生以下1,600円）
中級  ：  3,600円
上級  ：  5,700円

簿記検定 日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

□ 訴求力が上がる動画撮影・編集スキルを身につける
□ 動画を活用して新たな顧客層にアプローチできる

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
 　   ：23,050円
【講　師】動画のチカラ 代表 動画クリエイター 

NoriIto氏

対面
オン
ライン

4/5（火）～ 
9/6（火）

対面

1/18（火）～ 
2/8（火）

会
一

特

会 特 一

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　

ラーニング 福商eラーニング
スキマ時間でサクッとスキルアップ！

□ グローバル企業が注目する「心理的安全性」を学ぶ！
□ 最新研究から、高業績をあげるチームの特徴を解説
□ 豊富な具体例で納得。だから実務に生かせる！

～挑戦と心理的安全性をベースとした組織の作り方～ □ 信頼関係を築き、相手を伸ばす方法を知る！
□ 世代が異なる相手との接し方を学ぶ！
□ 実例動画があるから改善点が分かりやすい！

管理職向けおすすめ講座

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
5,500円 福商会員価格

（税込） 【学習可能期間30日間1名】
4,950円

通常価格（税込）

【学習可能期間30日間1名】
3,300円 福商会員価格

（税込） 【学習可能期間30日間1名】
2,750円

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

成果をあげるチームづくり OJT担当者必見！褒め方・叱り方 コース

詳細は
ホームページを
ご覧ください

対面

① 4/12（火）・
　 13（水）
② 4/19（火）・
　 20（水）
③ 4/25（月）・
　 26（火）

初級
中級
上級 

11月1日（月）～令和4年1月24日（月）ー
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にまで

福岡商工会議所工業部会主催福岡商工会議所工業部会主催

工業部会大会出展者募集！工業部会大会出展者募集！
工業部会は、ものづくり企業のビジネスチャンス創出を目的に、会員交流会「工業部会大会」を
オンラインとリアルのハイブリッド型で開催いたします！
工業部会会員の方をはじめ、製造業や工業関連企業を対象に、ブースへの出展企業を募集します。
ブースでは、カタログや商品を展示し、商談を行うことが可能です。商品・新サービスのPRはもちろん、
情報交換・人脈拡大の場として、この機会にぜひご出展ください！

内 容

令和４年３月１４日(月)
10：00～17：00
※終了後、交流会を開催予定

日 時

ものづくりに関連する商品・サービス
(工業部会以外でも可)

対 象

無料会 費
詳しくは
こちらを

ご覧ください!

Check!

※同日、講演会・パネルディスカッションを予定しています。

福岡商工会議所
３階会議室

場 所

12月28日(火)申込
締切 ※当所ホームページ

よりお申込みくだ
さい。

お問い合わせ／地域振興グループ　

❶ブース出展
　〈定員30社・長机1本程度〉
❷自社PRプレゼンテーション
　  定員12社・オンライン
　  配信あり〈 〉

会議所からのお知らせ

福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会 主催 部会講演会のご案内

にしけいの経営戦略
　情報・文化・サービス部会 （部会長＝新井洋子・エントリーサービスプロモーション
（株）代表取締役社長）は、部会講演会を開催いたします。
　近年、社会的な注目を集める凶悪犯罪の発生、振り込め詐欺等の被害拡大、機密情
報や個人情報の漏えいなど私たちの安全を脅かす事件は後を絶ちません。このような
事件の多発により、企業や個人からの安心・安全を求めるニーズは高まっています。
　本講演会では、空港保安検査、機械警備、施設警備などで知られる（株）にしけいの
大坪社長を講師にお招きし、AI、ロボットなど最新技術を駆使した今後の業務などにつ
いてご講演いただきます。この機会にぜひご参加ください。

　昭和43年に「西日本警備保障株式会社」として創立。東京、大阪及び沖縄を除く九州全県に２４の支社を配置し、空港保安検査をはじめ、ホームセキュリティ
を含めた機械警備、現金輸送、常駐警備などの警備業全般に取り組む。
　平成15年4月に「株式会社にしけい」に社名を変更し、空港保安業界のリーディングカンパニーとして、国内線利用旅客1億人のうち30%超の空港保安検査
を約1,200人の従業員が行っている。

（株）にしけいについて

講 師
（株）にしけい 代表取締役社長

＜講師プロフィール＞
昭和28年12月6日生（68歳）
熊本大学法文学部卒
昭和51年　4月　九州電力（株）入社
平成19年　7月　電源立地対策部長
平成21年　6月　執行役員佐賀支店長
平成24年　6月　北九州エル・エヌ・ジー（株）
　　　　　　　　代表取締役社長
平成30年 10月　（株）にしけい顧問
令和元年　 6月　代表取締役社長

日　　時 ：令和4年 １月20日（木）14：00～16：00
場　　所 ：福岡商工会議所 4階 408会議室

（福岡市博多区博多駅前２-９-２８）

参加形態 ：❶来場（定員50名・先着順）
❷オンライン視聴（LIVE配信）

参 加 費  ：無 料
申込期限 ：令和4年１月12日（水）
申込方法 ：右記ＱＲコードよりお申込みください。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催方法を変更
させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

こちらから
お申し込み
ください

ＡＩ技術とロボットを活用した
新たな警備

内　　容 ：14：00～15：00　講演
15：00～16：00　警備資器材の展示・説明

（※来場いただいた方のみ）

大坪 潔晴 氏
おお　つぼ　　きよ　　はる

会議所からのお知らせ

お問合せ先／産業振興グループ　
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にまで

福岡商工会議所工業部会主催福岡商工会議所工業部会主催

工業部会大会出展者募集！工業部会大会出展者募集！
工業部会は、ものづくり企業のビジネスチャンス創出を目的に、会員交流会「工業部会大会」を
オンラインとリアルのハイブリッド型で開催いたします！
工業部会会員の方をはじめ、製造業や工業関連企業を対象に、ブースへの出展企業を募集します。
ブースでは、カタログや商品を展示し、商談を行うことが可能です。商品・新サービスのPRはもちろん、
情報交換・人脈拡大の場として、この機会にぜひご出展ください！

内 容

令和４年３月１４日(月)
10：00～17：00
※終了後、交流会を開催予定

日 時

ものづくりに関連する商品・サービス
(工業部会以外でも可)

対 象

無料会 費
詳しくは
こちらを

ご覧ください!

Check!

※同日、講演会・パネルディスカッションを予定しています。

福岡商工会議所
３階会議室

場 所

12月28日(火)申込
締切 ※当所ホームページ

よりお申込みくだ
さい。

お問い合わせ／地域振興グループ　 TEL 092-441-1118

❶ブース出展
　〈定員30社・長机1本程度〉
❷自社PRプレゼンテーション
　  定員12社・オンライン
　  配信あり〈 〉

会議所からのお知らせ

福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会 主催 部会講演会のご案内

にしけいの経営戦略
　情報・文化・サービス部会 （部会長＝新井洋子・エントリーサービスプロモーション
（株）代表取締役社長）は、部会講演会を開催いたします。
　近年、社会的な注目を集める凶悪犯罪の発生、振り込め詐欺等の被害拡大、機密情
報や個人情報の漏えいなど私たちの安全を脅かす事件は後を絶ちません。このような
事件の多発により、企業や個人からの安心・安全を求めるニーズは高まっています。
　本講演会では、空港保安検査、機械警備、施設警備などで知られる（株）にしけいの
大坪社長を講師にお招きし、AI、ロボットなど最新技術を駆使した今後の業務などにつ
いてご講演いただきます。この機会にぜひご参加ください。

　昭和43年に「西日本警備保障株式会社」として創立。東京、大阪及び沖縄を除く九州全県に２４の支社を配置し、空港保安検査をはじめ、ホームセキュリティ
を含めた機械警備、現金輸送、常駐警備などの警備業全般に取り組む。
　平成15年4月に「株式会社にしけい」に社名を変更し、空港保安業界のリーディングカンパニーとして、国内線利用旅客1億人のうち30%超の空港保安検査
を約1,200人の従業員が行っている。

（株）にしけいについて

講 師
（株）にしけい 代表取締役社長

＜講師プロフィール＞
昭和28年12月6日生（68歳）
熊本大学法文学部卒
昭和51年　4月　九州電力（株）入社
平成19年　7月　電源立地対策部長
平成21年　6月　執行役員佐賀支店長
平成24年　6月　北九州エル・エヌ・ジー（株）
　　　　　　　　代表取締役社長
平成30年 10月　（株）にしけい顧問
令和元年　 6月　代表取締役社長

日　　時 ：令和4年 １月20日（木）14：00～16：00
場　　所 ：福岡商工会議所 4階 408会議室

（福岡市博多区博多駅前２-９-２８）

参加形態 ：❶来場（定員50名・先着順）
❷オンライン視聴（LIVE配信）

参 加 費  ：無 料
申込期限 ：令和4年１月12日（水）
申込方法 ：右記ＱＲコードよりお申込みください。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催方法を変更
させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

こちらから
お申し込み
ください

ＡＩ技術とロボットを活用した
新たな警備

内　　容 ：14：00～15：00　講演
15：00～16：00　警備資器材の展示・説明

（※来場いただいた方のみ）

大坪 潔晴 氏
おお　つぼ　　きよ　　はる

会議所からのお知らせ

お問合せ先／産業振興グループ　TEL 092-441-1119
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安全対策を実施するお店探しをお手伝い！2

ネクスペイとGo To Eatを使ってさらにお得に飲食♫3

GUF参加店舗が実施する安全対策の項目に、新たに「福岡県感染防止認証制度」の項目を追加
しました！絞り込み検索を活用し、お店探しにお役立てください♪

福岡市プレミアム付電子商品券FUKUOKA NEXT Pay（ネクスペイ）とGo To Eat
キャンペーン福岡お食事券が使える店舗も、絞り込み検索で探すことができます！
“もっとGOOD UP 特典”に加えて、ネクスペイとGo To Eatお食事券を使ってお得
に飲食いただけます♫
注）ネクスペイ、Go To Eatキャンペーン福岡お食事券ともに販売終了しています。

●ネクスペイ：令和4年1月29日（土）
●Go To Eatキャンペーン福岡お食事券：令和3年12月31日（金）

※Go To Eatにつきましては、有効期限が令和3年3月31日（水）及び10月31日（日）及び12月15日（水）と記載されているお食事券も引き続きご利用いた
だけます。

GUFのためだけの特別キャンペーン！4

GOOD UP FUKUOKAプロジェクト参加店の一部が、従来の“GOOD UP 特典”とは別に、
新型コロナワクチン２回接種済みの方などを対象にした“もっとGOOD UP 特典”を設
定し、皆様のご来店をお待ちしています。
ワクチン２回接種者など、感染拡大の懸念が少ない方の外食利用を促進することで、街の
活気や誰もが安心できる生活を取り戻して福岡の食文化を守りたいと思っています！！

GOOD UP FUKUOKA
～誰もが安心できる福岡を取り戻そう！～

“もっと GOOD UP FUKUOKA”キャンペーン概要

実施期間は、１２月２５日（土）まで！！

福岡外食応援団　GOOD UP FUKUOKA

外食利用促進 感染防止対策向上の後押し

※２回のワクチン接種を証明するものであれば、接種証明書（原本・コピー・写真）、接種証明アプリ等、なんでも構いません。
※利用者の方はワクチン接種・PCR検査を受けていなくても、通常の“GOOD UP 特典”はご利用いただけます。

GUF飲食店

利用者

通常のGOOD UP 特典とは別に、今回特別に“もっとGOOD UP 特典”のご提供

● 本プロジェクトが指定する
安全対策ガイドライン※の実施個数

● パーテーションの設置有無
● 福岡県感染防止認証店

キャンペーンページはコチラ
（https://goodup-fukuoka.jp/shop/campaign）

まだご参加いただいていない飲食店の方は、ぜひこの機会にエントリーください。

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

https://www.fukunet.or.jp/
contact/covid19/goodupfukuoka/

エントリー
条件等詳細

“もっと GOOD UP 特典”でさらにお得に飲食♫1

新型コロナウイルスワクチンの接種証明もしくはPCR検査の陰性証明と、
GUF特設サイトの店舗ページ画面のご提示

絶賛実施中!!

キャンペーン

キャンペーン
参加店舗

11月25日（木）現在

64店
各店舗ページ右上の
このアイコンが目印♪

現在、特設サイトで
絞り込み検索ができる項目

※本プロジェクトが指定する安全対策ガイドライン＝FOOD HACKATHON JAPAN「飲食店イートイン安全ガイドライン福岡」

利用者GUF飲食店

11.25（THU）～12.25（SAT）

もっとGU特典

証明書

※福岡県感染防止認証制度について
福岡県では感染防止認証制度（感染防止認証マーク）の申請受付を開始しています。国は、まん延防止等重点措置や県独自の時短要請の際に、
認証マーク取得を酒類の提供等の条件とすることとしています。また、今後の制限緩和措置対象においても、認証マーク取得が前提となってきます。
飲食店の方は、お早めの申請をお願いします。

現在、福岡商工会議所が実施する「福岡外食応援団 GOOD UP FUKUOKA（以下、
GUF）」プロジェクトにおいて、福岡市民の誰もが安心できる生活を取り戻すことを目的に、
『＼もっと／GOOD UP FUKUOKA キャンペーン』を実施しています。
未だ新型コロナウイルス収束がみえない状況下において、多くの飲食店は感染対策に取り
組みながら営業を継続しています。キャンペーン実施期間中は、通常よりも更にお得に飲食
をしていただけます！ぜひ、GOOD UP飲食店で、安心・安全に飲食をお愉しみください‼

利用期限

特 集 2
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安全対策を実施するお店探しをお手伝い！2

ネクスペイとGo To Eatを使ってさらにお得に飲食♫3

GUF参加店舗が実施する安全対策の項目に、新たに「福岡県感染防止認証制度」の項目を追加
しました！絞り込み検索を活用し、お店探しにお役立てください♪

福岡市プレミアム付電子商品券FUKUOKA NEXT Pay（ネクスペイ）とGo To Eat
キャンペーン福岡お食事券が使える店舗も、絞り込み検索で探すことができます！
“もっとGOOD UP 特典”に加えて、ネクスペイとGo To Eatお食事券を使ってお得
に飲食いただけます♫
注）ネクスペイ、Go To Eatキャンペーン福岡お食事券ともに販売終了しています。

●ネクスペイ：令和4年1月29日（土）
●Go To Eatキャンペーン福岡お食事券：令和3年12月31日（金）

※Go To Eatにつきましては、有効期限が令和3年3月31日（水）及び10月31日（日）及び12月15日（水）と記載されているお食事券も引き続きご利用いた
だけます。

GUFのためだけの特別キャンペーン！4

GOOD UP FUKUOKAプロジェクト参加店の一部が、従来の“GOOD UP 特典”とは別に、
新型コロナワクチン２回接種済みの方などを対象にした“もっとGOOD UP 特典”を設
定し、皆様のご来店をお待ちしています。
ワクチン２回接種者など、感染拡大の懸念が少ない方の外食利用を促進することで、街の
活気や誰もが安心できる生活を取り戻して福岡の食文化を守りたいと思っています！！

GOOD UP FUKUOKA
～誰もが安心できる福岡を取り戻そう！～

“もっと GOOD UP FUKUOKA”キャンペーン概要

実施期間は、１２月２５日（土）まで！！

福岡外食応援団　GOOD UP FUKUOKA

外食利用促進 感染防止対策向上の後押し

※２回のワクチン接種を証明するものであれば、接種証明書（原本・コピー・写真）、接種証明アプリ等、なんでも構いません。
※利用者の方はワクチン接種・PCR検査を受けていなくても、通常の“GOOD UP 特典”はご利用いただけます。

GUF飲食店

利用者

通常のGOOD UP 特典とは別に、今回特別に“もっとGOOD UP 特典”のご提供

● 本プロジェクトが指定する
安全対策ガイドライン※の実施個数

● パーテーションの設置有無
● 福岡県感染防止認証店

キャンペーンページはコチラ
（https://goodup-fukuoka.jp/shop/campaign）

まだご参加いただいていない飲食店の方は、ぜひこの機会にエントリーください。

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

https://www.fukunet.or.jp/
contact/covid19/goodupfukuoka/

エントリー
条件等詳細

“もっと GOOD UP 特典”でさらにお得に飲食♫1

新型コロナウイルスワクチンの接種証明もしくはPCR検査の陰性証明と、
GUF特設サイトの店舗ページ画面のご提示

絶賛実施中!!

キャンペーン

キャンペーン
参加店舗

11月25日（木）現在

64店
各店舗ページ右上の
このアイコンが目印♪

現在、特設サイトで
絞り込み検索ができる項目

※本プロジェクトが指定する安全対策ガイドライン＝FOOD HACKATHON JAPAN「飲食店イートイン安全ガイドライン福岡」

利用者GUF飲食店

11.25（THU）～12.25（SAT）

もっとGU特典

証明書

※福岡県感染防止認証制度について
福岡県では感染防止認証制度（感染防止認証マーク）の申請受付を開始しています。国は、まん延防止等重点措置や県独自の時短要請の際に、
認証マーク取得を酒類の提供等の条件とすることとしています。また、今後の制限緩和措置対象においても、認証マーク取得が前提となってきます。
飲食店の方は、お早めの申請をお願いします。

現在、福岡商工会議所が実施する「福岡外食応援団 GOOD UP FUKUOKA（以下、
GUF）」プロジェクトにおいて、福岡市民の誰もが安心できる生活を取り戻すことを目的に、
『＼もっと／GOOD UP FUKUOKA キャンペーン』を実施しています。
未だ新型コロナウイルス収束がみえない状況下において、多くの飲食店は感染対策に取り
組みながら営業を継続しています。キャンペーン実施期間中は、通常よりも更にお得に飲食
をしていただけます！ぜひ、GOOD UP飲食店で、安心・安全に飲食をお愉しみください‼

利用期限
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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。

：

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　

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

働き方が多様化する時代に
どんな人もその人らしく、輝ける場所を、創造しよう

スタイルクリエイト㈱

託児付コワーキングスペース＆
サテライトオフィス入居者募集中

▼

福岡では珍しい
託児サービス付きのオフィス

がプロデュース。子育て世代向けの福利
厚生を充実させたいとお考えの企業様、
従業員の方に多彩な働き方を提供し、働
き方改革を進めていきませんか？

2022年2月福岡市中央区大名に「託
児付コワーキングスペース＆サテライトオ
フィス」がオープンします。子育てしなが
ら働く女性を応援したいという想いのも
と保育事業を展開するスタイルクリエイト

スタイルクリエイト㈱
福岡市中央区大手門2-2-8-2F
TEL：092-753-8900
FAX：092-753-8901
https://www.stylecreate.jp/
E-mail：info@stylecreate.jp
営業内容
所在地：福岡市中央区大名1丁目3-32
ラ・コルテ大名203 
HP：https://c-room.jp/
問い合わせ先：HPもしくは092-753-8900
までお願いします。

2019年5月に移転しリニューアルオープン

なす豚や

40年地域に愛されるなす豚や
テイクアウトもあります

ベースにした甘じょっぱいタレに絡めて最
強のご飯のお供でもありツマミとしても◎。
ホテルオークラや全日空ホテルなどで修

行した料理長の作るお食事はどれもこだ
わりの一品です。

たかが定食、されど定食。前身の【か
つ吉】から40年変わらぬ味、こだわりの
豚料理がメインの定食屋です。看板メ
ニュー「なす豚」は国産豚肉、佐賀県の契
約農家より直送の新鮮なナスを赤味噌を

なす豚や
福岡市中央区白金1丁目5-21 
RITA白金1階
TEL：092-524-5007
FAX：092-524-5007
E-mail：en.nasubuta@icoms.jp
営業内容
平日・第二・第四土曜：11:00～22:00
(Lo21:30)
第一・第三・第五土曜・祝：18:00～22:00
(Lo21:30)
日曜定休

貴社でお使いの労働条件通知書が
法令にかなっているかどうか無料で点検致します

L.E＆E 社会保険労務士事務所

１/３１までの期間限定　
無料点検実施中

▼

人が活きる仕組み。
L.E＆E

しょうか。多くの事業所様では一度作っ
た労働条件通知書を、使い回していらっ
しゃいます。知らないうちに違法状態に
なっていませんか？この機会にアップデー
トしましょう。

労働条件は必ず従業員に明示しなけ
ればならないということ、またその記載
内容は労働基準法で決められているとい
うことはご存知の通りですが、その法律
が頻繁に改正されていることはご存知で

L.E＆E 社会保険労務士事務所
福岡市博多区堅粕3-1-19-704
TEL：0120-405-105
https://www.leande.jp
E-mail：info@leande.jp
営業内容
雇用契約書・就業規則・労使協定など
の書面作成労働保険・社会保険に関す
る手続き代行・代理「人」にまつわる課
題について解決のお手伝い

パソコンのデータはクラウドバックアップで
故障や災害、ウイルスによるデータ紛失に備えておこう

㈱ヤスナガソフト

クラウドバックアップ対応
コピコピタイマー

▼

インストール後10日間は
無料でご利用可能

ドサーバーなら場所も離れているので災
害が起こってもデータを紛失することも
ありません。この機会にコピコピタイ
マークラウドを使って安心、安全なパソ
コン作業を!!

パソコンは様々な要因である日突然壊
れてしまいます。壊れたハードディスクの
データを復元することは容易ではありま
せん。コピコピタイマーでバックアップを
自動化すれば手間もかからない＆クラウ

㈱ヤスナガソフト
福岡市東区香椎駅前１丁目3-15-713
TEL：092-410-5477
https://www.cpcptimer.com/
E-mail：ryasunaga@yasunagasoft.com
営業内容
福岡市でソフトウエア制作をしております。
この度コピコピタイマーというバックアップ
ソフトを販売いたします。

サブスクで安心・低価格！１ページ月額2,200円（税込）
からホームページを作成します！

㈱プレイヤーズ ＜サイトーズ事業＞　

安心！格安ホームページ制作！
月額2,200円（税込）から

▼

詳しくは、
https://saithos.com

気に入るものが少ない。◉SEO対策など
もしっかり行いたいが、方法がわからな
い理由でホームページの新規作成や更新
が進まない！だったらそれら全てをプロに
任せませんか？

実際にホームページを立ち上げるとな
ると、◉自分でやるには、どこから手を
つけていいかわからない。◉コストはあま
りかけられないが、いいデザインにした
い。◉既存のデザインテンプレートは、

㈱プレイヤーズ ＜サイトーズ事業＞
福岡市中央区大名2丁目10-4-D-1008
TEL：092-775-0022
FAX：092-775-0022
https://www.saithos.com
E-mail：info@saithos.com
営業内容
ホームページ初期費用０円、１ページ
月々2,200円（税込）から!
※１年契約となります。

身体にやさしい「九州唯一の陽子線治療施設」 
がん治療の無料相談は0120-804-881へお気軽に

一般社団法人　メディポリス医学研究所　福岡事務所

先進医療「切らない」
がん治療 陽子線治療ご存知ですか？

用の心配が少ない❸入院せずに外来通
院での治療が可能❹治療中や治療後も
生活の質を維持❺リゾートホテルが隣接
なので心と身体にやさしい治療を受ける
事ができます。

鹿児島県指宿市にあるメディポリス国
際陽子線治療センターは、「切らない」が
ん治療として注目を集めている先進医療
の陽子線治療施設です。
特徴は❶身体に負担が少ない❷副作

一般社団法人 メディポリス医学研究所
福岡事務所
福岡市中央区天神4-4-30 
天神西江ビル2階
TEL：0120-804-881
http://medipolis-ptrc.org
営業内容
■福岡事務所で定期セミナー（無料）実施中。
■企業・団体向けの無料セミナー実施中。
■「がんについて学ぼう」動画セミナー視
聴できます。
■がん撲滅応援団を募集しています。

▼

看板メニュー
なす豚 ￥800（定食）

▼

メディポリス
国際陽子線治療センター
（鹿児島県指宿市）
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・ 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 掲示板会員企業の 掲示板ホットニュースホットニュース

働き方が多様化する時代に
どんな人もその人らしく、輝ける場所を、創造しよう

スタイルクリエイト㈱

託児付コワーキングスペース＆
サテライトオフィス入居者募集中

▼

福岡では珍しい
託児サービス付きのオフィス

がプロデュース。子育て世代向けの福利
厚生を充実させたいとお考えの企業様、
従業員の方に多彩な働き方を提供し、働
き方改革を進めていきませんか？

2022年2月福岡市中央区大名に「託
児付コワーキングスペース＆サテライトオ
フィス」がオープンします。子育てしなが
ら働く女性を応援したいという想いのも
と保育事業を展開するスタイルクリエイト

スタイルクリエイト㈱
福岡市中央区大手門2-2-8-2F
TEL：092-753-8900
FAX：092-753-8901
https://www.stylecreate.jp/
E-mail：info@stylecreate.jp
営業内容
所在地：福岡市中央区大名1丁目3-32
ラ・コルテ大名203 
HP：https://c-room.jp/
問い合わせ先：HPもしくは092-753-8900
までお願いします。

2019年5月に移転しリニューアルオープン

なす豚や

40年地域に愛されるなす豚や
テイクアウトもあります

ベースにした甘じょっぱいタレに絡めて最
強のご飯のお供でもありツマミとしても◎。
ホテルオークラや全日空ホテルなどで修

行した料理長の作るお食事はどれもこだ
わりの一品です。

たかが定食、されど定食。前身の【か
つ吉】から40年変わらぬ味、こだわりの
豚料理がメインの定食屋です。看板メ
ニュー「なす豚」は国産豚肉、佐賀県の契
約農家より直送の新鮮なナスを赤味噌を

なす豚や
福岡市中央区白金1丁目5-21 
RITA白金1階
TEL：092-524-5007
FAX：092-524-5007
E-mail：en.nasubuta@icoms.jp
営業内容
平日・第二・第四土曜：11:00～22:00
(Lo21:30)
第一・第三・第五土曜・祝：18:00～22:00
(Lo21:30)
日曜定休

貴社でお使いの労働条件通知書が
法令にかなっているかどうか無料で点検致します

L.E＆E 社会保険労務士事務所

１/３１までの期間限定　
無料点検実施中

▼

人が活きる仕組み。
L.E＆E

しょうか。多くの事業所様では一度作っ
た労働条件通知書を、使い回していらっ
しゃいます。知らないうちに違法状態に
なっていませんか？この機会にアップデー
トしましょう。

労働条件は必ず従業員に明示しなけ
ればならないということ、またその記載
内容は労働基準法で決められているとい
うことはご存知の通りですが、その法律
が頻繁に改正されていることはご存知で

L.E＆E 社会保険労務士事務所
福岡市博多区堅粕3-1-19-704
TEL：0120-405-105
https://www.leande.jp
E-mail：info@leande.jp
営業内容
雇用契約書・就業規則・労使協定など
の書面作成労働保険・社会保険に関す
る手続き代行・代理「人」にまつわる課
題について解決のお手伝い

パソコンのデータはクラウドバックアップで
故障や災害、ウイルスによるデータ紛失に備えておこう

㈱ヤスナガソフト

クラウドバックアップ対応
コピコピタイマー

▼

インストール後10日間は
無料でご利用可能

ドサーバーなら場所も離れているので災
害が起こってもデータを紛失することも
ありません。この機会にコピコピタイ
マークラウドを使って安心、安全なパソ
コン作業を!!

パソコンは様々な要因である日突然壊
れてしまいます。壊れたハードディスクの
データを復元することは容易ではありま
せん。コピコピタイマーでバックアップを
自動化すれば手間もかからない＆クラウ

㈱ヤスナガソフト
福岡市東区香椎駅前１丁目3-15-713
TEL：092-410-5477
https://www.cpcptimer.com/
E-mail：ryasunaga@yasunagasoft.com
営業内容
福岡市でソフトウエア制作をしております。
この度コピコピタイマーというバックアップ
ソフトを販売いたします。

サブスクで安心・低価格！１ページ月額2,200円（税込）
からホームページを作成します！

㈱プレイヤーズ ＜サイトーズ事業＞　

安心！格安ホームページ制作！
月額2,200円（税込）から

▼

詳しくは、
https://saithos.com

気に入るものが少ない。◉SEO対策など
もしっかり行いたいが、方法がわからな
い理由でホームページの新規作成や更新
が進まない！だったらそれら全てをプロに
任せませんか？

実際にホームページを立ち上げるとな
ると、◉自分でやるには、どこから手を
つけていいかわからない。◉コストはあま
りかけられないが、いいデザインにした
い。◉既存のデザインテンプレートは、

㈱プレイヤーズ ＜サイトーズ事業＞
福岡市中央区大名2丁目10-4-D-1008
TEL：092-775-0022
FAX：092-775-0022
https://www.saithos.com
E-mail：info@saithos.com
営業内容
ホームページ初期費用０円、１ページ
月々2,200円（税込）から!
※１年契約となります。

身体にやさしい「九州唯一の陽子線治療施設」 
がん治療の無料相談は0120-804-881へお気軽に

一般社団法人　メディポリス医学研究所　福岡事務所

先進医療「切らない」
がん治療 陽子線治療ご存知ですか？

用の心配が少ない❸入院せずに外来通
院での治療が可能❹治療中や治療後も
生活の質を維持❺リゾートホテルが隣接
なので心と身体にやさしい治療を受ける
事ができます。

鹿児島県指宿市にあるメディポリス国
際陽子線治療センターは、「切らない」が
ん治療として注目を集めている先進医療
の陽子線治療施設です。
特徴は❶身体に負担が少ない❷副作

一般社団法人 メディポリス医学研究所
福岡事務所
福岡市中央区天神4-4-30 
天神西江ビル2階
TEL：0120-804-881
http://medipolis-ptrc.org
営業内容
■福岡事務所で定期セミナー（無料）実施中。
■企業・団体向けの無料セミナー実施中。
■「がんについて学ぼう」動画セミナー視
聴できます。
■がん撲滅応援団を募集しています。

▼

看板メニュー
なす豚 ￥800（定食）

▼

メディポリス
国際陽子線治療センター
（鹿児島県指宿市）
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●「貸会議室」を利用し、オンライン会議を開催したきっかけは何ですか？
　福岡商工会議所の貸会議室は、立地面でも利便性が高く、料金についても、
会員であれば周辺の会議室と比較して圧倒的に安いため、以前からよく利用して
いました。しかし、コロナ禍で集合形式の会議や説明会が開けなくなったため、
オンライン会議ツール（Zoom等）を使ったリアルとオンライン併用の「ハイブ
リッド型会議」に移行したことがきっかけです。
　現在は、福岡会場からリアルタイムで別会場に映像を配信し、時間や費用の
面で効率的かつ効果的に、説明会やセミナーを開催できています。

今回は 貸会議室でのオンライン会議・セミナー 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

（公社）福岡県高齢者
能力活用センター
福岡市博多区博多駅前2-9-28 1F
TEL 092-451-8621
HP：https://www.hatsu-ratsu.com/

●「貸会議室」を利用し、オンライン会議を開催するメリットは何ですか？
　貸出機材の取り扱いが分からない場合には、専門スタッフが駆けつけてくれる
ので、とても安心しています。また、収容人数や開催方法に合わせて、大小さ
まざまな会議室を選べるのも魅力です。

●実際に「貸会議室」を利用し、
オンライン会議を開催されてい
かがでしたか？

　オンライン会議ツールは、会議
の様子を録画して、当日参加でき
なかった方も後日閲覧すれば、情
報共有・理解を深めることに役立
つことから、当センターでも徐々
にオンライン会議の開催が増えて
きました。

本件に関するお問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116

当所は、すべての貸会議室で、有線でインターネットに接続できます。オンライン
会議はもちろん、集合研修やセミナーなど会議を行う「場」をお探しの方は、ぜひ当
所貸会議室をご利用ください。

会議所活用法

当所では、会員企業を中心に、会議・セミ
ナー・研修・展示会などにご利用いただける
会議室（全19室）を提供しています。
コロナ禍以降、オンライン会議やWEBセ

ミナーでの利用が急増していることを踏まえ、
本年10月に会議室専用のインターネット回線
を強化※し、より安定した通信環境を整えて
います。（※IPv４からIPv６に変更）
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●「貸会議室」を利用し、オンライン会議を開催したきっかけは何ですか？
　福岡商工会議所の貸会議室は、立地面でも利便性が高く、料金についても、
会員であれば周辺の会議室と比較して圧倒的に安いため、以前からよく利用して
いました。しかし、コロナ禍で集合形式の会議や説明会が開けなくなったため、
オンライン会議ツール（Zoom等）を使ったリアルとオンライン併用の「ハイブ
リッド型会議」に移行したことがきっかけです。
　現在は、福岡会場からリアルタイムで別会場に映像を配信し、時間や費用の
面で効率的かつ効果的に、説明会やセミナーを開催できています。

今回は 貸会議室でのオンライン会議・セミナー 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

（公社）福岡県高齢者
能力活用センター
福岡市博多区博多駅前2-9-28 1F
TEL 092-451-8621
HP：https://www.hatsu-ratsu.com/

●「貸会議室」を利用し、オンライン会議を開催するメリットは何ですか？
　貸出機材の取り扱いが分からない場合には、専門スタッフが駆けつけてくれる
ので、とても安心しています。また、収容人数や開催方法に合わせて、大小さ
まざまな会議室を選べるのも魅力です。

●実際に「貸会議室」を利用し、
オンライン会議を開催されてい
かがでしたか？

　オンライン会議ツールは、会議
の様子を録画して、当日参加でき
なかった方も後日閲覧すれば、情
報共有・理解を深めることに役立
つことから、当センターでも徐々
にオンライン会議の開催が増えて
きました。

本件に関するお問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116

当所は、すべての貸会議室で、有線でインターネットに接続できます。オンライン
会議はもちろん、集合研修やセミナーなど会議を行う「場」をお探しの方は、ぜひ当
所貸会議室をご利用ください。

会議所活用法

当所では、会員企業を中心に、会議・セミ
ナー・研修・展示会などにご利用いただける
会議室（全19室）を提供しています。
コロナ禍以降、オンライン会議やWEBセ
ミナーでの利用が急増していることを踏まえ、
本年10月に会議室専用のインターネット回線
を強化※し、より安定した通信環境を整えて
います。（※IPv４からIPv６に変更）

有限会社ながさわ結納店 
☎092-271-0813
福岡市博多区上呉服町13-231
http://www.hakatamizuhiki.co.jp
営10：00～18：00
※日・祝は17：00まで
㉁月曜日

東京でデザインの仕事に携わった後に、福岡に帰ってきて家業を手伝っていました。その中で、水引
業界が衰退していく様を目の当たりにするにつれて、“より多くの方に水引本来の意味を知り、日常生活の
中で使ってほしい、水引文化を後世に残したい”という気持ちが芽生え、家業を継ぐことにしました。
元来、水引は縁起物だからこそ、全てが同じようなデザインで、だれが作ったかわからないものでし

た。しかしながら、その伝統を守ったままでは若い世代の方に受け入れられないと思い、水引の新たな可
能性を模索し、ようやく博多水引の特徴である、伝統的なものとは一線を画す、日常でも使いやすい色
使いやデザインにたどり着きました。
今後は、水引はもちろん、他の博多の伝統工芸品とのコラボレーションを通して、時代に合った新し

い価値を生み出していきたいと思います。
商品はオンラインショップでも販売しておりますが、本店にしかない商品もございます。皆さまのお越

しをお待ちしております。

取締役

博多水
引デザイナー

長澤宏美さん

今回訪れたのは、博多区上呉服町にある「ながさわ結納
店」さんです。
中に入ると、繊細ながらも迫力満点の水引細工が飾られ
ています！商品を見てみると、水引でおなじみの紅白だけ
でなく、青やピンクなどカラフルでおしゃれな色使い。そ
れもそのはず！こちらで作られているのは、“博多水引”とい
うオリジナルの水引細工なのです。博多水引は、博多祇園
山笠を思わせるような力強さと、他にはない繊細な色使い
が特徴とのこと。何でも、長澤さんはデザインのヒントを
得るために、たびたび街を歩き回り、時には、ハイブラン
ドの色使い等も参考にされているそうです。長澤さんは
「自分が欲しくないものは、作りたくない！一つ一つの商品
が営業マンだ！」とおっしゃるほど、全ての商品にこだわり
をもって作られています！
中でも、長澤さんが特にオススメするのが「ブートニエー

ル」です。あの“タケオキクチ”とコラボしていて、この商
品を求めて県外から来るお客様もいらっしゃるとか！水引に
は、「邪気を払う」という意味や、その結びが「人と人とを
結ぶご縁」を象徴しており、幸運を呼び寄せる意味もある
そうなので、ここぞという時に身に着けてみてもいいかもし
れませんね！（魅了されて私も購入しました　）
皆さんも、大切な方への贈り物などにいかがでしょうか。

博多織ファブリックボ
ード

（長澤氏と、博多織
手織技能修士

深堀由美子氏の合作
）

伝統に新たな色を！

博多水引「ブートニエール」
（3,300円～・税込）

店内には、伝統的な結納品も
並んでいます。

検索

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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会頭・副会頭 等による新年挨拶のライブ配信

令和４年1月5日（水）13:00～13:45

令和４年　福岡商工会議所

新年祝賀会新年祝賀会

視聴方法：当所HPより、ご視聴いただけます。
新型コロナウイルスの感染状況等を鑑み、開催方法を変更いたします。
会員企業の皆様は、オンラインでご参加を賜りますようお願い申し上げます。
※会場への入場は、来賓、主催者等に限らせていただきます。

視聴方法：当所HPより、ご視聴いただけます。
新型コロナウイルスの感染状況等を鑑み、開催方法を変更いたします。
会員企業の皆様は、オンラインでご参加を賜りますようお願い申し上げます。
※会場への入場は、来賓、主催者等に限らせていただきます。

視聴方法：当所HPから、ご視聴いただけます。
新型コロナウイルスの感染状況等を鑑み、開催方法を変更いたします。
会員企業の皆様は、オンラインでご参加を賜りますようお願い申し上げます。
※会場への入場は、来賓、主催者等に限らせていただきます。

会議所からのお知らせ

お問い合わせ／総務・人事グループ　 TEL 092-441-1111　FAX 092-474-3200

オンライン開催

業種や規模等に関係なく、対象社数が少なかったり、取
引金額が少額でもご利用可能です 

取引先が民事再生手続き開始の申立を
行い、売上債権の回収が不能となった。

取引先が法的整理手続きの通知があり、
決済予定の手形が不渡りとなった。

利用開始後は加入時の条件を維持、年間利用期間中にお
ける与信額削減実績はありません 

貸倒損失を最小化・平準化でき、対外信用力の向上も期
待できます

万円

万円

お問い合わせ・資料請求／会員組織・共済グループ
●この頁をコピーして下記事項をご記入のうえFAX送信いただいても結構です

●資料請求

資金繰りの安定化を図ります ! 

今すぐチェック！  ひとつでも該当したら

今すぐ相談！ 
債権保全専門担当が貴社に合わせて対応します！

＜すでに債権保全商品をご利用中の方には＞ ＜債権保全商品を初めて検討される方には＞

保全先の与信額が不足している　　　　　　　　

延滞でも早期に保全できると助かる　　　　　

複数利用しているのを効率よくまとめたい

与信枠がとれない先があり困っている

どこにでも与信枠がつく仕組みがほしい

現在の保全コストを削減したい

貴社名 ご担当者 TEL

特定退職金共済制度

制度へご加入後、通常取引の中でお取引先が倒産・支払遅延で債権が
未回収となりましたら、あらかじめ設定した金額を上限に補償されます。

◎加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。
◎掛金は全額事業主負担となります。
◎ご加入にあたっては、所定のパンフレットを必ずご覧下さい。
※この資料は、2021年2月現在の制度内容に基づき記載しており、将来、変更となる場合があります。

1 加入しやすい

2 継続しやすい

3 計画的に損失をカバー

売上債権
保全制度

会員企業様 お取引先

制度加入

補　償

通常取引

倒産・支払遅延

過去の事故例

服飾卸
Case1.

食料卸
Case2.

認定損害額

認定損害額

※お取引先に保全の存在を知られることはありません。

特定退職金共済制度ホームページURL
https://www.fukunet.or.jp/moshimo/tokutaikyo/

決済サイトが長く回収まで不安がある　　　　　

既存先の取引を積極的に拡大したい　　　　　  
　
外部情報がとれない先でも取引したい

保証金を取りたいがとれない

新規取引先を安心して開拓したい
　
何もわからないので一から相談したい

売上債権保全制度売上債権保全制度
会員
限定

売上債権保全制度

メリット 人材不足の時代において従業員の勤労意欲の向上・定着化に適した制度!!!
無理のない掛金設定

全額損金・必要経費 退職所得控除の対象

1口について10,000円が
退職金に加算されます

経営審査事項の
加点評価対象

中小企業退職金
共済制度との重複加入も

認められます

月額掛金
1口1,000円～30口30,000円まで

1,000円単位で設定

掛金は 退職一時金は

遺族一時金受取の場合 公共工事入札（建設業関係）に係る

退職一時金の目安

5年後 582,100円
月額10口10,000円の場合

10年後 1,182,000円
15年後 1,800,200円
※特定退職金共済制度規約に基づく金額で
すが、経済変動や委託保険会社・委託割
合の変更等により将来変更されることがあ
ります。

大同生命保険株式会社
アクサ生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
日本生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
（旧AIGエジソン生命保険株式会社）
委託保険会社および委託割合は変更することがあります。

（80.3％）
（12.5％）
（3.2％）
（3.1％）
（0.8％）
（0.1％）
（順不同）

委託保険会社および委託割合（2021年2月現在）

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）

837,778 

1,620,492 

103.0 

102.7 

265,306 

7,251 

15,783 

174,686 

1,007 

56,530 

1,518 

27,354,044 

17,809,583 

716 

8,362 

2 

30 

19 

3,660 

2021年10月〈令和3年10月〉

2.9

3.8

0.6

0.9

▲1.7

▲32.5

7.8

0.0

3.1

53.8

52.3

3.4

3.5

▲61.7

▲71.0

▲50.0

0.0

▲24.0

98.9

1.07 

100,686 

94,382 

192 

5,015,642 

2,733,405 

2,679,052 

551,257 

3,286,841 

560,559 

1,561 

7,129 

6,794 

2,040 

55,594 

1,438 

22,100 

191 

657,290 

7.0

11.5

4.3

▲8.6

▲0.2

▲6.3

▲5.4

▲9.8

2.4

▲4.6

118.0

▲4.2

58.5

▲6.0

▲12.0

▲6.7

▲19.3

114.6

18.0

＊「－」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。

＜10月の主な出来事＞
・10/4
・10/4
・10/14
・10/18～24
・10/31

福岡・天神ビッグバン第1号「天神ビジネスセンター」竣工式
菅内閣 総辞職、岸田内閣 発足
福岡県による新型コロナ対策「営業時間短縮要請」が全面解除
第50回世界体操競技選手権大会、10/27～31 第38回世界新体操選手権大会（北九州市）
第49回衆議院議員総選挙
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会頭・副会頭 等による新年挨拶のライブ配信

令和４年1月5日（水）13:00～13:45

令和４年　福岡商工会議所

新年祝賀会新年祝賀会

視聴方法：当所HPより、ご視聴いただけます。
新型コロナウイルスの感染状況等を鑑み、開催方法を変更いたします。
会員企業の皆様は、オンラインでご参加を賜りますようお願い申し上げます。
※会場への入場は、来賓、主催者等に限らせていただきます。

視聴方法：当所HPより、ご視聴いただけます。
新型コロナウイルスの感染状況等を鑑み、開催方法を変更いたします。
会員企業の皆様は、オンラインでご参加を賜りますようお願い申し上げます。
※会場への入場は、来賓、主催者等に限らせていただきます。

視聴方法：当所HPから、ご視聴いただけます。
新型コロナウイルスの感染状況等を鑑み、開催方法を変更いたします。
会員企業の皆様は、オンラインでご参加を賜りますようお願い申し上げます。
※会場への入場は、来賓、主催者等に限らせていただきます。

会議所からのお知らせ

お問い合わせ／総務・人事グループ　 　

オンライン開催

業種や規模等に関係なく、対象社数が少なかったり、取
引金額が少額でもご利用可能です 

取引先が民事再生手続き開始の申立を
行い、売上債権の回収が不能となった。

取引先が法的整理手続きの通知があり、
決済予定の手形が不渡りとなった。

利用開始後は加入時の条件を維持、年間利用期間中にお
ける与信額削減実績はありません 

貸倒損失を最小化・平準化でき、対外信用力の向上も期
待できます

205万円

513万円

お問い合わせ・資料請求／会員組織・共済グループ
TEL 092-441-2845

FAX 092-441-2810

●この頁をコピーして下記事項をご記入のうえFAX送信いただいても結構です

●資料請求

資金繰りの安定化を図ります ! 

今すぐチェック！  ひとつでも該当したら

今すぐ相談！ 
債権保全専門担当が貴社に合わせて対応します！

＜すでに債権保全商品をご利用中の方には＞ ＜債権保全商品を初めて検討される方には＞

保全先の与信額が不足している　　　　　　　　

延滞でも早期に保全できると助かる　　　　　

複数利用しているのを効率よくまとめたい

与信枠がとれない先があり困っている

どこにでも与信枠がつく仕組みがほしい

現在の保全コストを削減したい

貴社名 ご担当者 TEL

特定退職金共済制度

制度へご加入後、通常取引の中でお取引先が倒産・支払遅延で債権が
未回収となりましたら、あらかじめ設定した金額を上限に補償されます。

◎加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。
◎掛金は全額事業主負担となります。
◎ご加入にあたっては、所定のパンフレットを必ずご覧下さい。
※この資料は、2021年2月現在の制度内容に基づき記載しており、将来、変更となる場合があります。

1 加入しやすい

2 継続しやすい

3 計画的に損失をカバー

売上債権
保全制度

会員企業様 お取引先

制度加入

補　償

通常取引

倒産・支払遅延

過去の事故例

服飾卸
Case1.

食料卸
Case2.

認定損害額

認定損害額

※お取引先に保全の存在を知られることはありません。

特定退職金共済制度ホームページURL
https://www.fukunet.or.jp/moshimo/tokutaikyo/

決済サイトが長く回収まで不安がある　　　　　

既存先の取引を積極的に拡大したい　　　　　  
　
外部情報がとれない先でも取引したい

保証金を取りたいがとれない

新規取引先を安心して開拓したい
　
何もわからないので一から相談したい

売上債権保全制度売上債権保全制度
会員
限定

売上債権保全制度

メリット 人材不足の時代において従業員の勤労意欲の向上・定着化に適した制度!!!
無理のない掛金設定

全額損金・必要経費 退職所得控除の対象

1口について10,000円が
退職金に加算されます

経営審査事項の
加点評価対象

中小企業退職金
共済制度との重複加入も

認められます

月額掛金
1口1,000円～30口30,000円まで

1,000円単位で設定

掛金は 退職一時金は

遺族一時金受取の場合 公共工事入札（建設業関係）に係る

退職一時金の目安

5年後 582,100円
月額10口10,000円の場合

10年後 1,182,000円
15年後 1,800,200円
※特定退職金共済制度規約に基づく金額で
すが、経済変動や委託保険会社・委託割
合の変更等により将来変更されることがあ
ります。

大同生命保険株式会社
アクサ生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
日本生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
（旧AIGエジソン生命保険株式会社）
委託保険会社および委託割合は変更することがあります。

（80.3％）
（12.5％）
（3.2％）
（3.1％）
（0.8％）
（0.1％）
（順不同）

委託保険会社および委託割合（2021年2月現在）

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）

837,778 

1,620,492 

103.0 

102.7 

265,306 

7,251 

15,783 

174,686 

1,007 

56,530 

1,518 

27,354,044 

17,809,583 

716 

8,362 

2 

30 

19 

3,660 

2021年10月〈令和3年10月〉

2.9

3.8

0.6

0.9

▲1.7

▲32.5

7.8

0.0

3.1

53.8

52.3

3.4

3.5

▲61.7

▲71.0

▲50.0

0.0

▲24.0

98.9

1.07 

100,686 

94,382 

192 

5,015,642 

2,733,405 

2,679,052 

551,257 

3,286,841 

560,559 

1,561 

7,129 

6,794 

2,040 

55,594 

1,438 

22,100 

191 

657,290 

7.0

11.5

4.3

▲8.6

▲0.2

▲6.3

▲5.4

▲9.8

2.4

▲4.6

118.0

▲4.2

58.5

▲6.0

▲12.0

▲6.7

▲19.3

114.6

18.0

＊「－」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。

＜10月の主な出来事＞
・10/4
・10/4
・10/14
・10/18～24
・10/31

福岡・天神ビッグバン第1号「天神ビジネスセンター」竣工式
菅内閣 総辞職、岸田内閣 発足
福岡県による新型コロナ対策「営業時間短縮要請」が全面解除
第50回世界体操競技選手権大会、10/27～31 第38回世界新体操選手権大会（北九州市）
第49回衆議院議員総選挙
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