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特 集 クリエイター×中小企業等のマッチングを支援します
～クリエイティブな発想を新商品・サービス開発のチャンスに！！～



20%PREMIUM
このチャンスを見逃すな! 数量限定!!

販売継続中! 完売次第販売終了!!

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

７月以降に発行予定の団体（令和４年６月２０日時点）

箱崎商店連合会
『ハコぽっぽプレミアム商品券』

販売日：令和4年3月16日(水)～完売まで
10,000円で12,000円相当【2,000セット発行】
使用期間：令和4年3月16日(水)～令和4年8月15日(月)

花みずき通り商店会
『花みずき通り商店会
電子マネー版地域振興券』

販売日：令和4年3月15日(火)～完売まで
5,000円で6,000円相当【6,000セット発行】
使用期間：令和4年3月15日(火) ～ 令和4年8月15日(月)

上川端商店街振興組合・
川端中央商店街振興組合
『博多よかぺい』

販売日：令和4年7月31日（日）～令和4年8月1日（月）
10,000円で12,000円相当【2,000冊発行】
使用期間：令和4年7月31日（日）～令和4年12月31日（土）

若宮商店会
『若宮商店会プレミアム商品券』

販売日：令和４年７月１日（金）～完売まで
10,000円で12,000円相当【4,000冊発行】
使用期間：令和４年７月１日（金）～令和4年12月31日（土）

みなと銀座商店街振興組合
『カモメの商品券』

販売日：令和４年７月29日（金）～完売まで
10,000円で12,000円相当【3,000セット発行】
使用期間：令和４年７月29日（金）～令和4年10月31日（月）

平尾商工連合会
『ひらぐらペイ
（平尾キャッシュレス商品券）』

販売日：令和４年７月29日（金）～令和４年７月30日（土）
10,000円で12,000円相当【1,000冊発行】
使用期間：令和４年７月29日（金）～令和５年１月９日（月）

唐人町商店街連合会
『唐人町商店街からりん商品券』

販売日：令和4年7月25日（月）～令和4年7月29日（金）
10,000円で12,000円相当【300冊発行】
使用期間：令和４年7月25日（月）～令和4年12月23日（金）

販売日：令和４年７月20日（水）～令和４年７月22日（金）
10,000円で12,000円相当【500冊発行】
使用期間：令和４年７月20日（水）～令和４年９月30日（金）

藤崎商店街組合
『藤崎通り商店街
夏のプレミアム商品券』

販売日：令和４年７月29日（金）～完売まで
10,000円で12,000円相当【4,000冊発行】
使用期間：令和４年７月29日（金）～令和4年10月31日（月）

平尾商工連合会
『平尾プレミアム商品券』

販売日：令和４年７月14日（木）～完売まで
5,000円で6,000円相当【3,000セット発行】
使用期間：令和４年7月14日（木）～令和５年１月13日（金）

箱崎商店連合会
『ハコぽっぽ
プレミアムキャッシュレス商品券』
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７月・8月発行 プレミアム付き
地域商品券発行情報 ※一部

商業・雇用支援グループ　TEL 092 - 441-2169お問い合わせ

販売の詳細や最新の販売状況などは、
福岡商工会議所ホームページをご覧ください。

予約：令和４年7月7日（木）～令和4年７月13日(水)
予約引換日：令和４年７月14日（木）～令和４年７月20日（水）※日曜日定休
販売日：令和４年７月14日（木）～令和４年10月3日（月）※日曜日定休
5,000円で6,000円相当【1,600冊発行】※予約販売
使用期間：令和４年7月14日（木）～令和５年１月13日（金）

予約：令和４年８月1日（月）～令和4年8月10日(水)
予約引換日：令和４年9月1日（木）～令和４年9月30日（金）
10,000円で12,000円相当【2,000冊発行】※予約販売
使用期間：令和4年９月１日（木）～令和5年１月15日（日）

大手門商店街
『大手門よかまちプレミアム商品券』

冊子型
商品券

冊子型
商品券

銀天町商店街振興組合
『銀☆天☆祭プレミアム付き
お買い物券』



20%PREMIUM
このチャンスを見逃すな! 数量限定!!

販売継続中! 完売次第販売終了!!

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

７月以降に発行予定の団体（令和４年６月２０日時点）

箱崎商店連合会
『ハコぽっぽプレミアム商品券』

販売日：令和4年3月16日(水)～完売まで
10,000円で12,000円相当【2,000セット発行】
使用期間：令和4年3月16日(水)～令和4年8月15日(月)

花みずき通り商店会
『花みずき通り商店会
電子マネー版地域振興券』

販売日：令和4年3月15日(火)～完売まで
5,000円で6,000円相当【6,000セット発行】
使用期間：令和4年3月15日(火) ～ 令和4年8月15日(月)

上川端商店街振興組合・
川端中央商店街振興組合
『博多よかぺい』

販売日：令和4年7月31日（日）～令和4年8月1日（月）
10,000円で12,000円相当【2,000冊発行】
使用期間：令和4年7月31日（日）～令和4年12月31日（土）

若宮商店会
『若宮商店会プレミアム商品券』

販売日：令和４年７月１日（金）～完売まで
10,000円で12,000円相当【4,000冊発行】
使用期間：令和４年７月１日（金）～令和4年12月31日（土）

みなと銀座商店街振興組合
『カモメの商品券』

販売日：令和４年７月29日（金）～完売まで
10,000円で12,000円相当【3,000セット発行】
使用期間：令和４年７月29日（金）～令和4年10月31日（月）

平尾商工連合会
『ひらぐらペイ
（平尾キャッシュレス商品券）』

販売日：令和４年７月29日（金）～令和４年７月30日（土）
10,000円で12,000円相当【1,000冊発行】
使用期間：令和４年７月29日（金）～令和５年１月９日（月）

唐人町商店街連合会
『唐人町商店街からりん商品券』

販売日：令和4年7月25日（月）～令和4年7月29日（金）
10,000円で12,000円相当【300冊発行】
使用期間：令和４年7月25日（月）～令和4年12月23日（金）

販売日：令和４年７月20日（水）～令和４年７月22日（金）
10,000円で12,000円相当【500冊発行】
使用期間：令和４年７月20日（水）～令和４年９月30日（金）

藤崎商店街組合
『藤崎通り商店街
夏のプレミアム商品券』

販売日：令和４年７月29日（金）～完売まで
10,000円で12,000円相当【4,000冊発行】
使用期間：令和４年７月29日（金）～令和4年10月31日（月）

平尾商工連合会
『平尾プレミアム商品券』

販売日：令和４年７月14日（木）～完売まで
5,000円で6,000円相当【3,000セット発行】
使用期間：令和４年7月14日（木）～令和５年１月13日（金）

箱崎商店連合会
『ハコぽっぽ
プレミアムキャッシュレス商品券』

キャッシュ
レス
商品券

キャッシュ
レス
商品券

キャッシュ
レス
商品券

キャッシュ
レス
商品券

冊子型
商品券

冊子型
商品券

冊子型
商品券

冊子型
商品券

冊子型
商品券

冊子型
商品券

７月・8月発行 プレミアム付き
地域商品券発行情報 ※一部

商業・雇用支援グループ　TEL 092 - 441-2169お問い合わせ

販売の詳細や最新の販売状況などは、
福岡商工会議所ホームページをご覧ください。

予約：令和４年7月7日（木）～令和4年７月13日(水)
予約引換日：令和４年７月14日（木）～令和４年７月20日（水）※日曜日定休
販売日：令和４年７月14日（木）～令和４年10月3日（月）※日曜日定休
5,000円で6,000円相当【1,600冊発行】※予約販売
使用期間：令和４年7月14日（木）～令和５年１月13日（金）

予約：令和４年８月1日（月）～令和4年8月10日(水)
予約引換日：令和４年9月1日（木）～令和４年9月30日（金）
10,000円で12,000円相当【2,000冊発行】※予約販売
使用期間：令和4年９月１日（木）～令和5年１月15日（日）

大手門商店街
『大手門よかまちプレミアム商品券』
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銀天町商店街振興組合
『銀☆天☆祭プレミアム付き
お買い物券』

検索福岡商工会議所

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

セミナー
催事情報など

福岡商工会議所 公式SNS  ぜひフォローをお願いします！
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カンパニーズチャレンジ

特集１ クリエイター×中小企業等の
 マッチングを支援します

福岡商工会議所
イメージキャラクター

よかぞう

020202 ㈱ピンズファクトリー
代表取締役　高田　一夫氏

カンパニーズチャレンジ

040404 クリエイター×中小企業等の
マッチングを支援します
～クリエイティブな発想を新商品・サービス開発のチャンスに！！～

特集１

福商デジタル化支援
各種支援施策情報
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
無料記帳指導
【商工会議所からのお知らせ】
観光事業者支援事業
令和4年度第1回新入会員交流会
小規模事業者持続化補助金 事業計画書 作成セミナー
事業承継セミナー
Food EXPO Kyushu2022展示商談会　出展者募集
SDGs fukuoka　サイトオープン
ワンストップ海外展開相談窓口
博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報
【研修講座・検定情報】
商工会議所の検定試験
パソコンスクール
福商実務研修講座
検定対策講座（日商簿記）
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会員企業のPR掲示板“ホットニュース”
会議所の上手な活用法「福商ビジネス倶楽部」
今月のよかもん「Hakata//yamadaya」
福岡の統計
国際取引・海外展開ミニ講座　動画配信

262626 福岡商工会議所
令和3年度事業報告（総括）
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コストの低減を可能にし、ポップアップ
ショップや店舗、ECサイトで販売するこ
とで自社の利益確保も実現しています。

インキュベーターとして
地元クリエイターを世に送り出す

印刷ラボ・フクオカとの関わりが深い
地元クリエイターのとして代表格が「ざし
きわらし」さんです。独創的なファッショ
ンに身を包んだ女の子のイラストが特徴
で、大丸福岡天神店やキャナルシティ
OPA、三省堂池袋本店で個展を開くな
ど人気を集めています。高田さんは、そ
うしたイベントでの仲介役を務め、クリエ
イターに販売チャネルの提供を行ってい
ます。それに加え、一般企業や行政に
対して、作家のイラストを使用したデザ
イン企画を提案したり、作家自体を紹介
したりとクライアントとの架け橋にもなって
います。
高田さんは「この事業は、自社のビジ

ネスの面とクリエイターの応援の面が半
分半分です。応援しながら企業として存
続していくためには、利益を生み出さな
ければなりませんが、大きな可能性を秘
めた事業だと思っています。これまで30

年近く続けてきた印刷業界のすぐ隣に、
こんな大きなマーケットがあったなんて考
えもしませんでした。ある種、印刷事業
というよりはインキュベーターのような感
覚。作家の皆さんはどう利益を出すかと
いうところが苦手です。企業からのニー
ズを掘り起こし、どうやって利益を上げ
ていくかというのが私たちの仕事だと思っ
ています」と言います。
　
本業は守りながら
近縁から新たな事業を

「この事業はまだまだ素材の状態。こ
れをいかに拡大していくかというのは腕
の見せ所」と、今後はプロダクション化
し、作家のマネジメントにも携わりたいと
意気込みます。一方、マッチング事業も
強化。今年6月に福岡国際センターで
開催された九州印刷情報産業展九州サ
イン&デザインディスプレイショウでは、
「Creators Exhibition2022」と題して、
作家約50名の作品を展示。プロフィー
ルボードやグッズ販売、作家本人による
相談会などを実施しました。
「いつかはこれを単独のイベントとして
成立させたいと思っています。福岡の経

済規模であれば、もっともっとニーズは
あるはずです」と高田さん。
斜陽産業とも言われる印刷業界。そ

ういう時代だからこそ、高田さんは本業
を守ることの大切さを訴えます。「本業の
維持に全力を注いでいても、プラスアル
ファの売上を出すのは難しい。印刷業界
がシュリンクしていると言っても仕事はた
くさんありますし、その中でいかに特色を
出して新しいシーズやニーズを見つけら
れるかが鍵だと思っています。印刷業界
一筋でやってきた私でも新しい道を見つ
けられたのですから、コロナ禍がひとつ
の機会となり、ニーズを積み上げ、ひと
つの部門、ひとつの事業、ひとつの会
社として成立させていくことも可能なはず
です」とエールを送ります。

地元クリエイターを応援しながら
印刷の新たなニーズを発掘

2008年に福岡市博多区豊で設立さ
れた㈱ピンズファクトリー。福岡市内の
企業を中心に、名刺や伝票、ポスター
やパンフレットなど、さまざまなPRツー
ルのデザインから納品までを一括で担っ
てきました。代表取締役の高田一夫さん
は「20年以上印刷会社の営業担当とし
て働き、紆余曲折あっての創業。当時
はとくに特色があるわけでもなく、一般
的なオフセット印刷を行う印刷会社でし
た」と振り返ります。
そんなピンズファクトリーに転機が訪れ

たのは、2017年末に福岡市中央区清
川にアンテナショップ『印刷ラボ・フクオ
カ』をオープンした後のこと。自社物件に

入っていた店舗の撤退を機に「周囲には
小さな事業所が多く、名刺や封筒など
の印刷需要があるのではと考えました。
その頃はまだまだネットプリントも主流で
はなく、気軽に使ってもらえる町の印刷
屋といったイメージでした」と高田さん。
ところがオープン後に顧客として訪れた
のは、イラストなどを手掛けるアマチュア
の地元クリエイター。販売用のポスト
カードなどの相談が多かったと言います。
そこで、2018年5月には地元のクリ
エイターらに声をかけ、店内でポストカー
ド展を開催。以降、毎月のように展示会
を開催したほか、美野島商店街のイベン
トに合わせてミノシマ・アートストリートを
実施。路上や店舗などで地元クリエイ
ターが作品を展示販売できる機会を増や
していきました。そうした地道な活動がク

リエイターの間の口コミで広がり、現在
では顧客の9割がイラストレーターなど
の作家に。クリエイターそれぞれの意向
を汲み取りながら、ポストカードやポス
ター、作品集やカレンダーといった紙媒
体に加え、缶バッジやTシャツをはじめ
としたグッズ製作も請け負っています。
印刷ラボ・フクオカが選ばれる理由

は、そうした製作や販売機会の創出だ
けではありません。個人で活動するクリ
エイターにとって、印刷物やグッズを製
作する際に最もネックとなるのが、ロット
（生産数量）の問題です。「個人では、
多くのロットをつくることができない分、
コストも上がってしまいますから」と語る高
田さん。そこで、印刷ラボ・フクオカで
は、クリエイターの希望する数量に自社
が買い取り販売する数量をプラス。製作

㈱ピンズファクトリー　代表取締役　高田 一夫氏

㈱ピンズファクトリー

取材日：5月23日

印刷ラボ・フクオカ
〒810-0005　福岡市中央区清川3‒12‒1

TEL 092-523-6718
https://www.pj-p.jp/

2POP up LABO.（ポップアップラボ）と題して行われるポップアップショッ
プでは、つながりのある地元作家の作品を展示・販売している

3美野島商店街で毎月第三土曜日に開催されるミノシマ・アートストリート。
毎回10～30名の地元作家が参加し、オリジナルグッズの販売をしている

1ざしきわらしさんのイラストを使った壱岐の観光ポスターを手掛けるなど、
印刷ラボ・フクオカではさまざまなマッチングの機会を創出している

【プロフィール】
京都市出身。印刷会社の営業を経て、2008
年に㈱ピンズファクトリーを設立。2017年
には福岡市中央区清川に『印刷ラボ・フクオ
カ』をオープン。以降、福岡の地元作家発掘
に取り組む。

地元作家を発掘し、グッズ製作から
マッチングまで幅広くサポート
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コストの低減を可能にし、ポップアップ
ショップや店舗、ECサイトで販売するこ
とで自社の利益確保も実現しています。

インキュベーターとして
地元クリエイターを世に送り出す
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きわらし」さんです。独創的なファッショ
ンに身を包んだ女の子のイラストが特徴
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地元クリエイターを応援しながら
印刷の新たなニーズを発掘
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多くのロットをつくることができない分、
コストも上がってしまいますから」と語る高
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クリエイター×中小企業等のマッチングを支援します
～クリエイティブな発想を新商品・サービス開発のチャンスに！！～

　中小企業は、自社に専属デザイナーやクリエイティブな活
動を行なう担当部署を備えているわけではなく、ひいては
人材確保に苦慮する状況において、限られた人員でクリエ
イティブな活動を展開することは容易ではありません。その
一方、福岡で活動するクリエイターは、個人事業主が多いた
め、自身の作品発表の場や中小企業とのマッチングの機会
を求めています。
　当所では、クリエイターマッチング事業として、中小企業
とクリエイターの出会いの場を提供し、マッチング（商談）
を通じて、双方のビジネスチャンスの拡大を支援します。
　中小企業においては、クリエイターとの出会いにより、商

品・パッケージの開発やコラボイベントの企画など、クリエ
イティブな活動に取り組むきっかけにしていただき、クリエ
イターにおいては、作品の発表を通じて、自身や作品の認
知度を向上させ、取引や売り上げ拡大につなげていただき
たいと考えています。
　当所としては、今後も多くのクリエイターの販路拡大にお
ける機会の提供に努めるとともに、クリエイターと中小企業
のマッチングを通して、中小企業の新商品・サービス開発
の機会創出、ひいては付加価値向上やブランド力向上につ
なげていくことを目指します。

（１）本事業の目的 ～クリエイターと中小企業の出会いの場を創出～

＜事業概要＞
　当事業は、企業が新たに開発した商品が消費者にどのように受け止められるか、ルクア1100（イーレ）E SALON（大阪府大阪市）
にてテストマーケティングを実施するものです。出展期間中は、販売員が常駐し、商品販売・精算など運営業務全般を行います。
出展期間終了後には、販売員から消費者の声などフィードバックを得ることが可能なため、今後の商品開発に活かすことができます。
※本事業はすでに申込締切

（２）POP UP出展（テストマーケティング）事業 ～BtoC～

2022年 5月26日（木）～2023年 2月28日（火）
ルクア1100（イーレ）5階 E SALON内（大阪府大阪市北区梅田3-1-3）
18 社（1か月2社ずつ出展）

会　期

With/Afterコロナにおいて新たに開発した商品（ファッション関連商品、雑貨、伝統工芸品など）

Maison HAKOSHIMA
戦前まで作られていた
「箱崎縞」を復刻したパンツ
※出展期間：6/16 ～ 6/30

出展品目

場　所
出展者数

E SALON
ホームページは
こちら

＜本事業のねらい＞
【出展者】マッチング（商談）および作品展示を通じて、新規取引先の獲得が期待できます。
【来場者】マッチング（商談）を通じて、 新商品・サービスの開発が期待できます。

＜事業概要＞
　当事業は、クリエイターへの新しい発表の場の提供を通じて、販路拡大を支援するものです。 
　会場では、福岡で活動するクリエイターの商談ブース（展示スペースあり）を設け、百貨店や商業施設、食品製造業等の事
業者や担当者にご来場いただき、展示ブースの見学と事前予約制のマッチング（商談）を実施します。

※ご来場の際のお願い※
● マスク着用でご参加ください。
● 咳や熱など風邪の症状がある場合には、参加をご遠慮ください。
● 来場の際、検温・手指消毒にご協力ください  （受付に検温器・消毒液を設置します）。

（３）マッチング（商談）事業 ～BtoB～

食品製造業

飲食店

行 政

新商品のパッケージ開発

店舗内外の装飾デザイン（壁画アート制作等）

観光ポスター等の広報媒体の制作

小売業（販促担当）

建設業

病院・保育園

ノベルティグッズ制作

企業ロゴ制作

制服や小物、空間等のデザイン提案

＜期待できるマッチング内容＞

出展者
（クリエイター）
※Ｐ6、7で紹介

会　期

会　場

対　象

内　容

参加費

申込期間

申込方法

令和4年7月29日（金）11時00分～17時00分

無料（会員・非会員問わず）

ホームページの専用フォームよりお申し込みください

福岡ファッションビル7階1号ホール（福岡市博多区博多駅前2丁目10-19）

▶ クリエイターとともに新商品、サービスの開発を希望する方
▶ クリエイターに案件を依頼したい方

（１）個別商談（事前予約制）
※ 商談希望先との商談は、出展者の判断により商談できない（お断りされる）場合もございます。

6月10日（金）～7月15日（金）
※商談枠がなくなった場合、「個別商談（事前予約制）」の申し込みを締め切ります。

（２）展示ブースのみ見学
※クリエイターとの商談ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※来場を希望する方は、必ず事前にお申し込みください。

パッケージデザイン

壱岐市観光ポスター
イメージキャラクター

イメージ例

オザキ プリーツ㈱
MAXPLETS（特許技術）を使って
天然素材にプリーツを
保持させているパンツ
※出展期間：7/1～7/15

※その場で取引や発注を確約していただく必要はございません。出展者への相談の場としてご活用ください。

ウィズコロナの下で、消費者のニーズやライフスタイルは大きく変化しています。そのため、中小企業には、それらの変
化に対応した商品やサービスの提供が求められています。消費者のニーズに対応するためには、ユーザー視点やこれまで
にない新しい観点を持って、自社商品やサービスのコンセプト、デザイン、販売方法などの開発・改良を進めることが第
一歩となります。
福岡商工会議所では、中小企業がクリエイティブな発想を得て企業活動を行なうきっかけとなるように、「クリエイター

マッチング事業」を実施しています。
今回の特集では、本事業の目的や事業概要（BtoB・BtoCの2つの事業）についてご紹介します。

申込・詳細は
こちら

特 集
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動を行なう担当部署を備えているわけではなく、ひいては
人材確保に苦慮する状況において、限られた人員でクリエ
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を求めています。
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を通じて、双方のビジネスチャンスの拡大を支援します。
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イティブな活動に取り組むきっかけにしていただき、クリエ
イターにおいては、作品の発表を通じて、自身や作品の認
知度を向上させ、取引や売り上げ拡大につなげていただき
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　当所としては、今後も多くのクリエイターの販路拡大にお
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のマッチングを通して、中小企業の新商品・サービス開発
の機会創出、ひいては付加価値向上やブランド力向上につ
なげていくことを目指します。

（１）本事業の目的 ～クリエイターと中小企業の出会いの場を創出～

＜事業概要＞
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出展期間終了後には、販売員から消費者の声などフィードバックを得ることが可能なため、今後の商品開発に活かすことができます。
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業者や担当者にご来場いただき、展示ブースの見学と事前予約制のマッチング（商談）を実施します。

※ご来場の際のお願い※
● マスク着用でご参加ください。
● 咳や熱など風邪の症状がある場合には、参加をご遠慮ください。
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申込方法

令和4年7月29日（金）11時00分～17時00分

無料（会員・非会員問わず）

ホームページの専用フォームよりお申し込みください

福岡ファッションビル7階1号ホール（福岡市博多区博多駅前2丁目10-19）

▶ クリエイターとともに新商品、サービスの開発を希望する方
▶ クリエイターに案件を依頼したい方

（１）個別商談（事前予約制）
※ 商談希望先との商談は、出展者の判断により商談できない（お断りされる）場合もございます。

6月10日（金）～7月15日（金）
※商談枠がなくなった場合、「個別商談（事前予約制）」の申し込みを締め切ります。

（２）展示ブースのみ見学
※クリエイターとの商談ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※来場を希望する方は、必ず事前にお申し込みください。

パッケージデザイン

壱岐市観光ポスター
イメージキャラクター

イメージ例

オザキ プリーツ㈱
MAXPLETS（特許技術）を使って
天然素材にプリーツを
保持させているパンツ
※出展期間：7/1～7/15

※その場で取引や発注を確約していただく必要はございません。出展者への相談の場としてご活用ください。

ウィズコロナの下で、消費者のニーズやライフスタイルは大きく変化しています。そのため、中小企業には、それらの変
化に対応した商品やサービスの提供が求められています。消費者のニーズに対応するためには、ユーザー視点やこれまで
にない新しい観点を持って、自社商品やサービスのコンセプト、デザイン、販売方法などの開発・改良を進めることが第
一歩となります。
福岡商工会議所では、中小企業がクリエイティブな発想を得て企業活動を行なうきっかけとなるように、「クリエイター
マッチング事業」を実施しています。
今回の特集では、本事業の目的や事業概要（BtoB・BtoCの2つの事業）についてご紹介します。

申込・詳細は
こちら

特 集

05福岡商工会議所 NEWS ︱ 2022  JULY



ざしきわらし イラストレーター ロンザエモンロンザエモン イラストレーター

弥那弥那 アート作家／イラストレーター

DaisukeARTDaisukeART 画家／アートディレクター／
ライブペインター／動画制作／デザイナー

5115STUDIO5115STUDIO イラストレーター／
グラフィックデザイナー／点描画家

ジャスミンアートジャスミンアート 芸術家／画家

サガサトミサガサトミ アート作家／グラフィックデザイナー

Beasty／dollyBeasty／dolly ペインター／デザイナー／
壁画師／イラストレーター／モデル

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

後藤鮎美後藤鮎美 書家／書道家／アーティスト

㈱FORESTHuntingOne㈱FORESTHuntingOne コンテンツ制作／
映像制作会社

ユージーデザインユージーデザイン グラフィックデザイナー

平島大成平島大成 写真家／フォトグラファー

三舩セージ三舩セージ 書家／和書体アーティスト

畳屋ラッパー MC TATAMI畳屋ラッパー MC TATAMI 音楽家（歌手、楽曲制作）／画家／福岡県住みます芸人

ミカドヤミカドヤ グラフィックデザイナー／
イラストレーター／プランナー

大西博之大西博之 蝋燭作家

福岡を中心に個展やPOP UPを開催。デジタル作画をメインにキャンバスアー
ト等の制作も手掛ける。

カラフルでエネルギッシュなガールズイラストを中心に制作。元気の出るよう
な表情、ポジティブさ、動きのあるイラストが得意。

独自の手法で描く「筆文字アート」を中心にイベント出展や作品を展開。商品
ロゴやタイトル、チラシ広告の制作やワークショップの企画等も手掛ける。

企業の経営理念や店舗看板、商品ロゴ、命名書等の作品を制作。Iday美文
字レッスンや企業への出張講座等も行う。

鮮やかな色を巧みに配する新しい感性の作品が支持される。オリジナル商品
の販売や個展、ワークショップ等を開催。

目を瞑った女の子とボールペン画を主に制作。グッズ制作や梱包デザインを
行い販売も行う。

福岡・朝倉で117年続く老舗「徳田畳襖店」の４代目。週末はラッパーとして活
動する異色のアーティスト。畳の持つ魅力を色々なカタチで発信。

企業ブランディングや教育エンタメなど、あらゆる課題解決をキャラクター・
アニメーションコンテンツで提案。

壁画やライブペイント、コラボアイテムなどの制作活動を活発に行う。福岡・志
賀島の映えスポット「志賀島ドッグ」の内外装壁画も手掛けた。

多彩なタッチで、思いをしっかり伝えるイラストで、ロゴマークやパッケージデ
ザイン等の実績多数。点描による生物画も制作。

「ジャパンキャンドルアーティストアワード2022」フラワー部門で日本一を獲
得。環境に優しいアップサイクル商品を生み出す取り組みも行う。

「あなたの写真に寄り添う写真」をテーマに福岡県を中心に活動するカメラマ
ン。主に家族写真、商品撮影、Wedding等を撮影。

キャラクター『とりじん』が暮らす世界を懐かしさを感じる温かいタッチで描
く。ライブペイントや企業とのコラボなど多岐にわたり活動中。

何を描くかを決めず瞬間のイメージで描く新たなアートを世界に発信。壁画制作や企業コ
ラボ、アートパフォーマンスを行い、被災地支援や町おこしなど、SDGsに取り組んでいる。

広告デザインやロゴ、販促物制作の他、商品開発のブランディングや地域活
性化のサポート等、夫婦で幅広く手掛ける。

「商品の良さを伝えることで売る」をテーマに、小さな会社が売り上げを上げ
るためのデザインが専門。（特に飲食店メニュー表等）

掲載している出展者情報は、6月24日時点のものです（順不同）。最新の出展者情報や出展者のこれまでの実績、作品、
マッチング希望先などの情報は、当所ホームページからご確認ください。出展者のご紹介出展者のご紹介

詳細はこちら
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ざしきわらし イラストレーター ロンザエモンロンザエモン イラストレーター

弥那弥那 アート作家／イラストレーター

DaisukeARTDaisukeART 画家／アートディレクター／
ライブペインター／動画制作／デザイナー

5115STUDIO5115STUDIO イラストレーター／
グラフィックデザイナー／点描画家

ジャスミンアートジャスミンアート 芸術家／画家

サガサトミサガサトミ アート作家／グラフィックデザイナー

Beasty／dollyBeasty／dolly ペインター／デザイナー／
壁画師／イラストレーター／モデル

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

後藤鮎美後藤鮎美 書家／書道家／アーティスト

㈱FORESTHuntingOne㈱FORESTHuntingOne コンテンツ制作／
映像制作会社

ユージーデザインユージーデザイン グラフィックデザイナー

平島大成平島大成 写真家／フォトグラファー

三舩セージ三舩セージ 書家／和書体アーティスト

畳屋ラッパー MC TATAMI畳屋ラッパー MC TATAMI 音楽家（歌手、楽曲制作）／画家／福岡県住みます芸人

ミカドヤミカドヤ グラフィックデザイナー／
イラストレーター／プランナー

大西博之大西博之 蝋燭作家

福岡を中心に個展やPOP UPを開催。デジタル作画をメインにキャンバスアー
ト等の制作も手掛ける。

カラフルでエネルギッシュなガールズイラストを中心に制作。元気の出るよう
な表情、ポジティブさ、動きのあるイラストが得意。

独自の手法で描く「筆文字アート」を中心にイベント出展や作品を展開。商品
ロゴやタイトル、チラシ広告の制作やワークショップの企画等も手掛ける。

企業の経営理念や店舗看板、商品ロゴ、命名書等の作品を制作。Iday美文
字レッスンや企業への出張講座等も行う。

鮮やかな色を巧みに配する新しい感性の作品が支持される。オリジナル商品
の販売や個展、ワークショップ等を開催。

目を瞑った女の子とボールペン画を主に制作。グッズ制作や梱包デザインを
行い販売も行う。

福岡・朝倉で117年続く老舗「徳田畳襖店」の４代目。週末はラッパーとして活
動する異色のアーティスト。畳の持つ魅力を色々なカタチで発信。

企業ブランディングや教育エンタメなど、あらゆる課題解決をキャラクター・
アニメーションコンテンツで提案。

壁画やライブペイント、コラボアイテムなどの制作活動を活発に行う。福岡・志
賀島の映えスポット「志賀島ドッグ」の内外装壁画も手掛けた。

多彩なタッチで、思いをしっかり伝えるイラストで、ロゴマークやパッケージデ
ザイン等の実績多数。点描による生物画も制作。

「ジャパンキャンドルアーティストアワード2022」フラワー部門で日本一を獲
得。環境に優しいアップサイクル商品を生み出す取り組みも行う。

「あなたの写真に寄り添う写真」をテーマに福岡県を中心に活動するカメラマ
ン。主に家族写真、商品撮影、Wedding等を撮影。

キャラクター『とりじん』が暮らす世界を懐かしさを感じる温かいタッチで描
く。ライブペイントや企業とのコラボなど多岐にわたり活動中。

何を描くかを決めず瞬間のイメージで描く新たなアートを世界に発信。壁画制作や企業コ
ラボ、アートパフォーマンスを行い、被災地支援や町おこしなど、SDGsに取り組んでいる。

広告デザインやロゴ、販促物制作の他、商品開発のブランディングや地域活
性化のサポート等、夫婦で幅広く手掛ける。

「商品の良さを伝えることで売る」をテーマに、小さな会社が売り上げを上げ
るためのデザインが専門。（特に飲食店メニュー表等）

掲載している出展者情報は、6月24日時点のものです（順不同）。最新の出展者情報や出展者のこれまでの実績、作品、
マッチング希望先などの情報は、当所ホームページからご確認ください。出展者のご紹介出展者のご紹介

詳細はこちら
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福岡商工会議所では、中小企業のデジタル化や業務効率化、生産性向上を図る一助として、
デジタルツールの会員優待サービスやセミナーを開催しています。

各種クラウドサービスと連携したパッケー
ジにより、総務経理部門・経営管理部門業
務の省力化を実現！

提供サービス：ACELINK NX-CEなど 提供サービス：ロジック・ブレインアプリケーション
（LBA）

提供サービス：TOiTOi

優
待
サ
ー
ビ
ス

経理・会計

当所会員様向け
特別価格でご提供

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ / 経営支援グループ 092-441-1146

※サービスの内容等については、変更になる場合がございます。詳しくは当所ホームページにてご確認ください。

新たに加わったデジタルツールの優待サービス

デジタル化支援セミナーのご案内

顧客の個性・性格・意思決定の傾向をAIで
導き出し、コミュニケーションを最適化。顧
客を深く理解し、営業力を最大化する。

優
待
サ
ー
ビ
ス

営業・顧客管理

クラウドサービス利用
２ヶ月間無料
(10万円相当)

メンバーの個性・性格・行動傾向をAIで導
き出すことで社員の「個性」を深く理解し、
強い組織をつくる。

優
待
サ
ー
ビ
ス

人事・労務

TOiTOi組織稼働率分析レポート、
ビッグファイブレポート10名様分、

無料出力アドバイス
(10万円相当)

令和4年7月28日(木)14:00～日　時

内　容

参加費 無料

※テーマの途中からの参加も可能
申込・詳細はこちら

令和4年8月1日(月)
14:00～16:00
【基礎編】ECの必要要素とは

令和4年8月22日(月)
14:00～16:00
【実践編】集客に必要なノウハウとは

日　時

リアル店舗との比較
ECプラットフォームについて　他

内　容

会　場 当所会議室

講　師 ㈱セブンアイズ
代表取締役　瀧内 賢 氏

参加費 無料

申込・詳細はこちら

これからはじめる
ECセミナー

対面
オン
ライン

FISA×FCCI共催 はじめてでもわかる！

デジタル化活用セミナー
オン
ライン

「DXへの第一歩！業務効率化のポイント徹底解説」
講師：㈱シティアスコム

テーマ①
14:00～
　
テーマ②
15:30～

「初心者歓迎！基礎から学べるネットショップ
  開店セミナー」
講師：㈱ヒューマンテクノシステムホールディングス
　 /GMOペパポ㈱

詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら

提供企業
㈱ミロク情報サービス

提供企業
㈱ロジック・ブレイン

提供企業
㈱ロジック・ブレイン

新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証4号の指定期間が

延長されました

新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証4号の指定期間が

延長されました
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者・小規模事業者の皆さまの資金繰り支援のため
実施しています『セーフティネット保証４号』の指定期間が、令和４年９月３０日まで延長されました。

中小企業のベストパートナー

お客様相談フリーダイヤル

【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

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

●新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口を設置しています。電話相談窓口：（０９２）415－2604（午前9時～午後5時）
●最新の情報・詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

融資対象者

指定地域等

当協会基準保証料率

取扱期間

市町村からセーフティネット保証４号の認定を受けた方（売上高20％以上減少）

47都道府県

0.80%

令和4年9月30日までに認定申請を行い、認定書の有効期間内に保証協会へ保証申込が必要

0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

取扱
期間

延長

PR

補助金 補助金

各種支援施策情報
事業の立て直し、成長を目指す方がご利用いただける支援施策情報です。（R4.6.17現在）

【国】
事業再構築
補助金

新分野展開、事業転換、業種転換、業態転
換、又は事業再編という思い切った事業再構
築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援。

福岡商工会議所 
地域支援第一・第二グループ 
TEL 092-441-2161・2162

【国】
ＩＴ導入
補助金
2022

中小企業、小規模事業者の方が、自社の課
題やニーズに合ったITツールを導入する経費
の一部を支援。

サービス等生産性向上
IT導入支援事業 コールセンター
TEL 0570-666-424
IP電話等：042-303-9749

【国】
小規模
事業者
持続補助金
＜一般型＞

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）。

福岡商工会議所 
地域支援第一・第二グループ 
TEL 092-441-2161・2162

内容・お問い合せ先

【国】
ものづくり
補助金

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新
的サービス開発・試作。
品開発・生産プロセスの改善を行うための設
備投資等を支援。

ものづくり補助金事務局
サポートセンター
TEL 050-8880-4053

【県】
感染防止
認証制度

感染防止対策に必要な基準を遵守する飲食
店・宿泊施設の認定制度。飲食店に対する支
援金の受付も継続中。

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

内容・お問い合せ先
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福岡商工会議所では、中小企業のデジタル化や業務効率化、生産性向上を図る一助として、
デジタルツールの会員優待サービスやセミナーを開催しています。

各種クラウドサービスと連携したパッケー
ジにより、総務経理部門・経営管理部門業
務の省力化を実現！

提供サービス：ACELINK NX-CEなど 提供サービス：ロジック・ブレインアプリケーション
（LBA）

提供サービス：TOiTOi

優
待
サ
ー
ビ
ス

経理・会計

当所会員様向け
特別価格でご提供

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ / 経営支援グループ 092-441-1146

※サービスの内容等については、変更になる場合がございます。詳しくは当所ホームページにてご確認ください。

新たに加わったデジタルツールの優待サービス

デジタル化支援セミナーのご案内

顧客の個性・性格・意思決定の傾向をAIで
導き出し、コミュニケーションを最適化。顧
客を深く理解し、営業力を最大化する。

優
待
サ
ー
ビ
ス

営業・顧客管理

クラウドサービス利用
２ヶ月間無料
(10万円相当)

メンバーの個性・性格・行動傾向をAIで導
き出すことで社員の「個性」を深く理解し、
強い組織をつくる。

優
待
サ
ー
ビ
ス

人事・労務

TOiTOi組織稼働率分析レポート、
ビッグファイブレポート10名様分、

無料出力アドバイス
(10万円相当)

令和4年7月28日(木)14:00～日　時

内　容

参加費 無料

※テーマの途中からの参加も可能
申込・詳細はこちら

令和4年8月1日(月)
14:00～16:00
【基礎編】ECの必要要素とは

令和4年8月22日(月)
14:00～16:00
【実践編】集客に必要なノウハウとは

日　時

リアル店舗との比較
ECプラットフォームについて　他

内　容

会　場 当所会議室

講　師 ㈱セブンアイズ
代表取締役　瀧内 賢 氏

参加費 無料

申込・詳細はこちら

これからはじめる
ECセミナー

対面
オン
ライン

FISA×FCCI共催 はじめてでもわかる！

デジタル化活用セミナー
オン
ライン

「DXへの第一歩！業務効率化のポイント徹底解説」
講師：㈱シティアスコム

テーマ①
14:00～
　
テーマ②
15:30～

「初心者歓迎！基礎から学べるネットショップ
  開店セミナー」
講師：㈱ヒューマンテクノシステムホールディングス
　 /GMOペパポ㈱

詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら

提供企業
㈱ミロク情報サービス

提供企業
㈱ロジック・ブレイン

提供企業
㈱ロジック・ブレイン

新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証4号の指定期間が

延長されました

新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証4号の指定期間が

延長されました
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者・小規模事業者の皆さまの資金繰り支援のため
実施しています『セーフティネット保証４号』の指定期間が、令和４年９月３０日まで延長されました。

中小企業のベストパートナー

お客様相談フリーダイヤル

【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

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

●新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口を設置しています。電話相談窓口：（０９２）415－2604（午前9時～午後5時）
●最新の情報・詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

融資対象者

指定地域等

当協会基準保証料率

取扱期間

市町村からセーフティネット保証４号の認定を受けた方（売上高20％以上減少）

47都道府県

0.80%

令和4年9月30日までに認定申請を行い、認定書の有効期間内に保証協会へ保証申込が必要

0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

取扱
期間

延長

PR

補助金 補助金

各種支援施策情報
事業の立て直し、成長を目指す方がご利用いただける支援施策情報です。（R4.6.17現在）

【国】
事業再構築
補助金

新分野展開、事業転換、業種転換、業態転
換、又は事業再編という思い切った事業再構
築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援。

福岡商工会議所 
地域支援第一・第二グループ 
TEL 092-441-2161・2162

【国】
ＩＴ導入
補助金
2022

中小企業、小規模事業者の方が、自社の課
題やニーズに合ったITツールを導入する経費
の一部を支援。

サービス等生産性向上
IT導入支援事業 コールセンター
TEL 0570-666-424
IP電話等：042-303-9749

【国】
小規模
事業者
持続補助金
＜一般型＞

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）。

福岡商工会議所 
地域支援第一・第二グループ 
TEL 092-441-2161・2162

内容・お問い合せ先

【国】
ものづくり
補助金

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新
的サービス開発・試作。
品開発・生産プロセスの改善を行うための設
備投資等を支援。

ものづくり補助金事務局
サポートセンター
TEL 050-8880-4053

【県】
感染防止
認証制度

感染防止対策に必要な基準を遵守する飲食
店・宿泊施設の認定制度。飲食店に対する支
援金の受付も継続中。

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

内容・お問い合せ先
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新たに選任された
松本 恭子専務理事

常議員会・議員総会

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

第632回常議員会・
第234回議員総会

6/10、6/13販路拡大

新商品を提案する参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

マキコミとの商談会
（ライブコマース販売商品の募集）
当所は６月１０日、１３日の２日間、マキコミ

との商談会を開催し、25社が参加した。

ライブコマースは、オンラインによるライ

ブ配信で商品紹介と販売を同時に行なう

手法のことで、今後成長が期待されるチャ

ネル。

参加企業は、九州の素材を活かした新

商品などの提案を行なった。

参加企業からは「ライブ配信を通じて、

実際の消費者の声を聞くことができるた

め、今後の商品開発や改善に繋げること

ができる。」などの声が聞かれた。

6/１～２観　光

挨拶する谷川会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

全国商工会議所観光振興大会
2022inえひめ松山
当所谷川会頭と観光・飲食部会の議員

ら９名は、６月１日から２日、「全国商工会

議所観光振興大会2022inえひめ松山」に

参加した。同大会は「地域の宝 磨いて興そ

う観光聖地」をテーマにハイブリッド形式で

開催され、全国からのべ981名が参加した。

各地域固有の伝統文化、歴史、自然

産業などの地域資源を観光資源として磨

き上げる観光聖地化（ブランディング）の

手法等を学んだ。谷川会頭は、日商の

観光委員会委員長として閉会の挨拶を

述べた。

6/2部　会

学芸員からの説明を受ける参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

情報・文化・サービス部会 
展覧会「北斎」視察会
当所情報・文化・サービス部会（部会

長＝エントリーサービスプロモーション㈱

代表取締役社長 新井洋子）は6月2日、

九州国立博物館にて展覧会「北斎」視察

会を開催し、12名が参加した。

視察会では、島谷館長と学芸員から展

覧会の説明が行われたのち、重要文化財

「日新除魔図」等の北斎作品を鑑賞した。

展覧会鑑賞後は、博物館近辺のレストラ

ンにて、議員・常任委員相互の懇親を深

めた。

５/27ビジクラ

参加者による集合写真

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部 定時総会
福商ビジネス倶楽部は5月27日、2年

ぶりに対面形式で定時総会を開催し、26

名が参加した。

定時総会では、令和3年度の事業報

告・決算報告が行なわれた後、令和4年

度の新体制、事業計画、予算について審

議され、全て原案通り承認された。

参加者らは、これからの活動について

「例会に積極的に参加し、人脈を広げて

いくとともに自身の成長にもつなげていき

たい」との意気込みを語った。

6/13どんたく

どんたく隊賞人気コンクール表彰式

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

第61回コンクール各賞決定
福岡市民の祭り振興会（会長=谷川会

頭）は６月13日、当所会議室で「どんたく

隊賞人気コンクール」（同振興会、西日本

新聞社主催）の表彰式を開催。また、６

月14日～26日の13日間、「博多町家」ふる

さと館にて「どんたく写真コンクール」（同

振興会、西日本新聞社主催）の入選作品

を掲示した。結果は以下の通り。

6/2デジタル化

オンラインで制度について説明する髙島氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

インボイス制度＆
電子帳簿保存法改正セミナー
当所は６月２日、「インボイス制度＆電子帳簿

保存法改正セミナー」を開催し、45名が参

加した。

セミナーでは、令和５年の法改正により、

中小企業においても対応が迫られるインボイ

ス制度や電子帳簿保存法改正について、税

理士・公認会計士の佐藤修一氏から説明し

た後、対応に向けたデジタルツールの適切な

導入方法について、㈱ワクフリ髙島卓也氏か

ら説明があった。

参加した事業者からは、「運用するツールの

良い判断材料になった」などの声が聞かれた。

5/27福商連

県内19商工会議所から45名が参加

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福岡県商工会議所連合会
第138回通常会員総会
福岡県商工会議所連合会（会長＝谷川

会頭）は５月27日、第138回通常会員総

会を福岡市内で開催。令和３年度事業報

告・決算や令和４年度事業計画・予算な

どを審議し、原案通り承認した。谷川会

長は挨拶で「この２年間、商工会議所の

役割の大きさと寄せられる期待度の大きさ

を強く実感した。今後は、事業変革や価

格転嫁など様々な問題に対応していかな

ければならない。」と述べた。総会後は、

服部知事による特別講演を聞き、続く懇

親会では参加者同士で親睦を深めた。

6/9九商連

九州・沖縄67商工会議所から約180名が参加

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九州商工会議所連合会
第100回通常会員総会
九州商工会議所連合会（会長＝谷川会

頭）は ６月９日、宮崎市で第100回通常会

員総会を開催。リアルでの開催は、令和

元年度以降３年ぶり。令和３年度の事業

報告・決算や令和4年度の事業計画・予

算、経済政策にかかる国への要望などにつ

いて審議し、原案通り承認された。

事業計画では、西九州新幹線9月開業

に向けて観光・物産ＰＲを東京で実施する

ことなどを決議。また、総会前日には会員

交流会を開催し、活発な情報交換を行

なった。

6/7伝統芸能

挨拶をする谷川会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

博多伝統芸能振興会
令和４年度総会
博多伝統芸能振興会（会長＝谷川会

頭）は６月７日、令和4年度総会を開催

し、47名が出席した。

総会では、令和３年度事業報告（案）

並びに収支決算（案）、令和４年度事業

計画（案）並びに収支予算（案）、役員改

選について協議し、全て議案通り承認さ

れた。

また、「第三十回 博多をどり」について

は、今年度も開催を中止とし、来年度に

延期することとした。

「博多祇園山笠」
クラウドファンディングを
行っています。

このプロジェクトは「博多祇園
山笠を後世へ繋いでいく」ことを
目的としてスタートしました。
コロナ禍で3年ぶりに開催さ

れる祭りを一緒に盛り上げてく
ださる皆さま、ぜひ応援と拡散
のご協力をいただけますと幸い
です。
【目標額】 ２００万円 
【実施時期】 令和４年６月１日（水）

 ～ 7月２０日（水）

【お問い合わせ】
博多祇園山笠
クラウドファンディング事務局
TEL：070-7892-2781（担当：大島）
https://www.ma
kuake.com/proj
ect/hakatayam
akasa

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

当所は６月21日に第632回常議員会、第

234回議員総会を開催。第632回常議員会

では、役員・議員表彰規則による表彰、役

員・議員礼遇規則による名誉議員の推挙、

委員会委員の委嘱などについて審議し、原

案通り承認された。また、副部会長の選任

結果、議員職務執行者の変更、令和４年

度「福岡市政に対する提言」の取りまとめに

ついて報告を行った。

第234回議員総会では、令和３年度事

業報告、令和３年度収支決算、専務理事

の選任、常議員の選任について審議し、原

案通り承認された。また、議事に先立ち、

福商・日商退任議員表彰、名誉議員章贈

呈が執り行われた。

◇専務理事の選任（7月1日付）

　松本 恭子氏

◇常議員の選任

　正木 研次氏（㈱マルショウ　代表取締役）

◇委員会委員の委嘱（議員表彰・定款規約委員会）

　正木 研次氏（㈱マルショウ　代表取締役）

◇委員会員の委嘱（中小企業委員会）

　佐伯 澄氏（キューサイ㈱　代表取締役社長）

◇委員会委員の委嘱（観光委員会）

　小宅 祥広氏（㈱博多大丸　代表取締役社長）

◇副部会長の選任（小売商業部会）

　正木 研次氏（㈱マルショウ　代表取締役）

◇議員職務執行者の変更

　佐伯 澄氏（キューサイ㈱　代表取締役社長）

　小宅 祥広氏（㈱博多大丸　代表取締役社長）

◇議員職務執行者の役職変更

　柴戸 隆成氏（㈱福岡銀行　取締役会長）

　中村　紘右氏
（学校法人中村学園　中村学園事業部　理事長）

◆名誉議員章贈呈、福商・日商退任議員表彰（30年）

　正木 計太郎氏（㈱マルショウ　代表取締役会長）

6/21

〈各コンクール受賞団体・作品一覧〉
令和４年度第61回どんたく隊賞人気コンクール受賞団体一覧
〈福岡市民の祭り振興会会長賞〉博多民踊協会どんたく隊
〈福岡市長賞〉博多しょんがね
〈福岡商工会議所会頭賞〉福岡民踊舞踊 四季の会
〈福岡観光コンベンションビューロー会長賞〉真弓ダンススタジオ
〈RKB毎日放送賞〉EJC～EMIKA JAZZDANCE CLUB～
〈西日本新聞社賞〉精華女子高等学校吹奏楽部
令和４年度第61回どんたく写真コンクール受賞作品一覧
〈福岡市民の祭り振興会会長賞〉「華やかどんたく隊」河村 稔
〈西日本新聞社賞〉「博多にわか」島田 純治　他
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新たに選任された
松本 恭子専務理事

常議員会・議員総会

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

第632回常議員会・
第234回議員総会

6/10、6/13販路拡大

新商品を提案する参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

マキコミとの商談会
（ライブコマース販売商品の募集）
当所は６月１０日、１３日の２日間、マキコミ

との商談会を開催し、25社が参加した。

ライブコマースは、オンラインによるライ

ブ配信で商品紹介と販売を同時に行なう

手法のことで、今後成長が期待されるチャ

ネル。

参加企業は、九州の素材を活かした新

商品などの提案を行なった。

参加企業からは「ライブ配信を通じて、

実際の消費者の声を聞くことができるた

め、今後の商品開発や改善に繋げること

ができる。」などの声が聞かれた。

6/１～２観　光

挨拶する谷川会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

全国商工会議所観光振興大会
2022inえひめ松山
当所谷川会頭と観光・飲食部会の議員

ら９名は、６月１日から２日、「全国商工会

議所観光振興大会2022inえひめ松山」に

参加した。同大会は「地域の宝 磨いて興そ

う観光聖地」をテーマにハイブリッド形式で

開催され、全国からのべ981名が参加した。

各地域固有の伝統文化、歴史、自然

産業などの地域資源を観光資源として磨

き上げる観光聖地化（ブランディング）の

手法等を学んだ。谷川会頭は、日商の

観光委員会委員長として閉会の挨拶を

述べた。

6/2部　会

学芸員からの説明を受ける参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

情報・文化・サービス部会 
展覧会「北斎」視察会
当所情報・文化・サービス部会（部会

長＝エントリーサービスプロモーション㈱

代表取締役社長 新井洋子）は6月2日、

九州国立博物館にて展覧会「北斎」視察

会を開催し、12名が参加した。

視察会では、島谷館長と学芸員から展

覧会の説明が行われたのち、重要文化財

「日新除魔図」等の北斎作品を鑑賞した。

展覧会鑑賞後は、博物館近辺のレストラ

ンにて、議員・常任委員相互の懇親を深

めた。

５/27ビジクラ

参加者による集合写真

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部 定時総会
福商ビジネス倶楽部は5月27日、2年

ぶりに対面形式で定時総会を開催し、26

名が参加した。

定時総会では、令和3年度の事業報

告・決算報告が行なわれた後、令和4年

度の新体制、事業計画、予算について審

議され、全て原案通り承認された。

参加者らは、これからの活動について

「例会に積極的に参加し、人脈を広げて

いくとともに自身の成長にもつなげていき

たい」との意気込みを語った。

6/13どんたく

どんたく隊賞人気コンクール表彰式

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

第61回コンクール各賞決定
福岡市民の祭り振興会（会長=谷川会

頭）は６月13日、当所会議室で「どんたく

隊賞人気コンクール」（同振興会、西日本

新聞社主催）の表彰式を開催。また、６

月14日～26日の13日間、「博多町家」ふる

さと館にて「どんたく写真コンクール」（同

振興会、西日本新聞社主催）の入選作品

を掲示した。結果は以下の通り。

6/2デジタル化

オンラインで制度について説明する髙島氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

インボイス制度＆
電子帳簿保存法改正セミナー
当所は６月２日、「インボイス制度＆電子帳簿

保存法改正セミナー」を開催し、45名が参

加した。

セミナーでは、令和５年の法改正により、

中小企業においても対応が迫られるインボイ

ス制度や電子帳簿保存法改正について、税

理士・公認会計士の佐藤修一氏から説明し

た後、対応に向けたデジタルツールの適切な

導入方法について、㈱ワクフリ髙島卓也氏か

ら説明があった。

参加した事業者からは、「運用するツールの

良い判断材料になった」などの声が聞かれた。

5/27福商連

県内19商工会議所から45名が参加

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福岡県商工会議所連合会
第138回通常会員総会
福岡県商工会議所連合会（会長＝谷川

会頭）は５月27日、第138回通常会員総

会を福岡市内で開催。令和３年度事業報

告・決算や令和４年度事業計画・予算な

どを審議し、原案通り承認した。谷川会

長は挨拶で「この２年間、商工会議所の

役割の大きさと寄せられる期待度の大きさ

を強く実感した。今後は、事業変革や価

格転嫁など様々な問題に対応していかな

ければならない。」と述べた。総会後は、

服部知事による特別講演を聞き、続く懇

親会では参加者同士で親睦を深めた。

6/9九商連

九州・沖縄67商工会議所から約180名が参加

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九州商工会議所連合会
第100回通常会員総会
九州商工会議所連合会（会長＝谷川会

頭）は ６月９日、宮崎市で第100回通常会

員総会を開催。リアルでの開催は、令和

元年度以降３年ぶり。令和３年度の事業

報告・決算や令和4年度の事業計画・予

算、経済政策にかかる国への要望などにつ

いて審議し、原案通り承認された。

事業計画では、西九州新幹線9月開業

に向けて観光・物産ＰＲを東京で実施する

ことなどを決議。また、総会前日には会員

交流会を開催し、活発な情報交換を行

なった。

6/7伝統芸能

挨拶をする谷川会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

博多伝統芸能振興会
令和４年度総会
博多伝統芸能振興会（会長＝谷川会

頭）は６月７日、令和4年度総会を開催

し、47名が出席した。

総会では、令和３年度事業報告（案）

並びに収支決算（案）、令和４年度事業

計画（案）並びに収支予算（案）、役員改

選について協議し、全て議案通り承認さ

れた。

また、「第三十回 博多をどり」について

は、今年度も開催を中止とし、来年度に

延期することとした。

「博多祇園山笠」
クラウドファンディングを
行っています。

このプロジェクトは「博多祇園
山笠を後世へ繋いでいく」ことを
目的としてスタートしました。
コロナ禍で3年ぶりに開催さ

れる祭りを一緒に盛り上げてく
ださる皆さま、ぜひ応援と拡散
のご協力をいただけますと幸い
です。
【目標額】 ２００万円 
【実施時期】 令和４年６月１日（水）

 ～ 7月２０日（水）

【お問い合わせ】
博多祇園山笠
クラウドファンディング事務局
TEL：070-7892-2781（担当：大島）
https://www.ma
kuake.com/proj
ect/hakatayam
akasa

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

当所は６月21日に第632回常議員会、第

234回議員総会を開催。第632回常議員会

では、役員・議員表彰規則による表彰、役

員・議員礼遇規則による名誉議員の推挙、

委員会委員の委嘱などについて審議し、原

案通り承認された。また、副部会長の選任

結果、議員職務執行者の変更、令和４年

度「福岡市政に対する提言」の取りまとめに

ついて報告を行った。

第234回議員総会では、令和３年度事

業報告、令和３年度収支決算、専務理事

の選任、常議員の選任について審議し、原

案通り承認された。また、議事に先立ち、

福商・日商退任議員表彰、名誉議員章贈

呈が執り行われた。

◇専務理事の選任（7月1日付）

　松本 恭子氏

◇常議員の選任

　正木 研次氏（㈱マルショウ　代表取締役）

◇委員会委員の委嘱（議員表彰・定款規約委員会）

　正木 研次氏（㈱マルショウ　代表取締役）

◇委員会員の委嘱（中小企業委員会）

　佐伯 澄氏（キューサイ㈱　代表取締役社長）

◇委員会委員の委嘱（観光委員会）

　小宅 祥広氏（㈱博多大丸　代表取締役社長）

◇副部会長の選任（小売商業部会）

　正木 研次氏（㈱マルショウ　代表取締役）

◇議員職務執行者の変更

　佐伯 澄氏（キューサイ㈱　代表取締役社長）

　小宅 祥広氏（㈱博多大丸　代表取締役社長）

◇議員職務執行者の役職変更

　柴戸 隆成氏（㈱福岡銀行　取締役会長）

　中村　紘右氏
（学校法人中村学園　中村学園事業部　理事長）

◆名誉議員章贈呈、福商・日商退任議員表彰（30年）

　正木 計太郎氏（㈱マルショウ　代表取締役会長）

6/21

〈各コンクール受賞団体・作品一覧〉
令和４年度第61回どんたく隊賞人気コンクール受賞団体一覧
〈福岡市民の祭り振興会会長賞〉博多民踊協会どんたく隊
〈福岡市長賞〉博多しょんがね
〈福岡商工会議所会頭賞〉福岡民踊舞踊 四季の会
〈福岡観光コンベンションビューロー会長賞〉真弓ダンススタジオ
〈RKB毎日放送賞〉EJC～EMIKA JAZZDANCE CLUB～
〈西日本新聞社賞〉精華女子高等学校吹奏楽部
令和４年度第61回どんたく写真コンクール受賞作品一覧
〈福岡市民の祭り振興会会長賞〉「華やかどんたく隊」河村 稔
〈西日本新聞社賞〉「博多にわか」島田 純治　他
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電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

東
区

博
多
区

中
央
区

飲食業

健康サービス（企業向け・従業員への健康）

建設業

整体院

洗車

イスの張り替え

オートバイ販売修理

警備業

運送関係

CG・VR制作・開発

鍼灸院

コンピューターソフトウェアの受託開発

英語講師、セミナー講師

WEBにおける制作

除菌事業

クリーニング業

窓ガラスフィルム営業・施工

介護付有料老人ホーム

からあげテイクアウト店運営、FC募集

食品メーカーの営業代行

社会保険労務士業務

キッチンカー製作・販売

不動産の売買及び賃貸借の仲介、斡旋並びに代理

ハーブの輸入販売（小売）

出版・イベント・各種

ワールド直営店にて婦人服・紳士服・子供服・服飾雑貨などの販売、運営、店舗開発業務

決済代行事業

ビジネスホテル

化粧品業界全般のコンサルティング

整体院

書道教室

アットホームな焼き肉屋です。家族連れ大歓迎です

呼吸で変わる「メンタルヘルス」健康経営

解体および土木工事をがんばってます

ソフトで痛くない整体です!「占部整体院」検索をお願いします

営業車の洗車はおまかせください

イスの張り替え・ソファの張り替え・ファッションの張り替えなど

鉄道好きな店主が経営する町のバイク屋です

私たちは警備業務のプロフェッショナル集団です

緊急配送・納品代行・長距離輸送・大小引越、お問い合わせください

建築住宅業界に特化したハイレベルなバーチャル空間をご提供

博多駅から徒歩3分。仕事帰り等にお立ち寄りください。駐車場あり

社内システム等のITに関することは何でもお気軽にご相談ください

英語初心者向けの学習方法セミナー開催中。カスタマイズコース有り

WEBにおける制作やECの売上を伸ばしたいというニーズに応えます

100%天然由来で除菌抗菌消臭を可能にした施工を行います

創業110年、買わずに新調をモットーに手仕上で仕上げます!

様々なフィルムがございます。フィルムのことならお任せください

介護のことならなんでも相談に応じます。気軽にご連絡ください!

秘伝のタレでおいしくなったからあげをご賞味ください

食品メーカー様と飲食店様、販売店様をツナグお手伝いをします

社会保険労働保険の相談手続き、就業規則の作成等サポートします

キッチンカーオーダーメイドでお作りします

不動産の売却、購入は、積水ハウス不動産九州にお任せください

フランスからオーガニックのハーブを安全・安心を求める方へ!

日本とアジアをつなぐ 翻訳出版 イベント企画 海外企業招聘

利益を創るビジネスに向けワンストップソリューションをご提供

クレジットカード決済をはじめ様々な決済方法をご提供します

豊かな緑に包まれ、天神中央公園の川向いに佇むホテルです

化粧品のOEM、原料や容器の手配、輸出入をお手伝いします

重度の腰痛・膝痛の最後の砦として手術なしで痛みを改善してます

書く時間を楽しんでもらいたい。詳しくはホームページにて

中
央
区

南
区

西
区

早
良
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-641-6612

090-8663-2209

090-9729-9666

092-287-5539

090-4772-3635

092-410-7548

092-692-1769

092-292-8989

092-411-5400

092-260-8118

092-473-7407

092-432-7121

080-3944-1235

092-409-5904

092-409-3743

092-281-2702

092-834-2279

092-937-5600

090-5020-4951

090-9494-6614

090-6293-5268

092-710-0193

092-441-6310

080-3977-5109

090-2716-7527

092-737-0071

092-688-9018

092-406-1331

090-9579-2912

070-4729-3758

092-752-1812

焼肉 明秀苑

atha

（株）Takuto

占部整体院

あらい屋 まさ

トワイチェア

ダブルエーピー青葉

アイギスセキュリティ（株） 福岡支社

赤帽@配送24

（株）ねこ

博多メイはりきゅう院

（株）エコー・システム 福岡営業所

クロスカルチャー スタディアップ

（株）HMit

（株）エフ・ソリューション

増田洗濯屋

ガラスフィルム ココハル

（株）さわやか倶楽部 さわやか立花館

（株）十三社

フーズリンクパートナーズ

ブルーマンタ社会保険労務士事務所

（株）シンキトレーディング

積水ハウス不動産九州（株）

（同）igrek

（株）交子

（株）ワールドストア パートナーズ

GMOペイメントゲートウェイ（株）

（株）グランドルチェ ホテルグランドルチェ博多

（株）FES

整体院 帆花

福井書道塾

福岡市東区箱崎2-41-7 メモリアル箱崎1階

福岡市東区筥松1-15-5 -406

福岡市東区香住ケ丘4-42-4

福岡市東区香椎6-1-27 -103

福岡市東区松崎2-4-8 アンピール松崎102

福岡市東区若宮5-15-1

福岡市東区若宮5-16-48

福岡市博多区中洲中島町3-10 福岡県消防会館5階16号室

福岡市博多区博多駅前4-34-3

福岡市博多区博多駅前2-12-12 第5グリーンビル5階

福岡市博多区博多駅前1-18-15 -204

福岡市博多区博多駅東2-6-23 博多駅前第2ビル5階

福岡市博多区博多駅東1-8-38 ピュアドームステイツ博多605

福岡市博多区山王1-11-35 スクラム5-503

福岡市博多区美野島3-13-2 -403

福岡市博多区祇園町2-12

福岡市博多区浦田2-4-3

福岡市博多区立花寺173-15

福岡市博多区南本町2-4-20

福岡市博多区東那珂2-10-58 -507

福岡市博多区那珂3-11-6 -301 ティセブランカ筑紫通り

福岡市博多区諸岡5-9-13

福岡市博多区博多駅前3-26-29 九勧博多ビル5階

福岡市中央区天神4-8-25 オフィスニューガイアNIKKO天神ビル4階

福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡（fabbit内）

福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階

福岡市中央区天神3-4-7 天神旭ビル5階

福岡市中央区西中洲12-18

福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル3階

福岡市中央区今泉2-2-8 アークヒルズ南天神503

福岡市中央区薬院2-1-17 -301

飲食業、紅茶のカフェ、夜の営業はバー

ホスピタリティの推進と啓蒙、ホスピタリティセミナーの実施

パーソナルトレーニング

不動産仲介業

フラダンススタジオ

靴販売

飲食店の経営

商業写真撮影

給水管、空調管など水配管の延命装置「NMRパイプテクター」ご提案

精肉販売、卸業

官公庁に提出する書類作成

アロマサロン

演奏活動・イベント企画等

わらび餅

ピアノ調律・販売

建設業

エステティックサロンの運営

英会話教室運営

美容室

ホームページ制作

動画講座コンサル

建築用ガラスフィルムの施工販売

飲食店営業

イベントプロデュース

パン・菓子類の製造及び販売

ハワイアンエステサロン経営

ビルメンテナンス業

海上コンテナ輸送

産業廃棄物収集運搬業

コンサルタント（人材、終活、HACCP）

コンサルティング、監査

九州で唯一「カメリアズティーハウス」の紅茶が飲めるお店です

人の教育に大切なホスピタリティのセミナーをお役立てください

女性向けのピラティスパーソナルトレーニング・お腹引き締めスタジオ

税理士・会計士が不動産売買のご相談をお受けします

ハワイ文化を大切にする本格派フラスタジオ。福岡市中央区大名にて開催

日常の歩く時間をカラダを整える為に作られた高機能フットウェア

ラーメン屋、焼鳥屋、バーなどを大名を中心に5店舗運営してます

一件一件を大切に、お客様に喜ばれる撮影をさせていただきます

給水管、空調管など水配管の延命装置NMRパイプテクターご提案

九州産のお肉を中心とした精肉販売、持ち帰り焼鳥も行っています

登録したばかりの行政書士です。皆様からご指導いただきたいです

経絡を使ったアロマトリートメントで不調改善を行います

アコーディオン、ちんどん屋、演奏から企画、音源制作、作曲も♪

わらび餅とぬくもり、福博の街に届け75年

ピアノ調律・販売を行っています

鳶工事一式なんでもします

まつ毛&フェイシャルを専門にお客様と一緒に美を追求します

ネイティブ講師による英会話、試験対策、レッスン等開講しています。出張も承ります

マンツーマンヘアサロンアロマ香るリラックス時間

ホームページ制作やWEBマーケティング業務をお手伝いします

補助金をもらってオンライン講座。EC通販モールで販路拡大!!

熱中症予防、空調費削減、建築関連/倉庫関連等の場において利用できます

夫婦で営んでいる家庭的な中華食堂です。お気軽にお立ち寄りくださいませ

福岡でのリノベーションなる「キクカク設計」メゾン・リーブル

日本三大銘菓に選ばれた鶏卵素麺を製造販売しています

ハワイに伝わる健康法で心身のバランスを整えます

飲料水貯水槽清掃作業および排水管詰り高圧洗浄作業をします

博多港を中心として海上コンテナ輸送を行っています

産業廃棄物の事ならお任せください

飲食店でHACCPや人材確保でお困りの皆様をお手伝いします

HACCP、食品安全にかかわるコンサルティングの会社です

092-707-2676

092-737-1387

080-9141-1763

092-726-8822

090-5934-8894

092-406-7140

080-9106-9566

092-707-3381

092-710-4793

092-725-6077

092-502-4052

092-582-5524

080-3972-5725

092-542-0766

080-1541-5974

080-5706-3153

092-553-8448

092-525-8811

092-710-1820

090-5949-3047

090-5924-4268

092-775-2186

090-2512-4690

092-406-8897

092-812-6141

080-6332-8185

092-872-4311

092-804-3733

092-519-6865

070-8345-7521

092-600-4947

Sarah TEA TIME

（株）セイント・オフィス

SunShineパーソナルトレーニング

Qlaso（同）

Hula Studio Laule`a

MBTウォーキングショップ福岡

（株）Avirich

Flash Man

東洋企業（株）

肉のアンデス

金子純行政書士事務所

aroma Mon Ange

BELLS MUSIC

博多一番太鼓

Vivaceピアノ

悠工業

（株）ビューティ・ゲイツ

マイヤージャパン（有）

Hair Roll

Noith Creative Agency

開地 恭子

PROTECH

中華たかさん食堂

リバンク（株）

（株）元祖鶏卵素麺 松屋

ハワイアンエステサロン Lomi.co

栄幸ビルサービス

博多港ロジック（株）

シティクリーン

はぴえん。

（株）エッセンシャルワークス

福岡市中央区警固2-18-13 オークヒルⅠ-301

福岡市中央区警固2-17-26 -103

福岡市中央区警固1-1-17 -503

福岡市中央区警固3-2-14 HAMOREBI kego202

福岡市中央区大名1-5-5

福岡市中央区大名1-3-51 -1階

福岡市中央区大名1-11-13 D’s Face5階

福岡市中央区六本松4-6-25 -4号

福岡市中央区大手門2-9-29 -705 エクセラン大手門

福岡市中央区大手門3-2-15

福岡市南区横手3-15-30

福岡市南区曰佐4-16-11

福岡市南区柏原1-10-18

福岡市南区長住2-22-10

福岡市南区長住5-16-7 -503

福岡市南区五十川2-26-18 -301

福岡市南区塩原3-22-6

福岡市南区大橋3-4-3

福岡市南区向野2-13-16 ルポン大橋101

福岡市南区寺塚2-12-1 金産ビル624

福岡市南区高宮1-4-3

福岡市南区高宮4-10-42

福岡市西区内浜1-16-25 -206

福岡市西区愛宕浜2-1-15 -902

福岡市西区橋本2-1-4

福岡市西区西浦727-3

福岡市早良区脇山1-5-30

福岡市早良区脇山2-3-17 -1

福岡市早良区内野3-2-33 サンファミーユ102

福岡市早良区百道浜1-5-5 -305

福岡市早良区百道浜1-3-70 -4308

本場韓国から来たよもぎ蒸しです。疲れと冷えむくみにぜひ!

中国（特に福建省と紹興市）への企業進出をサポートする会社です

不動産登記、会社登記、相続手続きなどお気軽にご相談ください!

お肌質改善サロンです。様々な肌悩み解決します!!

カウンセリングと美容整体で女性の心と体の健康をお手伝いします

安く納品が信念です

クーポン券・商品券のペーパーレス化をご支援します

イラスト、広告デザイン承ります。最優秀広告イラスト賞受賞

件の伝統工芸品「八女すだれ」の織元です。商空間用のすだれ御用命ください

新しい畳店、4代目は畳屋ラッパー!百年の信頼を守り常に挑戦!

貴社人財の可能性を引き出し、活躍の場をクリエイトします

中小企業の事業を全力応援!!Webサイトの事なら木立へ!!

090-6632-5569

092-710-6999

092-985-6443

080-3903-7567

090-8413-7191

092-831-1620

080-9062-5007

090-4771-8886

0943-32-1141

0946-24-2374

090-9488-0479

098-979-9803

福岡市早良区西新2-7-26 TFK西新駅前3号

福岡市早良区城西3-13-16 -903

福岡市早良区高取1-3-25

福岡市早良区高取2-9-22 セレンシオ高取2丁目-102

福岡市早良区荒江2-20-1 -2

福岡市早良区小田部5-12-10

春日市光町2-194

筑紫野市光が丘4-8-8

八女郡広川町太田428

朝倉市甘木1209-2

長崎県長崎市三原1-39-23

沖縄県那覇市金城5-16-5 ステーション101B-102

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？

お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...
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電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

東
区

博
多
区

中
央
区

飲食業

健康サービス（企業向け・従業員への健康）

建設業

整体院

洗車

イスの張り替え

オートバイ販売修理

警備業

運送関係

CG・VR制作・開発

鍼灸院

コンピューターソフトウェアの受託開発

英語講師、セミナー講師

WEBにおける制作

除菌事業

クリーニング業

窓ガラスフィルム営業・施工

介護付有料老人ホーム

からあげテイクアウト店運営、FC募集

食品メーカーの営業代行

社会保険労務士業務

キッチンカー製作・販売

不動産の売買及び賃貸借の仲介、斡旋並びに代理

ハーブの輸入販売（小売）

出版・イベント・各種

ワールド直営店にて婦人服・紳士服・子供服・服飾雑貨などの販売、運営、店舗開発業務

決済代行事業

ビジネスホテル

化粧品業界全般のコンサルティング

整体院

書道教室

アットホームな焼き肉屋です。家族連れ大歓迎です

呼吸で変わる「メンタルヘルス」健康経営

解体および土木工事をがんばってます

ソフトで痛くない整体です!「占部整体院」検索をお願いします

営業車の洗車はおまかせください

イスの張り替え・ソファの張り替え・ファッションの張り替えなど

鉄道好きな店主が経営する町のバイク屋です

私たちは警備業務のプロフェッショナル集団です

緊急配送・納品代行・長距離輸送・大小引越、お問い合わせください

建築住宅業界に特化したハイレベルなバーチャル空間をご提供

博多駅から徒歩3分。仕事帰り等にお立ち寄りください。駐車場あり

社内システム等のITに関することは何でもお気軽にご相談ください

英語初心者向けの学習方法セミナー開催中。カスタマイズコース有り

WEBにおける制作やECの売上を伸ばしたいというニーズに応えます

100%天然由来で除菌抗菌消臭を可能にした施工を行います

創業110年、買わずに新調をモットーに手仕上で仕上げます!

様々なフィルムがございます。フィルムのことならお任せください

介護のことならなんでも相談に応じます。気軽にご連絡ください!

秘伝のタレでおいしくなったからあげをご賞味ください

食品メーカー様と飲食店様、販売店様をツナグお手伝いをします

社会保険労働保険の相談手続き、就業規則の作成等サポートします

キッチンカーオーダーメイドでお作りします

不動産の売却、購入は、積水ハウス不動産九州にお任せください

フランスからオーガニックのハーブを安全・安心を求める方へ!

日本とアジアをつなぐ 翻訳出版 イベント企画 海外企業招聘

利益を創るビジネスに向けワンストップソリューションをご提供

クレジットカード決済をはじめ様々な決済方法をご提供します

豊かな緑に包まれ、天神中央公園の川向いに佇むホテルです

化粧品のOEM、原料や容器の手配、輸出入をお手伝いします

重度の腰痛・膝痛の最後の砦として手術なしで痛みを改善してます

書く時間を楽しんでもらいたい。詳しくはホームページにて

中
央
区

南
区

西
区

早
良
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-641-6612

090-8663-2209

090-9729-9666

092-287-5539

090-4772-3635

092-410-7548

092-692-1769

092-292-8989

092-411-5400

092-260-8118

092-473-7407

092-432-7121

080-3944-1235

092-409-5904

092-409-3743

092-281-2702

092-834-2279

092-937-5600

090-5020-4951

090-9494-6614

090-6293-5268

092-710-0193

092-441-6310

080-3977-5109

090-2716-7527

092-737-0071

092-688-9018

092-406-1331

090-9579-2912

070-4729-3758

092-752-1812

焼肉 明秀苑

atha

（株）Takuto

占部整体院

あらい屋 まさ

トワイチェア

ダブルエーピー青葉

アイギスセキュリティ（株） 福岡支社

赤帽@配送24

（株）ねこ

博多メイはりきゅう院

（株）エコー・システム 福岡営業所

クロスカルチャー スタディアップ

（株）HMit

（株）エフ・ソリューション

増田洗濯屋

ガラスフィルム ココハル

（株）さわやか倶楽部 さわやか立花館

（株）十三社

フーズリンクパートナーズ

ブルーマンタ社会保険労務士事務所

（株）シンキトレーディング

積水ハウス不動産九州（株）

（同）igrek

（株）交子

（株）ワールドストア パートナーズ

GMOペイメントゲートウェイ（株）

（株）グランドルチェ ホテルグランドルチェ博多

（株）FES

整体院 帆花

福井書道塾

福岡市東区箱崎2-41-7 メモリアル箱崎1階

福岡市東区筥松1-15-5 -406

福岡市東区香住ケ丘4-42-4

福岡市東区香椎6-1-27 -103

福岡市東区松崎2-4-8 アンピール松崎102

福岡市東区若宮5-15-1

福岡市東区若宮5-16-48

福岡市博多区中洲中島町3-10 福岡県消防会館5階16号室

福岡市博多区博多駅前4-34-3

福岡市博多区博多駅前2-12-12 第5グリーンビル5階

福岡市博多区博多駅前1-18-15 -204

福岡市博多区博多駅東2-6-23 博多駅前第2ビル5階

福岡市博多区博多駅東1-8-38 ピュアドームステイツ博多605

福岡市博多区山王1-11-35 スクラム5-503

福岡市博多区美野島3-13-2 -403

福岡市博多区祇園町2-12

福岡市博多区浦田2-4-3

福岡市博多区立花寺173-15

福岡市博多区南本町2-4-20

福岡市博多区東那珂2-10-58 -507

福岡市博多区那珂3-11-6 -301 ティセブランカ筑紫通り

福岡市博多区諸岡5-9-13

福岡市博多区博多駅前3-26-29 九勧博多ビル5階

福岡市中央区天神4-8-25 オフィスニューガイアNIKKO天神ビル4階

福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡（fabbit内）

福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階

福岡市中央区天神3-4-7 天神旭ビル5階

福岡市中央区西中洲12-18

福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル3階

福岡市中央区今泉2-2-8 アークヒルズ南天神503

福岡市中央区薬院2-1-17 -301

飲食業、紅茶のカフェ、夜の営業はバー

ホスピタリティの推進と啓蒙、ホスピタリティセミナーの実施

パーソナルトレーニング

不動産仲介業

フラダンススタジオ

靴販売

飲食店の経営

商業写真撮影

給水管、空調管など水配管の延命装置「NMRパイプテクター」ご提案

精肉販売、卸業

官公庁に提出する書類作成

アロマサロン

演奏活動・イベント企画等

わらび餅

ピアノ調律・販売

建設業

エステティックサロンの運営

英会話教室運営

美容室

ホームページ制作

動画講座コンサル

建築用ガラスフィルムの施工販売

飲食店営業

イベントプロデュース

パン・菓子類の製造及び販売

ハワイアンエステサロン経営

ビルメンテナンス業

海上コンテナ輸送

産業廃棄物収集運搬業

コンサルタント（人材、終活、HACCP）

コンサルティング、監査

九州で唯一「カメリアズティーハウス」の紅茶が飲めるお店です

人の教育に大切なホスピタリティのセミナーをお役立てください

女性向けのピラティスパーソナルトレーニング・お腹引き締めスタジオ

税理士・会計士が不動産売買のご相談をお受けします

ハワイ文化を大切にする本格派フラスタジオ。福岡市中央区大名にて開催

日常の歩く時間をカラダを整える為に作られた高機能フットウェア

ラーメン屋、焼鳥屋、バーなどを大名を中心に5店舗運営してます

一件一件を大切に、お客様に喜ばれる撮影をさせていただきます

給水管、空調管など水配管の延命装置NMRパイプテクターご提案

九州産のお肉を中心とした精肉販売、持ち帰り焼鳥も行っています

登録したばかりの行政書士です。皆様からご指導いただきたいです

経絡を使ったアロマトリートメントで不調改善を行います

アコーディオン、ちんどん屋、演奏から企画、音源制作、作曲も♪

わらび餅とぬくもり、福博の街に届け75年

ピアノ調律・販売を行っています

鳶工事一式なんでもします

まつ毛&フェイシャルを専門にお客様と一緒に美を追求します

ネイティブ講師による英会話、試験対策、レッスン等開講しています。出張も承ります

マンツーマンヘアサロンアロマ香るリラックス時間

ホームページ制作やWEBマーケティング業務をお手伝いします

補助金をもらってオンライン講座。EC通販モールで販路拡大!!

熱中症予防、空調費削減、建築関連/倉庫関連等の場において利用できます

夫婦で営んでいる家庭的な中華食堂です。お気軽にお立ち寄りくださいませ

福岡でのリノベーションなる「キクカク設計」メゾン・リーブル

日本三大銘菓に選ばれた鶏卵素麺を製造販売しています

ハワイに伝わる健康法で心身のバランスを整えます

飲料水貯水槽清掃作業および排水管詰り高圧洗浄作業をします

博多港を中心として海上コンテナ輸送を行っています

産業廃棄物の事ならお任せください

飲食店でHACCPや人材確保でお困りの皆様をお手伝いします

HACCP、食品安全にかかわるコンサルティングの会社です

092-707-2676

092-737-1387

080-9141-1763

092-726-8822

090-5934-8894

092-406-7140

080-9106-9566

092-707-3381

092-710-4793

092-725-6077

092-502-4052

092-582-5524

080-3972-5725

092-542-0766

080-1541-5974

080-5706-3153

092-553-8448

092-525-8811

092-710-1820

090-5949-3047

090-5924-4268

092-775-2186

090-2512-4690

092-406-8897

092-812-6141

080-6332-8185

092-872-4311

092-804-3733

092-519-6865

070-8345-7521

092-600-4947

Sarah TEA TIME

（株）セイント・オフィス

SunShineパーソナルトレーニング

Qlaso（同）

Hula Studio Laule`a

MBTウォーキングショップ福岡

（株）Avirich

Flash Man

東洋企業（株）

肉のアンデス

金子純行政書士事務所

aroma Mon Ange

BELLS MUSIC

博多一番太鼓

Vivaceピアノ

悠工業

（株）ビューティ・ゲイツ

マイヤージャパン（有）

Hair Roll

Noith Creative Agency

開地 恭子

PROTECH

中華たかさん食堂

リバンク（株）

（株）元祖鶏卵素麺 松屋

ハワイアンエステサロン Lomi.co

栄幸ビルサービス

博多港ロジック（株）

シティクリーン

はぴえん。

（株）エッセンシャルワークス

福岡市中央区警固2-18-13 オークヒルⅠ-301

福岡市中央区警固2-17-26 -103

福岡市中央区警固1-1-17 -503

福岡市中央区警固3-2-14 HAMOREBI kego202

福岡市中央区大名1-5-5

福岡市中央区大名1-3-51 -1階

福岡市中央区大名1-11-13 D’s Face5階

福岡市中央区六本松4-6-25 -4号

福岡市中央区大手門2-9-29 -705 エクセラン大手門

福岡市中央区大手門3-2-15

福岡市南区横手3-15-30

福岡市南区曰佐4-16-11

福岡市南区柏原1-10-18

福岡市南区長住2-22-10

福岡市南区長住5-16-7 -503

福岡市南区五十川2-26-18 -301

福岡市南区塩原3-22-6

福岡市南区大橋3-4-3

福岡市南区向野2-13-16 ルポン大橋101

福岡市南区寺塚2-12-1 金産ビル624

福岡市南区高宮1-4-3

福岡市南区高宮4-10-42

福岡市西区内浜1-16-25 -206

福岡市西区愛宕浜2-1-15 -902

福岡市西区橋本2-1-4

福岡市西区西浦727-3

福岡市早良区脇山1-5-30

福岡市早良区脇山2-3-17 -1

福岡市早良区内野3-2-33 サンファミーユ102

福岡市早良区百道浜1-5-5 -305

福岡市早良区百道浜1-3-70 -4308

本場韓国から来たよもぎ蒸しです。疲れと冷えむくみにぜひ!

中国（特に福建省と紹興市）への企業進出をサポートする会社です

不動産登記、会社登記、相続手続きなどお気軽にご相談ください!

お肌質改善サロンです。様々な肌悩み解決します!!

カウンセリングと美容整体で女性の心と体の健康をお手伝いします

安く納品が信念です

クーポン券・商品券のペーパーレス化をご支援します

イラスト、広告デザイン承ります。最優秀広告イラスト賞受賞

件の伝統工芸品「八女すだれ」の織元です。商空間用のすだれ御用命ください

新しい畳店、4代目は畳屋ラッパー!百年の信頼を守り常に挑戦!

貴社人財の可能性を引き出し、活躍の場をクリエイトします

中小企業の事業を全力応援!!Webサイトの事なら木立へ!!

090-6632-5569

092-710-6999

092-985-6443

080-3903-7567

090-8413-7191

092-831-1620

080-9062-5007

090-4771-8886

0943-32-1141

0946-24-2374

090-9488-0479

098-979-9803

福岡市早良区西新2-7-26 TFK西新駅前3号

福岡市早良区城西3-13-16 -903

福岡市早良区高取1-3-25

福岡市早良区高取2-9-22 セレンシオ高取2丁目-102

福岡市早良区荒江2-20-1 -2

福岡市早良区小田部5-12-10

春日市光町2-194

筑紫野市光が丘4-8-8

八女郡広川町太田428

朝倉市甘木1209-2

長崎県長崎市三原1-39-23

沖縄県那覇市金城5-16-5 ステーション101B-102

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？

お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...
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アットホームな焼き肉屋です。家族連れ大歓迎です

呼吸で変わる「メンタルヘルス」健康経営

解体および土木工事をがんばってます

ソフトで痛くない整体です!「占部整体院」検索をお願いします

営業車の洗車はおまかせください

イスの張り替え・ソファの張り替え・ファッションの張り替えなど

鉄道好きな店主が経営する町のバイク屋です

私たちは警備業務のプロフェッショナル集団です

緊急配送・納品代行・長距離輸送・大小引越、お問い合わせください

建築住宅業界に特化したハイレベルなバーチャル空間をご提供

博多駅から徒歩3分。仕事帰り等にお立ち寄りください。駐車場あり

社内システム等のITに関することは何でもお気軽にご相談ください

英語初心者向けの学習方法セミナー開催中。カスタマイズコース有り

WEBにおける制作やECの売上を伸ばしたいというニーズに応えます

100%天然由来で除菌抗菌消臭を可能にした施工を行います

創業110年、買わずに新調をモットーに手仕上で仕上げます!

様々なフィルムがございます。フィルムのことならお任せください

介護のことならなんでも相談に応じます。気軽にご連絡ください!

秘伝のタレでおいしくなったからあげをご賞味ください

食品メーカー様と飲食店様、販売店様をツナグお手伝いをします

社会保険労働保険の相談手続き、就業規則の作成等サポートします

キッチンカーオーダーメイドでお作りします

不動産の売却、購入は、積水ハウス不動産九州にお任せください

フランスからオーガニックのハーブを安全・安心を求める方へ!

日本とアジアをつなぐ 翻訳出版 イベント企画 海外企業招聘

利益を創るビジネスに向けワンストップソリューションをご提供

クレジットカード決済をはじめ様々な決済方法をご提供します

豊かな緑に包まれ、天神中央公園の川向いに佇むホテルです

化粧品のOEM、原料や容器の手配、輸出入をお手伝いします

重度の腰痛・膝痛の最後の砦として手術なしで痛みを改善してます

書く時間を楽しんでもらいたい。詳しくはホームページにて

筑
紫
野

朝
倉
市

沖
縄
県

早
良
区

春
日
市

八
女
郡

長
崎
県

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-641-6612

090-8663-2209

090-9729-9666

092-287-5539

090-4772-3635

092-410-7548

092-692-1769

092-292-8989

092-411-5400

092-260-8118

092-473-7407

092-432-7121

080-3944-1235

092-409-5904

092-409-3743

092-281-2702

092-834-2279

092-937-5600

090-5020-4951

090-9494-6614

090-6293-5268

092-710-0193

092-441-6310

080-3977-5109

090-2716-7527

092-737-0071

092-688-9018

092-406-1331

090-9579-2912

070-4729-3758

092-752-1812

福岡市東区箱崎2-41-7 メモリアル箱崎1階

福岡市東区筥松1-15-5 -406

福岡市東区香住ケ丘4-42-4

福岡市東区香椎6-1-27 -103

福岡市東区松崎2-4-8 アンピール松崎102

福岡市東区若宮5-15-1

福岡市東区若宮5-16-48

福岡市博多区中洲中島町3-10 福岡県消防会館5階16号室

福岡市博多区博多駅前4-34-3

福岡市博多区博多駅前2-12-12 第5グリーンビル5階

福岡市博多区博多駅前1-18-15 -204

福岡市博多区博多駅東2-6-23 博多駅前第2ビル5階

福岡市博多区博多駅東1-8-38 ピュアドームステイツ博多605

福岡市博多区山王1-11-35 スクラム5-503

福岡市博多区美野島3-13-2 -403

福岡市博多区祇園町2-12

福岡市博多区浦田2-4-3

福岡市博多区立花寺173-15

福岡市博多区南本町2-4-20

福岡市博多区東那珂2-10-58 -507

福岡市博多区那珂3-11-6 -301 ティセブランカ筑紫通り

福岡市博多区諸岡5-9-13

福岡市博多区博多駅前3-26-29 九勧博多ビル5階

福岡市中央区天神4-8-25 オフィスニューガイアNIKKO天神ビル4階

福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡（fabbit内）

福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階

福岡市中央区天神3-4-7 天神旭ビル5階

福岡市中央区西中洲12-18

福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル3階

福岡市中央区今泉2-2-8 アークヒルズ南天神503

福岡市中央区薬院2-1-17 -301

九州で唯一「カメリアズティーハウス」の紅茶が飲めるお店です

人の教育に大切なホスピタリティのセミナーをお役立てください

女性向けのピラティスパーソナルトレーニング・お腹引き締めスタジオ

税理士・会計士が不動産売買のご相談をお受けします

ハワイ文化を大切にする本格派フラスタジオ。福岡市中央区大名にて開催

日常の歩く時間をカラダを整える為に作られた高機能フットウェア

ラーメン屋、焼鳥屋、バーなどを大名を中心に5店舗運営してます

一件一件を大切に、お客様に喜ばれる撮影をさせていただきます

給水管、空調管など水配管の延命装置NMRパイプテクターご提案

九州産のお肉を中心とした精肉販売、持ち帰り焼鳥も行っています

登録したばかりの行政書士です。皆様からご指導いただきたいです

経絡を使ったアロマトリートメントで不調改善を行います

アコーディオン、ちんどん屋、演奏から企画、音源制作、作曲も♪

わらび餅とぬくもり、福博の街に届け75年

ピアノ調律・販売を行っています

鳶工事一式なんでもします

まつ毛&フェイシャルを専門にお客様と一緒に美を追求します

ネイティブ講師による英会話、試験対策、レッスン等開講しています。出張も承ります

マンツーマンヘアサロンアロマ香るリラックス時間

ホームページ制作やWEBマーケティング業務をお手伝いします

補助金をもらってオンライン講座。EC通販モールで販路拡大!!

熱中症予防、空調費削減、建築関連/倉庫関連等の場において利用できます

夫婦で営んでいる家庭的な中華食堂です。お気軽にお立ち寄りくださいませ

福岡でのリノベーションなる「キクカク設計」メゾン・リーブル

日本三大銘菓に選ばれた鶏卵素麺を製造販売しています

ハワイに伝わる健康法で心身のバランスを整えます

飲料水貯水槽清掃作業および排水管詰り高圧洗浄作業をします

博多港を中心として海上コンテナ輸送を行っています

産業廃棄物の事ならお任せください

飲食店でHACCPや人材確保でお困りの皆様をお手伝いします

HACCP、食品安全にかかわるコンサルティングの会社です

092-707-2676

092-737-1387

080-9141-1763

092-726-8822

090-5934-8894

092-406-7140

080-9106-9566

092-707-3381

092-710-4793

092-725-6077

092-502-4052

092-582-5524

080-3972-5725

092-542-0766

080-1541-5974

080-5706-3153

092-553-8448

092-525-8811

092-710-1820

090-5949-3047

090-5924-4268

092-775-2186

090-2512-4690

092-406-8897

092-812-6141

080-6332-8185

092-872-4311

092-804-3733

092-519-6865

070-8345-7521

092-600-4947

福岡市中央区警固2-18-13 オークヒルⅠ-301

福岡市中央区警固2-17-26 -103

福岡市中央区警固1-1-17 -503

福岡市中央区警固3-2-14 HAMOREBI kego202

福岡市中央区大名1-5-5

福岡市中央区大名1-3-51 -1階

福岡市中央区大名1-11-13 D’s Face5階

福岡市中央区六本松4-6-25 -4号

福岡市中央区大手門2-9-29 -705 エクセラン大手門

福岡市中央区大手門3-2-15

福岡市南区横手3-15-30

福岡市南区曰佐4-16-11

福岡市南区柏原1-10-18

福岡市南区長住2-22-10

福岡市南区長住5-16-7 -503

福岡市南区五十川2-26-18 -301

福岡市南区塩原3-22-6

福岡市南区大橋3-4-3

福岡市南区向野2-13-16 ルポン大橋101

福岡市南区寺塚2-12-1 金産ビル624

福岡市南区高宮1-4-3

福岡市南区高宮4-10-42

福岡市西区内浜1-16-25 -206

福岡市西区愛宕浜2-1-15 -902

福岡市西区橋本2-1-4

福岡市西区西浦727-3

福岡市早良区脇山1-5-30

福岡市早良区脇山2-3-17 -1

福岡市早良区内野3-2-33 サンファミーユ102

福岡市早良区百道浜1-5-5 -305

福岡市早良区百道浜1-3-70 -4308

よもぎ蒸し

中日企業、学校の国際文化交流

司法書士業

スキンケアカウンセリング 化粧品販売

カウンセリング、ヒーリング

進物卸販売

地域振興に資する事業のサポート

イラストレーター業

室内装飾品卸売業

畳・襖・雑貨の製造販売

企業向け 教育・研修サービス

Webサイト制作事業

本場韓国から来たよもぎ蒸しです。疲れと冷えむくみにぜひ!

中国（特に福建省と紹興市）への企業進出をサポートする会社です

不動産登記、会社登記、相続手続きなどお気軽にご相談ください!

お肌質改善サロンです。様々な肌悩み解決します!!

カウンセリングと美容整体で女性の心と体の健康をお手伝いします

安く納品が信念です

クーポン券・商品券のペーパーレス化をご支援します

イラスト、広告デザイン承ります。最優秀広告イラスト賞受賞

件の伝統工芸品「八女すだれ」の織元です。商空間用のすだれ御用命ください

新しい畳店、4代目は畳屋ラッパー!百年の信頼を守り常に挑戦!

貴社人財の可能性を引き出し、活躍の場をクリエイトします

中小企業の事業を全力応援!!Webサイトの事なら木立へ!!

090-6632-5569

092-710-6999

092-985-6443

080-3903-7567

090-8413-7191

092-831-1620

080-9062-5007

090-4771-8886

0943-32-1141

0946-24-2374

090-9488-0479

098-979-9803

Amamiya SSOOK

（株）日本天為富錦

司法書士江上慎也事務所

Soin

ヒーリングスペース 光るたね

芦塚商店

（株）Green Culture Link

ラウンドアラウンド

（株）鹿田産業

（株）徳田畳襖店

小田ヒューマン・クリエイト

（株）木立

福岡市早良区西新2-7-26 TFK西新駅前3号

福岡市早良区城西3-13-16 -903

福岡市早良区高取1-3-25

福岡市早良区高取2-9-22 セレンシオ高取2丁目-102

福岡市早良区荒江2-20-1 -2

福岡市早良区小田部5-12-10

春日市光町2-194

筑紫野市光が丘4-8-8

八女郡広川町太田428

朝倉市甘木1209-2

長崎県長崎市三原1-39-23

沖縄県那覇市金城5-16-5 ステーション101B-102

飲食業

通信業、サービス業

システム開発

居酒屋

衛星部品製造業

マリンスポーツ

インターネット販売（飲食店用）

美容業

飲食店（居酒屋）

アパレル卸売

建築

ライティング関連

レストラン

飲食店

ドローン空撮、建築企画

オーダー婦人靴製造卸

居酒屋

塗装業

まつげエクステ、まつげパーマサロン

美容師

家電販売

美容業

39house

（株）ユーモア

（株）プラスワン

酒膳屋かじさん

フューチャークエスト（株）

（特非）AQUA TAIL

（株）プラスジェイ

DIRECT

我家

（株）B・MORE

（株）ユレタリング

Office Anna

レストラン ナナ

炭火焼鳥 春馬

飛鳥企画

（株）靴工房コムラ

遊膳酒屋わらび

林田塗装

eyelashsalon Lucia

LEGARE hair+Lucia

山﨑電化サービス

OFF

中
央
区

南
区

営業内容／事業所名

美容室

住宅リフォーム工事業

住宅設備取付業

ヘアーサロン

電気工事

美容室

一級建築士事務所

造園業

ソフト販売

内装業

社会保険労務士業務

賃貸不動産管理

カフェ

医療器具販売

介護事業

貸スタジオ

動物病院

不動産貸付

生損保代理店

グラフィックデザイン

靴製造販売、リペア

鉄筋工事業（建設）

電気通信業

飲食店経営

ヘアークラブ you&i

ホーム・リプロ

ドゥ システム

ヘアーサロン アイバ

藤川電設

lilas crown

アンシン企画

守造園

UYサービス

ロコクロス

佐竹社会保険労務士事務所

（株）司エステート

かぼちゃ家

マルトー 福岡連絡事務所

（株）ケアスタイル

スタジオ・バンブー

なの花動物病院

立石 伴子

堀田保険事務所

cumaru

Kamelia

（株）中野工業

アイワークス

blue flag

南
区

西
区

営業内容／事業所名

建築系コンサルタント

マタニティインストラクター

飲食業

左官

製造業

茶こし製造販売

電気通信・電気工事、ドローン

中古車販売・買取

技術コンサルティング

中華料理店

電気工事業

飲食店経営

写真・映像制作

整骨院

飲食店経営

内装業

電気工事

飲食店経営

美容室

行政書士事務所

タイ料理専門店

写真撮影

飲食店経営

飲食

伊藤美樹コンサルタント

BREATH

GU-TEN

庭ノ左官

（株）薬膳巧房

福岡エビス

Sasaki Electrical Work

YUJIN価格

A&Cたかくら（株）

中華料理你好

𠮷岡電工

居酒屋 さくちゃん

（株）U.Story Create

山崎整骨院

穂垂（株）

INFINITE SPACE

井上電気工事店

鶏屋 香車

美容室HALE

行政書士ヒサノ法務オフィス

タイ料理 アイヤラー

サカキフォトワークス

ワイン食堂 コキンヌ

ユルイヤ

西
区

城
南
区

早
良
区

営業内容／事業所名

飲食店

カレー専門店

内装仕上業

内装業

測量及び家屋調査士

推進工

飲食店経営

自動車買取

飲食業

飲食

食品卸小売

印刷加工業

建具販売

軽運送

運送業

タイヤ販売・修理

柔道整復師

住宅エクステリア取付工事

美容業

美容室

パッケージ印刷物販売

ハウスクリーニング

クレーン業

業務用総合食料品卸

飲食店

豚白湯麺処 友池

欧風カレー白山舎

（株）みやび

J-TRADING

西島測量設計

高山工業

ビストロ シュン

くるま生活どっとこむ

（有）たかのすけ

台湾料理 龍興

（株）里山商会

寺島加工

UNO建材

スマイル運送

ジーネスト

角田タイヤサービス

田中整骨院

梅尾エクステリア

美容室Adrett

A’ im coexistence

WASAパックス

GROW UP

福間クレーン

（株）西原商会

焼肉九ちゃん

早
良
区

京
都
郡

那
珂
川
市

糟
屋
郡

宗
像
市

春
日
市

大
野
城
市

筑
紫
野
市

糸
島
氏

朝
倉
市

鹿
児
島
県

早
良
区

営業内容／事業所名

飲食店経営

理容業

整体

クリーニング業

内装工事及び清掃

利用運送業

美容業

飲食業

菓子製造販売

建設業、足場組立、解体

広告・デザイン業

建築

資産形成コンサルティング

建設業

A ma maniere

ヘアーモード・ライブ

整体氣楽

ホワイトステーション

おそうじ工房・ラクーン

（株）エル・エム・ティ

ユニバース

味のまつ花

（株）D.R.S.オフィス

グローバルエージェント昴

リュウノヒゲ

有働建設

（株）TSUITELU

有森建設

東
区

営業内容／事業所名

不動産業

中華料理

パブ

飲食業（スナック）

寝装品、健康グッズ販売

電気通信工事業・電気工事業

飲食店

焼肉店

卸売業

介護サービス

弁護士業務全般

調査研究・計画策定支援

（株）りあんず

（株）三友

ケロ屋

アフターダーク

リアルコーポレーション

東通西日本（株）

（株）ダイナリ

博多焼肉 結 ～Yui～

（株）CLASSIC

（株）ライフ・レボリューション

田代 純一

（株）フォスタ・ラボラトリーズ

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

ソフトウェア開発

税の啓発、租税教育

ちゃんぽん専門店

翻訳・通訳

アプリ開発

オリーブ植栽・販売

飲食業（食堂）

クラブの経営

アジア食材小売

貿易（ゴルフクラブ・雑貨）

飲食業

内装業

配管設備工事

スナック

配送業務

ナレッジソフト（株）

公益社団法人 博多法人会

長崎ちゃんぽん新地

トランス九韓

（株）ハナシード

オリーバ・ガト

ごはんや きいちゃん食堂

（株）ハルハル

（同）Vinaseco

ジェイアンドケイ（株）

大政.山笠

犬塚内装

前田設備

プロヴァンス

赤帽ウイングライン

博
多
区

営業内容／事業所名

飲食店向けの鮮魚の納入業

映像制作

美容業

小売業・海外輸出

ITサービス システム開発

スナック

スナック

飲食店営業

カフェローゼ運営

ST FOOD JAPAN

order-made

hair salon PATRIE

（同）IcoRo

（株）ミライスタート

メンバーズ 晶家

星影のこみち

メンバーズ ミュウ

（株）ローゼ

博
多
区

中
央
区

営業内容／事業所名

経営・会計コンサルティング、
事業承継コンサルティング
栁澤公認会計士事務所

ホームページ、インターネット通信販売
サイト等の企画・制作および管理運営
（同）クーペ

賃貸住宅及び事業系建築工事の請負及び施工
積水ハウス（株）
九州シャーメゾン支店

飲食店（焼肉屋）
（株）上場食肉 上場亭
西中洲店

理容業
サロン・ド・
コアフュール ムッシュ

まつげエクステ
まつげエクステの
専門店 &WinK

コンビニエンスストア
セブンイレブン
福岡曙2丁目店

ハウスクリーニング
おそうじ革命
福岡中央清川店

一般労働者派遣事業、
有料職業紹介事業
（株）ファインプロデュース

電気工事業（LEDシステムの企画、
設計等、空調関連メンテナンス等）
FUJITAコンサルタント

不動産の売買、賃貸、完治、
保有、仲介並びに斡旋
（株）KECC
ホテルおよび旅館等の
宿泊施設の経営・設計・管理
（株）KASANE

バー
Bar&Club FreeStyle,
Darts&Dining Free Style

不動産コンサルタント業
グランドライン・
ホールディングス（株）

法律事務所
大濠総合法律事務所 
天神オフィス
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アットホームな焼き肉屋です。家族連れ大歓迎です

呼吸で変わる「メンタルヘルス」健康経営

解体および土木工事をがんばってます

ソフトで痛くない整体です!「占部整体院」検索をお願いします

営業車の洗車はおまかせください

イスの張り替え・ソファの張り替え・ファッションの張り替えなど

鉄道好きな店主が経営する町のバイク屋です

私たちは警備業務のプロフェッショナル集団です

緊急配送・納品代行・長距離輸送・大小引越、お問い合わせください

建築住宅業界に特化したハイレベルなバーチャル空間をご提供

博多駅から徒歩3分。仕事帰り等にお立ち寄りください。駐車場あり

社内システム等のITに関することは何でもお気軽にご相談ください

英語初心者向けの学習方法セミナー開催中。カスタマイズコース有り

WEBにおける制作やECの売上を伸ばしたいというニーズに応えます

100%天然由来で除菌抗菌消臭を可能にした施工を行います

創業110年、買わずに新調をモットーに手仕上で仕上げます!

様々なフィルムがございます。フィルムのことならお任せください

介護のことならなんでも相談に応じます。気軽にご連絡ください!

秘伝のタレでおいしくなったからあげをご賞味ください

食品メーカー様と飲食店様、販売店様をツナグお手伝いをします

社会保険労働保険の相談手続き、就業規則の作成等サポートします

キッチンカーオーダーメイドでお作りします

不動産の売却、購入は、積水ハウス不動産九州にお任せください

フランスからオーガニックのハーブを安全・安心を求める方へ!

日本とアジアをつなぐ 翻訳出版 イベント企画 海外企業招聘

利益を創るビジネスに向けワンストップソリューションをご提供

クレジットカード決済をはじめ様々な決済方法をご提供します

豊かな緑に包まれ、天神中央公園の川向いに佇むホテルです

化粧品のOEM、原料や容器の手配、輸出入をお手伝いします

重度の腰痛・膝痛の最後の砦として手術なしで痛みを改善してます

書く時間を楽しんでもらいたい。詳しくはホームページにて

筑
紫
野

朝
倉
市

沖
縄
県

早
良
区

春
日
市

八
女
郡

長
崎
県

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-641-6612

090-8663-2209

090-9729-9666

092-287-5539

090-4772-3635

092-410-7548

092-692-1769

092-292-8989

092-411-5400

092-260-8118

092-473-7407

092-432-7121

080-3944-1235

092-409-5904

092-409-3743

092-281-2702

092-834-2279

092-937-5600

090-5020-4951

090-9494-6614

090-6293-5268

092-710-0193

092-441-6310

080-3977-5109

090-2716-7527

092-737-0071

092-688-9018

092-406-1331

090-9579-2912

070-4729-3758

092-752-1812

福岡市東区箱崎2-41-7 メモリアル箱崎1階

福岡市東区筥松1-15-5 -406

福岡市東区香住ケ丘4-42-4

福岡市東区香椎6-1-27 -103

福岡市東区松崎2-4-8 アンピール松崎102

福岡市東区若宮5-15-1

福岡市東区若宮5-16-48

福岡市博多区中洲中島町3-10 福岡県消防会館5階16号室

福岡市博多区博多駅前4-34-3

福岡市博多区博多駅前2-12-12 第5グリーンビル5階

福岡市博多区博多駅前1-18-15 -204

福岡市博多区博多駅東2-6-23 博多駅前第2ビル5階

福岡市博多区博多駅東1-8-38 ピュアドームステイツ博多605

福岡市博多区山王1-11-35 スクラム5-503

福岡市博多区美野島3-13-2 -403

福岡市博多区祇園町2-12

福岡市博多区浦田2-4-3

福岡市博多区立花寺173-15

福岡市博多区南本町2-4-20

福岡市博多区東那珂2-10-58 -507

福岡市博多区那珂3-11-6 -301 ティセブランカ筑紫通り

福岡市博多区諸岡5-9-13

福岡市博多区博多駅前3-26-29 九勧博多ビル5階

福岡市中央区天神4-8-25 オフィスニューガイアNIKKO天神ビル4階

福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡（fabbit内）

福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階

福岡市中央区天神3-4-7 天神旭ビル5階

福岡市中央区西中洲12-18

福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル3階

福岡市中央区今泉2-2-8 アークヒルズ南天神503

福岡市中央区薬院2-1-17 -301

九州で唯一「カメリアズティーハウス」の紅茶が飲めるお店です

人の教育に大切なホスピタリティのセミナーをお役立てください

女性向けのピラティスパーソナルトレーニング・お腹引き締めスタジオ

税理士・会計士が不動産売買のご相談をお受けします

ハワイ文化を大切にする本格派フラスタジオ。福岡市中央区大名にて開催

日常の歩く時間をカラダを整える為に作られた高機能フットウェア

ラーメン屋、焼鳥屋、バーなどを大名を中心に5店舗運営してます

一件一件を大切に、お客様に喜ばれる撮影をさせていただきます

給水管、空調管など水配管の延命装置NMRパイプテクターご提案

九州産のお肉を中心とした精肉販売、持ち帰り焼鳥も行っています

登録したばかりの行政書士です。皆様からご指導いただきたいです

経絡を使ったアロマトリートメントで不調改善を行います

アコーディオン、ちんどん屋、演奏から企画、音源制作、作曲も♪

わらび餅とぬくもり、福博の街に届け75年

ピアノ調律・販売を行っています

鳶工事一式なんでもします

まつ毛&フェイシャルを専門にお客様と一緒に美を追求します

ネイティブ講師による英会話、試験対策、レッスン等開講しています。出張も承ります

マンツーマンヘアサロンアロマ香るリラックス時間

ホームページ制作やWEBマーケティング業務をお手伝いします

補助金をもらってオンライン講座。EC通販モールで販路拡大!!

熱中症予防、空調費削減、建築関連/倉庫関連等の場において利用できます

夫婦で営んでいる家庭的な中華食堂です。お気軽にお立ち寄りくださいませ

福岡でのリノベーションなる「キクカク設計」メゾン・リーブル

日本三大銘菓に選ばれた鶏卵素麺を製造販売しています

ハワイに伝わる健康法で心身のバランスを整えます

飲料水貯水槽清掃作業および排水管詰り高圧洗浄作業をします

博多港を中心として海上コンテナ輸送を行っています

産業廃棄物の事ならお任せください

飲食店でHACCPや人材確保でお困りの皆様をお手伝いします

HACCP、食品安全にかかわるコンサルティングの会社です

092-707-2676

092-737-1387

080-9141-1763

092-726-8822

090-5934-8894

092-406-7140

080-9106-9566

092-707-3381

092-710-4793

092-725-6077

092-502-4052

092-582-5524

080-3972-5725

092-542-0766

080-1541-5974

080-5706-3153

092-553-8448

092-525-8811

092-710-1820

090-5949-3047

090-5924-4268

092-775-2186

090-2512-4690

092-406-8897

092-812-6141

080-6332-8185

092-872-4311

092-804-3733

092-519-6865

070-8345-7521

092-600-4947

福岡市中央区警固2-18-13 オークヒルⅠ-301

福岡市中央区警固2-17-26 -103

福岡市中央区警固1-1-17 -503

福岡市中央区警固3-2-14 HAMOREBI kego202

福岡市中央区大名1-5-5

福岡市中央区大名1-3-51 -1階

福岡市中央区大名1-11-13 D’s Face5階

福岡市中央区六本松4-6-25 -4号

福岡市中央区大手門2-9-29 -705 エクセラン大手門

福岡市中央区大手門3-2-15

福岡市南区横手3-15-30

福岡市南区曰佐4-16-11

福岡市南区柏原1-10-18

福岡市南区長住2-22-10

福岡市南区長住5-16-7 -503

福岡市南区五十川2-26-18 -301

福岡市南区塩原3-22-6

福岡市南区大橋3-4-3

福岡市南区向野2-13-16 ルポン大橋101

福岡市南区寺塚2-12-1 金産ビル624

福岡市南区高宮1-4-3

福岡市南区高宮4-10-42

福岡市西区内浜1-16-25 -206

福岡市西区愛宕浜2-1-15 -902

福岡市西区橋本2-1-4

福岡市西区西浦727-3

福岡市早良区脇山1-5-30

福岡市早良区脇山2-3-17 -1

福岡市早良区内野3-2-33 サンファミーユ102

福岡市早良区百道浜1-5-5 -305

福岡市早良区百道浜1-3-70 -4308

よもぎ蒸し

中日企業、学校の国際文化交流

司法書士業

スキンケアカウンセリング 化粧品販売

カウンセリング、ヒーリング

進物卸販売

地域振興に資する事業のサポート

イラストレーター業

室内装飾品卸売業

畳・襖・雑貨の製造販売

企業向け 教育・研修サービス

Webサイト制作事業

本場韓国から来たよもぎ蒸しです。疲れと冷えむくみにぜひ!

中国（特に福建省と紹興市）への企業進出をサポートする会社です

不動産登記、会社登記、相続手続きなどお気軽にご相談ください!

お肌質改善サロンです。様々な肌悩み解決します!!

カウンセリングと美容整体で女性の心と体の健康をお手伝いします

安く納品が信念です

クーポン券・商品券のペーパーレス化をご支援します

イラスト、広告デザイン承ります。最優秀広告イラスト賞受賞

件の伝統工芸品「八女すだれ」の織元です。商空間用のすだれ御用命ください

新しい畳店、4代目は畳屋ラッパー!百年の信頼を守り常に挑戦!

貴社人財の可能性を引き出し、活躍の場をクリエイトします

中小企業の事業を全力応援!!Webサイトの事なら木立へ!!

090-6632-5569

092-710-6999

092-985-6443

080-3903-7567

090-8413-7191

092-831-1620

080-9062-5007

090-4771-8886

0943-32-1141

0946-24-2374

090-9488-0479

098-979-9803

Amamiya SSOOK

（株）日本天為富錦

司法書士江上慎也事務所

Soin

ヒーリングスペース 光るたね

芦塚商店

（株）Green Culture Link

ラウンドアラウンド

（株）鹿田産業

（株）徳田畳襖店

小田ヒューマン・クリエイト

（株）木立

福岡市早良区西新2-7-26 TFK西新駅前3号

福岡市早良区城西3-13-16 -903

福岡市早良区高取1-3-25

福岡市早良区高取2-9-22 セレンシオ高取2丁目-102

福岡市早良区荒江2-20-1 -2

福岡市早良区小田部5-12-10

春日市光町2-194

筑紫野市光が丘4-8-8

八女郡広川町太田428

朝倉市甘木1209-2

長崎県長崎市三原1-39-23

沖縄県那覇市金城5-16-5 ステーション101B-102

飲食業

通信業、サービス業

システム開発

居酒屋

衛星部品製造業

マリンスポーツ

インターネット販売（飲食店用）

美容業

飲食店（居酒屋）

アパレル卸売

建築

ライティング関連

レストラン

飲食店

ドローン空撮、建築企画

オーダー婦人靴製造卸

居酒屋

塗装業

まつげエクステ、まつげパーマサロン

美容師

家電販売

美容業

39house

（株）ユーモア

（株）プラスワン

酒膳屋かじさん

フューチャークエスト（株）

（特非）AQUA TAIL

（株）プラスジェイ

DIRECT

我家

（株）B・MORE

（株）ユレタリング

Office Anna

レストラン ナナ

炭火焼鳥 春馬

飛鳥企画

（株）靴工房コムラ

遊膳酒屋わらび

林田塗装

eyelashsalon Lucia

LEGARE hair+Lucia

山﨑電化サービス

OFF

中
央
区

南
区

営業内容／事業所名

美容室

住宅リフォーム工事業

住宅設備取付業

ヘアーサロン

電気工事

美容室

一級建築士事務所

造園業

ソフト販売

内装業

社会保険労務士業務

賃貸不動産管理

カフェ

医療器具販売

介護事業

貸スタジオ

動物病院

不動産貸付

生損保代理店

グラフィックデザイン

靴製造販売、リペア

鉄筋工事業（建設）

電気通信業

飲食店経営

ヘアークラブ you&i

ホーム・リプロ

ドゥ システム

ヘアーサロン アイバ

藤川電設

lilas crown

アンシン企画

守造園

UYサービス

ロコクロス

佐竹社会保険労務士事務所

（株）司エステート

かぼちゃ家

マルトー 福岡連絡事務所

（株）ケアスタイル

スタジオ・バンブー

なの花動物病院

立石 伴子

堀田保険事務所

cumaru

Kamelia

（株）中野工業

アイワークス

blue flag

南
区

西
区

営業内容／事業所名

建築系コンサルタント

マタニティインストラクター

飲食業

左官

製造業

茶こし製造販売

電気通信・電気工事、ドローン

中古車販売・買取

技術コンサルティング

中華料理店

電気工事業

飲食店経営

写真・映像制作

整骨院

飲食店経営

内装業

電気工事

飲食店経営

美容室

行政書士事務所

タイ料理専門店

写真撮影

飲食店経営

飲食

伊藤美樹コンサルタント

BREATH

GU-TEN

庭ノ左官

（株）薬膳巧房

福岡エビス

Sasaki Electrical Work

YUJIN価格

A&Cたかくら（株）

中華料理你好

𠮷岡電工

居酒屋 さくちゃん

（株）U.Story Create

山崎整骨院

穂垂（株）

INFINITE SPACE

井上電気工事店

鶏屋 香車

美容室HALE

行政書士ヒサノ法務オフィス

タイ料理 アイヤラー

サカキフォトワークス

ワイン食堂 コキンヌ

ユルイヤ

西
区

城
南
区

早
良
区

営業内容／事業所名

飲食店

カレー専門店

内装仕上業

内装業

測量及び家屋調査士

推進工

飲食店経営

自動車買取

飲食業

飲食

食品卸小売

印刷加工業

建具販売

軽運送

運送業

タイヤ販売・修理

柔道整復師

住宅エクステリア取付工事

美容業

美容室

パッケージ印刷物販売

ハウスクリーニング

クレーン業

業務用総合食料品卸

飲食店

豚白湯麺処 友池

欧風カレー白山舎

（株）みやび

J-TRADING

西島測量設計

高山工業

ビストロ シュン

くるま生活どっとこむ

（有）たかのすけ

台湾料理 龍興

（株）里山商会

寺島加工

UNO建材

スマイル運送

ジーネスト

角田タイヤサービス

田中整骨院

梅尾エクステリア

美容室Adrett

A’ im coexistence

WASAパックス

GROW UP

福間クレーン

（株）西原商会

焼肉九ちゃん

早
良
区

京
都
郡

那
珂
川
市

糟
屋
郡

宗
像
市

春
日
市

大
野
城
市

筑
紫
野
市

糸
島
氏

朝
倉
市

鹿
児
島
県

早
良
区

営業内容／事業所名

飲食店経営

理容業

整体

クリーニング業

内装工事及び清掃

利用運送業

美容業

飲食業

菓子製造販売

建設業、足場組立、解体

広告・デザイン業

建築

資産形成コンサルティング

建設業

A ma maniere

ヘアーモード・ライブ

整体氣楽

ホワイトステーション

おそうじ工房・ラクーン

（株）エル・エム・ティ

ユニバース

味のまつ花

（株）D.R.S.オフィス

グローバルエージェント昴

リュウノヒゲ

有働建設

（株）TSUITELU

有森建設

東
区

営業内容／事業所名

不動産業

中華料理

パブ

飲食業（スナック）

寝装品、健康グッズ販売

電気通信工事業・電気工事業

飲食店

焼肉店

卸売業

介護サービス

弁護士業務全般

調査研究・計画策定支援

（株）りあんず

（株）三友

ケロ屋

アフターダーク

リアルコーポレーション

東通西日本（株）

（株）ダイナリ

博多焼肉 結 ～Yui～

（株）CLASSIC

（株）ライフ・レボリューション

田代 純一

（株）フォスタ・ラボラトリーズ

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

ソフトウェア開発

税の啓発、租税教育

ちゃんぽん専門店

翻訳・通訳

アプリ開発

オリーブ植栽・販売

飲食業（食堂）

クラブの経営

アジア食材小売

貿易（ゴルフクラブ・雑貨）

飲食業

内装業

配管設備工事

スナック

配送業務

ナレッジソフト（株）

公益社団法人 博多法人会

長崎ちゃんぽん新地

トランス九韓

（株）ハナシード

オリーバ・ガト

ごはんや きいちゃん食堂

（株）ハルハル

（同）Vinaseco

ジェイアンドケイ（株）

大政.山笠

犬塚内装

前田設備

プロヴァンス

赤帽ウイングライン

博
多
区

営業内容／事業所名

飲食店向けの鮮魚の納入業

映像制作

美容業

小売業・海外輸出

ITサービス システム開発

スナック

スナック

飲食店営業

カフェローゼ運営

ST FOOD JAPAN

order-made

hair salon PATRIE

（同）IcoRo

（株）ミライスタート

メンバーズ 晶家

星影のこみち

メンバーズ ミュウ

（株）ローゼ

博
多
区

中
央
区

営業内容／事業所名

経営・会計コンサルティング、
事業承継コンサルティング
栁澤公認会計士事務所

ホームページ、インターネット通信販売
サイト等の企画・制作および管理運営
（同）クーペ

賃貸住宅及び事業系建築工事の請負及び施工
積水ハウス（株）
九州シャーメゾン支店

飲食店（焼肉屋）
（株）上場食肉 上場亭
西中洲店

理容業
サロン・ド・
コアフュール ムッシュ

まつげエクステ
まつげエクステの
専門店 &WinK

コンビニエンスストア
セブンイレブン
福岡曙2丁目店

ハウスクリーニング
おそうじ革命
福岡中央清川店

一般労働者派遣事業、
有料職業紹介事業
（株）ファインプロデュース

電気工事業（LEDシステムの企画、
設計等、空調関連メンテナンス等）
FUJITAコンサルタント

不動産の売買、賃貸、完治、
保有、仲介並びに斡旋
（株）KECC
ホテルおよび旅館等の
宿泊施設の経営・設計・管理
（株）KASANE

バー
Bar&Club FreeStyle,
Darts&Dining Free Style

不動産コンサルタント業
グランドライン・
ホールディングス（株）

法律事務所
大濠総合法律事務所 
天神オフィス
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福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

当所税務相談所職員、当所が指定する税理士等が無料で記帳・税務等の指導をいたします。

①当所ホームページの申込フォームまたは申込書をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。
②お申し込み後、支援開始まで2週間ほどお時間をいただきます。
※確定申告期直前のご相談は対応しかねますので、早めのお申し込みをおすすめします。

・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」「その他製造業等は20人以下」

＊記帳・税務等に関する基礎的事項の指導を行うものです。決算や確定申告の代行、具体的な申告税額の算出等を行うものではございません。
＊引き続き、記帳指導をご希望の場合は、有料の記帳指導サービスもございます。

原則1年間・3回までの指導（1回あたり1時間程度）となります。

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

経理や記帳が
よく分からないので、
教えてほしい。

クラウド会計を
活用し、経理事務を
効率化したい。

会議所からのお知らせ

申 込

対象者

指導方法

申込期間 お申し込みはこちら➡ 検索福商　記帳継続指導令和４年４月１日～11月30日

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階
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福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

当所税務相談所職員、当所が指定する税理士等が無料で記帳・税務等の指導をいたします。

①当所ホームページの申込フォームまたは申込書をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。
②お申し込み後、支援開始まで2週間ほどお時間をいただきます。
※確定申告期直前のご相談は対応しかねますので、早めのお申し込みをおすすめします。

・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」「その他製造業等は20人以下」

＊記帳・税務等に関する基礎的事項の指導を行うものです。決算や確定申告の代行、具体的な申告税額の算出等を行うものではございません。
＊引き続き、記帳指導をご希望の場合は、有料の記帳指導サービスもございます。

原則1年間・3回までの指導（1回あたり1時間程度）となります。

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

経理や記帳が
よく分からないので、
教えてほしい。

クラウド会計を
活用し、経理事務を
効率化したい。

会議所からのお知らせ

申 込

対象者

指導方法

申込期間 お申し込みはこちら➡ 検索福商　記帳継続指導令和４年４月１日～11月30日

インバウンド観光商談会（９～10月開催）　セラー募集

令和4年度第1回新入会員交流会 申込は
こちら

　新入会員（令和元年度以降ご入会）の皆様を対象に、人脈形成、自社商品・サービスのＰＲ、ビジネスチャンスの拡大を目的と
した交流会を開催します。「多くの企業と交流し、情報交換したい」「自社をPRしたい」皆様は、この機会にぜひご参加ください！

観光事業者支援事業

日　時 令和4年7月22日（金）　14:00～15:30

内　容 第1部）セミナー
・ 講師：Oriental㈱ 取締役

ボンウェイ㈱ 取締役（医療法人 聖友会 副会長兼務）
山田育照 氏

・ 九州、福岡の観光統計、今後の動向
・ アフターコロナの旅行トレンドや最新情報

第２部）福岡商工会議所の観光事業者支援事業のご紹介

開催形式 Youtube（当所「よかぞうチャンネル」）
にて配信

参加費 無料

申し込み

会　場 福岡商工会議所301会議室

申し込み 当所HPからお申し込みください。

申し込み締切 令和4年７月14日（木）

お問い合わせ 会員組織・共済グループ
TEL 092-441-1114

対　象 令和元年度～令和４年度に入会された会員事業者 定　員 70名（定員に達し次第、締め切ります。）

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

　アフターコロナで新たな事業や企業が台頭するチャンスをつかむために、地域がどのように準備をすべきかを発信するセミナーを配信
中です。本セミナーを通して、観光関連事業者はもちろんのこと、観光業界で通用するビジネスを行っている事業者の方が今後の可能性
に気づくきっかけになればと思います。ぜひ、この機会にご視聴ください!!

当所ホームページからお申し込みく
ださい。ご記載いただいたメールア
ドレス宛に視聴URLをお送りします。

お問い合わせ　/　地域振興グループ　TEL 092-441-1118

会　場 福岡商工会議所 会議室 

参加費 （会員）無料　（非会員）5,500円/税込

募集対象 福岡を中心とした九州域内の観光関連商品・サービス
を取り扱う事業者
（宿泊施設、運輸・交通、アミューズメント、体験施設、飲食店等）

　６月からの入国者数引き上げおよび観光目的の入国制限緩和等により、今後、インバウンド需要は回
復基調になることが想定されます。そこで、海外の旅行業者等のバイヤーに対して、観光に関連する様々
な事業者が自社の商品・サービスを売り込む「B to B」形式の商談会を９～10月にかけて開催します。

申込・詳細は
こちら

セミナー「ココに新たなビジネスチャンスが⁉ ～九州・福岡の観光業界の商機!!～」

申込は
こちら

バイヤー 海外旅行会社6社（韓国、台湾、ベトナム、シンガポール等）
※各日程などの詳細は、当所ホームページをご確認ください。

商談時間 1商談あたり30分
※10：00～17：00の間で商談スケジュールを調整させていただきます。

申し込み 当所ホームページからお申し込みください。

申し込み締切 令和４年８月10日（水）

内　容 ①グループ交流
（申し込み時に希望をとり、グループ分けをします）　
②フリー交流
交流会場に、有料で商品・パンフレット等が
設置可能な展示スペースを準備いたします。（ ）

配信中

商工会議所からのお知らせ商工会議所からのお知らせ
講演会やセミナー等の詳細は、
当所ホームページでご覧いただけます。
お申し込みまで可能です。

イベント・セミナー情報 メルマガ配信
本誌でご案内のイベントやセミナー情報は、
「福岡商工会議所メールマガジン」にて、
お送りしています。

1社で複数の登録も可能です。
経営者の方はもちろん、従業員
の方もぜひご利用ください。

メール受信登録はこちら！

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階
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SDGs fukuoka サイトオープン ～SDGsの取り組みを紹介～

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

　2015年9月の国連サミットにおいて採択された“持続可
能でよりよい社会の実現を目指す”という世界共通の目標
を達成するためには、行政や大企業の取り組みだけでな
く、企業の99.7%を占める中小・小規模企業の取り組み
が重要となります。
　当ウェブサイトでは、様々な企業の取り組みを発信し、
参考にしていただくことで、企業価値の向上、また取り組
みへの後押しを行ってまいります。

■ 掲載条件：①福岡県内に事業所を有する事業者
②SDGsに取り組んでいる事業者

■ 掲載費用：無料
■ URL：https://fukuoka-sdgs.jp/

掲載について

掲載企業募集中!!
新たな事業機会の創出　　　企業イメージの向上　
職場環境の整備などによる多様な人材の確保　　
ステークホルダーとの信頼性を高める　　　　など

中小・小規模企業がSDGsに取り組む効果

Food EXPO Kyushu2022展示商談会 出展者募集
※掲載の価格は全て税込です。

博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報

簡単なお座敷遊びまで体験していただけます。
●日時＝７月23日（土）13：00～13：50、８月
10日（水）16：00～16：50、８月27日（土）
13：00～13：50●出演団体＝博多芸妓●参加
費＝3,000円●場所＝博多伝統芸能館（福岡市博
多区冷泉町2-20）●定員＝20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）
※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。

●優待内容＝当日券（大人）
1,800円 → 1,700円/当日
券（中高生）1,000円 → 900
円/当日券（小学生）800円 
→ 700円/当日券（3歳～未
就学児）300円 → 200円●
対象日程＝令和4年7月15
日（金）～令和4年9月25日
（日）、休館日：毎週月曜日（月曜が祝休日にあたる場
合は翌平日）※8月15日(月)は開館し、8月16日
(火)は休館●場所＝福岡市博物館●お問い合わせ＝
会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

 

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して
います！博多芸妓の唄や舞を楽しみ、

博多伝統芸能館
公演のご案内！

サンリオ展
ニッポンのカワイイ文化60年史

©2022 SANRIO CO., LTD. 
APPROVAL NO. SP630001

会員事業所の従業員の方ならど
なたでも割引料金で当日券をご購
入いただけます。

日　時 令和4年10月4日（火）、5日（水）
10:00～17:00

会　場 福岡国際センター
（福岡市博多区築港本町2-2）

出展料 ・一般ブース：8万円（税込）
・ミニブース：13万円（税込）

申し込み締切 令和4年8月18日（木）

主　催 Food EXPO Kyushu
実行委員会

お問い合わせ MAIL：fek-support
 @officebeone.com

TEL 090-9722-3868

ブース出展参加対象

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

サプライヤー

申込・詳細は
こちら

ワンストップ海外展開相談窓口

構成機関 福岡商工会議所
(公社)福岡貿易会
福岡アジアビジネスセンター
(独)日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター
(独)中小企業基盤整備機構九州本部

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

相談対象 九州に所在する海外展開を希望する事業者（法人・個人）

　海外展開の相談を希望する事業者が、複数の支援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、企業進
出、貿易実務手続等の海外展開で直面する幅広い課題について相談ができます。
　相談者の満足度も高く、令和3年９月に実施したフォローアップ調査では回答者全体の約83％が相談について「満足」と
ご回答いただいています。

ご相談は
こちら

活用メリット

① 利 便 性 
複数の支援機関に個別に問い
合わせることなく、１つの申し込
みで5支援機関に相談できます。
② 課題解決
現地情報や貿易手続き等、海外
展開で直面する課題について幅
広く相談ができます。

日　時 令和４年7月27日（水）、8月24日（水） 他
【セミナー】各回14：00～15：30　【個別相談会】各回15：30～
※内容は各回同じ

その他 ・士業等、支援者のみの参加は
  ご遠慮ください
・具体的な税額計算や
  諸手続きは行えません

お問い合わせ 経営支援グループ 
TEL 092-441-1146

セミナーに参加すると・・・
●親族承継において、
具体的に何をすればよいのかわかる
●自社における課題解決のために受けられる支援が
わかる
●事業承継計画の策定に繋がり、安心して「今」の経
営に専念できる

事業承継セミナー ～ご家族やご親戚に事業を継いでほしいと考えている方へ～

　親族承継に向けた準備をされたい方はもちろん、親族の方を後継者に考えて
いるが本人に伝えていない方、借入金が気になって事業承継に躊躇している方
など様々な課題をお持ちの経営者の皆様にご参加いただきたいセミナーです。
セミナー後には、個別相談会を実施します。

九州・山口の食をテーマにした展示商談会を開催いたします。ぜひご参加ください。

参加無料 相談無料申込・詳細は
こちら

日　時 ＜創業枠コース＞令和4年7月26日(火)　  9：30～11：30
＜通常枠コース＞令和4年7月27日(水)　13：30～15：30

定　員 各コース30名

主　催 福岡商工会議所

申し込み締切 各コース前日17時まで

お問い合わせ 経営支援グループ
TEL 092-441-1146

開催形式 オンライン（Zoom）

内　容 ①持続化補助金の概要　②事業計画書作成のポイント

講　師 林中小企業診断士事務所　代表　林 幸一郎 氏

対　象 ＜創業枠コース＞小規模事業者かつ創業枠での補助金申請予定者
＜通常枠コース＞小規模事業者の補助金申請予定者（創業枠除く）

小規模事業者持続化補助金 事業計画書 作成セミナー

　小規模事業者持続化補助金を申請予定の小規模事業者の皆様を対象に、申請に必要な事業計画の作成方法について
解説するセミナーを開催いたします。
　また、新たに追加された「創業枠」申請予定者に特化したカリキュラムもご準備しています。

申込・詳細は
こちら参加無料 掲載無料 申込・詳細は

こちら

開催形式 対面（当所会議室）・オンラインのハイブリッド形式

講　師 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター サブマネージャー
廣門 和久 氏（中小企業診断士） 

内　容 ①親族承継の準備・留意点
②承継計画作成ミニワーク
③施策及びセンターの紹介

商工会議所からのお知らせ 商工会議所からのお知らせ
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SDGs fukuoka サイトオープン ～SDGsの取り組みを紹介～

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

　2015年9月の国連サミットにおいて採択された“持続可
能でよりよい社会の実現を目指す”という世界共通の目標
を達成するためには、行政や大企業の取り組みだけでな
く、企業の99.7%を占める中小・小規模企業の取り組み
が重要となります。
　当ウェブサイトでは、様々な企業の取り組みを発信し、
参考にしていただくことで、企業価値の向上、また取り組
みへの後押しを行ってまいります。

■ 掲載条件：①福岡県内に事業所を有する事業者
②SDGsに取り組んでいる事業者

■ 掲載費用：無料
■ URL：https://fukuoka-sdgs.jp/

掲載について

掲載企業募集中!!
新たな事業機会の創出　　　企業イメージの向上　
職場環境の整備などによる多様な人材の確保　　
ステークホルダーとの信頼性を高める　　　　など

中小・小規模企業がSDGsに取り組む効果

Food EXPO Kyushu2022展示商談会 出展者募集
※掲載の価格は全て税込です。

博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報

簡単なお座敷遊びまで体験していただけます。
●日時＝７月23日（土）13：00～13：50、８月
10日（水）16：00～16：50、８月27日（土）
13：00～13：50●出演団体＝博多芸妓●参加
費＝3,000円●場所＝博多伝統芸能館（福岡市博
多区冷泉町2-20）●定員＝20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）
※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。

●優待内容＝当日券（大人）
1,800円 → 1,700円/当日
券（中高生）1,000円 → 900
円/当日券（小学生）800円 
→ 700円/当日券（3歳～未
就学児）300円 → 200円●
対象日程＝令和4年7月15
日（金）～令和4年9月25日
（日）、休館日：毎週月曜日（月曜が祝休日にあたる場
合は翌平日）※8月15日(月)は開館し、8月16日
(火)は休館●場所＝福岡市博物館●お問い合わせ＝
会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

 

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して
います！博多芸妓の唄や舞を楽しみ、

博多伝統芸能館
公演のご案内！

サンリオ展
ニッポンのカワイイ文化60年史

©2022 SANRIO CO., LTD. 
APPROVAL NO. SP630001

会員事業所の従業員の方ならど
なたでも割引料金で当日券をご購
入いただけます。

日　時 令和4年10月4日（火）、5日（水）
10:00～17:00

会　場 福岡国際センター
（福岡市博多区築港本町2-2）

出展料 ・一般ブース：8万円（税込）
・ミニブース：13万円（税込）

申し込み締切 令和4年8月18日（木）

主　催 Food EXPO Kyushu
実行委員会

お問い合わせ MAIL：fek-support
 @officebeone.com

TEL 090-9722-3868

ブース出展参加対象

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

サプライヤー

申込・詳細は
こちら

ワンストップ海外展開相談窓口

構成機関 福岡商工会議所
(公社)福岡貿易会
福岡アジアビジネスセンター
(独)日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター
(独)中小企業基盤整備機構九州本部

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

相談対象 九州に所在する海外展開を希望する事業者（法人・個人）

　海外展開の相談を希望する事業者が、複数の支援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、企業進
出、貿易実務手続等の海外展開で直面する幅広い課題について相談ができます。
　相談者の満足度も高く、令和3年９月に実施したフォローアップ調査では回答者全体の約83％が相談について「満足」と
ご回答いただいています。

ご相談は
こちら

活用メリット

① 利 便 性 
複数の支援機関に個別に問い
合わせることなく、１つの申し込
みで5支援機関に相談できます。
② 課題解決
現地情報や貿易手続き等、海外
展開で直面する課題について幅
広く相談ができます。

日　時 令和４年7月27日（水）、8月24日（水） 他
【セミナー】各回14：00～15：30　【個別相談会】各回15：30～
※内容は各回同じ

その他 ・士業等、支援者のみの参加は
  ご遠慮ください
・具体的な税額計算や
  諸手続きは行えません

お問い合わせ 経営支援グループ 
TEL 092-441-1146

セミナーに参加すると・・・
●親族承継において、
具体的に何をすればよいのかわかる
●自社における課題解決のために受けられる支援が
わかる
●事業承継計画の策定に繋がり、安心して「今」の経
営に専念できる

事業承継セミナー ～ご家族やご親戚に事業を継いでほしいと考えている方へ～

　親族承継に向けた準備をされたい方はもちろん、親族の方を後継者に考えて
いるが本人に伝えていない方、借入金が気になって事業承継に躊躇している方
など様々な課題をお持ちの経営者の皆様にご参加いただきたいセミナーです。
セミナー後には、個別相談会を実施します。

九州・山口の食をテーマにした展示商談会を開催いたします。ぜひご参加ください。

参加無料 相談無料申込・詳細は
こちら

日　時 ＜創業枠コース＞令和4年7月26日(火)　  9：30～11：30
＜通常枠コース＞令和4年7月27日(水)　13：30～15：30

定　員 各コース30名

主　催 福岡商工会議所

申し込み締切 各コース前日17時まで

お問い合わせ 経営支援グループ
TEL 092-441-1146

開催形式 オンライン（Zoom）

内　容 ①持続化補助金の概要　②事業計画書作成のポイント

講　師 林中小企業診断士事務所　代表　林 幸一郎 氏

対　象 ＜創業枠コース＞小規模事業者かつ創業枠での補助金申請予定者
＜通常枠コース＞小規模事業者の補助金申請予定者（創業枠除く）

小規模事業者持続化補助金 事業計画書 作成セミナー

　小規模事業者持続化補助金を申請予定の小規模事業者の皆様を対象に、申請に必要な事業計画の作成方法について
解説するセミナーを開催いたします。
　また、新たに追加された「創業枠」申請予定者に特化したカリキュラムもご準備しています。

申込・詳細は
こちら参加無料 掲載無料 申込・詳細は

こちら

開催形式 対面（当所会議室）・オンラインのハイブリッド形式

講　師 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター サブマネージャー
廣門 和久 氏（中小企業診断士） 

内　容 ①親族承継の準備・留意点
②承継計画作成ミニワーク
③施策及びセンターの紹介

商工会議所からのお知らせ 商工会議所からのお知らせ
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会社の数字に強くなろう！ ～財務諸表の読み方・活かし方～ 簿記検定合格者におススメ

商工会議所の検定試験
ビジネス実務に直結する知識やスキルを習得できます。

職種を問わずビジネスに必要な会計知識が身につき仕事に役立つチカラを得る
ことができます。営業・企画担当者、財務・経理担当者、管理職、経営者をはじめ、
学生の方にもおススメします。

第31回ビジネス会計検定

申込期間 団体：8月10日（水）～8月23日（火）　一般：8月26日（金）～9月8日（木）
※コンビニ店頭決済の場合は9月4日（日）まで

試験日 令和4年10月16日（日）

場  所 オンライン（Zoom使用）

日  時 令和4年８月10日（水）　19：00～20：00

内  容 １．財務諸表の仕組みと読み方　２．財務諸表の基本的な分析　他 主催/共催 大阪商工会議所・TAC㈱ /  福岡商工会議所

お問い合わせ 大阪商工会議所　人材開発部　検定担当
TEL：06-6944-6295　MAIL:info@b-accounting.jp

定  員 先着500名

参加費 無料

対  象 簿記を学習済みの方、財務諸表を読めるようになりたい方、
簿記検定試験取得後のステップアップをお考えの方

福商実務研修講座
企業の永続的発展に向け、自ら問題提起・課題解決する意識を持ち、「今」行動できる人材を育成します。

■7・8月講座スケジュール

10：00～17：00
㈱ＩＲＯＤＯＲＩ　代表取締役高木 朱理 氏
㈱ＩＲＯＤＯＲＩ　取締役江崎 智代 氏

「ワーク・エンゲージメントが向上するキャリアデザイン講座」
３年後に差がつく「自分マネジメント」を始めよう！
若手中堅

（火）
26
7

キャリアデザイン 問題提起力業務プロセス短縮化動画作成 ＩＣＴ

7月・8月講座のキーワード
ビジネス会計検定試験®（財務諸表理解力検定）

【お申し込み・お問い合わせ】詳しい内容をご説明いたしますので、受講を希望される会場にお問い合わせください。
福岡市博多区博多駅前2-9-28 会議所ビル9階 福岡市西区姪の浜4-14-25 華香ビル3階

０９２-４１８-１２５５ ０９２-８３４-４２１１

一括申し込み割引
通常受講料 割引受講料
26,000円
32,000円

22,000円
28,000円

パソコン入門＋ワード基礎＋エクセル基礎
（※同月期受講に限ります）

会  員
一　般

博多校 姪浜校

福岡商工会議所パソコンスクール【Windows10、Office2019対応】
社員研修に最適な基礎講座（短期コース）のご案内
短期間にパソコンの基礎的なスキルを身につけていただける講座を
パッケージでご用意しております。どうぞ社員研修にお役立てください。

4時間 会員
一般

6,000円
8,000円パ ソ コ ン 入 門

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円ワ ー ド 基 礎

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円エ ク セ ル 基 礎

講 座 名 所要
時間

対象講座

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円ワ ー ド 基 礎 Ⅱ

受 講 料

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円エ ク セ ル 基 礎 Ⅱ

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円パワーポイント基礎

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円ア ク セ ス 基 礎

講 座 名 所要
時間

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円インターネット入門

受 講 料

10社限定

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

Pick
up

日々の取引を記録し
仕訳などを通して

財務諸表を作成する能力

財務諸表を分析し
安全性や収益性などの
企業状況を把握する能力

お金の動きを理解・分析しながら仕事をするチカラ

検定対策講座（日商簿記）
年間60万人以上が受験している有力資格である日商簿記検定の対策講座です。統一試験、ネット試験ともに
対応していますので、ご都合に合わせてご活用ください。各講座とも詳しくはホームページをご覧ください。

３級土曜日講座
今年度中の合格に向けてじっく
り学べるカリキュラムです。途中
からでもご参加いただけます。
■日程：7月23日、

8月20日、
9月3日、9月17日、
10月1日、10月22日、
11月12日

■時間：12：00～17：00
■会場：㈱日税サービス西日本セミナー室
■受講料：お問い合わせください。

ＴＡＣ提携講座
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。
■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

ＷＥＢ講座
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 標準
受講期間 申込期間受講料

（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

1年

半年

４～５か月

3か月

４か月

2か月

～9月22日（木）

毎月

～10月14日（金）

毎月

111,000円

92,000円

36,000円

29,000円

9,000円

8,000円

７月開講分
申込受付中

損益計算書

貸借対照表 経営分析

財務諸表

ビジネス会計検定簿記検定

申込・詳細は
こちら

＝会員価格会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

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

対面研修
の感染症
対策

●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。

申込・詳細は
こちら

詳細は
こちら

詳細は
こちら

申込・詳細は
こちら

受講者の声

企業のニーズに合わせ、社内研修の講
師を派遣します。「こんな課題を解決
したい」というご相談から承ります。

申込・詳細は
こちら

・接遇マナー研修
・管理職育成研修
・営業力強化研修

福商出前講座

申込・詳細は
こちら

関連
セミナー

受験料 ３級：4,950円（税込）、２級：7,480円（税込）

10：00～17：00 CHIKOH Design Lab㈱　代表取締役一色 知行 氏
「管理職・リーダーのための問題提起力養成講座」
革新の源泉！今だからこそ取り組みたい
管理職

（木）
4

8

10：00～17：00 動画のチカラ 代表伊藤 ノリ 氏
「動画撮影実践講座」
企業の魅力が120％伝わる
広報・動画作成に興味がある方

（木）
28
7

10：00～17：00 ㈱創研 代表取締役西原 裕 氏
「【福岡市共催】業務プロセスの短縮化とＩＣＴの活用実践」
ＤＸを目指してアイデア出し！
若手中堅

（火）
2

8

過去開催テーマ

会員
限定

福岡商工会議所会議室（8/4講座のみ福岡市美術館アートスタジオ予定）
20名

会 特 一一日講座　 15,720円     20,120円 　 23,050円
福岡市共催講座一律　4,720円

場　所

定　員

受講料

・自分のモチベーションアップにつながった
・ペアワークで自分にはない考えを吸収できた
・経験の中で、何となくしてきたことの意味や
役割が、言葉や知識として明確にできた

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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会社の数字に強くなろう！ ～財務諸表の読み方・活かし方～ 簿記検定合格者におススメ

商工会議所の検定試験
ビジネス実務に直結する知識やスキルを習得できます。

職種を問わずビジネスに必要な会計知識が身につき仕事に役立つチカラを得る
ことができます。営業・企画担当者、財務・経理担当者、管理職、経営者をはじめ、
学生の方にもおススメします。

第31回ビジネス会計検定

申込期間 団体：8月10日（水）～8月23日（火）　一般：8月26日（金）～9月8日（木）
※コンビニ店頭決済の場合は9月4日（日）まで

試験日 令和4年10月16日（日）

場  所 オンライン（Zoom使用）

日  時 令和4年８月10日（水）　19：00～20：00

内  容 １．財務諸表の仕組みと読み方　２．財務諸表の基本的な分析　他 主催/共催 大阪商工会議所・TAC㈱ /  福岡商工会議所

お問い合わせ 大阪商工会議所　人材開発部　検定担当
TEL：06-6944-6295　MAIL:info@b-accounting.jp

定  員 先着500名

参加費 無料

対  象 簿記を学習済みの方、財務諸表を読めるようになりたい方、
簿記検定試験取得後のステップアップをお考えの方

福商実務研修講座
企業の永続的発展に向け、自ら問題提起・課題解決する意識を持ち、「今」行動できる人材を育成します。

■7・8月講座スケジュール

10：00～17：00
㈱ＩＲＯＤＯＲＩ　代表取締役高木 朱理 氏
㈱ＩＲＯＤＯＲＩ　取締役江崎 智代 氏

「ワーク・エンゲージメントが向上するキャリアデザイン講座」
３年後に差がつく「自分マネジメント」を始めよう！
若手中堅

（火）
26
7

キャリアデザイン 問題提起力業務プロセス短縮化動画作成 ＩＣＴ

7月・8月講座のキーワード
ビジネス会計検定試験®（財務諸表理解力検定）

【お申し込み・お問い合わせ】詳しい内容をご説明いたしますので、受講を希望される会場にお問い合わせください。
福岡市博多区博多駅前2-9-28 会議所ビル9階 福岡市西区姪の浜4-14-25 華香ビル3階

０９２-４１８-１２５５ ０９２-８３４-４２１１

一括申し込み割引
通常受講料 割引受講料
26,000円
32,000円

22,000円
28,000円

パソコン入門＋ワード基礎＋エクセル基礎
（※同月期受講に限ります）

会  員
一　般

博多校 姪浜校

福岡商工会議所パソコンスクール【Windows10、Office2019対応】
社員研修に最適な基礎講座（短期コース）のご案内
短期間にパソコンの基礎的なスキルを身につけていただける講座を
パッケージでご用意しております。どうぞ社員研修にお役立てください。

4時間 会員
一般

6,000円
8,000円パ ソ コ ン 入 門

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円ワ ー ド 基 礎

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円エ ク セ ル 基 礎

講 座 名 所要
時間

対象講座

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円ワ ー ド 基 礎 Ⅱ

受 講 料

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円エ ク セ ル 基 礎 Ⅱ

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円パワーポイント基礎

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円ア ク セ ス 基 礎

講 座 名 所要
時間

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円インターネット入門

受 講 料

10社限定

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

Pick
up

日々の取引を記録し
仕訳などを通して

財務諸表を作成する能力

財務諸表を分析し
安全性や収益性などの
企業状況を把握する能力

お金の動きを理解・分析しながら仕事をするチカラ

検定対策講座（日商簿記）
年間60万人以上が受験している有力資格である日商簿記検定の対策講座です。統一試験、ネット試験ともに
対応していますので、ご都合に合わせてご活用ください。各講座とも詳しくはホームページをご覧ください。

３級土曜日講座
今年度中の合格に向けてじっく
り学べるカリキュラムです。途中
からでもご参加いただけます。
■日程：7月23日、

8月20日、
9月3日、9月17日、
10月1日、10月22日、
11月12日

■時間：12：00～17：00
■会場：㈱日税サービス西日本セミナー室
■受講料：お問い合わせください。

ＴＡＣ提携講座
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。
■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

ＷＥＢ講座
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 標準
受講期間 申込期間受講料

（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

1年

半年

４～５か月

3か月

４か月

2か月

～9月22日（木）

毎月

～10月14日（金）

毎月

111,000円

92,000円

36,000円

29,000円

9,000円

8,000円

７月開講分
申込受付中

損益計算書

貸借対照表 経営分析

財務諸表

ビジネス会計検定簿記検定

申込・詳細は
こちら

＝会員価格会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

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

対面研修
の感染症
対策

●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。

申込・詳細は
こちら

詳細は
こちら

詳細は
こちら

申込・詳細は
こちら

受講者の声

企業のニーズに合わせ、社内研修の講
師を派遣します。「こんな課題を解決
したい」というご相談から承ります。

申込・詳細は
こちら

・接遇マナー研修
・管理職育成研修
・営業力強化研修

福商出前講座

申込・詳細は
こちら

関連
セミナー

受験料 ３級：4,950円（税込）、２級：7,480円（税込）

10：00～17：00 CHIKOH Design Lab㈱　代表取締役一色 知行 氏
「管理職・リーダーのための問題提起力養成講座」
革新の源泉！今だからこそ取り組みたい
管理職

（木）
4

8

10：00～17：00 動画のチカラ 代表伊藤 ノリ 氏
「動画撮影実践講座」
企業の魅力が120％伝わる
広報・動画作成に興味がある方

（木）
28
7

10：00～17：00 ㈱創研 代表取締役西原 裕 氏
「【福岡市共催】業務プロセスの短縮化とＩＣＴの活用実践」
ＤＸを目指してアイデア出し！
若手中堅

（火）
2

8

過去開催テーマ

会員
限定

福岡商工会議所会議室（8/4講座のみ福岡市美術館アートスタジオ予定）
20名

会 特 一一日講座　 15,720円     20,120円 　 23,050円
福岡市共催講座一律　4,720円

場　所

定　員

受講料

・自分のモチベーションアップにつながった
・ペアワークで自分にはない考えを吸収できた
・経験の中で、何となくしてきたことの意味や
役割が、言葉や知識として明確にできた

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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税務Q&A

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

民法の改正で成年年齢が引き下げられ
たことで、事業承継税制の年齢要件も引き
下げられたと聞きました。そこで、現在19歳
の孫に株式(非上場株式)を贈与し、事業承

継税制の適用を受けようと考えていますが、適用を受け
ることはできますか。

令和4年4月1日から成年年齢が20歳か
ら18歳に引き下げられたことに伴い、事業
承継税制では、令和4年4月1日以後の贈与
について、贈与の日において受贈者が18歳

以上であることが要件となりました。しかし、仮に、令和4
年3月31日以前に株式の贈与を行った場合には、従来通
り20歳以上が年齢要件ですから、この制度の適用は受け
られません。つまり、ご質問のような場合、令和4年4月1日
以後の贈与であれば、お孫さんへの贈与について事業承
継税制の適用を受けることができます。
ただし、同制度の適用には他にも様々な要件があること

にはご留意ください。

　民法の改正により成年年齢が引き下げられたことに伴い、贈与税・相続税の20歳を基準とする要件も18歳に引き下げ
られる改正が行われました。令和4年4月1日を境に判断の基準が異なりますので注意が必要です。

A

Q
令和4年3月に父から現金300万円を、
また同年6月に祖父から現金500万円の贈
与を受けました。私は、令和4年5月に19歳
になりましたが、贈与税の申告にあたって

注意すべきことはありますか。

　令和4年1月1日においては18歳でしたの
で、令和4年3月31日以前である令和4年3月
に受けた贈与については、一般の税率が適

用されますが、令和4年6月に受けた贈与については、特例
税率が適用できます。特例税率とは、直系尊属（父母や祖
父母など）から贈与を受けた場合に適用される一般より
低い税率を言います。ただし、適用に当たっては年齢以外
の要件もあるのでご注意ください。

A

Q

令和4年2月に母から評価額1,000万円
の土地の贈与を受けました。私は令和4年4
月に20歳になりましたが、相続時精算課税
の適用を受けることができますか。

　成年年齢の引下げによって、相続時精算
課税の年齢要件が、令和4年4月1日以後の
贈与については、その年1月1日における年
齢が20歳以上から18歳以上に引き下げら

れました。しかし、ご質問の場合、贈与の日が令和4年3月
31日以前ですので、改正後の要件は適用されず、贈与をし
た年の1月1日に20歳以上という従前の要件が適用され
ます。したがって、相続時精算課税の適用を受けることは
できず、暦年課税（基礎控除額110万円）により計算した
税額で、令和5年2月1日から3月15日までの間に贈与税の
申告を行うことになります。

A

Q

成年年齢引下げと贈与税・相続税改正
～贈与や相続の時期にご注意ください～

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　戸江 千枝

参考法令：相続税法21の９、租税特別措置法70の２、70の３、震災特例法38の２、租
税特別措置法70の２の５、租税特別措置法70の２の６～70の２の８、租
税特別措置法70の６の８、70の７、70の７の５、租税特別措置法70の２の
３、相続税法19の３

令和４年３月31日
以前の贈与・相続等
の場合

令和４年４月１日
以後の贈与・相続等
の場合

その年１月１日に
おいて20歳以上

・相続時精算課税
・住宅取得等資金の非
課税等

・贈与税の特例税率・
相続時精算課税適用
者の特例

・事業承継税制

その年１月１日に
おいて18歳以上

贈与の日において
20歳以上

贈与の日において
18歳以上

・結婚・子育て資金の
非課税

結婚・子育て資金
管理契約締結の日
において20歳以上
50歳未満

結婚・子育て資金
管理契約締結の日
において18歳以上
50歳未満

・未成年者控除 相続等の日におい
て20歳未満

相続等の日におい
て18歳未満

区分

贈与税

相続税

受贈者や相続人等の年齢要件

　贈与税・相続税の成年年齢の引き下げに伴う改正
点は概ね下の表のとおりです。特に贈与税には年齢の
他にも様々な適用要件がありますので、事前に税理士
等の専門家に相談されることをお勧めします。

夏期における水難・山岳遭難の防止
～事前の準備で大きな事故を防ぎましょう～

危機管理
情報室

　福岡県では、年間３０件以上の山岳遭難が発生し、４０人
以上もの方が救助等されています。
　中には、亡くなった方もおられます。
　令和２年中は、『道迷い』によって遭
難した方が３０人と、全体の約半数を
占めています。

例年、県内の水難事故は、夏期の海や河川でのレジャー中
に集中して発生しています。
令和２年中は、３３件の水難事故
が発生し、３７人の方が水難し、救
助等されましたが、そのうち１６人の
方が亡くなっています。

①気象情報を確認する
悪天候が予想される場合は、中止や延期を検討しましょう。
②健康管理に注意する
飲酒したときや体調が悪いときは、海や川に入らないよう
にしましょう。
③遊泳時の安全を確保する
危険区域や遊泳禁止区域には、立ち入らないようにしま
しょう。
④保護者が付き添う
子どもに水遊びさせるときは、保護者が付き添い、目を離
さないようにしましょう。
⑤ライフジャケットを着用する
遊泳や釣りなど行うときは、体のサイズに合ったライフジャ
ケットを正しく着用しましょう。

お問い合わせ先
福岡県警察本部 地域総務課
TEL 092-641-4141
HP：https://www.police.pref.fukuoka.jp/
HP：tiiki/tiiki/sangaku-suinan-jouhou.html

水難事故の発生状況

山岳遭難の発生状況

1

2

水難事故防止のポイント

　夏休みが目前となり、旅行やレジャーの計画を立て
ている方も多いのではないでしょうか。
　事前の準備をしっかり行い、楽しい思い出を作りま
しょう。
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税務Q&A

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

民法の改正で成年年齢が引き下げられ
たことで、事業承継税制の年齢要件も引き
下げられたと聞きました。そこで、現在19歳
の孫に株式(非上場株式)を贈与し、事業承

継税制の適用を受けようと考えていますが、適用を受け
ることはできますか。

令和4年4月1日から成年年齢が20歳か
ら18歳に引き下げられたことに伴い、事業
承継税制では、令和4年4月1日以後の贈与
について、贈与の日において受贈者が18歳

以上であることが要件となりました。しかし、仮に、令和4
年3月31日以前に株式の贈与を行った場合には、従来通
り20歳以上が年齢要件ですから、この制度の適用は受け
られません。つまり、ご質問のような場合、令和4年4月1日
以後の贈与であれば、お孫さんへの贈与について事業承
継税制の適用を受けることができます。
ただし、同制度の適用には他にも様々な要件があること
にはご留意ください。

　民法の改正により成年年齢が引き下げられたことに伴い、贈与税・相続税の20歳を基準とする要件も18歳に引き下げ
られる改正が行われました。令和4年4月1日を境に判断の基準が異なりますので注意が必要です。

A

Q
令和4年3月に父から現金300万円を、

また同年6月に祖父から現金500万円の贈
与を受けました。私は、令和4年5月に19歳
になりましたが、贈与税の申告にあたって

注意すべきことはありますか。

　令和4年1月1日においては18歳でしたの
で、令和4年3月31日以前である令和4年3月
に受けた贈与については、一般の税率が適

用されますが、令和4年6月に受けた贈与については、特例
税率が適用できます。特例税率とは、直系尊属（父母や祖
父母など）から贈与を受けた場合に適用される一般より
低い税率を言います。ただし、適用に当たっては年齢以外
の要件もあるのでご注意ください。

A

Q

令和4年2月に母から評価額1,000万円
の土地の贈与を受けました。私は令和4年4
月に20歳になりましたが、相続時精算課税
の適用を受けることができますか。

　成年年齢の引下げによって、相続時精算
課税の年齢要件が、令和4年4月1日以後の
贈与については、その年1月1日における年
齢が20歳以上から18歳以上に引き下げら

れました。しかし、ご質問の場合、贈与の日が令和4年3月
31日以前ですので、改正後の要件は適用されず、贈与をし
た年の1月1日に20歳以上という従前の要件が適用され
ます。したがって、相続時精算課税の適用を受けることは
できず、暦年課税（基礎控除額110万円）により計算した
税額で、令和5年2月1日から3月15日までの間に贈与税の
申告を行うことになります。

A

Q

成年年齢引下げと贈与税・相続税改正
～贈与や相続の時期にご注意ください～

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　戸江 千枝

参考法令：相続税法21の９、租税特別措置法70の２、70の３、震災特例法38の２、租
税特別措置法70の２の５、租税特別措置法70の２の６～70の２の８、租
税特別措置法70の６の８、70の７、70の７の５、租税特別措置法70の２の
３、相続税法19の３

令和４年３月31日
以前の贈与・相続等
の場合

令和４年４月１日
以後の贈与・相続等
の場合

その年１月１日に
おいて20歳以上

・相続時精算課税
・住宅取得等資金の非
課税等

・贈与税の特例税率・
相続時精算課税適用
者の特例

・事業承継税制

その年１月１日に
おいて18歳以上

贈与の日において
20歳以上

贈与の日において
18歳以上

・結婚・子育て資金の
非課税

結婚・子育て資金
管理契約締結の日
において20歳以上
50歳未満

結婚・子育て資金
管理契約締結の日
において18歳以上
50歳未満

・未成年者控除 相続等の日におい
て20歳未満

相続等の日におい
て18歳未満

区分

贈与税

相続税

受贈者や相続人等の年齢要件

　贈与税・相続税の成年年齢の引き下げに伴う改正
点は概ね下の表のとおりです。特に贈与税には年齢の
他にも様々な適用要件がありますので、事前に税理士
等の専門家に相談されることをお勧めします。

夏期における水難・山岳遭難の防止
～事前の準備で大きな事故を防ぎましょう～

危機管理
情報室

　福岡県では、年間３０件以上の山岳遭難が発生し、４０人
以上もの方が救助等されています。
　中には、亡くなった方もおられます。
　令和２年中は、『道迷い』によって遭
難した方が３０人と、全体の約半数を
占めています。

例年、県内の水難事故は、夏期の海や河川でのレジャー中
に集中して発生しています。
令和２年中は、３３件の水難事故
が発生し、３７人の方が水難し、救
助等されましたが、そのうち１６人の
方が亡くなっています。

①気象情報を確認する
悪天候が予想される場合は、中止や延期を検討しましょう。
②健康管理に注意する
飲酒したときや体調が悪いときは、海や川に入らないよう
にしましょう。
③遊泳時の安全を確保する
危険区域や遊泳禁止区域には、立ち入らないようにしま
しょう。
④保護者が付き添う
子どもに水遊びさせるときは、保護者が付き添い、目を離
さないようにしましょう。
⑤ライフジャケットを着用する
遊泳や釣りなど行うときは、体のサイズに合ったライフジャ
ケットを正しく着用しましょう。

お問い合わせ先
福岡県警察本部 地域総務課
TEL 092-641-4141
HP：https://www.police.pref.fukuoka.jp/
HP：tiiki/tiiki/sangaku-suinan-jouhou.html

水難事故の発生状況

山岳遭難の発生状況

1

2

水難事故防止のポイント

　夏休みが目前となり、旅行やレジャーの計画を立て
ている方も多いのではないでしょうか。
　事前の準備をしっかり行い、楽しい思い出を作りま
しょう。
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セキュリティ対策
中 小 企 業 の

対策を根本的に見直した。
Ｂ社は、「当社のような小規模企業に対して不正アク
セスが行われるとは考えていなかったため、驚いたのが
正直な感想」とコメントしている。
■内部不正疑いを機に対策強化
東京都で卸売業を営むＣ社では、元従業員による機
密情報の持ち出しが疑われる事案を経験している。元
従業員は退職前に大量のファイルをダウンロードしてい
たが、端末上の証跡を消去しており、外部専門家が調
査しても確定的な証拠を得ることができず、被害届を提
出することができなかった。
そこで、機密情報の取り扱いに関する社内規定を整
備するとともに、従業員向けの研修を実施し、会社の
情報資産に関する共通認識を持つように努めた。また、
情報資産管理やログ（記録）管理、デバイス管理を行う
システムを導入して再発防止に取り組んだ。
Ｃ社は、「被害届を提出しないと判断するまでに２年
の時間を要したが、その間、弁護士に情報提供するた
めのさまざまな作業に係る人件費以上に心的負担が大き
かった」とコメントしている。

◇　◇　◇
本調査報告書事例集についてはＩＰＡのウェブサイト
に掲載している。先に公表している調査報告書と併せて
自社の取り組みの参考にしてほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

21年度調査報告から参考事例選定
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）は４月、

「２０２１年度中小企業における情報セキュリティ対策に
関する実態調査―事例集」を公開した。事例集では、
全国61社の多様な業種において、情報セキュリティに
関する取り組み内容が充実している、もしくは投資が多
い事例や、被害実態のある事例、サプライチェーン上で
の要請が多い事例などを選定して掲載している。主な
被害事例を紹介する。
■ウイルス感染を機に対策強化
石川県で建設業を営むＡ社では、従業員の端末でト
ロイの木馬やランサムウエアといったウイルスの感染を経
験している。ランサムウエアに感染した際は、サーバ上
のファイルが暗号化されてしまい、その解除と引き換え
に金銭の要求を受けた。この対応のために、相当の時
間と費用を費やしている。
そこで、ＩＰＡが提供する資料を参考に社内規定を整
備し、従業員に対してリテラシー向上のための周知を継
続的に行った。また、管理者権限を持つアカウントを限
定することで、ソフトウエアのインストールを制限するな
どの対策を行った。
Ａ社は、「中小企業では情報セキュリティ投資をいつ
でも十分に行えるとは限らない。そのため、従業員のリ
テラシー向上が一番の対策になるのではないか」とコメ
ントしている。
■不正アクセス被害を機に対策強化
兵庫県でサービス業を営むＢ社では、利用する外部
のホームページ作成・管理サービスへの不正アクセスの
被害を経験している。トップページの動作や画面表示
がおかしいことで気付いて調査すると、外部サービスの
安易なパスワード設定を破られて不正ログインされてしま
い、不明なファイルが設置されていた。
そこで、ＩＤ・パスワードを強固なものに変更し、ＩＰア
ドレス制御を行い社外からのアクセスを制限した。ま
た、不明なファイルを削除した。加えて、関連会社も同
じパスワードを使い回していたので別のものに変更した
り、外部サービスのアップデートのルールも定めたりと、

61社の対策事例を公開

事例集はこちら 調査報告書はこちら
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セキュリティ対策
中 小 企 業 の

対策を根本的に見直した。
Ｂ社は、「当社のような小規模企業に対して不正アク
セスが行われるとは考えていなかったため、驚いたのが
正直な感想」とコメントしている。
■内部不正疑いを機に対策強化
東京都で卸売業を営むＣ社では、元従業員による機
密情報の持ち出しが疑われる事案を経験している。元
従業員は退職前に大量のファイルをダウンロードしてい
たが、端末上の証跡を消去しており、外部専門家が調
査しても確定的な証拠を得ることができず、被害届を提
出することができなかった。
そこで、機密情報の取り扱いに関する社内規定を整
備するとともに、従業員向けの研修を実施し、会社の
情報資産に関する共通認識を持つように努めた。また、
情報資産管理やログ（記録）管理、デバイス管理を行う
システムを導入して再発防止に取り組んだ。
Ｃ社は、「被害届を提出しないと判断するまでに２年
の時間を要したが、その間、弁護士に情報提供するた
めのさまざまな作業に係る人件費以上に心的負担が大き
かった」とコメントしている。

◇　◇　◇
本調査報告書事例集についてはＩＰＡのウェブサイト
に掲載している。先に公表している調査報告書と併せて
自社の取り組みの参考にしてほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

21年度調査報告から参考事例選定
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）は４月、

「２０２１年度中小企業における情報セキュリティ対策に
関する実態調査―事例集」を公開した。事例集では、
全国61社の多様な業種において、情報セキュリティに
関する取り組み内容が充実している、もしくは投資が多
い事例や、被害実態のある事例、サプライチェーン上で
の要請が多い事例などを選定して掲載している。主な
被害事例を紹介する。
■ウイルス感染を機に対策強化
石川県で建設業を営むＡ社では、従業員の端末でト

ロイの木馬やランサムウエアといったウイルスの感染を経
験している。ランサムウエアに感染した際は、サーバ上
のファイルが暗号化されてしまい、その解除と引き換え
に金銭の要求を受けた。この対応のために、相当の時
間と費用を費やしている。
そこで、ＩＰＡが提供する資料を参考に社内規定を整

備し、従業員に対してリテラシー向上のための周知を継
続的に行った。また、管理者権限を持つアカウントを限
定することで、ソフトウエアのインストールを制限するな
どの対策を行った。
Ａ社は、「中小企業では情報セキュリティ投資をいつ

でも十分に行えるとは限らない。そのため、従業員のリ
テラシー向上が一番の対策になるのではないか」とコメ
ントしている。
■不正アクセス被害を機に対策強化
兵庫県でサービス業を営むＢ社では、利用する外部

のホームページ作成・管理サービスへの不正アクセスの
被害を経験している。トップページの動作や画面表示
がおかしいことで気付いて調査すると、外部サービスの
安易なパスワード設定を破られて不正ログインされてしま
い、不明なファイルが設置されていた。
そこで、ＩＤ・パスワードを強固なものに変更し、ＩＰア

ドレス制御を行い社外からのアクセスを制限した。ま
た、不明なファイルを削除した。加えて、関連会社も同
じパスワードを使い回していたので別のものに変更した
り、外部サービスのアップデートのルールも定めたりと、

61社の対策事例を公開

事例集はこちら 調査報告書はこちら

採用サイト作成（イメージ）

採用管理画面

経営支援グループ　TEL：092-441-1146お問い合わせ

当所では「Fukuoka Growth Next」(以下、FGN)と連携し、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んでいます。
本コーナーでは、FGNに入居しているスタートアップの活動や取組みをご紹介し、
地場中小企業のイノベーションや新たな価値創出を目指します。（隔月掲載）

　「ハローワークを中心に求人募集していたが、重労働かつ汚れる仕事であることから、若い人からの応募がほとんどない」等の課題を抱えてい
らっしゃいました。弊社にご相談いただく中で、求職者が同社で働きたいと思う判断材料が乏しいことが、人材採用の機会損失を招いていると考
えました。
　そこで、「SHIRAHA」を導入いただき、自社独自の採用サイトを中心に採用導線の再設計を行いました。作業現場での写真撮影や先輩の声な
ど、就労後のイメージを伝えるコンテンツを作成し、重労働だけどやりがいがあることや、夢のある仕事であることをPRしました。
　その結果、サイト作成から３か月後に、２年ぶりの応募がありました。また、半年後には１名の採用が決定しました。

　2020年5月、新たなチャレンジとして行政と提携し、大名にUIJターン創出をテーマとしたコワーキング
スペースを開設しました。本施設ではイベント等を通じ、企業と求職者の直接的なマッチング機会の創出も
行っています。
　今後も「SHIRAHA」の普及等を通して、常識にとらわれずに、中小企業における人材採用の課題を解決
していきます。
　「現在ハローワークに登録しているけれど、思うように採用に結びついていない」などの課題をお持ちの
企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。

［設立］
2017年8月15日
［住所］
福岡県福岡市中央区大名2-6-11 FukuokaGrowthNext内
［本社］
大分県大分市金池町2-1-8 DBビル2F
［URL］
https://hab-co.jp

代表取締役　森 祐太
㈱HAB&Co.

ハブアンドコー

　多くの中小企業がハローワークに求人登録していることから、ハローワークの求人番号に着目し、
「SHIRAHA」を開発しました。「SHIRAHA」は、ハローワークの“求人番号”を入力するだけで、自社独自の
採用サイトが瞬時にできあがる日本初のサービスです。
　現在の採用活動では、自社独自の採用サイトを基軸としたオウンドメディアリクルーティング（※１）が重要
視されていますが、自社サイトの制作には費用が掛かり、大企業に比べ資金やIT人材が不足する中小・小規
模企業はサイト構築のハードルが高いなどの課題を抱えています。
　そこで、「SHIRAHA」を活用することで、従来と比較してサイト構築にかかる所用時間を90％以上短縮
し、場合によっては数百万円のコストカットが期待できます。
　その上、自社サイトに掲載した求人は「Indeed」・「求人ボックス」「Googleお仕事検索」などの求人検索エ
ンジン連動型メディアにも自動的に一括で掲載されるため、手間なく広く募集することが可能になります。

　弊社代表の森が地元の大分県で再就職する際に、地元にはたくさんの優良企業があるのに、企業の情
報にたどりつけないジレンマがありました。インターネットが既に普及していた2010年代でさえ、地元の中
小企業にはホームページすらないところばかりだったのです。
　その経験から、ITを通じて地方の中小企業の人材採用の課題解決に寄与したいと考え、起業しました。

※1オウンドメディアリクルーティング＝自社の運営するメディア（採用サイトやSNS・社員）を軸に、自社主体で直接メッセージを発信し、共感を喚起することで人材獲得につなげていく能動的雇用形態。

コワーキングスペース「dot.」

ハローワークの“求人番号”を活用して
自社の採用サイトを瞬時に作成！
中小企業における人材採用の課題解決をサポート！

導入事例（中小製造業）

今後の展望

誰でも簡単に自社採用サイトが作れるサービス

起業のきっかけ
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【令和３年度の概況】
令和３年度は新型コロナ感染拡大の第４波とともにス
タートし、コロナ禍の２年目に突入した。幾度となく感
染拡大の波が押し寄せ、その度に緊急事態宣言やまん
延防止等重点措置が発令され、行動制限の長期化で事
業者や地域経済は深刻な影響を受けた。当所事業にお
いても、「博多どんたく」をはじめ、イベントや対面での
事業は中止・延期を余儀なくされる中、事業者への支
援継続を最優先にしつつ、オンライン会議システムの活
用など、取組方法を工夫しながら事業を進めた。

【令和３年度事業計画執行のポイント】
ウィズコロナのもと策定した中期方針に基づき、以下
のポイントにより事業を実施。
①コロナ禍から事業者や地域経済が立ち直るため
の対応を最優先とする
②同時に、感染状況や事業者のニーズを把握しな
がら、アフターコロナを見据えた支援を行う

福岡商工会議所 令和３年度事業報告（総括）
令和３年度事業報告について、その総括についてご報告いたします。

令和３年度事業報告書の詳細はホームページで公開しています。
令和4年6月21日議員総会にて決議

特 集 2

【令和３年度　事業の総括】
●コロナ禍への対応として、補助金や支援金、各種支援策の活用に関する相談に年間約２万４千件対応。一次支援金や月次
支援金などの申請サポートについては合計1,424件対応し、事業継続を支援した。また、セミナーや商談会事業等につい
てはオンラインを併用しながら実施するなど、感染拡大により対面での支援が難しい状況下でも様々な工夫を凝らしなが
ら事業者への支援に全力で取り組んだ。このほか、コロナ禍で表面化したデジタル化の遅れを支援するため、デジタル化
促進のための大型イベントをはじめとした事業を積極的に開催し、中小企業のデジタル実装を後押しした。
●アフターコロナを見据えた取り組みとして、総額95億１千万円分（商店街発行：35億１千万円、全市型：60億円）のプレ
ミアム付き地域商品券の発行を通じて消費喚起を行なった。また、コロナ禍からの再起を目指す観光事業者への支援とし
て、観光に特化した相談窓口の設置や観光商談会の実施に取り組んだ。このほか、ウィズコロナのもと１日も早い社会経
済活動の回復と活性化のため「ワクチン共同接種」に取り組み、会員事業所の従業員等約6,000人への接種を行なった。
●以上、コロナ禍での事業継続のみならず、新たな価値・ビジネスの創造、観光や地域経済活性化などアフターコロナを見
据えた支援を展開した結果、当所への新規入会1,700件、純増数は988件（7年連続純増）、年度末会員数は17,383件
となった。

環境変化に適応した事業の維持・継続Ⅰ

【主な取り組み】
●「事業の継続」支援については、コロナ禍で深刻な影響を受けた事業者を中心に経営相談窓口で集中的に対応するとともに、コロ
ナ関連支援施策の周知を行なった。資金繰りや支援金、補助金申請に関する相談に、年間23,944件対応した。

●「経営力強化」支援については、販路拡大・生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者に対し、経営革新計画の策定はじめ、小
規模事業者持続化補助金や事業再構築補助金などの活用支援を行なった。また、2022年
1月施行の改正電子帳簿保存法への対応を促すため、セミナーを開催した。

●「事業承継」支援は、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと連携し、セミナーや個別相談
会を通じて事業承継を必要とする事業者に確実な着手を促す支援を行った。

●「人材確保」については、コロナ禍でも求職者との接点を提供するため、会社合同説明会と
学校と企業の就職情報交換会、学内企業説明会をそれぞれ2回実施した。また、高校生を
対象とした職場体験「LOCUS」、大学生を対象とした「オンラインモグジョブ」(個別座談会)
を実施し、若年層に地元企業への就職や業界の魅力をPRした。

新たな価値・ビジネスの創造Ⅱ

多くのひと・事業者の交流促進Ⅲ
【中期方針（令和３年度～令和５年度）と令和３年度事業計画骨子】

【主な取り組み】
●「デジタル化の推進」については、クラウド会計やSNS活用に関するセミナーを年間23回開催。1月には「FUKUSHO DIGITAL 
EXPO」を初めて開催し、デジタルツールの展示・相談会、地場企業の事例紹介を行なった。また、補助金を活用してデジタルツール
を導入しようとする事業者を104件支援した。

●「新たな価値の創出」に向けた支援については、地元クリエイターを対象に地場企業とのマッチングや新宿マルイへのポップアップ
ショップ出店を支援した。また中小企業のイノベーション機運醸成のため、専門家による解
説動画をYouTubeで配信するとともに、事業者からの個別相談に7件対応した。

●「新たな販路の拡大」支援は、オンラインマッチングシステムを開発。本システムを用いて
年間571件の商談が行われ、うち406件が成約に繋がった。また、新たにクラウドファン
ディングサービスを開始し、一般消費者向けの新商品広報やテストマーケティングを2件
支援した。

●「SDGs、環境問題への対応」については、カーボンニュートラルに関する勉強会とセミナー
のほか、当所内の各事業においてSDGsをテーマとする講演会を4回開催した。

【主な取り組み】
●「交流人口拡大」については、観光業独特の経営課題や新サービスへのアドバイスを行う「福商観光アドバイザー」窓口を設置し、
九州内9社13件の相談に対応。またコロナ後を見据えた旅行需要の取り込みに向け、旅行バイヤーとの観光商談会を年間4回行
なった。第60回博多どんたく港まつりは、新型コロナウイルス感染拡大により中止した。

●「地域の活力創出」については、市内商店街で利用可能なプレミアム商品券を年間35億1千
万円(延べ66団体発行)、全市域対象としたプレミアム付電子商品券「FUKUOKA NEXT 
Pay」を第1弾60億円、第2弾30億円を発行し、消費促進の起爆剤とした。

●「海外展開」については、2022年1月発効のRCEP協定の活用を促すため解説動画を作成し
広く周知した。

●「魅力あるまちづくり」については、福岡市政への提言や福商連・九商連を通じ、国・県・市に
対して、中小企業・小規模事業者への支援策の強化・拡充、観光振興、社会基盤整備等の要
望を行なった。

▲FUKUSHO DIGITAL EXPO2022の様子

▲会社合同説明会 会場の様子

▲観光商談会の様子
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【令和３年度の概況】
令和３年度は新型コロナ感染拡大の第４波とともにス

タートし、コロナ禍の２年目に突入した。幾度となく感
染拡大の波が押し寄せ、その度に緊急事態宣言やまん
延防止等重点措置が発令され、行動制限の長期化で事
業者や地域経済は深刻な影響を受けた。当所事業にお
いても、「博多どんたく」をはじめ、イベントや対面での
事業は中止・延期を余儀なくされる中、事業者への支
援継続を最優先にしつつ、オンライン会議システムの活
用など、取組方法を工夫しながら事業を進めた。

【令和３年度事業計画執行のポイント】
ウィズコロナのもと策定した中期方針に基づき、以下
のポイントにより事業を実施。
①コロナ禍から事業者や地域経済が立ち直るため
の対応を最優先とする
②同時に、感染状況や事業者のニーズを把握しな
がら、アフターコロナを見据えた支援を行う

福岡商工会議所 令和３年度事業報告（総括）
令和３年度事業報告について、その総括についてご報告いたします。

令和３年度事業報告書の詳細はホームページで公開しています。
令和4年6月21日議員総会にて決議

特 集 2

【令和３年度　事業の総括】
●コロナ禍への対応として、補助金や支援金、各種支援策の活用に関する相談に年間約２万４千件対応。一次支援金や月次
支援金などの申請サポートについては合計1,424件対応し、事業継続を支援した。また、セミナーや商談会事業等につい
てはオンラインを併用しながら実施するなど、感染拡大により対面での支援が難しい状況下でも様々な工夫を凝らしなが
ら事業者への支援に全力で取り組んだ。このほか、コロナ禍で表面化したデジタル化の遅れを支援するため、デジタル化
促進のための大型イベントをはじめとした事業を積極的に開催し、中小企業のデジタル実装を後押しした。
●アフターコロナを見据えた取り組みとして、総額95億１千万円分（商店街発行：35億１千万円、全市型：60億円）のプレ
ミアム付き地域商品券の発行を通じて消費喚起を行なった。また、コロナ禍からの再起を目指す観光事業者への支援とし
て、観光に特化した相談窓口の設置や観光商談会の実施に取り組んだ。このほか、ウィズコロナのもと１日も早い社会経
済活動の回復と活性化のため「ワクチン共同接種」に取り組み、会員事業所の従業員等約6,000人への接種を行なった。
●以上、コロナ禍での事業継続のみならず、新たな価値・ビジネスの創造、観光や地域経済活性化などアフターコロナを見
据えた支援を展開した結果、当所への新規入会1,700件、純増数は988件（7年連続純増）、年度末会員数は17,383件
となった。

環境変化に適応した事業の維持・継続Ⅰ

【主な取り組み】
●「事業の継続」支援については、コロナ禍で深刻な影響を受けた事業者を中心に経営相談窓口で集中的に対応するとともに、コロ
ナ関連支援施策の周知を行なった。資金繰りや支援金、補助金申請に関する相談に、年間23,944件対応した。

●「経営力強化」支援については、販路拡大・生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者に対し、経営革新計画の策定はじめ、小
規模事業者持続化補助金や事業再構築補助金などの活用支援を行なった。また、2022年
1月施行の改正電子帳簿保存法への対応を促すため、セミナーを開催した。

●「事業承継」支援は、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと連携し、セミナーや個別相談
会を通じて事業承継を必要とする事業者に確実な着手を促す支援を行った。

●「人材確保」については、コロナ禍でも求職者との接点を提供するため、会社合同説明会と
学校と企業の就職情報交換会、学内企業説明会をそれぞれ2回実施した。また、高校生を
対象とした職場体験「LOCUS」、大学生を対象とした「オンラインモグジョブ」(個別座談会)
を実施し、若年層に地元企業への就職や業界の魅力をPRした。

新たな価値・ビジネスの創造Ⅱ

多くのひと・事業者の交流促進Ⅲ
【中期方針（令和３年度～令和５年度）と令和３年度事業計画骨子】

【主な取り組み】
●「デジタル化の推進」については、クラウド会計やSNS活用に関するセミナーを年間23回開催。1月には「FUKUSHO DIGITAL 
EXPO」を初めて開催し、デジタルツールの展示・相談会、地場企業の事例紹介を行なった。また、補助金を活用してデジタルツール
を導入しようとする事業者を104件支援した。

●「新たな価値の創出」に向けた支援については、地元クリエイターを対象に地場企業とのマッチングや新宿マルイへのポップアップ
ショップ出店を支援した。また中小企業のイノベーション機運醸成のため、専門家による解
説動画をYouTubeで配信するとともに、事業者からの個別相談に7件対応した。

●「新たな販路の拡大」支援は、オンラインマッチングシステムを開発。本システムを用いて
年間571件の商談が行われ、うち406件が成約に繋がった。また、新たにクラウドファン
ディングサービスを開始し、一般消費者向けの新商品広報やテストマーケティングを2件
支援した。

●「SDGs、環境問題への対応」については、カーボンニュートラルに関する勉強会とセミナー
のほか、当所内の各事業においてSDGsをテーマとする講演会を4回開催した。

【主な取り組み】
●「交流人口拡大」については、観光業独特の経営課題や新サービスへのアドバイスを行う「福商観光アドバイザー」窓口を設置し、
九州内9社13件の相談に対応。またコロナ後を見据えた旅行需要の取り込みに向け、旅行バイヤーとの観光商談会を年間4回行
なった。第60回博多どんたく港まつりは、新型コロナウイルス感染拡大により中止した。

●「地域の活力創出」については、市内商店街で利用可能なプレミアム商品券を年間35億1千
万円(延べ66団体発行)、全市域対象としたプレミアム付電子商品券「FUKUOKA NEXT 
Pay」を第1弾60億円、第2弾30億円を発行し、消費促進の起爆剤とした。

●「海外展開」については、2022年1月発効のRCEP協定の活用を促すため解説動画を作成し
広く周知した。

●「魅力あるまちづくり」については、福岡市政への提言や福商連・九商連を通じ、国・県・市に
対して、中小企業・小規模事業者への支援策の強化・拡充、観光振興、社会基盤整備等の要
望を行なった。

▲FUKUSHO DIGITAL EXPO2022の様子

▲会社合同説明会 会場の様子

▲観光商談会の様子
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

貴社の広報手段として、有料広告の“おためし”として、
まだご利用いただいていない会員のみなさま、ぜひご利用ください!!
お申し込み方法等詳細につきましては、当所ホームページをご覧ください。
URL：https://www.fukunet.or.jp/businesschance/hot_news/

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます

お申し込み・お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

掲載
無料会員企業のPR掲示板会員企業のPR掲示板 ホットニュースホットニュース

DM発送に関わる一連の作業を全て弊社にお任せ頂く
事によりコストも時間も手間も大幅に削減されます

㈱シーユーロジテック

ダイレクトメール発送料の
コスト削減を提案致します

▼

１つ１つ丁寧に
手作業しております。

る体制が整っておりますのでご安心くだ
さい。その他、通販のお手伝いを始め、
保管預かり・ピッキング業務をお受け
し、お客様にとって最適な発送方法を選
定してご提案しております。

面倒な手作業を弊社の経験豊かなス
タッフにより迅速かつ正確・丁寧に作業
代行致します。発送通数の大小にかか
わらず対応しております。また、突発的
な作業、特大ロットも高品質で対応でき

㈱シーユーロジテック
太宰府市国分1-12-20
TEL：092-408-3777
FAX：092-404-0877
http://seeyoulogi.com/
E-mail：culogitec@seeyoulogi.com
営業内容
データをお送り頂ければ印刷もお受け致
します。ＤＭ発送代行の他、通販の発送
も（ネコポス・ゆうパッケト等）取り扱っ
ております。

上がり続ける電気代！
今から出来る備えを一緒に探しませんか？

リフェコ㈱

太陽光発電をはじめとした電気に
まつわるソリューションを提供

▼

福岡・佐賀・熊本に
店舗もあります！

②災害や停電への備え
③環境や地域貢献による社会性
法人・個人を問わず些細な事でも構い
ません。まずはお問い合わせ下さい。

1995年の創業以来、九州の再生可能
エネルギー普及拡大に努めてきました。
電気にまつわるソリューションを通じ

て、3つのメリットを提供します。
①電気代削減による経済的優位性

リフェコ㈱
福岡市博多区博多駅南1-3-11
ＫＤＸ博多南ビル8階
TEL：092-475-5200
FAX：092-475-5201
https://www.lifeco.co.jp/
E-mail：ml_eigyo_kikaku@lifeco.co.jp
営業内容
環境関連商品の販売・施工及び保守管
理、エネルギーソリューション、卸販売、
リースを通じて再生可能エネルギーの普
及拡大。

１日分のアルバイト代相当で１か月間、労働相談のプロが、
パワハラ・セクハラ等の相談窓口を代行します

合同会社 労務の相談窓口

ハラスメント/コンプライアンス
相談窓口代行

▼

上司のあの発言って、
パワハラかな・・・？

等で労働者からの労働相談を受けてき
た労働相談のプロが運営しています。
１か月間の相談窓口代行料は５，５００円～
です（従業員数により変わります）。

パワハラ防止法が２０２２年４月に中小
企業にも施行されました。同法により事
業主に対して、事業場の規模にかかわら
ずパワハラ相談窓口の設置が義務付けら
れました。当社は、長年に亘り行政機関

合同会社 労務の相談窓口
福岡市早良区飯倉２丁目２８番４号
TEL：092-400-2236
FAX：092-406-8767
https://soudan-madoguchi.jp
E-mail：info@soudan-madoguchi.jp
営業内容
ハラスメント/コンプライアンス相談窓口
代行
ハラスメント調査代行
ハラスメント研修代行

ワールドグループのノウハウから生まれたサービスで
各分野のプロが御社の課題解決を支援します

㈱ワールドストアパートナーズ

衣・食・住・遊のあらゆるビジネスを、
お客様とデザインする

▼

WORLD
PLATFORM
SERVICE

スを提供します。企業のニーズに合わせ
た包括的な提案はもちろん、店舗設計、
店舗開発・運営、販売代行・教育、デ
ジタル化など、必要な部分を活用いただ
くことが可能です。

ワールドグループが60年にわたり多様
なブランド開発や空間創造における知
見、全国の店舗展開で培ったノウハウを
「仕組み＝プラットフォーム」としてお客
様へシェアし、課題解決へつなぐサービ

㈱ワールドストアパートナーズ
福岡市中央区天神3丁目4-8
天神重松ビル7F
TEL：092-737-0071
https://platform.world.co.jp/com-
pany/world-store-partners/
E-mail：yoshtakahashi@world.co.jp
営業内容
ワールドグループの直営店舗の販売・運
営・店舗開発・販売教育・VMD支援の
他、そのノウハウを外部コンサルティング
に活用

オーナー施術で安心の技術力。一室貸切制
ツルツルの肌で好感度アップ！介護脱毛も人気です

男女脱毛サロンSILXXX(シルキス)

メンズもOK！
大人のための脱毛サロン

▼

脱毛専門店として
今年で８年目。

パーツごと、1回ごとのお支払いも可能
なので無駄がなく安心です。
まずはワックスで一度ツルツルの状態

を試してみませんか？

今やエチケットとなりつつある脱毛。
実際に脱毛された方からは「若く見ら

れるようになった」、「蒸れやニオイが軽
減した」と喜びのお声をいただきます。
ブラジリアンワックスも光脱毛も対応。

男女脱毛サロンSILXXX(シルキス)
福岡市中央区大濠公園2-35
THE APARTMENT607
TEL：090-5488-1165
http://silxxx.com
公式LINE：@silxxxで追加
営業内容
【初回VIO脱毛】女性￥6,160/男性
￥10,000
【初回ひげ脱毛】2回で￥9,980
完全予約制 9:00～21:00

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

お申し込み・お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

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

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します。

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

掲載無料
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

貴社の広報手段として、有料広告の“おためし”として、
まだご利用いただいていない会員のみなさま、ぜひご利用ください!!
お申し込み方法等詳細につきましては、当所ホームページをご覧ください。
URL：https://www.fukunet.or.jp/businesschance/hot_news/

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます

お申し込み・お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

掲載
無料会員企業のPR掲示板会員企業のPR掲示板 ホットニュースホットニュース

DM発送に関わる一連の作業を全て弊社にお任せ頂く
事によりコストも時間も手間も大幅に削減されます

㈱シーユーロジテック

ダイレクトメール発送料の
コスト削減を提案致します

▼

１つ１つ丁寧に
手作業しております。

る体制が整っておりますのでご安心くだ
さい。その他、通販のお手伝いを始め、
保管預かり・ピッキング業務をお受け
し、お客様にとって最適な発送方法を選
定してご提案しております。

面倒な手作業を弊社の経験豊かなス
タッフにより迅速かつ正確・丁寧に作業
代行致します。発送通数の大小にかか
わらず対応しております。また、突発的
な作業、特大ロットも高品質で対応でき

㈱シーユーロジテック
太宰府市国分1-12-20
TEL：092-408-3777
FAX：092-404-0877
http://seeyoulogi.com/
E-mail：culogitec@seeyoulogi.com
営業内容
データをお送り頂ければ印刷もお受け致
します。ＤＭ発送代行の他、通販の発送
も（ネコポス・ゆうパッケト等）取り扱っ
ております。

上がり続ける電気代！
今から出来る備えを一緒に探しませんか？

リフェコ㈱

太陽光発電をはじめとした電気に
まつわるソリューションを提供

▼

福岡・佐賀・熊本に
店舗もあります！

②災害や停電への備え
③環境や地域貢献による社会性
法人・個人を問わず些細な事でも構い
ません。まずはお問い合わせ下さい。

1995年の創業以来、九州の再生可能
エネルギー普及拡大に努めてきました。
電気にまつわるソリューションを通じ

て、3つのメリットを提供します。
①電気代削減による経済的優位性

リフェコ㈱
福岡市博多区博多駅南1-3-11
ＫＤＸ博多南ビル8階
TEL：092-475-5200
FAX：092-475-5201
https://www.lifeco.co.jp/
E-mail：ml_eigyo_kikaku@lifeco.co.jp
営業内容
環境関連商品の販売・施工及び保守管
理、エネルギーソリューション、卸販売、
リースを通じて再生可能エネルギーの普
及拡大。

１日分のアルバイト代相当で１か月間、労働相談のプロが、
パワハラ・セクハラ等の相談窓口を代行します

合同会社 労務の相談窓口

ハラスメント/コンプライアンス
相談窓口代行

▼

上司のあの発言って、
パワハラかな・・・？

等で労働者からの労働相談を受けてき
た労働相談のプロが運営しています。
１か月間の相談窓口代行料は５，５００円～
です（従業員数により変わります）。

パワハラ防止法が２０２２年４月に中小
企業にも施行されました。同法により事
業主に対して、事業場の規模にかかわら
ずパワハラ相談窓口の設置が義務付けら
れました。当社は、長年に亘り行政機関

合同会社 労務の相談窓口
福岡市早良区飯倉２丁目２８番４号
TEL：092-400-2236
FAX：092-406-8767
https://soudan-madoguchi.jp
E-mail：info@soudan-madoguchi.jp
営業内容
ハラスメント/コンプライアンス相談窓口
代行
ハラスメント調査代行
ハラスメント研修代行

ワールドグループのノウハウから生まれたサービスで
各分野のプロが御社の課題解決を支援します

㈱ワールドストアパートナーズ

衣・食・住・遊のあらゆるビジネスを、
お客様とデザインする

▼

WORLD
PLATFORM
SERVICE

スを提供します。企業のニーズに合わせ
た包括的な提案はもちろん、店舗設計、
店舗開発・運営、販売代行・教育、デ
ジタル化など、必要な部分を活用いただ
くことが可能です。

ワールドグループが60年にわたり多様
なブランド開発や空間創造における知
見、全国の店舗展開で培ったノウハウを
「仕組み＝プラットフォーム」としてお客
様へシェアし、課題解決へつなぐサービ

㈱ワールドストアパートナーズ
福岡市中央区天神3丁目4-8
天神重松ビル7F
TEL：092-737-0071
https://platform.world.co.jp/com-
pany/world-store-partners/
E-mail：yoshtakahashi@world.co.jp
営業内容
ワールドグループの直営店舗の販売・運
営・店舗開発・販売教育・VMD支援の
他、そのノウハウを外部コンサルティング
に活用

オーナー施術で安心の技術力。一室貸切制
ツルツルの肌で好感度アップ！介護脱毛も人気です

男女脱毛サロンSILXXX(シルキス)

メンズもOK！
大人のための脱毛サロン

▼

脱毛専門店として
今年で８年目。

パーツごと、1回ごとのお支払いも可能
なので無駄がなく安心です。
まずはワックスで一度ツルツルの状態
を試してみませんか？

今やエチケットとなりつつある脱毛。
実際に脱毛された方からは「若く見ら

れるようになった」、「蒸れやニオイが軽
減した」と喜びのお声をいただきます。
ブラジリアンワックスも光脱毛も対応。

男女脱毛サロンSILXXX(シルキス)
福岡市中央区大濠公園2-35
THE APARTMENT607
TEL：090-5488-1165
http://silxxx.com
公式LINE：@silxxxで追加
営業内容
【初回VIO脱毛】女性￥6,160/男性
￥10,000
【初回ひげ脱毛】2回で￥9,980
完全予約制 9:00～21:00

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

お申し込み・お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

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

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します。

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

掲載無料
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今回は 福商ビジネス倶楽部 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

フラワーショップ
ナーセリーさぬい
木本 多駒麿 氏
福岡市城南区飯倉1-3-19 
TEL 092-821-8151
HP：http://hanahana-sanui.com/

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

福商ビジネス倶楽部では、新規会員を随時募集しています！
入会前に例会を見学してみたい方は、ゲストとして参加可能です。お気軽に事務局までお問い合わ
せください。

会議所の上手な活用法

福商ビジネス倶楽部は、福岡商工会議所会
員の若手経営者、後継者、事業所勤務者、起
業志望者など幅広いビジネスパーソンを対象と
したメンバーシップ制の交流会です。ビジネス
において重要な人脈形成を最大の目的に、平
成16年に創設しました。
若手ビジネスパーソンがネットワークづくり

と自己研鑽のために、月に1度の例会を通して
活動しています。

●『福商ビジネス倶楽部』に入会されたきっかけはなんですか？
　福岡商工会議所に入会した際に、職員の方から案内を受けたことがきっかけです。大
きな決め手になったのは、役職問わず45歳以下のビジネスパーソンを対象にしていると
いう点です。福商ビジネス倶楽部以外の異業種交流会にも参加していますが、経営者や
大先輩が中心なことが多く、営業色の強い会もあります。その点、福商ビジネス倶楽部
は年代が近く、ビジネスパーソンとしてだけでなく一個人として交流もできるため、いい
刺激を受けて自分の成長につながると思い、入会しました。

●実際に『福商ビジネス倶楽部』入会していかがでしたか？
　非常に満足しています。毎回異なるテーマでの例会には、様々なバックグラウンドを
持つ方が集まるため、多様な視点のご意見を聴くことができ、自分や他者（社会）への理
解を深めることにつながっています。また、共に学びを深めたり、例会の企画・運営に
参加したりすることで信頼関係が生まれ、お付き合いではなく、心から信頼して仕事の
受発注ができる仲間を作れたことは大きな財産です。営業目的の入会ではありませんで
したが、結果的にお仕事もいただいています。

●『福商ビジネス倶楽部』に入会されたきっかけはなんですか？
　コロナ禍で、ほとんど知り合いがいない状況のなか会社経営を始めたことに、とても
不安を感じていました。福岡商工会議所に入会する際、そのことを相談すると、福商ビ
ジネス倶楽部を紹介していただきました。はじめは、毎月の例会に何度かゲスト参加しま
した。内容が毎回ユニークだったうえに、幹事や会員の方々が覚えてくださり、声をかけ
ていただくなど、とてもアットホームな雰囲気で楽しかったので入会を決めました。

●実際に『福商ビジネス倶楽部』入会していかがでしたか？
　フェイスブックなどでお友達になり、いつでもお話できる環境ができたことは、入会し
て最もよかったと思う点です。いろんな業種の方がいらっしゃるので、誰かに相談する
と、必ずどこかにつながります。弊社では、英語で数学を学習するプログラムを提供して
いますが、関わりが増えたことで、気軽に体験レッスンを受けてくれたり、周りの方をご
紹介くださったりといった関係性ができました。７月の例会では、体験レッスンを含む講
演をさせていただきます。これからも福商ビジネス倶楽部での活動が楽しみです。

㈱BLUENOTE&Edu.
代表取締役　靏久 雅紀子 氏　
HP：https://bluenoteandedu.com
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今回は 福商ビジネス倶楽部 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

フラワーショップ
ナーセリーさぬい
木本 多駒麿 氏
福岡市城南区飯倉1-3-19 
TEL 092-821-8151
HP：http://hanahana-sanui.com/

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

福商ビジネス倶楽部では、新規会員を随時募集しています！
入会前に例会を見学してみたい方は、ゲストとして参加可能です。お気軽に事務局までお問い合わ
せください。

会議所の上手な活用法

福商ビジネス倶楽部は、福岡商工会議所会
員の若手経営者、後継者、事業所勤務者、起
業志望者など幅広いビジネスパーソンを対象と
したメンバーシップ制の交流会です。ビジネス
において重要な人脈形成を最大の目的に、平
成16年に創設しました。
若手ビジネスパーソンがネットワークづくり

と自己研鑽のために、月に1度の例会を通して
活動しています。

●『福商ビジネス倶楽部』に入会されたきっかけはなんですか？
　福岡商工会議所に入会した際に、職員の方から案内を受けたことがきっかけです。大
きな決め手になったのは、役職問わず45歳以下のビジネスパーソンを対象にしていると
いう点です。福商ビジネス倶楽部以外の異業種交流会にも参加していますが、経営者や
大先輩が中心なことが多く、営業色の強い会もあります。その点、福商ビジネス倶楽部
は年代が近く、ビジネスパーソンとしてだけでなく一個人として交流もできるため、いい
刺激を受けて自分の成長につながると思い、入会しました。

●実際に『福商ビジネス倶楽部』入会していかがでしたか？
　非常に満足しています。毎回異なるテーマでの例会には、様々なバックグラウンドを
持つ方が集まるため、多様な視点のご意見を聴くことができ、自分や他者（社会）への理
解を深めることにつながっています。また、共に学びを深めたり、例会の企画・運営に
参加したりすることで信頼関係が生まれ、お付き合いではなく、心から信頼して仕事の
受発注ができる仲間を作れたことは大きな財産です。営業目的の入会ではありませんで
したが、結果的にお仕事もいただいています。

●『福商ビジネス倶楽部』に入会されたきっかけはなんですか？
　コロナ禍で、ほとんど知り合いがいない状況のなか会社経営を始めたことに、とても
不安を感じていました。福岡商工会議所に入会する際、そのことを相談すると、福商ビ
ジネス倶楽部を紹介していただきました。はじめは、毎月の例会に何度かゲスト参加しま
した。内容が毎回ユニークだったうえに、幹事や会員の方々が覚えてくださり、声をかけ
ていただくなど、とてもアットホームな雰囲気で楽しかったので入会を決めました。

●実際に『福商ビジネス倶楽部』入会していかがでしたか？
　フェイスブックなどでお友達になり、いつでもお話できる環境ができたことは、入会し
て最もよかったと思う点です。いろんな業種の方がいらっしゃるので、誰かに相談する
と、必ずどこかにつながります。弊社では、英語で数学を学習するプログラムを提供して
いますが、関わりが増えたことで、気軽に体験レッスンを受けてくれたり、周りの方をご
紹介くださったりといった関係性ができました。７月の例会では、体験レッスンを含む講
演をさせていただきます。これからも福商ビジネス倶楽部での活動が楽しみです。

㈱BLUENOTE&Edu.
代表取締役　靏久 雅紀子 氏　
HP：https://bluenoteandedu.com

Hakata//yamadaya　野間総本店
☎092-555-9258
福岡市南区野間1-10-7 1F
https://hakatayamadaya.com
営10:00～19:00
㉁日曜日
※営業時間は状況により変更になる場合があります。

検索

さっそく、SNSで写真映えすると話
題の「ご褒美だんご」を発見！味は、み
たらしや黒糖のほかに、ラムネや桜あ
ん、ずんだなどカラフルな品揃えです　
瓶にギュッとつまったお団子を取り出
すと、中からきな粉や餡が溢れ出し、
食べるときも驚きいっぱいの楽しい一
品でした。これまでにないアイデアで
大人気の「ご褒美だんご」ですが、実
は、サプライズ好きな山田社長が『人
と人との会話のきっかけになってほし
い』と考案した商品なんだとか！原材
料も福岡県産にこだわっており、見た
目も味もまさにご褒美です
その他、店内のショーケースには、定

番のよもぎ団子やつぶあん団子に加え
て、とび梅団子やみそやき団子など、
変わりダネ串団子も並んでいました　
１年を通して、１００種類以上の季節の
お団子を楽しむことができます！

なんと野間総本店では、店頭で炭
火焼きのみたらし団子をいただくこと
もできます　注文が入ってから焼くの
で、待っている間も香ばしい匂いが食
欲をそそります…　 うちわで火加減
を調節しながらお団子をじっくり焼き
上げたら、注ぎ足しで使われている“み
たらし餡”にダイブ！！もっちりとコシ
のあるお団子に絡む甘い餡との相性
がたまりませんでした

炭火で焼いた“できたてホヤホヤ”
みたらし団子

サプライズ精神から生まれた
“ご褒美だんご”

Hakata//yamadayaは、「和菓子を世界へ！」をコンセプトに2008年に創業しました。もともと団子が好き
だったことがきっかけで、縄文時代※から続く日本の伝統をもっとたくさんの人に楽しんでほしいと想い、和菓
子作りを独学で学びました。地域の方 と々の関わりも大切にしており、毎月の新商品は、地元の方々からのリク
エストや感想をもとに創っています。（※諸説あり）
今後は、国内に限らず、世界中の人に団子の魅力をお届けしたいと思っており、商工会議所には、海外展開に
ついて相談をしています。
福岡市内には、野間総本店のほかに博多や天神に4店舗（一部、土日のみ営業）ございます。毎月、新商品も
ご用意していますので、ぜひ召し上がってください！

会議所NEWSの編集担当が
街で見つけた“よかもん”をご紹介

今月号からこのコーナーを担当させていただく木村紗彩です。
皆さまにさらなる福岡の魅力をお伝えできるように頑張ります！
よろしくお願いいたします。

㈱Hakata yamadaya

代表取締役　山田 圭祐さん

今月の
気になる

よかもん

SNSで大バズり中！全国からこぞって人が
訪れる創作和菓子屋があると聞いて伺ったの
は、南区野間の「Hakata//yamadaya」さん

目で舌で楽しむご褒美だんご

ご挨拶

オンラインストアでも購入可
能です。家族へのサプライズプ
レゼントや頑張った自分へのご
褒美に、見ても食べても楽しい
お団子はいかがでしょうか？
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ハイブリッド会議応援
備品割引キャンペーン

501特別会議室
限定

館内デジタルサイネージ広告 掲載企業募集
福岡商工会議所ビルの来訪者年間37万人に貴社をPRできるチャンス！

6月から42型→55型でさらに大きい&4Kでキレイな画質のサイネージに変わりました

月額11,000円から会議所ビルに広告掲載できます

福岡商工会議所

ロビーサイネージ・1枠

会員企業割引
11,000円/月

●一般企業（非会員）・特商は、1枠 22,000円/月で掲載可。
　掲載代金は事前支払。
●1か月単位の申し込みができます（最初の営業日～最終営業日まで）
3分に1回以上掲示し、営業時間8:00～21:00の間ローテーションで掲載します。

【 場 　 所 】福岡商工会議所ビル１階ロビー・エレベーター付近
 （福岡市博多区博多駅前2-9-28）　
【 サ イ ズ 】縦型55型（縦123㎝×横71㎝）　
【 形 　 式 】jpeg形式静止画のみ
 ※ホームページにパワーポイントのフォーム有。　 
 ※毎月先着順で受付。掲載には広告審査があります。

【 申 　 込 】まずはホームページからお申し込みください。
 ※詳しくはホームページをご確認ください。

このようなPRにおすすめです
◆企業案内
◆商品宣伝

◆観光施設案内
◆イベント広告

期間限定割引
9.30利用分まで

約85%
備品割引

ハイブリッド会議の際に必要な備品セットをお得な5,500円（約85%OFF）で利用いただける
キャンペーンを実施中です（501会議室限定・令和4年9月30日利用分まで適用）。
※パソコンへの音声入出力は、会場内音響設備からUSBで簡単に接続できます（無料）。
※インターネットは有線接続（IPv6回線）

社内の役員会議など特別な場面で使用されるラグジュアリーな会議室です。※備品代とは別に会場代が発生します。

▽501会場代（午前）：会員料金 44,220円　　▽501会場代（午後）：会員料金 55,220円

定員60名
半円二重レイアウト

今なら
備品セットが 5,500円 通常38,500円から

約85%割引

　備品セット内容　

お申込み
方　法

ホームページで
空室状況を確認

レイアウトや
備品を指示

利用前日まで
お支払

当日の設営は
不要です

キャンペーン割引
希望とお伝えください

501
特別会議室
備品割引

電話で予約☎

092-441-1116
T E L

・ ワイヤレスマイク×6本

・ プロジェクター×1台

・ スクリーン（天吊）×1台

・ インターネット有線×１回線

正面入口横で
目立つスポット！

エレベーターの
待ち時間に

視界に入りやすい！

国際取引・海外展開ミニ講座　動画配信のご案内
　当所では、海外展開支援の一環として、福岡県弁護士会と連携し、「国際取引・海外展開ミニ講座」の動画を配信しています。「国
際取引に適用される法律」や「海外ビジネスのブランディングと商標」、「越境Eコマースの基本」など、国際ビジネスの進め方に関する
計21本の動画を掲載しています。海外企業との取引を検討している方、海外での販路拡大を目指している方は、ぜひご覧ください。

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

動画はこちらから

国際ビジネスで役立つ仲裁とは

「インコタームス」って何？

海外ビジネススキーム

海外企業との裁判、どこで行われる？

越境Eコマースの基本

国際取引と国内取引、どこが違う？

■ プログラム内容（一例）

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」
（2020年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

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（※2）

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）（※2）

有効求人数（福岡県）（※2）

有効求職者（福岡県）（※2）

完全失業数（全国）（※2）

福岡都市高速道路通行台数（※2）

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※2）

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

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）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

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）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

853,607 

1,627,244 

100.8 

101.5 

304,510 

6,386 

15,100 

174,686 

458 

35,047 

1,360 

27,982,948 

18,045,612 

646 

7,287 

9 

63 

16 

3,675 

令和４年（2022年）５月

3.6

3.8

1.9

2.4

1.2

▲ 18.6

51

0

▲ 5.2

▲ 22.4

▲3.1

2.3

2.3

5.7

▲ 11.9

50.0

1.6

14.3

352.6

1.09 

107,666 

103,033 

188 

5,465,087 

3,685,182 

3,277,376 

667,680 

3,342,668 

1,044,650 

10,331 

7,506 

10,146 

2,092 

54,625 

3,185 

147,000 

― 

― 

5.8

9.3

3.3

▲ 10.0

17.9

17.1

11.6

4.4

16.5

54.7

527.6

22 

85 

0.3

2.0

192.5

1,370

―

―

＜5月の主なできごと＞
5月  3日、4日　第61回福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」3年ぶりに開催
5月  8日　　　 G7オンライン首脳会議、ロシア産原油の輸入禁止を各国一致
5月10日　　　 韓国・尹錫悦大統領が就任
5月 11日　　　 「経済安保推進法」成立、日本政府が特定重要物資の安定供給を支援
5月20日　　　 福岡空港　国際線ターミナル増築工事着工
5月23日　　　 米国・バイデン大統領が来日、日米首脳会談を実施
　  〃　　  　　 米国主導の新経済圏構想「インド太平洋経済枠組み（IPEF）」が発足

＊「-」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）は前月末、
（※３）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。
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ハイブリッド会議応援
備品割引キャンペーン

501特別会議室
限定

館内デジタルサイネージ広告 掲載企業募集
福岡商工会議所ビルの来訪者年間37万人に貴社をPRできるチャンス！

6月から42型→55型でさらに大きい&4Kでキレイな画質のサイネージに変わりました

月額11,000円から会議所ビルに広告掲載できます

福岡商工会議所

ロビーサイネージ・1枠

会員企業割引
11,000円/月

●一般企業（非会員）・特商は、1枠 22,000円/月で掲載可。
　掲載代金は事前支払。
●1か月単位の申し込みができます（最初の営業日～最終営業日まで）
3分に1回以上掲示し、営業時間8:00～21:00の間ローテーションで掲載します。

【 場 　 所 】福岡商工会議所ビル１階ロビー・エレベーター付近
 （福岡市博多区博多駅前2-9-28）　
【 サ イ ズ 】縦型55型（縦123㎝×横71㎝）　
【 形 　 式 】jpeg形式静止画のみ
 ※ホームページにパワーポイントのフォーム有。　 
 ※毎月先着順で受付。掲載には広告審査があります。

【 申 　 込 】まずはホームページからお申し込みください。
 ※詳しくはホームページをご確認ください。

このようなPRにおすすめです
◆企業案内
◆商品宣伝

◆観光施設案内
◆イベント広告

期間限定割引
9.30利用分まで

約85%
備品割引

ハイブリッド会議の際に必要な備品セットをお得な5,500円（約85%OFF）で利用いただける
キャンペーンを実施中です（501会議室限定・令和4年9月30日利用分まで適用）。
※パソコンへの音声入出力は、会場内音響設備からUSBで簡単に接続できます（無料）。
※インターネットは有線接続（IPv6回線）

社内の役員会議など特別な場面で使用されるラグジュアリーな会議室です。※備品代とは別に会場代が発生します。

▽501会場代（午前）：会員料金 44,220円　　▽501会場代（午後）：会員料金 55,220円

定員60名
半円二重レイアウト

今なら
備品セットが 5,500円 通常38,500円から

約85%割引

　備品セット内容　

お申込み
方　法

ホームページで
空室状況を確認

レイアウトや
備品を指示

利用前日まで
お支払

当日の設営は
不要です

キャンペーン割引
希望とお伝えください

501
特別会議室
備品割引

電話で予約☎

092-441-1116
T E L

・ ワイヤレスマイク×6本

・ プロジェクター×1台

・ スクリーン（天吊）×1台

・ インターネット有線×１回線

正面入口横で
目立つスポット！

エレベーターの
待ち時間に

視界に入りやすい！

国際取引・海外展開ミニ講座　動画配信のご案内
　当所では、海外展開支援の一環として、福岡県弁護士会と連携し、「国際取引・海外展開ミニ講座」の動画を配信しています。「国
際取引に適用される法律」や「海外ビジネスのブランディングと商標」、「越境Eコマースの基本」など、国際ビジネスの進め方に関する
計21本の動画を掲載しています。海外企業との取引を検討している方、海外での販路拡大を目指している方は、ぜひご覧ください。

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

動画はこちらから

国際ビジネスで役立つ仲裁とは

「インコタームス」って何？

海外ビジネススキーム

海外企業との裁判、どこで行われる？

越境Eコマースの基本

国際取引と国内取引、どこが違う？

■ プログラム内容（一例）

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」
（2020年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

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（※2）

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）（※2）

有効求人数（福岡県）（※2）

有効求職者（福岡県）（※2）

完全失業数（全国）（※2）

福岡都市高速道路通行台数（※2）

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※2）

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

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）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

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）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

853,607 

1,627,244 

100.8 

101.5 

304,510 

6,386 

15,100 

174,686 

458 

35,047 

1,360 

27,982,948 

18,045,612 

646 

7,287 

9 

63 

16 

3,675 

令和４年（2022年）５月

3.6

3.8

1.9

2.4

1.2

▲ 18.6

51

0

▲ 5.2

▲ 22.4

▲3.1

2.3

2.3

5.7

▲ 11.9

50.0

1.6

14.3

352.6

1.09 

107,666 

103,033 

188 

5,465,087 

3,685,182 

3,277,376 

667,680 

3,342,668 

1,044,650 

10,331 

7,506 

10,146 

2,092 

54,625 

3,185 

147,000 

― 

― 

5.8

9.3

3.3

▲ 10.0

17.9

17.1

11.6

4.4

16.5

54.7

527.6

22 

85 

0.3

2.0

192.5

1,370

―

―

＜5月の主なできごと＞
5月  3日、4日　第61回福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」3年ぶりに開催
5月  8日　　　 G7オンライン首脳会議、ロシア産原油の輸入禁止を各国一致
5月10日　　　 韓国・尹錫悦大統領が就任
5月 11日　　　 「経済安保推進法」成立、日本政府が特定重要物資の安定供給を支援
5月20日　　　 福岡空港　国際線ターミナル増築工事着工
5月23日　　　 米国・バイデン大統領が来日、日米首脳会談を実施
　  〃　　  　　 米国主導の新経済圏構想「インド太平洋経済枠組み（IPEF）」が発足

＊「-」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）は前月末、
（※３）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。
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お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

当所会員の約10社に1社が加入

御社の従業員の福利厚生の充実、

経営での転ばぬ先の杖として

ぜひこの機会に

加入をご検討ください。

この内容で働き盛りの50代では、
51歳～55歳まで（月額）
　　男性 2,825円、 女性 2,235円
56歳～60歳まで（月額）
　　男性 3,585円、 女性 2,555円

　昨年度1年間に、加入者にお支払いした保険金・給付金（以下、保険金等）
は、55件53,185,500円でございました。（内訳：死亡・高度障がい保険金
11件43,004,940円、障がい・入院給付金44件10,180,560円）
　ご参考までに、過去3年間の保険金の支払実績をお知らせいたします。
この機会に御社での「もしもの際の備え」として、ぜひご検討ください。

■過去３年の保険金・給付金支払実績

対　象

死亡・高度障がい

障がい・入院

死亡・高度障がい

障がい・入院

死亡・高度障がい

障がい・入院

年度

2021
年度

2020
年度

2019
年度

請求件数

11件

44件

7件

27件

11件

41件

支払件数

11件

44件

7件

27件

11件

41件

支払金額

43,004千円

10,180千円

52,000千円

5,908千円

47,000千円

10,035千円

平均支払額

3,909千円

231千円

7,428千円

218千円

4,273千円

245千円

会員組織・共済グループからのお知らせ

2021年度生命共済制度
配当金のお支払について

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

送金日：2022年7月6日（水）

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

配当率：49.29％
（2020年度：44.67％、2019年度：50.13％）

掛金は
損金または
必要経費に
算入できます。

46歳～50歳 男性
10名・各5口
加入の場合

〈実質負担額シミュレーション〉

毎月22,900円×12か月＝

今回配当額

年間保険料

274,800円×49.29％＝
274,800円
135,448円

2021年度保険金・給付金支払実績報告

■生命共済制度の加入状況（2022年4月1日現在）

加入事業所数

1,645社

加入者数

10,214人

加入口数

41,533口

平均加入口数

約4口

平均加入年齢

46歳

ご加入例（5口：500万コースの場合）

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

所定の障がいに応じて、
50～350万円をお支払します。

1,000万円
不慮の事故による
死亡・高度障がいの場合

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

約6ヶ月分の負担減（2021年度実績）


