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ココに新たなビジネスチャンスが!? ～九州・福岡の観光業界の勝機～



8月・9月発行プレミアム付き地域商品券発行情報 ※一部

8月以降に発行予定の団体（令和４年7月２０日時点）

20%PREMIUM

箱崎商店連合会『ハコぽっぽ
プレミアムキャッシュレス商品券』
販売価格：5,000円【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）

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）』
販売価格：10,000円【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)

福岡空港ビル販売促進協議会
『福岡空港プレミアム商品券』
販売価格：5,000円【60,000冊発行】
使用期間：令和４年８月１日（月）～令和５年１月31日(火)

大手門商店街『大手門よかまち
プレミアム商品券』
販売価格：10,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年８月１日（月）～令和５年１月15日（日）

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。

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。

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！！

博多駅商店連合会
『博多駅商店連合会
加盟施設共通ショッピング
チケット』
予 約 日 ：８月  ２日(火)～８月16日(火)
販 売 日 ：８月24日(水)～８月25日(木)
販売価格：10,000円【30,000冊発行】
使用期間：令和４年８月24日(水)
　　　　  ～令和５年１月31日(火)

冊子型商品券冊子型商品券

冊子型商品券

吉塚商店連合組合
『吉塚市場リトルアジア
プレミアム商品券』
販 売 日 ：８月19日（金）～８月20日（土）　
販売価格：5,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年８月19日（金）
　　　　  ～令和５年１月10日（火）

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』
販 売 日 ：８月28日（日）
販売価格：10,000円【190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）

冊子型商品券

新天町商店街商業
協同組合『新天町秋の
モバイル商品券』
販 売 日 ：９月１日（木）～完売まで　
販売価格：5,000円【14,000セット発行】
使用期間：令和４年９月１日（木）～
　　　　  令和５年１月15日(日)

キャッシュレス商品券　

サンローゼ博多テナント会・
ホテルニューオータニ博多
『サンローゼ博多＆ホテルニュー
オータニ　プレミアム商品券』

販 売 日 ：９月１日（木）～９月14日（水）
販売価格：10,000円【3,000冊発行】
使用期間：令和４年９月１日（木）～
　　　　  令和５年１月31日(火)

冊子型商品券

西新オレンジ通り
商店街組合
『西新オレンジ通り
商店街プレミアム商品券』

販 売 日 ：９月１日(木)～10月31日（月）
販売価格：10,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年９月１日(木)
　　　　  ～令和５年１月31日(火)

冊子型商品券
花みずき通り商店会
『花みずき通り商店会
プレミアム付き
地域振興券』

販 売 日 ：９月１日（木）～９月30日（金）
販売価格：10,000円【3,000冊発行】
使用期間：令和４年９月１日（木）～
　　　　 令和５年１月31日（火）

冊子型商品券

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 ：９月１日（木）～完売まで
販売価格：10,000円【2,000セット発行】
使用期間：令和４年９月１日（木）
　　　　　～令和５年１月31日（火）

周船寺商工連合会
『すせんじプレミアム
商品券』
販 売 日 ：９月４日（日）～９月３０日（金）
販売価格：10,000円【20,000冊発行】
使用期間：令和４年９月４日（日）～
　　　　　令和５年１月31日（火）

冊子型商品券

BiVi福岡テナント会
『南天神プレミアム
商品券』
販 売 日 ：９月9日（金）～９月10日（土）
販売価格：10,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年９月9日（金）～
　　　　 令和5年1月31日（火）

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

お問い合わせ／会員組織・共済グループ
TEL : 092-441-1114
URL : https://www.fukunet.or.jp/service/life/

新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、受診者の皆様の感染拡大防止・安全確保の観点から、
本健診の実施方法を変更または、中止させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
また、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、「ワクチン接種歴または陰性判定証明」および「本人確
認ができるもの」を受付等で確認させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う実施方法の変更または中止について

会議所からのお知らせ 詳細は本号折込チラシをご確認ください

【新型コロナウイルス感染防止対策について】安心・安全な受診環境を確保するため、本健診では下記の通り衛生管理を徹底します。

◎当健診は当所が（一財）医療情報健康財団に検査を委託しています。

会員 5,720円（税込）～ 
場所 当所3階 301会議室 定員 900名
受診期間

申込期間

10月17日（月）～10月22日（土）

※1名様からご受診いただけます。
※オプション検査（腹部超音波検査、胃がん検査、大腸がん検査、肝炎検査等）
　もあわせてご利用ください。

1.  飛沫感染防止対策
受診者はマスク着用、健診スタッ
フはマスクとフェイスシールド着
用を原則とします。

4.  検温の実施
受付時に検温し、受診者・スタッフ相互の安全確保
に努めます。（体調不良の方、37.5℃以上の方はご受
診いただけませんのであらかじめご了承ください）

2.  接触感染防止対策
接触感染防止のため、消毒・
換気を徹底します。

3.  ３密防止対策
3密防止のため、受診者・健診スタッフ
の距離確保、受付の人数制限徹底、健
診時間短縮等に努めます。

生活習慣病健診のご案内
令和4年度 秋季会員・特定商工業者限定

　当所では、事業所の経営資源である従業員とその家族の健康管理をサポートすることで、生
産性の向上や業績の改善につなげることを目的に、会員事業所ならびに特定商工業者の経営
者、従業員およびそのご家族を対象に、生活習慣病健診を実施しています。（本健診は「法定健
診」や「雇入時健康診断」の項目を充足しています。）
　この機会に、ぜひ当健診をご活用ください。

受診料 特定商工業者 9,152円（税込）～ 

8月10日（水）～9月9日（金）「生活習慣病」に係る疾病リスクを早期発見!!



8月・9月発行プレミアム付き地域商品券発行情報 ※一部

8月以降に発行予定の団体（令和４年7月２０日時点）

20%PREMIUM

箱崎商店連合会『ハコぽっぽ
プレミアムキャッシュレス商品券』
販売価格：5,000円【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）

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）』
販売価格：10,000円【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)

福岡空港ビル販売促進協議会
『福岡空港プレミアム商品券』
販売価格：5,000円【60,000冊発行】
使用期間：令和４年８月１日（月）～令和５年１月31日(火)

大手門商店街『大手門よかまち
プレミアム商品券』
販売価格：10,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年８月１日（月）～令和５年１月15日（日）

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。

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。

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！！

博多駅商店連合会
『博多駅商店連合会
加盟施設共通ショッピング
チケット』
予 約 日 ：８月  ２日(火)～８月16日(火)
販 売 日 ：８月24日(水)～８月25日(木)
販売価格：10,000円【30,000冊発行】
使用期間：令和４年８月24日(水)
　　　　  ～令和５年１月31日(火)

冊子型商品券冊子型商品券

冊子型商品券

吉塚商店連合組合
『吉塚市場リトルアジア
プレミアム商品券』
販 売 日 ：８月19日（金）～８月20日（土）　
販売価格：5,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年８月19日（金）
　　　　  ～令和５年１月10日（火）

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』
販 売 日 ：８月28日（日）
販売価格：10,000円【190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）

冊子型商品券

新天町商店街商業
協同組合『新天町秋の
モバイル商品券』
販 売 日 ：９月１日（木）～完売まで　
販売価格：5,000円【14,000セット発行】
使用期間：令和４年９月１日（木）～
　　　　  令和５年１月15日(日)

キャッシュレス商品券　

サンローゼ博多テナント会・
ホテルニューオータニ博多
『サンローゼ博多＆ホテルニュー
オータニ　プレミアム商品券』

販 売 日 ：９月１日（木）～９月14日（水）
販売価格：10,000円【3,000冊発行】
使用期間：令和４年９月１日（木）～
　　　　  令和５年１月31日(火)

冊子型商品券

西新オレンジ通り
商店街組合
『西新オレンジ通り
商店街プレミアム商品券』

販 売 日 ：９月１日(木)～10月31日（月）
販売価格：10,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年９月１日(木)
　　　　  ～令和５年１月31日(火)

冊子型商品券
花みずき通り商店会
『花みずき通り商店会
プレミアム付き
地域振興券』

販 売 日 ：９月１日（木）～９月30日（金）
販売価格：10,000円【3,000冊発行】
使用期間：令和４年９月１日（木）～
　　　　 令和５年１月31日（火）

冊子型商品券

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 ：９月１日（木）～完売まで
販売価格：10,000円【2,000セット発行】
使用期間：令和４年９月１日（木）
　　　　　～令和５年１月31日（火）

周船寺商工連合会
『すせんじプレミアム
商品券』
販 売 日 ：９月４日（日）～９月３０日（金）
販売価格：10,000円【20,000冊発行】
使用期間：令和４年９月４日（日）～
　　　　　令和５年１月31日（火）

冊子型商品券

BiVi福岡テナント会
『南天神プレミアム
商品券』
販 売 日 ：９月9日（金）～９月10日（土）
販売価格：10,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年９月9日（金）～
　　　　 令和5年1月31日（火）

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

お問い合わせ／会員組織・共済グループ
TEL : 092-441-1114
URL : https://www.fukunet.or.jp/service/life/

新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、受診者の皆様の感染拡大防止・安全確保の観点から、
本健診の実施方法を変更または、中止させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
また、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、「ワクチン接種歴または陰性判定証明」および「本人確
認ができるもの」を受付等で確認させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う実施方法の変更または中止について

会議所からのお知らせ 詳細は本号折込チラシをご確認ください

【新型コロナウイルス感染防止対策について】安心・安全な受診環境を確保するため、本健診では下記の通り衛生管理を徹底します。

◎当健診は当所が（一財）医療情報健康財団に検査を委託しています。

会員 5,720円（税込）～ 
場所 当所3階 301会議室 定員 900名
受診期間

申込期間

10月17日（月）～10月22日（土）

※1名様からご受診いただけます。
※オプション検査（腹部超音波検査、胃がん検査、大腸がん検査、肝炎検査等）
　もあわせてご利用ください。

1.  飛沫感染防止対策
受診者はマスク着用、健診スタッ
フはマスクとフェイスシールド着
用を原則とします。

4.  検温の実施
受付時に検温し、受診者・スタッフ相互の安全確保
に努めます。（体調不良の方、37.5℃以上の方はご受
診いただけませんのであらかじめご了承ください）

2.  接触感染防止対策
接触感染防止のため、消毒・
換気を徹底します。

3.  ３密防止対策
3密防止のため、受診者・健診スタッフ
の距離確保、受付の人数制限徹底、健
診時間短縮等に努めます。

生活習慣病健診のご案内
令和4年度 秋季会員・特定商工業者限定

　当所では、事業所の経営資源である従業員とその家族の健康管理をサポートすることで、生
産性の向上や業績の改善につなげることを目的に、会員事業所ならびに特定商工業者の経営
者、従業員およびそのご家族を対象に、生活習慣病健診を実施しています。（本健診は「法定健
診」や「雇入時健康診断」の項目を充足しています。）
　この機会に、ぜひ当健診をご活用ください。

受診料 特定商工業者 9,152円（税込）～ 

8月10日（水）～9月9日（金）「生活習慣病」に係る疾病リスクを早期発見!!

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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ず。学校と学生双方にとってメリットが
生み出せる」と自信をのぞかせます。そ
の証拠に『DON!DON!ドライブ』はサ
ブスクリプション化され、現在は全国
120校以上の自動車学校に導入されて
います。
「教育エンタメ」と呼んでいるこの事業
は、コンテンツ自体の魅力以外にも、経
営の安定化にも寄与できると森さんは
言います。「エンタメとしてのアニメ作品
は競争も激化し、需給のバランスが安定
しません。例えばテレビアニメが決まる
と一気に忙しくなり、人手も必要になり
ますが、大ヒットでもしない限りそれが
毎年続くわけではありませんから。会社
としては仕事をいかに安定させるかとい
うことが至上命題。そういう点からも教
育エンタメという分野には可能性を感じ
ています」。
次のチャレンジとして、新入社員向け
の教材コンテンツ『mitoite（ミトイテ）』
を開発中で、2023年2月にリリース予
定。働くことや将来に不安を抱える若い
世代に対して、仕事に取り組む姿勢や行
動の指針を伝えることが目標です。
「いまの若い世代は何かを調べる際に
動画で見ます。そのため映像で何かを伝

えようとする時、面白くなければすぐに
スキップされてしまいます。従来の新入
社員教材のように、真面目一辺倒では伝
わるものも伝わりません。実際に
『mitoite（ミトイテ）』を見ていただいた
方からは、不安が取り除けました、もっと
正直に生きていいんだとわかりましたな
ど、好意的な意見をいただいています」
と森さん。
さらに、「Z世代と呼ばれる若者に向
けた社会人マインドセット教育は、コミュ
ニケーションを苦手と感じている人が多
いアニメ業界にいる我々が長年向き合っ
てきた課題です。再現性ある教育ノウハ
ウを動画として広く提供できるようにな
ることは、労働者人口が減っていく日本
において、とても価値のあることだと信
じています」と未来を見据えます。

社内教育にも注力しながら
夢に向かってチャレンジを続ける

社内の人材育成にも力を注ぐ森さん。
来社したお客様を案内する際にはクリエ
イター自らが対応するほか、朝礼も当番
制でスピーチを行うなど、コミュニケー
ション能力を磨いています。「スタッフに

はアニメやゲームが好きな人が多く、得
てしてコミュニケーションが苦手。です
が、オリジナルのコンテンツをつくり上げ
ていくためには、社内のスタッフや協力
会社の皆さんとの打ち合わせ、コミュニ
ケーションは欠かせません。そのため制
作会社としては珍しいのですが、社内教
育には非常に力を入れています」と森さ
ん。
また、月に1日は仕事をせず、自分の好
きなものに取り組むというインフォレス
ト制度を設定。これもすべては「つくりた
いものをつくる」ためだと言います。
「教育エンタメという新規事業に取り
組んでいるのも、収益を安定させてオリ
ジナルコンテンツをつくるため。目標はア
カデミー賞ですから」と意気込みます。

オリジナルコンテンツで
世界に勝負をかける

福岡市中央区白金のFOREST  
Hunting Oneは、オリジナルのCGアニ
メを発信する制作会社です。3,000枚売
れれば上出来というアニメDVD業界に
おいて、2010年に発表した脱力系ショー
トアニメ『Peeping Life（ピーピング ラ
イフ）』はシリーズ累計60万本を超える
大ヒットを記録しました。この作品は代
表取締役社長の森りょういちさんが、大
学時代の卒業制作でつくった『EACH 
LIFE』が原作。東京国際アニメフェアに
出展した際、㈱コミックス・ウェーブ・フィ
ルムの目に留まったことからDVD化が
決まりました。
「26歳までに結果が出せなかったら

就職しようと思っていましたから、25歳
で『Peeping Life』を世に出せたことは
非常に幸運だったと思います」と森さ
ん。それまで個人のクリエイターとして
活動していましたが、DVDの発売をきっ
かけに法人化。以降、「娯楽として楽しん
でもらえる映像作品をオリジナルでつく
る会社」として事業を展開し、NHK Eテ
レで放送された『超爆裂異次元メンコバ
トル ギガントシューター つかさ』をはじ
めとしたテレビアニメを制作するなど、
活躍の場を広げていきました。
ほとんどの制作会社がクライアント

ワークを行う中、FOREST Hunting 
Oneではオリジナル作品で勝負するの
が特徴。森さんは「企画力とオリジナリ
ティとアイディアで、クオリティ以上の価
値を提供してきたからこそ、10年以上続

けてこられたのだと思います」と振り返
ります。

大きく舵を切って
教育とエンタメの融合に挑戦

FOREST Hunting Oneの事業転換
の契機となった作品が『DON!DON!ド
ライブ』です。福岡市内の自動車学校と
共同開発した学科教習映像で、個性あ
ふれるキャラクターが登場し、車の運転
に必要な知識をさまざまなシチュエー
ションで紹介していきます。森さんは「こ
れまでのように見て消費して楽しむ娯楽
作品ではなく、目的を持ったアニメーショ
ンコンテンツ。受講者が授業中に眠くな
らない教材になれば、学習効果は高まり
ますし、その後の事故率も低下するは

㈱FOREST Hunting One　代表取締役　森 りょういち氏

㈱FOREST Hunting One

取材日：7月8日

〒810-0012
福岡市中央区白金1-2-21 7F

TEL：092-406-7723
https://foresthuntingone.com/

2教育とエンタメを掛け合わせた新コンテンツ「mitoite（ミトイテ）」。2023年
リリース予定でビジネスマナーや社会人としての知識を面白おかしく伝える

4 FOREST Hunting Oneの作品は、ニューヨークの映画祭での上映など、
アメリカや韓国をはじめ、国内外からさまざまな評価を受けている

1会社の代名詞でもある「Peeping Life」はシリーズ累計60万本を
超える大ヒットDVDに。テレビでも放送されるなど人気を集めた

3ティファニーブルーの壁紙で彩られた社内。ここから世界へと動
画作品が発信されている

【プロフィール】
中学生の頃から独学でCGを学び、在学中か
らオリジナルのアニメーションを制作。
2010年に法人化し、脱力系ショートアニメ
『Peeping Life』を発表。以降、精力的に活動
し、教育とエンタメの融合を目指している。

エンタメをプラスしたコンテンツで
教育業界にイノベーションを
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ず。学校と学生双方にとってメリットが
生み出せる」と自信をのぞかせます。そ
の証拠に『DON!DON!ドライブ』はサ
ブスクリプション化され、現在は全国
120校以上の自動車学校に導入されて
います。
「教育エンタメ」と呼んでいるこの事業
は、コンテンツ自体の魅力以外にも、経
営の安定化にも寄与できると森さんは
言います。「エンタメとしてのアニメ作品
は競争も激化し、需給のバランスが安定
しません。例えばテレビアニメが決まる
と一気に忙しくなり、人手も必要になり
ますが、大ヒットでもしない限りそれが
毎年続くわけではありませんから。会社
としては仕事をいかに安定させるかとい
うことが至上命題。そういう点からも教
育エンタメという分野には可能性を感じ
ています」。
次のチャレンジとして、新入社員向け

の教材コンテンツ『mitoite（ミトイテ）』
を開発中で、2023年2月にリリース予
定。働くことや将来に不安を抱える若い
世代に対して、仕事に取り組む姿勢や行
動の指針を伝えることが目標です。
「いまの若い世代は何かを調べる際に
動画で見ます。そのため映像で何かを伝

えようとする時、面白くなければすぐに
スキップされてしまいます。従来の新入
社員教材のように、真面目一辺倒では伝
わるものも伝わりません。実際に
『mitoite（ミトイテ）』を見ていただいた
方からは、不安が取り除けました、もっと
正直に生きていいんだとわかりましたな
ど、好意的な意見をいただいています」
と森さん。
さらに、「Z世代と呼ばれる若者に向

けた社会人マインドセット教育は、コミュ
ニケーションを苦手と感じている人が多
いアニメ業界にいる我々が長年向き合っ
てきた課題です。再現性ある教育ノウハ
ウを動画として広く提供できるようにな
ることは、労働者人口が減っていく日本
において、とても価値のあることだと信
じています」と未来を見据えます。

社内教育にも注力しながら
夢に向かってチャレンジを続ける

社内の人材育成にも力を注ぐ森さん。
来社したお客様を案内する際にはクリエ
イター自らが対応するほか、朝礼も当番
制でスピーチを行うなど、コミュニケー
ション能力を磨いています。「スタッフに

はアニメやゲームが好きな人が多く、得
てしてコミュニケーションが苦手。です
が、オリジナルのコンテンツをつくり上げ
ていくためには、社内のスタッフや協力
会社の皆さんとの打ち合わせ、コミュニ
ケーションは欠かせません。そのため制
作会社としては珍しいのですが、社内教
育には非常に力を入れています」と森さ
ん。
また、月に1日は仕事をせず、自分の好
きなものに取り組むというインフォレス
ト制度を設定。これもすべては「つくりた
いものをつくる」ためだと言います。
「教育エンタメという新規事業に取り
組んでいるのも、収益を安定させてオリ
ジナルコンテンツをつくるため。目標はア
カデミー賞ですから」と意気込みます。

オリジナルコンテンツで
世界に勝負をかける

福岡市中央区白金のFOREST  
Hunting Oneは、オリジナルのCGアニ
メを発信する制作会社です。3,000枚売
れれば上出来というアニメDVD業界に
おいて、2010年に発表した脱力系ショー
トアニメ『Peeping Life（ピーピング ラ
イフ）』はシリーズ累計60万本を超える
大ヒットを記録しました。この作品は代
表取締役社長の森りょういちさんが、大
学時代の卒業制作でつくった『EACH 
LIFE』が原作。東京国際アニメフェアに
出展した際、㈱コミックス・ウェーブ・フィ
ルムの目に留まったことからDVD化が
決まりました。
「26歳までに結果が出せなかったら

就職しようと思っていましたから、25歳
で『Peeping Life』を世に出せたことは
非常に幸運だったと思います」と森さ
ん。それまで個人のクリエイターとして
活動していましたが、DVDの発売をきっ
かけに法人化。以降、「娯楽として楽しん
でもらえる映像作品をオリジナルでつく
る会社」として事業を展開し、NHK Eテ
レで放送された『超爆裂異次元メンコバ
トル ギガントシューター つかさ』をはじ
めとしたテレビアニメを制作するなど、
活躍の場を広げていきました。
ほとんどの制作会社がクライアント
ワークを行う中、FOREST Hunting 
Oneではオリジナル作品で勝負するの
が特徴。森さんは「企画力とオリジナリ
ティとアイディアで、クオリティ以上の価
値を提供してきたからこそ、10年以上続

けてこられたのだと思います」と振り返
ります。

大きく舵を切って
教育とエンタメの融合に挑戦

FOREST Hunting Oneの事業転換
の契機となった作品が『DON!DON!ド
ライブ』です。福岡市内の自動車学校と
共同開発した学科教習映像で、個性あ
ふれるキャラクターが登場し、車の運転
に必要な知識をさまざまなシチュエー
ションで紹介していきます。森さんは「こ
れまでのように見て消費して楽しむ娯楽
作品ではなく、目的を持ったアニメーショ
ンコンテンツ。受講者が授業中に眠くな
らない教材になれば、学習効果は高まり
ますし、その後の事故率も低下するは

㈱FOREST Hunting One　代表取締役　森 りょういち氏

㈱FOREST Hunting One

取材日：7月8日

〒810-0012
福岡市中央区白金1-2-21 7F

TEL：092-406-7723
https://foresthuntingone.com/
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リリース予定でビジネスマナーや社会人としての知識を面白おかしく伝える

4 FOREST Hunting Oneの作品は、ニューヨークの映画祭での上映など、
アメリカや韓国をはじめ、国内外からさまざまな評価を受けている

1会社の代名詞でもある「Peeping Life」はシリーズ累計60万本を
超える大ヒットDVDに。テレビでも放送されるなど人気を集めた

3ティファニーブルーの壁紙で彩られた社内。ここから世界へと動
画作品が発信されている

【プロフィール】
中学生の頃から独学でCGを学び、在学中か
らオリジナルのアニメーションを制作。
2010年に法人化し、脱力系ショートアニメ
『Peeping Life』を発表。以降、精力的に活動
し、教育とエンタメの融合を目指している。
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に新たなビジネスチャンスが!?
～九州・福岡の観光業界の勝機～

当所では、福岡を中心とした九州全体の観光事業者の活性化を図ると共に、幅広い関連
事業者の新たなビジネスチャンス創出を目的として、「観光事業者支援事業」を行っています。
この度、本事業の令和４年度第１弾セミナーとして、『ココに新たなビジネスチャンスが!?

～九州・福岡の観光業界の勝機～』を実施しました。
今回の特集では、そのセミナー内容の一部をご紹介しながら、今年度の本事業の取り組

みについてご案内いたします。観光関連事業者はもちろんのこと、観光業界でも通用する商
品やサービスをお持ちの事業者の方にとって、今後のビジネス展開のきっかけになればと思
います。
※本特集は、セミナーの内容のほか、補足情報を掲載しています。

新型コロナウイルス感染拡大がもたらした観光業界への影響

Oriental㈱ 取締役
ボンウェイ㈱ 取締役
（医療法人聖友会 副会長兼務）
※元株式会社JTB勤務

山田 育照氏

　2020年から世界中で拡大している新型コロナウイルス
感染症（以下、コロナ）は、様々な業界に大きなダメージ
をもたらしています。とりわけ、インバウンドの受け入れを
通し多大な経済的恩恵を受けていた「観光業界」における
影響は深刻なものでした。

　国内における延べ宿泊数は、コロナが感染拡大する前
の2019年時点で、日本人の延べ宿泊数が48,026万人泊
（シェア80.6％）、外国人の延べ宿泊数が11,566万人泊
（シェア19.4％）だったのに対し、コロナ感染拡大後の
2020年には約半分にまで落ち込み、2021年には更に減
少しています（図1）。

　訪日外国人旅行者数は、ビザの戦略的緩和や訪日外国
人旅行者向け消費税免税制度の拡充、航空・鉄道・港湾
等の交通ネットワークの充実、多言語表記をはじめとする
受入環境整備、魅力的なコンテンツの造成、日本政府観
光局等による対外プロモーション等により、2019年には
3,188万人と過去最高を更新しました。しかし、2021年
の訪日外国人旅行者数は、コロナ感染拡大に伴い水際措
置の強化が継続されたことなどにより、2020 年に続き、
年間を通して大きく減少し、前年比 94.0％減の 25 万人
となりました（図２）。

出典：国土交通省観光庁「令和４年度版 観光白書
（https://www.mlit.go.jp/common/001485779.pdf）」

　地方創生、観光に関するコンサルティング、プロモーション事業等を手掛けている株式
会社グローカルプロジェクトは、2020年８月、新しい旅の形となるオンラインツアー「た
びくる」を開始。「旅」の持つ力をオンラインと人の力で再構築し、オンラインの枠を超え、
よりリアルな「経験」ができるプロジェクトとして新たな地方創生の支援を行っています。
　プロジェクトを立ち上げてから現在までツアー実施実績は40回、全世界から約2,000
人が参加するほどの人気ぶりです。

コロナ禍での成功事例

今後の「観光業界」における“勝機”

■図１ 【国内】延べ宿泊数（単位：万人泊）

出典：国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html）」を加工して作成。

■図２ 【国内】訪日外国人旅行者数の推移
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　これらのデータだけみても、コロナが観光業界に大きな打撃を与えたことが分かります。
しかし、この厳しい状況を乗り切ろうと様々なアイデアや工夫を重ね、成果をあげている
事業者も少なくありません。

ココ

※1 新型コロナウイルス収束後の海外旅行について「（したいと）思わない」を選択した対象者及び次に海外旅行の検討を再開するタイミングについて「現在の状況からは海外旅行の検討再開は考えられない」と回答した対象者を除く
全員から回答を得た。

※2 「次に観光旅行したい国、地域」の選択肢からは、回答者の国・地域及び近隣の国・地域（中国-香港 -マカオ、マレーシア-シンガポール、タイ-マレーシア、アメリカ-カナダ・メキシコ・ハワイ・グアム、オーストラリア-
ニュージーランド、イギリス・フランス-欧州各国）を除いている。

　2021年10月、中国、台湾、韓国、米国、英国、オーストラリアなど12地域計6,294人を対象に実施した調査で、「次に海
外旅行したい国・地域」について聞いたところ、アジア、欧米豪ともに日本がトップという結果になりました。（図６）。
　今後、日本側での水際規制の緩和が進むにつれて、段階的にインバウンドの回復が進むと期待されます。また、政府は、６
月７日に閣議決定した「骨太方針2022」で、「観光立国の復活」を重要政策の一つと位置付け、観光地・観光産業の再生・高
付加価値化やインバウンドの戦略的増加に向けて取り組むとしています。
　この流れをチャンスと捉え、コロナ収束後の旅行消費需要を掴むためには、観光商品やサービスをさらに磨き上げ、地域の
魅力を国内外に発信し、「九州・福岡」が国内および訪日外国人旅行客の旅先に選ばれるようにしていかなければなりません。

♦株式会社グローカルプロジェクト

　日本茶専門店（生産・販売）の実家での勤務を経て、2022年1月に独立。日本茶イン
ストラクターの資格を活かし、「移動式茶室」を用いた茶ムリエによる日本茶のいれ方ワーク
ショップやケイタリング茶会を開催。
　女性でも持ち運びができる機動性の良さに加え、コロナ禍でも密を避けて屋外での展開
が可能という点が評価され、福岡県内外で開催する様々なイベントに呼ばれている（2022
年1～7月実績：15回）。

移動式茶室を用いた人とお茶の一期一会～Amazing Tea Time & Space～

観光マッチング2022参加♦茶時遊空間

延べ宿泊者数※

訪日外国人旅行者数

※セミナーでは、日本政策金融公
庫「コロナ禍に立ち向かう事業
所の取組み」に掲載されている
事業者数社をご紹介しています。
詳細は、日本政策金融公庫HP
をご覧ください。

出典：㈱日本政策投資銀行・（公財）日本交通公社「DBJ・JTBFアジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（第3回 新型コロナ影響度 特別調査）」調査研究レポート

※延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者（寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。）の
延べ人数をいう。

㈱グローカルプロジェクト
福岡市中央区大名2-10-3 C1007
092-738-6505
https://www.glocal-project.com/

茶時遊空間
https://ochanishiyo.com/

■図６ 【海外旅行希望者※1】次に海外旅行したい国・地域※2（回答は最大５つまで）
（第３回調査における割合で降順ソート・ここでは上位10位のみを掲載）
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に新たなビジネスチャンスが!?
～九州・福岡の観光業界の勝機～

当所では、福岡を中心とした九州全体の観光事業者の活性化を図ると共に、幅広い関連
事業者の新たなビジネスチャンス創出を目的として、「観光事業者支援事業」を行っています。
この度、本事業の令和４年度第１弾セミナーとして、『ココに新たなビジネスチャンスが!?

～九州・福岡の観光業界の勝機～』を実施しました。
今回の特集では、そのセミナー内容の一部をご紹介しながら、今年度の本事業の取り組

みについてご案内いたします。観光関連事業者はもちろんのこと、観光業界でも通用する商
品やサービスをお持ちの事業者の方にとって、今後のビジネス展開のきっかけになればと思
います。
※本特集は、セミナーの内容のほか、補足情報を掲載しています。

新型コロナウイルス感染拡大がもたらした観光業界への影響

Oriental㈱ 取締役
ボンウェイ㈱ 取締役
（医療法人聖友会 副会長兼務）
※元株式会社JTB勤務

山田 育照氏

　2020年から世界中で拡大している新型コロナウイルス
感染症（以下、コロナ）は、様々な業界に大きなダメージ
をもたらしています。とりわけ、インバウンドの受け入れを
通し多大な経済的恩恵を受けていた「観光業界」における
影響は深刻なものでした。

　国内における延べ宿泊数は、コロナが感染拡大する前
の2019年時点で、日本人の延べ宿泊数が48,026万人泊
（シェア80.6％）、外国人の延べ宿泊数が11,566万人泊
（シェア19.4％）だったのに対し、コロナ感染拡大後の
2020年には約半分にまで落ち込み、2021年には更に減
少しています（図1）。

　訪日外国人旅行者数は、ビザの戦略的緩和や訪日外国
人旅行者向け消費税免税制度の拡充、航空・鉄道・港湾
等の交通ネットワークの充実、多言語表記をはじめとする
受入環境整備、魅力的なコンテンツの造成、日本政府観
光局等による対外プロモーション等により、2019年には
3,188万人と過去最高を更新しました。しかし、2021年
の訪日外国人旅行者数は、コロナ感染拡大に伴い水際措
置の強化が継続されたことなどにより、2020 年に続き、
年間を通して大きく減少し、前年比 94.0％減の 25 万人
となりました（図２）。

出典：国土交通省観光庁「令和４年度版 観光白書
（https://www.mlit.go.jp/common/001485779.pdf）」

　地方創生、観光に関するコンサルティング、プロモーション事業等を手掛けている株式
会社グローカルプロジェクトは、2020年８月、新しい旅の形となるオンラインツアー「た
びくる」を開始。「旅」の持つ力をオンラインと人の力で再構築し、オンラインの枠を超え、
よりリアルな「経験」ができるプロジェクトとして新たな地方創生の支援を行っています。
　プロジェクトを立ち上げてから現在までツアー実施実績は40回、全世界から約2,000
人が参加するほどの人気ぶりです。

コロナ禍での成功事例

今後の「観光業界」における“勝機”

■図１ 【国内】延べ宿泊数（単位：万人泊）

出典：国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html）」を加工して作成。

■図２ 【国内】訪日外国人旅行者数の推移
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　これらのデータだけみても、コロナが観光業界に大きな打撃を与えたことが分かります。
しかし、この厳しい状況を乗り切ろうと様々なアイデアや工夫を重ね、成果をあげている
事業者も少なくありません。

ココ

※1 新型コロナウイルス収束後の海外旅行について「（したいと）思わない」を選択した対象者及び次に海外旅行の検討を再開するタイミングについて「現在の状況からは海外旅行の検討再開は考えられない」と回答した対象者を除く
全員から回答を得た。

※2 「次に観光旅行したい国、地域」の選択肢からは、回答者の国・地域及び近隣の国・地域（中国-香港 -マカオ、マレーシア-シンガポール、タイ-マレーシア、アメリカ-カナダ・メキシコ・ハワイ・グアム、オーストラリア-
ニュージーランド、イギリス・フランス-欧州各国）を除いている。

　2021年10月、中国、台湾、韓国、米国、英国、オーストラリアなど12地域計6,294人を対象に実施した調査で、「次に海
外旅行したい国・地域」について聞いたところ、アジア、欧米豪ともに日本がトップという結果になりました。（図６）。
　今後、日本側での水際規制の緩和が進むにつれて、段階的にインバウンドの回復が進むと期待されます。また、政府は、６
月７日に閣議決定した「骨太方針2022」で、「観光立国の復活」を重要政策の一つと位置付け、観光地・観光産業の再生・高
付加価値化やインバウンドの戦略的増加に向けて取り組むとしています。
　この流れをチャンスと捉え、コロナ収束後の旅行消費需要を掴むためには、観光商品やサービスをさらに磨き上げ、地域の
魅力を国内外に発信し、「九州・福岡」が国内および訪日外国人旅行客の旅先に選ばれるようにしていかなければなりません。

♦株式会社グローカルプロジェクト

　日本茶専門店（生産・販売）の実家での勤務を経て、2022年1月に独立。日本茶イン
ストラクターの資格を活かし、「移動式茶室」を用いた茶ムリエによる日本茶のいれ方ワーク
ショップやケイタリング茶会を開催。
　女性でも持ち運びができる機動性の良さに加え、コロナ禍でも密を避けて屋外での展開
が可能という点が評価され、福岡県内外で開催する様々なイベントに呼ばれている（2022
年1～7月実績：15回）。

移動式茶室を用いた人とお茶の一期一会～Amazing Tea Time & Space～

観光マッチング2022参加♦茶時遊空間

延べ宿泊者数※

訪日外国人旅行者数

※セミナーでは、日本政策金融公
庫「コロナ禍に立ち向かう事業
所の取組み」に掲載されている
事業者数社をご紹介しています。
詳細は、日本政策金融公庫HP
をご覧ください。

出典：㈱日本政策投資銀行・（公財）日本交通公社「DBJ・JTBFアジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（第3回 新型コロナ影響度 特別調査）」調査研究レポート

※延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者（寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。）の
延べ人数をいう。

㈱グローカルプロジェクト
福岡市中央区大名2-10-3 C1007
092-738-6505
https://www.glocal-project.com/

茶時遊空間
https://ochanishiyo.com/

■図６ 【海外旅行希望者※1】次に海外旅行したい国・地域※2（回答は最大５つまで）
（第３回調査における割合で降順ソート・ここでは上位10位のみを掲載）
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【実施概要】　
〇開 催 日：【第1回】令和4年 9月13日（火）、【第2回】令和4年10月14日（金）
〇場　　所：福岡商工会議所会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
〇バイヤー：海外の旅行会社6社（韓国、台湾、ベトナム、シンガポール、欧米 等）
〇商談形式：オンライン会議プラットフォームを利用したバイヤーへのプレゼンテーション方式 ※参加バイヤーはオンラインで参加の予定です。

〇商談時間：約30分（プレゼンテーション25分、質疑応答5分） 
〇参 加 費：【当所会員】無料、 【非会員】5,500円（税込／１商談あたり）
〇申込締切：【第1回】令和4年8月10日（水）まで、【第2回】令和4年8月31日（水）まで

４．観光アドバイザー相談会
　令和5年1月末に開催する「観光商談会2023」に参加を希望するセラーを対象に、事業者が当所観光アドバイザーに対し、
本番さながらの状況でプレゼンし、アドバイスを受ける個別の相談会です。商談会での成約を目指し、旅行会社に求められる
条件や伝わりやすいプレゼン方法等についてご指導いただける機会となっています。

５．観光セミナー②（商談スキル向上セミナー）
　「観光商談会2023」に参加するセラーを対象に、商談がスムーズに行えるように、事前対策セミナーを実施します。
　今回は、過去実施した観光商談会の参加者アンケートの結果を参考に、商談スキルの向上、商談成約につながる内容です。
セミナー動画は、当所公式YouTubeチャンネルに限定公開します。ぜひご視聴ください。

６．観光商談会2023
　本事業のメインイベントでもある「観光商談会2023～観光de九州」。福岡を中心とした九州全体の観光事業者（セラー）が、
旅行業者等（バイヤー）に対して、自社の観光資源・商品やサービスを紹介するバイヤー着席型の「事前予約制商談会」の他、
参加者同士の交流促進を目的とした交流会も同時開催いたします。そして、セラー同士のビジネスマッチング促進のためのPR
ブースも3年ぶりに復活します。
【実施概要（予定）】
〇開 催 日：令和5年1月26日（木）～27日（金）
〇テ ー マ：アフターコロナで新たな

ビジネスチャンスを獲得!!（仮）
〇場 　  所：福岡国際会議場（博多区石城町2-1）
〇商談数（予定）：480商談（12コマ/1日×20バイヤー×2日間）
〇対象業種：宿泊施設、アミューズメント施設、運輸業者、

土産品販売店、飲食店、産業視察・
体験プログラム・街歩きなどの観光資源を
お持ちの企業・団体 等

令和４年度の取り組み内容

〇定　員：10社（先着順） 
〇参加費：【当所会員】無料、 

【非会員】5,500円（税込）

【実施概要（予定）】
〇開 催 日：令和4年11月18日（金）
〇場　　所：福岡商工会議所会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
〇商談時間：約50分（プレゼンテーション10分、フィードバック40分）

※準備ができ次第、当所ホームページにてご案内いたします。

※準備ができ次第、当所ホームページにて募集を開始します。（10月頃）

　当所では、「観光」に関連する事業者の新たなチャレンジを支援し、魅力あ
る事業者が市内で活躍することを通じて、地域の活性化を図るべく、商談会
など様々な出会いの場を提供してきました。そして、当所自らも福岡の観光
事業者を支える「観光プラットフォーム※」となることを目指し、充実した支援
を提供すべく、「観光事業者支援事業」のブラッシュアップを行ってきました。
　令和４年度も、多様化する事業者の経営課題にお応えすべく、年間を通
じて商談機会を提供すると共に、観光アドバイザー相談窓口やセミナー等
の開催を通じて、観光事業者の商品やサービスの価値向上に向け取り組ん
でまいります。
※「観光プラットフォーム」とは
　観光に携わる事業者の、旅行会社に売り込みたい、観光需要の獲得のため商品・サービスの開発・改善に取り
組みたいといった様々な相談に対し、商工会議所の人脈を活かしたアドバイスや支援を提供できるような仕組み。

令和４年度　観光事業者支援事業

１．観光セミナー①「ココに新たなビジネスチャンスが!?～九州・福岡の観光業界の勝機～」（前述P4-5 参照）
　当所公式YouTubeチャンネル「よかぞうチャンネル」にて、本セミナー全編の動画を配信しています。令和５年３
月31日まで配信予定ですので、この機会にぜひご視聴ください。

２．観光アドバイザー相談窓口
　昨年度、事業者の課題解決を目的に「観光アドバイザー相談窓口」を開設しました。事業者の新たなチャレンジや既存事業の
改善などについて観光業界に精通したコンサルタントや専門家をアドバイザーとして派遣し、各地商工会議所・商工会と連携し
ながら伴走型の支援を行っています。今年度は、新たに1名のアドバイザーが加わり、4人体制となりました。
 ・観光業に新規参入したいが、何をしたらよいのかわからない。
 ・販路開拓の前に、商品の磨き上げ、売り方などの相談がしたい。
 ・新商品の開発を検討しているが、個別のアイデアを具体化する方法や、収益化のための方法を知りたい。
 ・コロナ後の動向がわからず、今後、誰に何を売ればいいのか迷っている。
といった、様々な課題・お悩みの解決に向け、サポートいたします。

６．観光商談会2023

４．観光アドバイザー
相談会

５．観光セミナー②
（商談スキル向上セミナー）

１．観光セミナー①

２．観光アドバイザー
相談窓口

３．個別商談会

※お申し込み及び詳細は、当所ホームページにてご確認ください。

※10月頃からセラー募集を開始する予定です。参加費等の詳細は
　準備ができ次第、当所ホームページにてご案内いたします。

福商観光アドバイザー

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
（やまだ　やすのぶ）

㈱グローカル
プロジェクト　
代表取締役

河﨑　靖伸
（かわさき　やすのぶ）

㈱BUSINESS
SUPPORT 
WORLD　
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NEW

４名の観光アドバイザーが貴社の観光に関する
課題・お悩みにお応えします‼

様々な段階の事業者ニーズへ対応可能！

市場調査 計画策定 商品開発・
磨き上げ

販路開拓観光業に
新規参入

01 02 03 04 05

観光アドバイザリー事業

マーケティング
市場調査 財源確保 事業展開

商品造成

設備運用
Ex)キャッシュレス

広報・PR
Ex)メディア・SNS活用

インバウンド
Ex)受入対応・顧客支援

　「観光業界」は、コロナ禍により大きな転換期を迎えています。当所は、事業者の皆様に、このピンチを“チャンス”と捉え、
自社の強みを活かした新たな事業に取り組むきっかけにしていただきたいと考えています。そのため、当所では「観光事業者支
援事業」に取り組み、観光関連事業者等の新たなチャレンジを支援してまいります。

バイヤー参加者数

セラー参加者数

PRブース出展社数

商談数

成約数

21社
（国内16社、海外５社）

※来場11社、オンライン10社

52社
※来場35社、オンライン17社
★うち新規４割（23社）

令和３年度
（2022.2.9～10開催）

令和元年度
（2020.2.6～7開催）

実施なし

４５０商談

１２５件

21社
（国内９社、海外１２社）

33社
（２日間延べ）

５３社

４４２商談

１６１件

過去実績

視聴申込

３．個別商談会『インバウンド観光商談会』
　テーマ別に国内外のバイヤーを招聘し、そのバイヤーが提示する条件にあうセラーを募集して実施する商談会です。事前に
詳細条件を提示することで、商談時のミスマッチを防ぐとともに、成約率向上を図ります。6月より海外からの観光目的の入国
制限が緩和されており、今後、インバウンド需要は回復基調となることが想定されることから、今年度は『インバウンド』を
テーマとした商談会を実施します。

参加申込

ぜひ、当所の「観光事業者支援事業」をご活用ください。

本記事に関するお問い合わせ/地域振興部 地域振興グループ　TEL：092-441-1118
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【実施概要】　
〇開 催 日：【第1回】令和4年 9月13日（火）、【第2回】令和4年10月14日（金）
〇場　　所：福岡商工会議所会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
〇バイヤー：海外の旅行会社6社（韓国、台湾、ベトナム、シンガポール、欧米 等）
〇商談形式：オンライン会議プラットフォームを利用したバイヤーへのプレゼンテーション方式 ※参加バイヤーはオンラインで参加の予定です。

〇商談時間：約30分（プレゼンテーション25分、質疑応答5分） 
〇参 加 費：【当所会員】無料、 【非会員】5,500円（税込／１商談あたり）
〇申込締切：【第1回】令和4年8月10日（水）まで、【第2回】令和4年8月31日（水）まで

４．観光アドバイザー相談会
　令和5年1月末に開催する「観光商談会2023」に参加を希望するセラーを対象に、事業者が当所観光アドバイザーに対し、
本番さながらの状況でプレゼンし、アドバイスを受ける個別の相談会です。商談会での成約を目指し、旅行会社に求められる
条件や伝わりやすいプレゼン方法等についてご指導いただける機会となっています。

５．観光セミナー②（商談スキル向上セミナー）
　「観光商談会2023」に参加するセラーを対象に、商談がスムーズに行えるように、事前対策セミナーを実施します。
　今回は、過去実施した観光商談会の参加者アンケートの結果を参考に、商談スキルの向上、商談成約につながる内容です。
セミナー動画は、当所公式YouTubeチャンネルに限定公開します。ぜひご視聴ください。

６．観光商談会2023
　本事業のメインイベントでもある「観光商談会2023～観光de九州」。福岡を中心とした九州全体の観光事業者（セラー）が、
旅行業者等（バイヤー）に対して、自社の観光資源・商品やサービスを紹介するバイヤー着席型の「事前予約制商談会」の他、
参加者同士の交流促進を目的とした交流会も同時開催いたします。そして、セラー同士のビジネスマッチング促進のためのPR
ブースも3年ぶりに復活します。
【実施概要（予定）】
〇開 催 日：令和5年1月26日（木）～27日（金）
〇テ ー マ：アフターコロナで新たな

ビジネスチャンスを獲得!!（仮）
〇場 　  所：福岡国際会議場（博多区石城町2-1）
〇商談数（予定）：480商談（12コマ/1日×20バイヤー×2日間）
〇対象業種：宿泊施設、アミューズメント施設、運輸業者、

土産品販売店、飲食店、産業視察・
体験プログラム・街歩きなどの観光資源を
お持ちの企業・団体 等

令和４年度の取り組み内容

〇定　員：10社（先着順） 
〇参加費：【当所会員】無料、 

【非会員】5,500円（税込）

【実施概要（予定）】
〇開 催 日：令和4年11月18日（金）
〇場　　所：福岡商工会議所会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
〇商談時間：約50分（プレゼンテーション10分、フィードバック40分）

※準備ができ次第、当所ホームページにてご案内いたします。

※準備ができ次第、当所ホームページにて募集を開始します。（10月頃）

　当所では、「観光」に関連する事業者の新たなチャレンジを支援し、魅力あ
る事業者が市内で活躍することを通じて、地域の活性化を図るべく、商談会
など様々な出会いの場を提供してきました。そして、当所自らも福岡の観光
事業者を支える「観光プラットフォーム※」となることを目指し、充実した支援
を提供すべく、「観光事業者支援事業」のブラッシュアップを行ってきました。
　令和４年度も、多様化する事業者の経営課題にお応えすべく、年間を通
じて商談機会を提供すると共に、観光アドバイザー相談窓口やセミナー等
の開催を通じて、観光事業者の商品やサービスの価値向上に向け取り組ん
でまいります。
※「観光プラットフォーム」とは
　観光に携わる事業者の、旅行会社に売り込みたい、観光需要の獲得のため商品・サービスの開発・改善に取り
組みたいといった様々な相談に対し、商工会議所の人脈を活かしたアドバイスや支援を提供できるような仕組み。

令和４年度　観光事業者支援事業

１．観光セミナー①「ココに新たなビジネスチャンスが!?～九州・福岡の観光業界の勝機～」（前述P4-5 参照）
　当所公式YouTubeチャンネル「よかぞうチャンネル」にて、本セミナー全編の動画を配信しています。令和５年３
月31日まで配信予定ですので、この機会にぜひご視聴ください。

２．観光アドバイザー相談窓口
　昨年度、事業者の課題解決を目的に「観光アドバイザー相談窓口」を開設しました。事業者の新たなチャレンジや既存事業の
改善などについて観光業界に精通したコンサルタントや専門家をアドバイザーとして派遣し、各地商工会議所・商工会と連携し
ながら伴走型の支援を行っています。今年度は、新たに1名のアドバイザーが加わり、4人体制となりました。
 ・観光業に新規参入したいが、何をしたらよいのかわからない。
 ・販路開拓の前に、商品の磨き上げ、売り方などの相談がしたい。
 ・新商品の開発を検討しているが、個別のアイデアを具体化する方法や、収益化のための方法を知りたい。
 ・コロナ後の動向がわからず、今後、誰に何を売ればいいのか迷っている。
といった、様々な課題・お悩みの解決に向け、サポートいたします。

６．観光商談会2023

４．観光アドバイザー
相談会

５．観光セミナー②
（商談スキル向上セミナー）

１．観光セミナー①

２．観光アドバイザー
相談窓口

３．個別商談会

※お申し込み及び詳細は、当所ホームページにてご確認ください。

※10月頃からセラー募集を開始する予定です。参加費等の詳細は
　準備ができ次第、当所ホームページにてご案内いたします。

福商観光アドバイザー
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４名の観光アドバイザーが貴社の観光に関する
課題・お悩みにお応えします‼

様々な段階の事業者ニーズへ対応可能！
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磨き上げ
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新規参入
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観光アドバイザリー事業
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市場調査 財源確保 事業展開

商品造成

設備運用
Ex)キャッシュレス

広報・PR
Ex)メディア・SNS活用

インバウンド
Ex)受入対応・顧客支援

　「観光業界」は、コロナ禍により大きな転換期を迎えています。当所は、事業者の皆様に、このピンチを“チャンス”と捉え、
自社の強みを活かした新たな事業に取り組むきっかけにしていただきたいと考えています。そのため、当所では「観光事業者支
援事業」に取り組み、観光関連事業者等の新たなチャレンジを支援してまいります。

バイヤー参加者数

セラー参加者数

PRブース出展社数

商談数

成約数

21社
（国内16社、海外５社）

※来場11社、オンライン10社

52社
※来場35社、オンライン17社
★うち新規４割（23社）

令和３年度
（2022.2.9～10開催）

令和元年度
（2020.2.6～7開催）

実施なし

４５０商談

１２５件

21社
（国内９社、海外１２社）

33社
（２日間延べ）

５３社

４４２商談

１６１件

過去実績

視聴申込

３．個別商談会『インバウンド観光商談会』
　テーマ別に国内外のバイヤーを招聘し、そのバイヤーが提示する条件にあうセラーを募集して実施する商談会です。事前に
詳細条件を提示することで、商談時のミスマッチを防ぐとともに、成約率向上を図ります。6月より海外からの観光目的の入国
制限が緩和されており、今後、インバウンド需要は回復基調となることが想定されることから、今年度は『インバウンド』を
テーマとした商談会を実施します。

参加申込

ぜひ、当所の「観光事業者支援事業」をご活用ください。

本記事に関するお問い合わせ/地域振興部 地域振興グループ　TEL：092-441-1118
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当所は、会員企業の皆様の業務効率化や生産性向上など、
デジタル化に関する取り組みを応援します！

「省人化」と「おもてなし」は両立できる！
お客様もスタッフも喜ぶ、飲食店の人材不足解消の鍵とは？
コロナ禍によって、外食産業を取り巻く人材の問題は大きく変わりました。労働力確保が目下の課題だった時代は終
わりを迎え、昨今は新たに「省人化」が大きなテーマとなりつつあります。今回は、当所の会員優待デジタルツールの一
つである予約／顧客台帳サービス「トレタ」の活用を例に、デジタル化による「省人化」と「おもてなし」の両立について
ご紹介します。

お問い合わせ / 経営支援グループ　TEL：092-441-1146

コロナ禍以前の外食産業は、いわゆる「労働産業」と言わ
れ、人の手で行われる業務の割合が多く、多くの労働力が必
要でした。しかし、コロナ禍で社会環境が大きく変化し、外
食産業も「知識感情産業」、言い換えると「人が人にしかでき
ない専門的でクリエイティブな仕事をして、それ以外はデジ
タルによって自動化する」ことで利益を最大化する産業へと
転換することが求められています。

では、「労働産業」から「知識感情産業」へシフトチェン
ジしていくために、これからの飲食店に必要な考え方をご
紹介します。

①デジタルの力でお客様も
スタッフも喜ぶお店作りを
「知識感情産業」に移行するために重要な考え方の一つ

が、「DX（デジタルトランスフォーメーション）」です。デジタ
ルを用いた業務改善と聞くと、コストカットのために一部の
作業を自動化するもので、おもてなしにはつながらないと考
えている方もいると思います。確かに、作業の自動化でス
タッフの業務量が減っただけで、客単価やリピート率も上が
らず、無機質な印象のお店になってしまっては、デジタルを
有効に取り入れられているとは言えません。
しかし、「DX」はデジタル化に対するこれまでの固定概念

を大きく覆すものです。具体的には、お客様を待たせていた
業務をデジタル化することで、丁寧な接客やお客様との対
話に集中できたり、予約から退店までの顧客情報を活用す
ることで、データに基づいた収益性の高い店舗運営ができ
たりします。
つまり、DXは、一部の作業の工数削減やコストカットだけ

でなく、「お客様の体験価値や利便性の向上」「利益率の向
上」「スタッフのモチベーションと仕事の価値の向上」といっ
た、一見相反するとも思えるゴールを同時に実現するものと
いえます。

②"波"の平準化で
人的リソースをコントロールできる
飲食店経営は“波”との戦いです。シーズン、曜日、時間帯

などの時間軸の中で、事前にシフトや仕入れなどを調整し

ても、やはり繁忙期かそうでないかで提供できるサービス
品質に差が生じるケースも多いと思います。さらに、コロナ
禍において、この波は一層予想しづらくなりました。
この "波"を平準化しながら「おもてなし」を実現するため

に、必要な考え方の一つが「業務の非同期化」です。言い換
えると、お客様対応において、「必ずしもスタッフが介在する
必要がない状態」にすることです。この視点を取り入れるこ
とで、お客様の待ち時間を減らし、業務の波を減らすととも
にお客様の体験も改善させることができます。
例えば、電話予約を「ウェブ予約」や「AIによる自動対応」

にすることで、スタッフが介在する必要がなくなります。こ
れによって、お客様は「電話が繋がらず予約できなかった」
という経験がなくなり、スタッフの「電話対応に追われ良い
接客ができなかった」という状況も解決できます。また、モ
バイルオーダーやオンライン決済の導入によって、「オー
ダーを取りに来てもらえない」「レジで長く待たされる」とい
う状況も解決できます。スタッフは、お客様対応の時間が削
減できる分、料理の提供やお客様との対話をきめ細かくで
きるようになります。
このように業務の波を平準化できれば、スタッフ数を抑

えた状態でも、お客様とスタッフ双方の満足度をアップで
き、限られた人員で利益率を最大化することができます。

ここまで、DX・デジタル化によって、単なる省人化だけで
なく、「お客様とスタッフの高い満足度」と「高い利益率」が
実現できることを解説しました。最後に一例として、様々な
ツールで、飲食店をサポートするトレタのサービスについて
ご紹介します。

①予約・顧客情報をデータで管理、
集計・分析も簡単
お店の運営の基盤となる予約情報および顧客情報を一

括でデータ管理できるトレタの「予約／顧客台帳」は、年齢
を問わずどなたでも使いやすく分かりやすいのが特長で

す。蓄積した情報は難しい知識は不要、簡単に集計・分析を
することができます。予約業務の改善はもちろん、顧客
データの活用で接客力の向上やリピーター獲得も期待で
きます。

②電話予約はAIが代わりに対応
「トレタ予約番」では、予約の受付や変更などの電話をAI
オペレーターが24時間、自動で受け付けます。AIオペレー
ターといっても機械的な印象はなく、実際に導入した飲食
店からは、「人間が対応しているようだ」という声をいただい
ています。電話応対や予約管理業務の手間を省き、営業時
間外の取りこぼしもなくなり、売上アップが見込めます。

③お店の価値向上とともに、お客様に楽しい
　注文体験を提供するセルフオーダーサービス
「モバイルオーダー機能」により、お客様のスマホで「オー
ダー」から「決済」までを完了することで、スタッフの業務を
一気にデジタル化することが可能です。さらに、お店の世界
観やこだわりを盛り込んだオンリーワンのメニュー画面等
を作ることができ、お客様にオーダーそのものを楽しんで
いただける体験を提供することができます。

さて、今回は飲食店のデジタル化をサポートする「トレ
タ」を例に、「省人化」と「おもてなし」の両立についてご紹介
させていただきました。当所では他にも企業のデジタル化
に役立つ様々なツールを提供しております。自社のデジタル
化についてお悩みがございましたら、気軽に福岡商工会議
所までご相談ください。

※本記事は、令和４年３月２日に(株)トレタが作成した「「省人化」と「おもてなし」
は両立できる！お客様もスタッフも喜ぶ、これからの人材不足解消の鍵とは？」
　（https://toreta.in/jp/useful/post_11/）の記事を参考に作成しています。

「人は人にしかできない仕事を、
それ以外はデジタルにお任せ」の時代へ

外食産業に求められる考え方の変化

飲食店のDXに向けてトレタでできること

DXは相反する２つのゴールを同時に実現する
①店舗経営における収益構造を大きく変え、収益性を劇
的に改善
②顧客体験を大きくアップデートし、顧客満足を大幅に
引き上げる

デジタルツールの
会員優待サービス
一覧はこちら

コスト削減・業務効率化・売上向上・リピーターづくりなど、飲食店の皆
様のさまざまなお悩みを解決します。 

提供企業：㈱トレタ営業・顧客管理

･初回設定料金 20,000円　 無料
･初月利用料金無料

詳細はこちら

会員優待
サービス
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当所は、会員企業の皆様の業務効率化や生産性向上など、
デジタル化に関する取り組みを応援します！

「省人化」と「おもてなし」は両立できる！
お客様もスタッフも喜ぶ、飲食店の人材不足解消の鍵とは？
コロナ禍によって、外食産業を取り巻く人材の問題は大きく変わりました。労働力確保が目下の課題だった時代は終
わりを迎え、昨今は新たに「省人化」が大きなテーマとなりつつあります。今回は、当所の会員優待デジタルツールの一
つである予約／顧客台帳サービス「トレタ」の活用を例に、デジタル化による「省人化」と「おもてなし」の両立について
ご紹介します。

お問い合わせ / 経営支援グループ　TEL：092-441-1146

コロナ禍以前の外食産業は、いわゆる「労働産業」と言わ
れ、人の手で行われる業務の割合が多く、多くの労働力が必
要でした。しかし、コロナ禍で社会環境が大きく変化し、外
食産業も「知識感情産業」、言い換えると「人が人にしかでき
ない専門的でクリエイティブな仕事をして、それ以外はデジ
タルによって自動化する」ことで利益を最大化する産業へと
転換することが求められています。

では、「労働産業」から「知識感情産業」へシフトチェン
ジしていくために、これからの飲食店に必要な考え方をご
紹介します。

①デジタルの力でお客様も
スタッフも喜ぶお店作りを
「知識感情産業」に移行するために重要な考え方の一つ

が、「DX（デジタルトランスフォーメーション）」です。デジタ
ルを用いた業務改善と聞くと、コストカットのために一部の
作業を自動化するもので、おもてなしにはつながらないと考
えている方もいると思います。確かに、作業の自動化でス
タッフの業務量が減っただけで、客単価やリピート率も上が
らず、無機質な印象のお店になってしまっては、デジタルを
有効に取り入れられているとは言えません。
しかし、「DX」はデジタル化に対するこれまでの固定概念

を大きく覆すものです。具体的には、お客様を待たせていた
業務をデジタル化することで、丁寧な接客やお客様との対
話に集中できたり、予約から退店までの顧客情報を活用す
ることで、データに基づいた収益性の高い店舗運営ができ
たりします。
つまり、DXは、一部の作業の工数削減やコストカットだけ

でなく、「お客様の体験価値や利便性の向上」「利益率の向
上」「スタッフのモチベーションと仕事の価値の向上」といっ
た、一見相反するとも思えるゴールを同時に実現するものと
いえます。

②"波"の平準化で
人的リソースをコントロールできる
飲食店経営は“波”との戦いです。シーズン、曜日、時間帯

などの時間軸の中で、事前にシフトや仕入れなどを調整し

ても、やはり繁忙期かそうでないかで提供できるサービス
品質に差が生じるケースも多いと思います。さらに、コロナ
禍において、この波は一層予想しづらくなりました。
この "波"を平準化しながら「おもてなし」を実現するため

に、必要な考え方の一つが「業務の非同期化」です。言い換
えると、お客様対応において、「必ずしもスタッフが介在する
必要がない状態」にすることです。この視点を取り入れるこ
とで、お客様の待ち時間を減らし、業務の波を減らすととも
にお客様の体験も改善させることができます。
例えば、電話予約を「ウェブ予約」や「AIによる自動対応」

にすることで、スタッフが介在する必要がなくなります。こ
れによって、お客様は「電話が繋がらず予約できなかった」
という経験がなくなり、スタッフの「電話対応に追われ良い
接客ができなかった」という状況も解決できます。また、モ
バイルオーダーやオンライン決済の導入によって、「オー
ダーを取りに来てもらえない」「レジで長く待たされる」とい
う状況も解決できます。スタッフは、お客様対応の時間が削
減できる分、料理の提供やお客様との対話をきめ細かくで
きるようになります。
このように業務の波を平準化できれば、スタッフ数を抑

えた状態でも、お客様とスタッフ双方の満足度をアップで
き、限られた人員で利益率を最大化することができます。

ここまで、DX・デジタル化によって、単なる省人化だけで
なく、「お客様とスタッフの高い満足度」と「高い利益率」が
実現できることを解説しました。最後に一例として、様々な
ツールで、飲食店をサポートするトレタのサービスについて
ご紹介します。

①予約・顧客情報をデータで管理、
集計・分析も簡単
お店の運営の基盤となる予約情報および顧客情報を一

括でデータ管理できるトレタの「予約／顧客台帳」は、年齢
を問わずどなたでも使いやすく分かりやすいのが特長で

す。蓄積した情報は難しい知識は不要、簡単に集計・分析を
することができます。予約業務の改善はもちろん、顧客
データの活用で接客力の向上やリピーター獲得も期待で
きます。

②電話予約はAIが代わりに対応
「トレタ予約番」では、予約の受付や変更などの電話をAI
オペレーターが24時間、自動で受け付けます。AIオペレー
ターといっても機械的な印象はなく、実際に導入した飲食
店からは、「人間が対応しているようだ」という声をいただい
ています。電話応対や予約管理業務の手間を省き、営業時
間外の取りこぼしもなくなり、売上アップが見込めます。

③お店の価値向上とともに、お客様に楽しい
　注文体験を提供するセルフオーダーサービス
「モバイルオーダー機能」により、お客様のスマホで「オー
ダー」から「決済」までを完了することで、スタッフの業務を
一気にデジタル化することが可能です。さらに、お店の世界
観やこだわりを盛り込んだオンリーワンのメニュー画面等
を作ることができ、お客様にオーダーそのものを楽しんで
いただける体験を提供することができます。

さて、今回は飲食店のデジタル化をサポートする「トレ
タ」を例に、「省人化」と「おもてなし」の両立についてご紹介
させていただきました。当所では他にも企業のデジタル化
に役立つ様々なツールを提供しております。自社のデジタル
化についてお悩みがございましたら、気軽に福岡商工会議
所までご相談ください。

※本記事は、令和４年３月２日に(株)トレタが作成した「「省人化」と「おもてなし」
は両立できる！お客様もスタッフも喜ぶ、これからの人材不足解消の鍵とは？」
　（https://toreta.in/jp/useful/post_11/）の記事を参考に作成しています。

「人は人にしかできない仕事を、
それ以外はデジタルにお任せ」の時代へ

外食産業に求められる考え方の変化

飲食店のDXに向けてトレタでできること

DXは相反する２つのゴールを同時に実現する
①店舗経営における収益構造を大きく変え、収益性を劇
的に改善
②顧客体験を大きくアップデートし、顧客満足を大幅に
引き上げる

デジタルツールの
会員優待サービス
一覧はこちら

コスト削減・業務効率化・売上向上・リピーターづくりなど、飲食店の皆
様のさまざまなお悩みを解決します。 

提供企業：㈱トレタ営業・顧客管理

･初回設定料金 20,000円　 無料
･初月利用料金無料

詳細はこちら

会員優待
サービス
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FCCI NEWS 会議所の動きFCCI NEWS 会議所の動き

６/23、7/4、7/7

調理方法の提案を行う参加者

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

販路拡大

海外販路向けの個別商談会
当所は６月２３日にシンガポールで卸売

と小 売 業 務を行う『 T A N E S E I  

TRADING』、７月４日にタイで日本食業

務用スーパーを運営する『誠屋タイラン

ド』、７月７日にアジア５か国に拠点を持

つ『西原商会』との個別商談会を開催し、

合計29社が参加した。参加企業は、各

バイヤーに自社商品の利用シーンや調理

方法などの提案を行った。

参加企業からは、「現地の消費動向や求

められている商品など貴重な情報を収集す

ることができた」などの声が聞かれた。

6/22

情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL：092-441-1114

交流会

起業家交流会
当所は6月22日、起業家同士の人脈

形成に加えて、経営課題の解決やビジネ

スチャンスの拡大を目的に起業家交流会

を開催し、40名が参加した。

当日は、「起業支援の専門家」による情

報提供後、参加者の自己紹介を行い、

参加者同士の交流を深めた。

参加者からは、「起業家の心得について

学ぶことができ、今後の取り組みの参考

となった」「多くの起業家と出会い、仕事

に繋がる有益な情報を得ることができた」

などの声が聞かれた。

6/24、7/13

グループワークを行う参加者（6月例会）

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

ビジクラ

福商ビジネス倶楽部
6月、7月例会
福商ビジネス倶楽部は6月24日、6月例

会『イノベーションを起こせ!～ビジクラ発

（初？）のコラボ事業を創り出そう～』を

開催し、26名が参加した。グループワーク

で自社の強みを生かしたアイデアを提案

するなど、参加者の活発な意見交換が行

われた。

また、7月13日、7月例会『福岡のイケてる

ビジネスマンに贈る「伝わる英語力」』を開

催し、30名が参加した。参加者からは、「英

語の論理性を教えていただき、改めて英語

を学びたくなった」などの声が聞かれた。

7/11

貿易関係証明について説明を受ける参加者

●産業振興グループ　TEL：092-441-1230

セミナー

貿易関係証明（非特恵）セミナー
当所は7月11日、東京商工会議所 共

済・証明事業部 証明センター 主査 中島貴

志氏を講師に招き、「貿易関係証明（非特

恵）セミナー」を対面とオンラインのハイブ

リッド形式で開催し、64名が参加した。

セミナーでは、証明書の申請手続き方

法の説明の後、実際に参加者が証明書を

作成する演習を行った。

参加者からは、「証明書に記載する事項

が、仕向け国によって異なることを知るこ

とができた」という声があった。

6/23

ＳＤＧｓについて熱心に受講する参加者

●検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

人材育成

福商リカレント講座「企業のため
のSDGsトレードオン経営」

7/15

委員会で講演する講師の梶原氏

●企画広報グループ　TEL：092-441-1112

委員会

第４回魅力あるまちづくり委員会
当所魅力あるまちづくり委員会（委員長

＝金子直幹・福岡トヨタ自動車㈱代表取

締役社長）は7月15日、第４回委員会を

開催し、22名が参加した。

当日は、前回（４月）の意見交換会を

踏まえ作成した当委員会の活動ロゴマー

クについて、デザイナーの梶原道生氏に

説明いただくとともに、ロゴを活かした福

岡の魅力発信方法について意見交換し

た。委員からは、「SNSや商品への掲載を

通じ、多くの人に自由に福岡の魅力を発

信してもらってはどうか」などの意見が寄

せられた。

当所は６月23日、福商リカレント講座

「企業のためのSDGsトレードオン経営」を

開催し、経営者や管理職、担当者など９

名が参加した。

講座では、筆頭相談役㈱代表取締役 

中村洋介氏を講師に迎え、「なぜ企業に

SDGsの視点が必要なのか」などの基礎講

義の後、ワークショップなどを行いSDGs

経営について実践的な講義が行われた。

参加者からは、「苦手に感じていた

SDGsについて、わかりやすく説明いただ

き、理解できた」などの声があった。

※アーカイブ動画は当所Youtubeチャン
ネルにて配信中！ぜひご覧ください！

中小企業のベストパートナー
～県内中小企業の５割以上にご利用いただいています～

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金を借入する際に

「公的な保証人」となり、皆さまの
資金調達をサポートします。

公的な保証人

創業資金や事業拡大資金、
経営安定のための資金など、

多様な資金ニーズにお応えします。

ニーズに応じた資金調達が可能
中小企業の経営課題に
応じた各種支援を
専門家と一緒になって
取り組んでいます。

経営支援の取り組み

信用保証
協会とは

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/0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

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。（R4.7.20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。
※当所による支援を希望する場合は8月31
日（水）17：00までに所定の支援依頼書
をご提出ください。

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】
小規模
事業者
持続化補助金
＜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

【県】
経営革新
原油高騰等
克服支援
補助金

原油価格をはじめとする原材料価格の高騰
など外部環境が大きく変化する中、 「経営革
新計画」の承認を受けて、計画の実現に向
けて取組む中小企業者に対し、原油等高騰
に対応して経費削減を目的として実施する事
業を支援。
※本申請は福岡県から経営革新計画の承認
を受け、計画期間中であることが要件の
一つです。

（公財）福岡県中小企業振興センター
経営支援部／経営力再構築支援課
TEL：092-612-5003
（平日8：30～17：15）

【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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FCCI NEWS 会議所の動きFCCI NEWS 会議所の動き

６/23、7/4、7/7

調理方法の提案を行う参加者

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

販路拡大

海外販路向けの個別商談会
当所は６月２３日にシンガポールで卸売

と小 売 業 務を行う『 T A N E S E I  

TRADING』、７月４日にタイで日本食業

務用スーパーを運営する『誠屋タイラン

ド』、７月７日にアジア５か国に拠点を持

つ『西原商会』との個別商談会を開催し、

合計29社が参加した。参加企業は、各

バイヤーに自社商品の利用シーンや調理

方法などの提案を行った。

参加企業からは、「現地の消費動向や求

められている商品など貴重な情報を収集す

ることができた」などの声が聞かれた。

6/22

情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL：092-441-1114

交流会

起業家交流会
当所は6月22日、起業家同士の人脈

形成に加えて、経営課題の解決やビジネ

スチャンスの拡大を目的に起業家交流会

を開催し、40名が参加した。

当日は、「起業支援の専門家」による情

報提供後、参加者の自己紹介を行い、

参加者同士の交流を深めた。

参加者からは、「起業家の心得について

学ぶことができ、今後の取り組みの参考

となった」「多くの起業家と出会い、仕事

に繋がる有益な情報を得ることができた」

などの声が聞かれた。

6/24、7/13

グループワークを行う参加者（6月例会）

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

ビジクラ

福商ビジネス倶楽部
6月、7月例会
福商ビジネス倶楽部は6月24日、6月例

会『イノベーションを起こせ!～ビジクラ発

（初？）のコラボ事業を創り出そう～』を

開催し、26名が参加した。グループワーク

で自社の強みを生かしたアイデアを提案

するなど、参加者の活発な意見交換が行

われた。

また、7月13日、7月例会『福岡のイケてる

ビジネスマンに贈る「伝わる英語力」』を開

催し、30名が参加した。参加者からは、「英

語の論理性を教えていただき、改めて英語

を学びたくなった」などの声が聞かれた。

7/11

貿易関係証明について説明を受ける参加者

●産業振興グループ　TEL：092-441-1230

セミナー

貿易関係証明（非特恵）セミナー
当所は7月11日、東京商工会議所 共

済・証明事業部 証明センター 主査 中島貴

志氏を講師に招き、「貿易関係証明（非特

恵）セミナー」を対面とオンラインのハイブ

リッド形式で開催し、64名が参加した。

セミナーでは、証明書の申請手続き方

法の説明の後、実際に参加者が証明書を

作成する演習を行った。

参加者からは、「証明書に記載する事項

が、仕向け国によって異なることを知るこ

とができた」という声があった。

6/23

ＳＤＧｓについて熱心に受講する参加者

●検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

人材育成

福商リカレント講座「企業のため
のSDGsトレードオン経営」

7/15

委員会で講演する講師の梶原氏

●企画広報グループ　TEL：092-441-1112

委員会

第４回魅力あるまちづくり委員会
当所魅力あるまちづくり委員会（委員長

＝金子直幹・福岡トヨタ自動車㈱代表取

締役社長）は7月15日、第４回委員会を

開催し、22名が参加した。

当日は、前回（４月）の意見交換会を

踏まえ作成した当委員会の活動ロゴマー

クについて、デザイナーの梶原道生氏に

説明いただくとともに、ロゴを活かした福

岡の魅力発信方法について意見交換し

た。委員からは、「SNSや商品への掲載を

通じ、多くの人に自由に福岡の魅力を発

信してもらってはどうか」などの意見が寄

せられた。

当所は６月23日、福商リカレント講座

「企業のためのSDGsトレードオン経営」を

開催し、経営者や管理職、担当者など９

名が参加した。

講座では、筆頭相談役㈱代表取締役 

中村洋介氏を講師に迎え、「なぜ企業に

SDGsの視点が必要なのか」などの基礎講

義の後、ワークショップなどを行いSDGs

経営について実践的な講義が行われた。

参加者からは、「苦手に感じていた

SDGsについて、わかりやすく説明いただ

き、理解できた」などの声があった。

※アーカイブ動画は当所Youtubeチャン
ネルにて配信中！ぜひご覧ください！

中小企業のベストパートナー
～県内中小企業の５割以上にご利用いただいています～

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金を借入する際に

「公的な保証人」となり、皆さまの
資金調達をサポートします。

公的な保証人

創業資金や事業拡大資金、
経営安定のための資金など、

多様な資金ニーズにお応えします。

ニーズに応じた資金調達が可能
中小企業の経営課題に
応じた各種支援を
専門家と一緒になって
取り組んでいます。

経営支援の取り組み

信用保証
協会とは

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/0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

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。（R4.7.20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。
※当所による支援を希望する場合は8月31
日（水）17：00までに所定の支援依頼書
をご提出ください。

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】
小規模
事業者
持続化補助金
＜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

【県】
経営革新
原油高騰等
克服支援
補助金

原油価格をはじめとする原材料価格の高騰
など外部環境が大きく変化する中、 「経営革
新計画」の承認を受けて、計画の実現に向
けて取組む中小企業者に対し、原油等高騰
に対応して経費削減を目的として実施する事
業を支援。
※本申請は福岡県から経営革新計画の承認
を受け、計画期間中であることが要件の
一つです。

（公財）福岡県中小企業振興センター
経営支援部／経営力再構築支援課
TEL：092-612-5003
（平日8：30～17：15）

【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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地場企業の経営動向調査 令和４年度 第１四半期（令和４年４～６月）
REPORT

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

今期（令和４年４～６月）の業況

令和4年4～6月の自社業況DI(全業種)は▲4.3で、
前期比+15.0ポイントと大幅に改善。博多どんたく開催な
どのイベントの再開、福岡コロナ警報解除(5/31)後の調
査ということもあり、コロナ感染者数減少に伴う経済活動
の回復への期待感が改善幅を押し上げた。業種別では、
小売業、卸売業、サービス業で大きく改善。

次期（令和４年４～６月）の見通し

 次期(令和4年7月～9月)の自社業況DIは▲2.4で、
今期比+1.9ポイントとさらに改善する見込み。ただ、原
材料・エネルギー価格高騰の長期化や第7波の急拡大
などにより、改善幅は縮小の見込み。

◎地域イベント等が開催されたことや、卸先である飲食業
への納品が増加したことが前期比増収の要因となった。
（卸売業：食料品）

◎ウィズコロナが進んでいることで、顧客の来店、購買意
欲が向上しているように感じる。（小売業：百貨店）

◎加工用原料が輸入品のため、コロナやウクライナ問題
により仕入価格が30％以上上昇している。今後への影
響が大きい。（製造業：食料品）

福岡商工会議所　調査 検索

■調査時点　令和４年６月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　473社（回答率23.7％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

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

コロナ感染者数減少に伴う
経済活動再開により改善。一方で、
原材料価格高騰等の影響が拡大。

企業の声

※前期（Ｒ4.1-3月）は前回調査結果。
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲19.3
▲26.3
▲18.8
▲14.4
▲41.9
▲15.7
▲11.0
▲21.1
＋20.0

前期
（R4.1-3）

今期
（R4.4-6）

次期予測
（R4.7-9）

▲4.3 ➡
▲18.9 ➡
▲8.1 ➡
＋4.4 ➡
▲16.3 ➡
▲10.4 ➡
＋6.8 ➡
▲5.4 ➡
＋16.6⇨

▲2.4 ➡
▲17.9 ➡
▲4.9 ➡
▲11.1⇨

＋1.9 ➡
＋10.3 ➡
＋9.5 ➡
▲4.6 ➡
＋37.4 ➡

■自社業況の景気判断推移（業種別）

全業種建設業 製造業 卸売業 小売業 運輸・倉庫業 サービス業
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R2.
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R2.
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R3.
1-3

R3.
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R3.
7-9

R3.
10-12

緊急事態宣言②
（R3.1-2）

緊急事態宣言③
（R3.4-6）

緊急事態宣言④
（R3.8-9）

▲1.9

▲10.1 ▲11.4 ▲9.3

▲16.7

▲38.2

▲64.6
▲60.1

▲40.9 ▲40.6

緊急事態宣言①
（R2.4-5）

今期
（R4.4-6）

▲2.1

▲14.0

▲23.6
▲19.3

▲4.3

▲2.4

付帯調査 採用状況について

企業の採用意欲は高く、
コロナ前の水準に戻る。
一方で、人材確保に苦慮。

◎社員の高齢化が進む中、後継者育成のために人材を募
集しているが、仕事柄若年層には人気がない。（建設
業：土木建設）

◎就業時間や休日等が不規則な業種のため、人材確保が
困難である。（サービス業：ホテル・旅館・飲食業）

REPORT

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

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

令和３年度（令和３年４月～令和４年４月入社）の採用実績

 「募集し採用できた」企業(全産業)は62.3%と、前回
調査比(令和3年6月)3.8pt増加。一方、「募集しなかっ
た」企業は26.2%と、前回調査比6.4pt減少。
 「計画通り予定していた人数を採用できた割合」は、前

回調査と比べ、正社員新卒6.7pt 減少、正社員中途
39.6pt減少。非正規社員においては1.4pt増加。

 
令和４年度（令和４年４月～令和５年４月入社）の採用活動

令和4年度に「採用を行う」と回答した企業(全産業)は
64.5%で、前回調査と比べて10.5pt増加。
 「採用を行う」と回答した企業に採用予定数について尋ね

たところ、「正社員の採用を増やす」企業は58.8%(前回調
査比+9.7pt)、「非正規社員の採用を増やす」企業は
61.7%(前回調査比+18.8pt)。いずれもコロナ感染拡大
前(令和元年6月調査)を上回った。

人員の充足状況／人員不足への対応方法

「不足」と回答した企業が51.0%と約半数を占める。「過
不足なし」は44.3%、「過剰」は4.7%となった。
「不足」と回答した企業に、人員不足への対応方法につい
て尋ねたところ、「正社員の数を増やす」が80.4%と最多。
次いで、「非正規社員の数を増やす」が25.2%、「外注によ
る業務量の改善」が24.9%、「業務プロセスの改善による効
率化」が23.2%で続いた。

◆令和３年度の採用実績について
企業の採用意欲は高まっているものの、計画通

りに計画通りに正社員を採用できた企業の割合は
減少。人材確保に苦慮している実態がうかがえる。

◆令和４年度の採用計画について
「採用を行う」と回答した企業においては、正社

員、非正規社員の採用予定数を増やす企業の割合
が、コロナ感染拡大前（令和元年６月調査）よりも
増加。企業の採用活動は、コロナ感染拡大前の水
準に戻りつつあることがうかがえる。

◆当所の取り組み
当所としては、関係機関が実施する中途人材紹

介事業との連携や、会社合同説明会の開催、会
議所キャラバン事業など企業と学生の接点創出を
通して、企業の人材確保を支援する。
また、ＩＴツールの導入を起点とした働き方改革

による業務効率化を推進することで、中小企業が
抱える人手不足の解消に寄与していく。

■１ー１．令和３年度（令和３年４月～令和４年４月入社）の採用実績

■３．人員の充足状況

■２ー１．令和４年度（令和４年４月～令和５年４月入社）の採用活動

全  体 ※円グラフの外側から、今回調査（n=462）、前回調査（令和3年6月、n=549)、
　前々回調査（令和2年6月、n=527）の順。

※円グラフの外側から、今回調査（n=454）、前回調査（令和3年6月・n=548)、前々回調査
　（令和2年6月・n=520）の順。

募集しなかった

62.3％
58.5%
60.5%

募集し、採用できた

募集したが
全く採用できなかった

26.2％

11.5％

32.6％
26.8％

計画通り採用できな
かった場合も含む（ ）

8.9%

9.7%

◆ 計画に対して採用できた割合
正社員
新　卒
正社員
中　途
非正規
社　員

予定人数を確保 予定人数に満たず

67.4%
（前回調査比-6.7）

65.2%
（前回調査比+1.4）

26.9%
（前回調査比 -39.6）

32.6%

73.1%

34.8%

採用は行わない
11.0％
16.1％
16.5％

24.4％
現時点では未定

29.9％
34.2％

54.0%
49.2%

64.5％採用を行う

◆ 「採用を行う」回答の内、採用予定数
　 について
正社員
令和４年
６月調査
令和３年
６月調査
令和２年
６月調査
令和元年
６月調査

増やす 昨年並み 減らす
58.8％

49.1%

43.9%

55.2％

39.3％

45.8%

45.6%

41.2％

1.9％

5.1%

10.5%

3.6％

非正規社員
令和４年
６月調査
令和３年
６月調査
令和２年
６月調査
令和元年
６月調査

増やす 昨年並み 減らす
61.7%

42.9%

47.9%

53.4％

30.0%

51.0%

43.8%

35.1％

8.3%

6.1%

8.3%

4.3％

◆ 人員不足への対応方法（複数回答）
正社員の
数を増やす 80.4%

25.2%

24.9%

23.2%

12.7%

6.8%

3.4%

非正規社員の
数を増やす

外注による
業務量の改善

業務プロセスの
改善による効率化

社員の労働時間・
残業時間の増加で対応

多様な働き方の導入
（テレワーク、兼業・副業などに

向けた人事制度の見直し）

事業規模の縮小、
事業拠点の整理・統合

不足

51.0％

過  剰
4.7％

過不足
なし
44.3％

人員の
過不足状況
（業種別）

不足 過剰過不足
なし

サービス業
（n=147）

68.1％

41.7％

40.7％

49.0％

44.8％

51.7％

30.9％

51.7％

51.2％

46.9％

51.7％

43.5％

1.1％

6.7％

8.1％

4.1％

3.4％

4.8％

建設業
（n=94）
製造業
（n=60）
卸売業
（n=86）
小売業
（n=49）
運輸・倉庫業
（n=29）
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地場企業の経営動向調査 令和４年度 第１四半期（令和４年４～６月）
REPORT

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

今期（令和４年４～６月）の業況

令和4年4～6月の自社業況DI(全業種)は▲4.3で、
前期比+15.0ポイントと大幅に改善。博多どんたく開催な
どのイベントの再開、福岡コロナ警報解除(5/31)後の調
査ということもあり、コロナ感染者数減少に伴う経済活動
の回復への期待感が改善幅を押し上げた。業種別では、
小売業、卸売業、サービス業で大きく改善。

次期（令和４年４～６月）の見通し

 次期(令和4年7月～9月)の自社業況DIは▲2.4で、
今期比+1.9ポイントとさらに改善する見込み。ただ、原
材料・エネルギー価格高騰の長期化や第7波の急拡大
などにより、改善幅は縮小の見込み。

◎地域イベント等が開催されたことや、卸先である飲食業
への納品が増加したことが前期比増収の要因となった。
（卸売業：食料品）

◎ウィズコロナが進んでいることで、顧客の来店、購買意
欲が向上しているように感じる。（小売業：百貨店）

◎加工用原料が輸入品のため、コロナやウクライナ問題
により仕入価格が30％以上上昇している。今後への影
響が大きい。（製造業：食料品）

福岡商工会議所　調査 検索

■調査時点　令和４年６月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　473社（回答率23.7％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

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

コロナ感染者数減少に伴う
経済活動再開により改善。一方で、
原材料価格高騰等の影響が拡大。

企業の声

※前期（Ｒ4.1-3月）は前回調査結果。
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲19.3
▲26.3
▲18.8
▲14.4
▲41.9
▲15.7
▲11.0
▲21.1
＋20.0

前期
（R4.1-3）

今期
（R4.4-6）

次期予測
（R4.7-9）

▲4.3 ➡
▲18.9 ➡
▲8.1 ➡
＋4.4 ➡
▲16.3 ➡
▲10.4 ➡
＋6.8 ➡
▲5.4 ➡
＋16.6⇨

▲2.4 ➡
▲17.9 ➡
▲4.9 ➡
▲11.1⇨

＋1.9 ➡
＋10.3 ➡
＋9.5 ➡
▲4.6 ➡
＋37.4 ➡

■自社業況の景気判断推移（業種別）

全業種建設業 製造業 卸売業 小売業 運輸・倉庫業 サービス業

40

30

20

10

0

▲10

▲20

▲30

▲40

▲50

▲60

▲70

▲80

（%）

R4.
1-3

R4.
4-6

R4.
7-9

H30.
10-12

H31.
1-3

H31.
4-6

R1.
7-9

R1.
10-12

R2.
1-3

R2.
4-6

R2.
7-9

R2.
10-12

R3.
1-3

R3.
4-6

R3.
7-9

R3.
10-12

緊急事態宣言②
（R3.1-2）

緊急事態宣言③
（R3.4-6）

緊急事態宣言④
（R3.8-9）

▲1.9

▲10.1 ▲11.4 ▲9.3

▲16.7

▲38.2

▲64.6
▲60.1

▲40.9 ▲40.6

緊急事態宣言①
（R2.4-5）

今期
（R4.4-6）

▲2.1

▲14.0

▲23.6
▲19.3

▲4.3

▲2.4

付帯調査 採用状況について

企業の採用意欲は高く、
コロナ前の水準に戻る。
一方で、人材確保に苦慮。

◎社員の高齢化が進む中、後継者育成のために人材を募
集しているが、仕事柄若年層には人気がない。（建設
業：土木建設）

◎就業時間や休日等が不規則な業種のため、人材確保が
困難である。（サービス業：ホテル・旅館・飲食業）

REPORT

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

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

令和３年度（令和３年４月～令和４年４月入社）の採用実績

 「募集し採用できた」企業(全産業)は62.3%と、前回
調査比(令和3年6月)3.8pt増加。一方、「募集しなかっ
た」企業は26.2%と、前回調査比6.4pt減少。
 「計画通り予定していた人数を採用できた割合」は、前

回調査と比べ、正社員新卒6.7pt 減少、正社員中途
39.6pt減少。非正規社員においては1.4pt増加。

 
令和４年度（令和４年４月～令和５年４月入社）の採用活動

令和4年度に「採用を行う」と回答した企業(全産業)は
64.5%で、前回調査と比べて10.5pt増加。
 「採用を行う」と回答した企業に採用予定数について尋ね

たところ、「正社員の採用を増やす」企業は58.8%(前回調
査比+9.7pt)、「非正規社員の採用を増やす」企業は
61.7%(前回調査比+18.8pt)。いずれもコロナ感染拡大
前(令和元年6月調査)を上回った。

人員の充足状況／人員不足への対応方法

「不足」と回答した企業が51.0%と約半数を占める。「過
不足なし」は44.3%、「過剰」は4.7%となった。
「不足」と回答した企業に、人員不足への対応方法につい
て尋ねたところ、「正社員の数を増やす」が80.4%と最多。
次いで、「非正規社員の数を増やす」が25.2%、「外注によ
る業務量の改善」が24.9%、「業務プロセスの改善による効
率化」が23.2%で続いた。

◆令和３年度の採用実績について
企業の採用意欲は高まっているものの、計画通

りに計画通りに正社員を採用できた企業の割合は
減少。人材確保に苦慮している実態がうかがえる。

◆令和４年度の採用計画について
「採用を行う」と回答した企業においては、正社

員、非正規社員の採用予定数を増やす企業の割合
が、コロナ感染拡大前（令和元年６月調査）よりも
増加。企業の採用活動は、コロナ感染拡大前の水
準に戻りつつあることがうかがえる。

◆当所の取り組み
当所としては、関係機関が実施する中途人材紹

介事業との連携や、会社合同説明会の開催、会
議所キャラバン事業など企業と学生の接点創出を
通して、企業の人材確保を支援する。
また、ＩＴツールの導入を起点とした働き方改革

による業務効率化を推進することで、中小企業が
抱える人手不足の解消に寄与していく。

■１ー１．令和３年度（令和３年４月～令和４年４月入社）の採用実績

■３．人員の充足状況

■２ー１．令和４年度（令和４年４月～令和５年４月入社）の採用活動

全  体 ※円グラフの外側から、今回調査（n=462）、前回調査（令和3年6月、n=549)、
　前々回調査（令和2年6月、n=527）の順。

※円グラフの外側から、今回調査（n=454）、前回調査（令和3年6月・n=548)、前々回調査
　（令和2年6月・n=520）の順。

募集しなかった

62.3％
58.5%
60.5%

募集し、採用できた

募集したが
全く採用できなかった

26.2％

11.5％

32.6％
26.8％

計画通り採用できな
かった場合も含む（ ）

8.9%

9.7%

◆ 計画に対して採用できた割合
正社員
新　卒
正社員
中　途
非正規
社　員

予定人数を確保 予定人数に満たず

67.4%
（前回調査比-6.7）

65.2%
（前回調査比+1.4）

26.9%
（前回調査比 -39.6）

32.6%

73.1%

34.8%

採用は行わない
11.0％
16.1％
16.5％

24.4％
現時点では未定

29.9％
34.2％

54.0%
49.2%

64.5％採用を行う

◆ 「採用を行う」回答の内、採用予定数
　 について
正社員
令和４年
６月調査
令和３年
６月調査
令和２年
６月調査
令和元年
６月調査

増やす 昨年並み 減らす
58.8％

49.1%

43.9%

55.2％

39.3％

45.8%

45.6%

41.2％

1.9％

5.1%

10.5%

3.6％

非正規社員
令和４年
６月調査
令和３年
６月調査
令和２年
６月調査
令和元年
６月調査

増やす 昨年並み 減らす
61.7%

42.9%

47.9%

53.4％

30.0%

51.0%

43.8%

35.1％

8.3%

6.1%

8.3%

4.3％

◆ 人員不足への対応方法（複数回答）
正社員の
数を増やす 80.4%

25.2%

24.9%

23.2%

12.7%

6.8%

3.4%

非正規社員の
数を増やす

外注による
業務量の改善

業務プロセスの
改善による効率化

社員の労働時間・
残業時間の増加で対応

多様な働き方の導入
（テレワーク、兼業・副業などに

向けた人事制度の見直し）

事業規模の縮小、
事業拠点の整理・統合

不足

51.0％

過  剰
4.7％

過不足
なし
44.3％

人員の
過不足状況
（業種別）

不足 過剰過不足
なし

サービス業
（n=147）

68.1％

41.7％

40.7％

49.0％

44.8％

51.7％

30.9％

51.7％

51.2％

46.9％

51.7％

43.5％

1.1％

6.7％

8.1％

4.1％

3.4％

4.8％

建設業
（n=94）
製造業
（n=60）
卸売業
（n=86）
小売業
（n=49）
運輸・倉庫業
（n=29）
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博
多
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

東
区

博
多
区

中
央
区

植物の輸出入

建設業（機械設備）空調衛生

青果物卸・小売業

スワロフスキーを使ったデコレーションスクール、物販

葬祭会館・ホテル・結婚式場の経営

理容業

建設業

社会貢献事業

不動産のビル事業

飲食店

人工ダイヤモンド販売

人材育成コンサルタント

総合広告業

中堅中小企業への経営支援業務

書籍・雑誌・教科書及び教材品の取次販売

カイロプラクティック施術（腰痛等）

ソフトウェア開発・アプリ開発

企業などへのビジュアルコミュニケーションサービスの提供

中華料理経営

空調機設計施工・修理

SES事業

Web制作業

食品の輸出入

人材育成研修、コンサルティング

PR事業

税理士事務所

CGを用いた映像、画像及びデジタルコンテンツの企画、制作及び販売

自動車内装部品向け金型の製造販売

飲食業

写真撮影

カフェ&バー

植物の輸出、取扱いを中心に光触媒事業、内装関係と幅広く展開

空調設備設計施工及び重量物搬入据付業務をいたします

おいしさそのままに厳選した青果を遠方までお届けします

ハンドメイド作品の製作販売、出張教室等

ご葬儀・家族葬に関する不安や費用などお気軽にご相談ください

似合う髪型の提案はもちろん、マッサージでのリラックスもできます

内外装リフォーム全般や原状回復工事など何でも受け賜わります

母子家庭のサポート支援・雇用システム等。フードロスを仕事にして母子家庭に提供するシステム等

弊社管理物件の空き室は非常に少なく運営しています

アットホームな楽しい時間を提供します

身にまとう社会貢献ジュエリーラボグロウンダイヤモンド専門店

研修や学習を通して人や組織の成長のサポートをします

佐賀福岡を拠点とする企業行政のプロモーションを行う広告代理店

九州の人材と企業の可能性を広げて、最良の成長心を実施します

本やグリーンをかけ合わせた総合的な空間づくりをご提案します

国際基準のカイロ資格を保持するカイロプラクティック施術院です

お客様に寄り添ったアプリ・システム開発を行っています

企業などへビジュアルコミュニケーションサービスの提供

本格の中華料理を作ること

ひとに くらしに 快適空間 空調設備のことならおまかせください

企業や店舗のIT化をお手伝いします

大切なヒトを紹介したくなるWeb制作会社を目指しています

食品の輸出入のお手伝いをします

社員がひとりでに成長する人材育成・組織開発をお手伝いします

福岡市のPR会社。後方代行、戦略立案等お受けしています

freee認定アドバイザーです。その他クラウド会計対応します

エンタメから教育を変える、アニメーション教育動画のパイオニア

本業の金型に加え止水板など「じゃない方」にも注力しています

アメリカと楽しいことが好きな集団。世界を驚かせる福岡のアメリカ!

企業様向けに写真撮影をしています。ジャンル問わず、ご依頼お受けしています!

能古島産の無農薬果物を使ったフレッシュジュース

中
央
区

南
区

西
区

城
南
区

早
良
区

筑
紫
野

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-451-5877

092-609-9368

092-674-2880

090-2713-8471

092-673-3030

092-671-1985

070-9011-7017

092-611-5323

092-671-2468

092-271-5155

092-263-8177

092-292-2027

092-419-2430

092-413-2220

092-260-7200

092-483-1123

092-409-1717

070-4173-1310

092-402-1498

092-612-6556

070-1271-1109

092-517-5167

070-4031-5523

092-982-0255

092-606-8655

092-233-4650

092-406-7723

080-8850-0052

092-406-5003

080-1733-5148

092-515-4395

人和産業（株）

（株）グローバル・ソリューション

師岡青果（株） 福岡営業所

デコレーションアートアカデミー 福岡校

（株）サンレー 多々良紫雲閣

BE:SENSE

（株）KG.BLD

（株）PTA支援機構

（有）まるひろビル

かくれ家 こいこい

SRIYE

（株）ピーシーアンド・エル

（株）佐賀広告センター 福岡支社

九州成長ラボ（株）

日本出版販売（株） 九州支店

博多カイロプラクティック

（株）スモールステップ

（株）ブイキューブ 福岡営業所

合鑫融創（株）

（株）サンレイ空調

（株）itoq 福岡支社

（株）東海岸

（株）ジャパンフードネットワーク

てらすもあ

（株）Amazing Public Relations

野村真一税理士事務所

（株）FOREST Hunting One

KTX（株） 福岡営業所

（株）Independent

Yame grapher ～平島写真事務所～

&

福岡市東区雁の巣2-18-10

福岡市東区唐原1-3-23 Kプラザ2階

福岡市東区みなと香椎3-28-16

福岡市東区青葉7-61-30 -205

福岡市東区多々良1-17-7

福岡市東区多々良1-11-12

福岡市東区多の津5-32-32 -302

福岡市東区多の津1-18-7 福岡流通あけぼのビル301

福岡市東区千早5-13-38 LeLien香椎参道1階

福岡市博多区中洲4-1-16 セブンビルⅠ-501

福岡市博多区中洲4-2-14 グランビル103

福岡市博多区博多駅前3-19-14 ビーエスビル博多5階

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

福岡市博多区博多駅前1-1-1 新三井ビルディング6階

福岡市博多区博多駅東3-1-1 ZENNO筑紫通ビル7階

福岡市博多区博多駅東1-12-5 博多大島ビル707

福岡市博多区博多駅東3-8-17 ワンプラス駅東ビル2階

福岡市博多区博多駅東1-12-17 オフィスニューガイア博多駅前3階

福岡市博多区美野島2-20-12 ピュアドーム博多アソシア406

福岡市博多区吉塚2-1-25

福岡市博多区那珂6-9-8

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト719

福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト716

福岡市中央区西中洲6-27 親和銀行福岡ビル5階

福岡市中央区渡辺通2-3-19 ロマネスク天神南608

福岡市中央区白金1-2-21 Wビルディング渡辺通7階

福岡市中央区大宮2-3-23 -901 OfficeLITA内

福岡市中央区今泉1-17-22 i.cube-3D

福岡市中央区今泉1-7-16 -501

福岡市中央区警固1-6-3

米穀、穀物の販売

飲食店

税務顧問、記帳代行（会計帳簿の作成）

飲食店

リラクゼーションマッサージ

整体

医療機器の販売、買取

フィットネスクラブ

運送業

イベント企画、販売

内装・水廻り リフォーム専門工事店

デジタル家電買取業

ライブハウス、スタジオレンタル、音楽教室

プログラミングスクール

製造業

経営コンサルタント（中小企業診断士）

弁当・総菜の販売・卸販売

経営改善支援

翻訳業

朗読教室運営 話し方講師 コンサルティング業務

次亜塩素酸水の製造・販売

調剤薬局

配管工事及び設備器具販売

飲食店へのおいしいお米の提案をしています

博多水炊きとやきとりフレンチをリーズナブルにおだししてます

元エンジニアの税理士が様々な課題に対応します。ぜひご連絡を!

スコッチを中心に取り扱いをしています

お客様の日頃おつかれを整体でほぐしていきます

痛み・しびれが得意な整体院です

中古医療機器の販売、買取を行っています

低価格な指導付レッスンが最大の差別化のトレーニングジムです

お急ぎの引越し、配送承ります。よろしくお願いします

教育・芸術・平和を柱とした国際的な参加型イベントを企画

販売店や営業会社を介さず直接発注できる!リフォーム専門工事店

故障したPCなど高額買取!!もちろん「中古品なども高額買取!!

あいうえ保育園たかみや、ライブカフェ・ダルセーニョを運営

子供向けロボットプログラミング教室を出張とWEBで行います

革新的技術で魚介類の長期間鮮度保持を可能にした会社です

採用に強い中小企業診断士。採用充足・コスト削減を支援します

藁で燻製した新しい食品を製造・販売しています

日本公庫出身の融資に強いコンサルタント（中小企業診断士）です

登記簿・定款・決算書類等の文書を英語に翻訳します

朗読教室、司会、話し方、ビデオ制作他各種構成台本等作成します

様々な業界の衛生管理で注目されているジョキナールの発売元です

保険調剤・在宅医療・無料PCR検査にも対応しています

給排水管工事衛生器具等販売取り付け交換などしています

092-741-3987

092-406-2327

050-3699-6281

090-9654-9885

092-203-4392

092-771-8255

092-409-1310

092-983-6486

090-6294-1293

090-7384-0405

092-401-1587

092-511-6662

092-791-6881

080-6513-4964

092-809-1840

070-8433-5057

092-407-6088

090-5739-0726

092-985-3466

092-851-7876

092-400-1260

092-862-8774

092-926-0737

山口米穀店

ことぷろ 博多本店

出口税理士事務所

PUB LIVER POOL

いやし所山口

福岡中央整体

（株）大濠メディカル

アイアンボディ福岡南

赤帽 内藤スピードライン

ララクル ジャパン（株）

（株）リノベストホーム

（株）デジックス

ありさんプロ（株）

Robo.town（株）

（株）バイオ・イノベーション

コクリエパートナー

Jood on Carry,Inc.

あいがコンサルティング・オフィス

翻訳のサムライ（株）

（有）らたた

（株）アスク

うさぎ薬局

廣技研

福岡市中央区赤坂3-13-39

福岡市中央区大名1-8-34 -5階

福岡市中央区赤坂1-5-23 プリンシピオ赤坂601

福岡市中央区六本松4-10-6

福岡市中央区六本松1-7-3

福岡市中央区草香江2-8-3 草香江スカイハイツ201

福岡市中央区大手門2-2-14 -903

福岡市南区柏原6-19-12 -2階

福岡市南区塩原3-20-18

福岡市南区大橋3-24-1 -101

福岡市南区平和1-26-49 -1階

福岡市南区大池1-3-31 -1階

福岡市南区大楠3-19-27

福岡市西区下山門1-19-8 -402

福岡市西区西浦2157-9

福岡市西区周船寺1-5-3 -402

福岡市城南区長尾1-17-12 -1階

福岡市城南区干隈1-12-18

福岡市早良区西新4-8-30 まこビル4階

福岡市早良区南庄6-3-24 -502

福岡市早良区賀茂3-26-16 -102

福岡市早良区野芥2-5-15 内田ビル1階

筑紫野市岡田2-18-3

国民年金基金

印章製造・販売

キッチンカー（クレープ販売）

インターネット総合コンサル

飲食店業委託

休憩施設

不動産全般

ピラティス

飲食店営業

飲食業

日本の人気化粧品・洋服などを輸出して販売

専門サービス

ボクシングフィットネスジム

飲食店

飲食店営業ワインバー

運送業

清掃業

貿易業

ECサイト代理店業

スナック

全国国民年金基金 福岡支部

ツカサ印房

iyu crepe

（株）ハイライフ

シルバ総合企画

SPOT

（株）ルームサポート

Soil&2nd

博多 牛や たん平

（株）キンコーポレーション

（株）TSUBASA

河本莉沙税理士事務所

ボクシングスタジオハート

舞ゆ~みん

参道ワイン 香

KAMON′

clean tech japan

アイフル国際（株）

平原 滉己

スナック一花

運送業

魚加工品配送販売

飲食店

窓ガラスフィルム施工

資材販売、配送

鉄工業

コンサル（ウガンダ観光）

配送事業

服飾雑貨製造、販売

婚活支援としてイベント主催・仲人

飲食業（Cafe&Bar）

企業向け商品・サービスPR動画

芸能事務所の運営

飲食

焼肉・ラーメン

タピオカドリンク・クレープ販売

肥料販売

リラクゼーションサロン

社会保険労務士事務所

中古バイク販売

赤帽スター運送

Up Set

JVC

TAKENAWA

（株）千隼

（有）井上製作所

（株）BLUE BANANA TREE

赤帽タニグチ

イーアクセ

ベストパートナー

ここにかたる。

ビジネスアニメSTUDIO

（株）B-SESSION

Ni cafe

ヤキニクラーメン フタバ

royaltea 皇茶

ニューフィールド

リラクゼーション静楽

エーアールワン社労士事務所

Tiger Rose

建設業

飲食業

建築工事業

社内の業務システム開発

建築業

鮮度保持 DENBA代理店

自動車・二輪車販売及び修理

配送

食品（輸入）

不動産

記帳代行業

飲食業

税務申告書の作成

オートバイ用レーシングスーツ修理

貿易

コンサル

不動産の売買

焼鳥居酒屋

店舗にて酒類販売

飲食店経営

（株）リュウセイ

讃岐うどん志成

（株）瀬戸工務店

アレグロペンギン

（株）シナプス・コーポレーション

（株）ボイス

（株）KEEP UP

（株）産直クルー

（株）K Global

（株）大栄

スイセイデータサービス

漁師居酒屋 つねちゃん

佐々木昭彦税理士事務所

原田 遊風

明佳（株）

藤木オフィス

（株）ジェイホーム

焼鳥居酒屋たていし

丸文酒販（有）

かに聖

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店

便利屋

飲食店営業

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

内装工事業

飲食店

飲食業（bar）

企業の組織開発支援

内装工事

仕出し料理

Tシャツのプリント、ししゅう

農業

omote宮

ぱんだのゴハン

焼肉 パジョン

One蛸

今屋のハンバーガー 西新店

鳥兆

たこやき太郎 原店

鉄板焼 博多ホルチャン

炭家108

便利屋工房なかがわ

cafe&kitchen ひまわり

百千萬

よしりゅう

ニクサカバカツ

光環インテリア

エムアールスマイル（株）

Darts & Pub Kiss

（株）ライクブルー

OH メタル

（有）しまや

（同）コクヨウ

（株）アガペファーム

服飾雑貨卸売

膜シート（テント倉庫）構造物販売業

中古車販売

土木・舗装

（株）ROMI

（株）アシスト

7Piece Garage

（株）ミ.ライズ

東
区

営業内容／事業所名

フルーツカッティング講師

貿易（日用品輸出）

建築業

ラポワール

（株）嘉泓国際

辻口工務店

東
区

営業内容／事業所名

飲食店

スナック

物販事業

社会保険労務士業・FP業務

彦ちゃん食堂

ひまわり

（株）110BUSINESS

井村社会保険労務士事務所

東
区

営業内容／事業所名

飲食業（沖縄料理）

行政書士

沖縄料理 SIKINA

行政書士城正弘事務所

博
多
区

営業内容／事業所名

活力ある長寿地域社会の
実現に寄与する事業
一般社団法人 九州賢人会議所

総合人材サービス
（株）ワールド
ホールディングス

不用品処分、引越し、草刈、片付、そうじ
便利屋お助け本舗 
福岡東区店

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
こちら
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博
多
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

東
区

博
多
区

中
央
区

植物の輸出入

建設業（機械設備）空調衛生

青果物卸・小売業

スワロフスキーを使ったデコレーションスクール、物販

葬祭会館・ホテル・結婚式場の経営

理容業

建設業

社会貢献事業

不動産のビル事業

飲食店

人工ダイヤモンド販売

人材育成コンサルタント

総合広告業

中堅中小企業への経営支援業務

書籍・雑誌・教科書及び教材品の取次販売

カイロプラクティック施術（腰痛等）

ソフトウェア開発・アプリ開発

企業などへのビジュアルコミュニケーションサービスの提供

中華料理経営

空調機設計施工・修理

SES事業

Web制作業

食品の輸出入

人材育成研修、コンサルティング

PR事業

税理士事務所

CGを用いた映像、画像及びデジタルコンテンツの企画、制作及び販売

自動車内装部品向け金型の製造販売

飲食業

写真撮影

カフェ&バー

植物の輸出、取扱いを中心に光触媒事業、内装関係と幅広く展開

空調設備設計施工及び重量物搬入据付業務をいたします

おいしさそのままに厳選した青果を遠方までお届けします

ハンドメイド作品の製作販売、出張教室等

ご葬儀・家族葬に関する不安や費用などお気軽にご相談ください

似合う髪型の提案はもちろん、マッサージでのリラックスもできます

内外装リフォーム全般や原状回復工事など何でも受け賜わります

母子家庭のサポート支援・雇用システム等。フードロスを仕事にして母子家庭に提供するシステム等

弊社管理物件の空き室は非常に少なく運営しています

アットホームな楽しい時間を提供します

身にまとう社会貢献ジュエリーラボグロウンダイヤモンド専門店

研修や学習を通して人や組織の成長のサポートをします

佐賀福岡を拠点とする企業行政のプロモーションを行う広告代理店

九州の人材と企業の可能性を広げて、最良の成長心を実施します

本やグリーンをかけ合わせた総合的な空間づくりをご提案します

国際基準のカイロ資格を保持するカイロプラクティック施術院です

お客様に寄り添ったアプリ・システム開発を行っています

企業などへビジュアルコミュニケーションサービスの提供

本格の中華料理を作ること

ひとに くらしに 快適空間 空調設備のことならおまかせください

企業や店舗のIT化をお手伝いします

大切なヒトを紹介したくなるWeb制作会社を目指しています

食品の輸出入のお手伝いをします

社員がひとりでに成長する人材育成・組織開発をお手伝いします

福岡市のPR会社。後方代行、戦略立案等お受けしています

freee認定アドバイザーです。その他クラウド会計対応します

エンタメから教育を変える、アニメーション教育動画のパイオニア

本業の金型に加え止水板など「じゃない方」にも注力しています

アメリカと楽しいことが好きな集団。世界を驚かせる福岡のアメリカ!

企業様向けに写真撮影をしています。ジャンル問わず、ご依頼お受けしています!

能古島産の無農薬果物を使ったフレッシュジュース

中
央
区

南
区

西
区

城
南
区

早
良
区

筑
紫
野

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-451-5877

092-609-9368

092-674-2880

090-2713-8471

092-673-3030

092-671-1985

070-9011-7017

092-611-5323

092-671-2468

092-271-5155

092-263-8177

092-292-2027

092-419-2430

092-413-2220

092-260-7200

092-483-1123

092-409-1717

070-4173-1310

092-402-1498

092-612-6556

070-1271-1109

092-517-5167

070-4031-5523

092-982-0255

092-606-8655

092-233-4650

092-406-7723

080-8850-0052

092-406-5003

080-1733-5148

092-515-4395

人和産業（株）

（株）グローバル・ソリューション

師岡青果（株） 福岡営業所

デコレーションアートアカデミー 福岡校

（株）サンレー 多々良紫雲閣

BE:SENSE

（株）KG.BLD

（株）PTA支援機構

（有）まるひろビル

かくれ家 こいこい

SRIYE

（株）ピーシーアンド・エル

（株）佐賀広告センター 福岡支社

九州成長ラボ（株）

日本出版販売（株） 九州支店

博多カイロプラクティック

（株）スモールステップ

（株）ブイキューブ 福岡営業所

合鑫融創（株）

（株）サンレイ空調

（株）itoq 福岡支社

（株）東海岸

（株）ジャパンフードネットワーク

てらすもあ

（株）Amazing Public Relations

野村真一税理士事務所

（株）FOREST Hunting One

KTX（株） 福岡営業所

（株）Independent

Yame grapher ～平島写真事務所～

&

福岡市東区雁の巣2-18-10

福岡市東区唐原1-3-23 Kプラザ2階

福岡市東区みなと香椎3-28-16

福岡市東区青葉7-61-30 -205

福岡市東区多々良1-17-7

福岡市東区多々良1-11-12

福岡市東区多の津5-32-32 -302

福岡市東区多の津1-18-7 福岡流通あけぼのビル301

福岡市東区千早5-13-38 LeLien香椎参道1階

福岡市博多区中洲4-1-16 セブンビルⅠ-501

福岡市博多区中洲4-2-14 グランビル103

福岡市博多区博多駅前3-19-14 ビーエスビル博多5階

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

福岡市博多区博多駅前1-1-1 新三井ビルディング6階

福岡市博多区博多駅東3-1-1 ZENNO筑紫通ビル7階

福岡市博多区博多駅東1-12-5 博多大島ビル707

福岡市博多区博多駅東3-8-17 ワンプラス駅東ビル2階

福岡市博多区博多駅東1-12-17 オフィスニューガイア博多駅前3階

福岡市博多区美野島2-20-12 ピュアドーム博多アソシア406

福岡市博多区吉塚2-1-25

福岡市博多区那珂6-9-8

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト719

福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト716

福岡市中央区西中洲6-27 親和銀行福岡ビル5階

福岡市中央区渡辺通2-3-19 ロマネスク天神南608

福岡市中央区白金1-2-21 Wビルディング渡辺通7階

福岡市中央区大宮2-3-23 -901 OfficeLITA内

福岡市中央区今泉1-17-22 i.cube-3D

福岡市中央区今泉1-7-16 -501

福岡市中央区警固1-6-3

米穀、穀物の販売

飲食店

税務顧問、記帳代行（会計帳簿の作成）

飲食店

リラクゼーションマッサージ

整体

医療機器の販売、買取

フィットネスクラブ

運送業

イベント企画、販売

内装・水廻り リフォーム専門工事店

デジタル家電買取業

ライブハウス、スタジオレンタル、音楽教室

プログラミングスクール

製造業

経営コンサルタント（中小企業診断士）

弁当・総菜の販売・卸販売

経営改善支援

翻訳業

朗読教室運営 話し方講師 コンサルティング業務

次亜塩素酸水の製造・販売

調剤薬局

配管工事及び設備器具販売

飲食店へのおいしいお米の提案をしています

博多水炊きとやきとりフレンチをリーズナブルにおだししてます

元エンジニアの税理士が様々な課題に対応します。ぜひご連絡を!

スコッチを中心に取り扱いをしています

お客様の日頃おつかれを整体でほぐしていきます

痛み・しびれが得意な整体院です

中古医療機器の販売、買取を行っています

低価格な指導付レッスンが最大の差別化のトレーニングジムです

お急ぎの引越し、配送承ります。よろしくお願いします

教育・芸術・平和を柱とした国際的な参加型イベントを企画

販売店や営業会社を介さず直接発注できる!リフォーム専門工事店

故障したPCなど高額買取!!もちろん「中古品なども高額買取!!

あいうえ保育園たかみや、ライブカフェ・ダルセーニョを運営

子供向けロボットプログラミング教室を出張とWEBで行います

革新的技術で魚介類の長期間鮮度保持を可能にした会社です

採用に強い中小企業診断士。採用充足・コスト削減を支援します

藁で燻製した新しい食品を製造・販売しています

日本公庫出身の融資に強いコンサルタント（中小企業診断士）です

登記簿・定款・決算書類等の文書を英語に翻訳します

朗読教室、司会、話し方、ビデオ制作他各種構成台本等作成します

様々な業界の衛生管理で注目されているジョキナールの発売元です

保険調剤・在宅医療・無料PCR検査にも対応しています

給排水管工事衛生器具等販売取り付け交換などしています

092-741-3987

092-406-2327

050-3699-6281

090-9654-9885

092-203-4392

092-771-8255

092-409-1310

092-983-6486

090-6294-1293

090-7384-0405

092-401-1587

092-511-6662

092-791-6881

080-6513-4964

092-809-1840

070-8433-5057

092-407-6088

090-5739-0726

092-985-3466

092-851-7876

092-400-1260

092-862-8774

092-926-0737

山口米穀店

ことぷろ 博多本店

出口税理士事務所

PUB LIVER POOL

いやし所山口

福岡中央整体

（株）大濠メディカル

アイアンボディ福岡南

赤帽 内藤スピードライン

ララクル ジャパン（株）

（株）リノベストホーム

（株）デジックス

ありさんプロ（株）

Robo.town（株）

（株）バイオ・イノベーション

コクリエパートナー

Jood on Carry,Inc.

あいがコンサルティング・オフィス

翻訳のサムライ（株）

（有）らたた

（株）アスク

うさぎ薬局

廣技研

福岡市中央区赤坂3-13-39

福岡市中央区大名1-8-34 -5階

福岡市中央区赤坂1-5-23 プリンシピオ赤坂601

福岡市中央区六本松4-10-6

福岡市中央区六本松1-7-3

福岡市中央区草香江2-8-3 草香江スカイハイツ201

福岡市中央区大手門2-2-14 -903

福岡市南区柏原6-19-12 -2階

福岡市南区塩原3-20-18

福岡市南区大橋3-24-1 -101

福岡市南区平和1-26-49 -1階

福岡市南区大池1-3-31 -1階

福岡市南区大楠3-19-27

福岡市西区下山門1-19-8 -402

福岡市西区西浦2157-9

福岡市西区周船寺1-5-3 -402

福岡市城南区長尾1-17-12 -1階

福岡市城南区干隈1-12-18

福岡市早良区西新4-8-30 まこビル4階

福岡市早良区南庄6-3-24 -502

福岡市早良区賀茂3-26-16 -102

福岡市早良区野芥2-5-15 内田ビル1階

筑紫野市岡田2-18-3

国民年金基金

印章製造・販売

キッチンカー（クレープ販売）

インターネット総合コンサル

飲食店業委託

休憩施設

不動産全般

ピラティス

飲食店営業

飲食業

日本の人気化粧品・洋服などを輸出して販売

専門サービス

ボクシングフィットネスジム

飲食店

飲食店営業ワインバー

運送業

清掃業

貿易業

ECサイト代理店業

スナック

全国国民年金基金 福岡支部

ツカサ印房

iyu crepe

（株）ハイライフ

シルバ総合企画

SPOT

（株）ルームサポート

Soil&2nd

博多 牛や たん平

（株）キンコーポレーション

（株）TSUBASA

河本莉沙税理士事務所

ボクシングスタジオハート

舞ゆ~みん

参道ワイン 香

KAMON′

clean tech japan

アイフル国際（株）

平原 滉己

スナック一花

運送業

魚加工品配送販売

飲食店

窓ガラスフィルム施工

資材販売、配送

鉄工業

コンサル（ウガンダ観光）

配送事業

服飾雑貨製造、販売

婚活支援としてイベント主催・仲人

飲食業（Cafe&Bar）

企業向け商品・サービスPR動画

芸能事務所の運営

飲食

焼肉・ラーメン

タピオカドリンク・クレープ販売

肥料販売

リラクゼーションサロン

社会保険労務士事務所

中古バイク販売

赤帽スター運送

Up Set

JVC

TAKENAWA

（株）千隼

（有）井上製作所

（株）BLUE BANANA TREE

赤帽タニグチ

イーアクセ

ベストパートナー

ここにかたる。

ビジネスアニメSTUDIO

（株）B-SESSION

Ni cafe

ヤキニクラーメン フタバ

royaltea 皇茶

ニューフィールド

リラクゼーション静楽

エーアールワン社労士事務所

Tiger Rose

建設業

飲食業

建築工事業

社内の業務システム開発

建築業

鮮度保持 DENBA代理店

自動車・二輪車販売及び修理

配送

食品（輸入）

不動産

記帳代行業

飲食業

税務申告書の作成

オートバイ用レーシングスーツ修理

貿易

コンサル

不動産の売買

焼鳥居酒屋

店舗にて酒類販売

飲食店経営

（株）リュウセイ

讃岐うどん志成

（株）瀬戸工務店

アレグロペンギン

（株）シナプス・コーポレーション

（株）ボイス

（株）KEEP UP

（株）産直クルー

（株）K Global

（株）大栄

スイセイデータサービス

漁師居酒屋 つねちゃん

佐々木昭彦税理士事務所

原田 遊風

明佳（株）

藤木オフィス

（株）ジェイホーム

焼鳥居酒屋たていし

丸文酒販（有）

かに聖

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店

便利屋

飲食店営業

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

内装工事業

飲食店

飲食業（bar）

企業の組織開発支援

内装工事

仕出し料理

Tシャツのプリント、ししゅう

農業

omote宮

ぱんだのゴハン

焼肉 パジョン

One蛸

今屋のハンバーガー 西新店

鳥兆

たこやき太郎 原店

鉄板焼 博多ホルチャン

炭家108

便利屋工房なかがわ

cafe&kitchen ひまわり

百千萬

よしりゅう

ニクサカバカツ

光環インテリア

エムアールスマイル（株）

Darts & Pub Kiss

（株）ライクブルー

OH メタル

（有）しまや

（同）コクヨウ

（株）アガペファーム

服飾雑貨卸売

膜シート（テント倉庫）構造物販売業

中古車販売

土木・舗装

（株）ROMI

（株）アシスト

7Piece Garage

（株）ミ.ライズ

東
区

営業内容／事業所名

フルーツカッティング講師

貿易（日用品輸出）

建築業

ラポワール

（株）嘉泓国際

辻口工務店

東
区

営業内容／事業所名

飲食店

スナック

物販事業

社会保険労務士業・FP業務

彦ちゃん食堂

ひまわり

（株）110BUSINESS

井村社会保険労務士事務所

東
区

営業内容／事業所名

飲食業（沖縄料理）

行政書士

沖縄料理 SIKINA

行政書士城正弘事務所

博
多
区

営業内容／事業所名

活力ある長寿地域社会の
実現に寄与する事業
一般社団法人 九州賢人会議所

総合人材サービス
（株）ワールド
ホールディングス

不用品処分、引越し、草刈、片付、そうじ
便利屋お助け本舗 
福岡東区店

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
こちら
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国民年金基金

印章製造・販売

キッチンカー（クレープ販売）

インターネット総合コンサル

飲食店業委託

休憩施設

不動産全般

ピラティス

飲食店営業

飲食業

日本の人気化粧品・洋服などを輸出して販売

専門サービス

ボクシングフィットネスジム

飲食店

飲食店営業ワインバー

運送業

清掃業

貿易業

ECサイト代理店業

スナック

全国国民年金基金 福岡支部

ツカサ印房

iyu crepe

（株）ハイライフ

シルバ総合企画

SPOT

（株）ルームサポート

Soil&2nd

博多 牛や たん平

（株）キンコーポレーション

（株）TSUBASA

河本莉沙税理士事務所

ボクシングスタジオハート

舞ゆ~みん

参道ワイン 香

KAMON′

clean tech japan

アイフル国際（株）

平原 滉己

スナック一花

博
多
区

営業内容／事業所名

運送業

魚加工品配送販売

飲食店

窓ガラスフィルム施工

資材販売、配送

鉄工業

コンサル（ウガンダ観光）

配送事業

服飾雑貨製造、販売

婚活支援としてイベント主催・仲人

飲食業（Cafe&Bar）

企業向け商品・サービスPR動画

芸能事務所の運営

飲食

焼肉・ラーメン

タピオカドリンク・クレープ販売

肥料販売

リラクゼーションサロン

社会保険労務士事務所

中古バイク販売

赤帽スター運送

Up Set

JVC

TAKENAWA

（株）千隼

（有）井上製作所

（株）BLUE BANANA TREE

赤帽タニグチ

イーアクセ

ベストパートナー

ここにかたる。

ビジネスアニメSTUDIO

（株）B-SESSION

Ni cafe

ヤキニクラーメン フタバ

royaltea 皇茶

ニューフィールド

リラクゼーション静楽

エーアールワン社労士事務所

Tiger Rose

博
多
区

営業内容／事業所名

建設業

飲食業

建築工事業

社内の業務システム開発

建築業

鮮度保持 DENBA代理店

自動車・二輪車販売及び修理

配送

食品（輸入）

不動産

記帳代行業

飲食業

税務申告書の作成

オートバイ用レーシングスーツ修理

貿易

コンサル

不動産の売買

焼鳥居酒屋

店舗にて酒類販売

飲食店経営

（株）リュウセイ

讃岐うどん志成

（株）瀬戸工務店

アレグロペンギン

（株）シナプス・コーポレーション

（株）ボイス

（株）KEEP UP

（株）産直クルー

（株）K Global

（株）大栄

スイセイデータサービス

漁師居酒屋 つねちゃん

佐々木昭彦税理士事務所

原田 遊風

明佳（株）

藤木オフィス

（株）ジェイホーム

焼鳥居酒屋たていし

丸文酒販（有）

かに聖

中
央
区

営業内容／事業所名

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店

便利屋

飲食店営業

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

内装工事業

飲食店

飲食業（bar）

企業の組織開発支援

内装工事

仕出し料理

Tシャツのプリント、ししゅう

農業

omote宮

ぱんだのゴハン

焼肉 パジョン

One蛸

今屋のハンバーガー 西新店

鳥兆

たこやき太郎 原店

鉄板焼 博多ホルチャン

炭家108

便利屋工房なかがわ

cafe&kitchen ひまわり

百千萬

よしりゅう

ニクサカバカツ

光環インテリア

エムアールスマイル（株）

Darts & Pub Kiss

（株）ライクブルー

OH メタル

（有）しまや

（同）コクヨウ

（株）アガペファーム

早
良
区

営業内容／事業所名

服飾雑貨卸売

膜シート（テント倉庫）構造物販売業

中古車販売

土木・舗装

（株）ROMI

（株）アシスト

7Piece Garage

（株）ミ.ライズ

フルーツカッティング講師

貿易（日用品輸出）

建築業

ラポワール

（株）嘉泓国際

辻口工務店

飲食店

スナック

物販事業

社会保険労務士業・FP業務

彦ちゃん食堂

ひまわり

（株）110BUSINESS

井村社会保険労務士事務所

飲食業（沖縄料理）

行政書士

沖縄料理 SIKINA

行政書士城正弘事務所

ノベルティ商品
（シャツ、タオル、デザイン染め）
企画フォーユー

家庭向けソーラー発電 PDA事業、
ソーラーシェアリング
（株）Attractive X

化粧品、日用雑貨品などの
販売及び運営業務
アウラインターナショナル（株）

水産物輸出業
（韓国へ冷凍の背グロイワシ（主に））
（株）SUI

冷凍空調事業所団体業務
一般社団法人 
西日本冷凍空調工業会

行政書士に関する内容
行政書士
八尾国際法律事務所

旅行業
近畿日本ツーリスト（株） 
福岡支店

労働社会保険諸法令に基づく手続代行
社会保険労務士法人 
エフ・エス・ケー事務所

回転寿司（飲食店）
カッパ・クリエイト
（株） かっぱ寿司福岡長丘店

リラクゼーションマッサージの施術
リラクゼーション&
アロママッサージ トロワ

不動産鑑定評価業務
（株）不動産オトン
コンサルティング福岡

各種補助金申請支援、経営相談
ふるまち中小企業
診断士事務所

ワークアウト・フィットネス 
イベント企画運営
7Mile

デザイン業、チラシ、パンフレット、
Web等のデザイン
ex.（エクス.）

店舗設計・内装のデザイン・
図面作成等
インブルームデザイン

福岡県産地鶏「はかた地どり」
の飼育、加工、販売
農事組合法人 福栄組合

珠算・暗算を中心とした
学習習慣を身に付ける指導
すずらん珠算塾

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL：092-441-2845

事業所のみなさま、福利厚生の充実にお役立ていただける
当所生命共済制度・特定退職金共済制度への加入をぜひともご検討ください。

当所は、2021年度の共済事業推進にあたり極めて優秀な成績を収めた生命保
険会社営業担当者6名、年間加入実績純増100名以上を達成した生命保険会社1
社を表彰した。7月14日、谷川会頭から受賞者へ表彰状を贈呈した。
生命共済制度ならびに特定退職金共済制度は、1972年11月の発足以来、当所
では会員事業所等の福利厚生の充実を目的に、生命保険各社の協力のもと加入を
推進している。生命共済制度は病気死亡や災害死亡はもとより、不慮の事故によ
る入院や身体の障がいにいたるまで保障する制度で、特定退職金共済制度は従業
員の退職金を計画的に準備するための制度となっている。受賞者は以下の通り。

写真左より三池さん、谷川会頭、石野さん

営業担当者表彰

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：石野　麻里子氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第二位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

写真左より大同生命保険㈱福岡支社の早田氏、谷川会頭

生命保険会社表彰

特定退職金共済制度　年間加入実績純増
・大同生命保険㈱福岡支社

写真左より城戸さん、石野さん、三池さん、谷川会頭、江尻さん、梶原さん

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第二位：梶原　崇氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第三位：江尻　晃敏氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第四位：石野麻里子氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第五位：城戸真樹子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

写真左より遠藤さん、石野さん、谷川会頭、三池さん、江尻さん、城戸さん

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：石野麻里子氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第二位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第三位：江尻　晃敏氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第四位：遠藤　和子氏（大同生命保険㈱福岡支社）
　　　　城戸真樹子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

谷川会頭と受賞者のみなさん

新規加入人数

総合加入人数

新規加入社数

共済制度獲得優績担当者・保険会社表彰を実施
～受賞者の皆様、おめでとうございます！～
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国民年金基金

印章製造・販売

キッチンカー（クレープ販売）

インターネット総合コンサル

飲食店業委託

休憩施設

不動産全般

ピラティス

飲食店営業

飲食業

日本の人気化粧品・洋服などを輸出して販売

専門サービス

ボクシングフィットネスジム

飲食店

飲食店営業ワインバー

運送業

清掃業

貿易業

ECサイト代理店業

スナック

全国国民年金基金 福岡支部

ツカサ印房

iyu crepe

（株）ハイライフ

シルバ総合企画

SPOT

（株）ルームサポート

Soil&2nd

博多 牛や たん平

（株）キンコーポレーション

（株）TSUBASA

河本莉沙税理士事務所

ボクシングスタジオハート

舞ゆ~みん

参道ワイン 香

KAMON′

clean tech japan

アイフル国際（株）

平原 滉己

スナック一花

博
多
区

営業内容／事業所名

運送業

魚加工品配送販売

飲食店

窓ガラスフィルム施工

資材販売、配送

鉄工業

コンサル（ウガンダ観光）

配送事業

服飾雑貨製造、販売

婚活支援としてイベント主催・仲人

飲食業（Cafe&Bar）

企業向け商品・サービスPR動画

芸能事務所の運営

飲食

焼肉・ラーメン

タピオカドリンク・クレープ販売

肥料販売

リラクゼーションサロン

社会保険労務士事務所

中古バイク販売

赤帽スター運送

Up Set

JVC

TAKENAWA

（株）千隼

（有）井上製作所

（株）BLUE BANANA TREE

赤帽タニグチ

イーアクセ

ベストパートナー

ここにかたる。

ビジネスアニメSTUDIO

（株）B-SESSION

Ni cafe

ヤキニクラーメン フタバ

royaltea 皇茶

ニューフィールド

リラクゼーション静楽

エーアールワン社労士事務所

Tiger Rose

博
多
区

営業内容／事業所名

建設業

飲食業

建築工事業

社内の業務システム開発

建築業

鮮度保持 DENBA代理店

自動車・二輪車販売及び修理

配送

食品（輸入）

不動産

記帳代行業

飲食業

税務申告書の作成

オートバイ用レーシングスーツ修理

貿易

コンサル

不動産の売買

焼鳥居酒屋

店舗にて酒類販売

飲食店経営

（株）リュウセイ

讃岐うどん志成

（株）瀬戸工務店

アレグロペンギン

（株）シナプス・コーポレーション

（株）ボイス

（株）KEEP UP

（株）産直クルー

（株）K Global

（株）大栄

スイセイデータサービス

漁師居酒屋 つねちゃん

佐々木昭彦税理士事務所

原田 遊風

明佳（株）

藤木オフィス

（株）ジェイホーム

焼鳥居酒屋たていし

丸文酒販（有）

かに聖

中
央
区

営業内容／事業所名

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

飲食店経営

飲食店

便利屋

飲食店営業

飲食店

飲食店経営

飲食店経営

内装工事業

飲食店

飲食業（bar）

企業の組織開発支援

内装工事

仕出し料理

Tシャツのプリント、ししゅう

農業

omote宮

ぱんだのゴハン

焼肉 パジョン

One蛸

今屋のハンバーガー 西新店

鳥兆

たこやき太郎 原店

鉄板焼 博多ホルチャン

炭家108

便利屋工房なかがわ

cafe&kitchen ひまわり

百千萬

よしりゅう

ニクサカバカツ

光環インテリア

エムアールスマイル（株）

Darts & Pub Kiss

（株）ライクブルー

OH メタル

（有）しまや

（同）コクヨウ

（株）アガペファーム

早
良
区

営業内容／事業所名

服飾雑貨卸売

膜シート（テント倉庫）構造物販売業

中古車販売

土木・舗装

（株）ROMI

（株）アシスト

7Piece Garage

（株）ミ.ライズ

フルーツカッティング講師

貿易（日用品輸出）

建築業

ラポワール

（株）嘉泓国際

辻口工務店

飲食店

スナック

物販事業

社会保険労務士業・FP業務

彦ちゃん食堂

ひまわり

（株）110BUSINESS

井村社会保険労務士事務所

飲食業（沖縄料理）

行政書士

沖縄料理 SIKINA

行政書士城正弘事務所

ノベルティ商品
（シャツ、タオル、デザイン染め）
企画フォーユー

家庭向けソーラー発電 PDA事業、
ソーラーシェアリング
（株）Attractive X

化粧品、日用雑貨品などの
販売及び運営業務
アウラインターナショナル（株）

水産物輸出業
（韓国へ冷凍の背グロイワシ（主に））
（株）SUI

冷凍空調事業所団体業務
一般社団法人 
西日本冷凍空調工業会

行政書士に関する内容
行政書士
八尾国際法律事務所

旅行業
近畿日本ツーリスト（株） 
福岡支店

労働社会保険諸法令に基づく手続代行
社会保険労務士法人 
エフ・エス・ケー事務所

回転寿司（飲食店）
カッパ・クリエイト
（株） かっぱ寿司福岡長丘店

リラクゼーションマッサージの施術
リラクゼーション&
アロママッサージ トロワ

不動産鑑定評価業務
（株）不動産オトン
コンサルティング福岡

各種補助金申請支援、経営相談
ふるまち中小企業
診断士事務所

ワークアウト・フィットネス 
イベント企画運営
7Mile

デザイン業、チラシ、パンフレット、
Web等のデザイン
ex.（エクス.）

店舗設計・内装のデザイン・
図面作成等
インブルームデザイン

福岡県産地鶏「はかた地どり」
の飼育、加工、販売
農事組合法人 福栄組合

珠算・暗算を中心とした
学習習慣を身に付ける指導
すずらん珠算塾

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL：092-441-2845

事業所のみなさま、福利厚生の充実にお役立ていただける
当所生命共済制度・特定退職金共済制度への加入をぜひともご検討ください。

当所は、2021年度の共済事業推進にあたり極めて優秀な成績を収めた生命保
険会社営業担当者6名、年間加入実績純増100名以上を達成した生命保険会社1
社を表彰した。7月14日、谷川会頭から受賞者へ表彰状を贈呈した。
生命共済制度ならびに特定退職金共済制度は、1972年11月の発足以来、当所

では会員事業所等の福利厚生の充実を目的に、生命保険各社の協力のもと加入を
推進している。生命共済制度は病気死亡や災害死亡はもとより、不慮の事故によ
る入院や身体の障がいにいたるまで保障する制度で、特定退職金共済制度は従業
員の退職金を計画的に準備するための制度となっている。受賞者は以下の通り。

写真左より三池さん、谷川会頭、石野さん

営業担当者表彰

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：石野　麻里子氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第二位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）

写真左より大同生命保険㈱福岡支社の早田氏、谷川会頭

生命保険会社表彰

特定退職金共済制度　年間加入実績純増
・大同生命保険㈱福岡支社

写真左より城戸さん、石野さん、三池さん、谷川会頭、江尻さん、梶原さん

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第二位：梶原　崇氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第三位：江尻　晃敏氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第四位：石野麻里子氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第五位：城戸真樹子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

写真左より遠藤さん、石野さん、谷川会頭、三池さん、江尻さん、城戸さん

生命共済制度　年間獲得実績上位者
第一位：石野麻里子氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第二位：三池　明美氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第三位：江尻　晃敏氏（アクサ生命保険㈱福岡営業所）
第四位：遠藤　和子氏（大同生命保険㈱福岡支社）
　　　　城戸真樹子氏（大同生命保険㈱福岡支社）

谷川会頭と受賞者のみなさん

新規加入人数

総合加入人数

新規加入社数

共済制度獲得優績担当者・保険会社表彰を実施
～受賞者の皆様、おめでとうございます！～

2021年度　福岡商工会議所　生命共済制度・特定退職金共済制度

17福岡商工会議所 NEWS ︱ 2022  AUGUST



福岡リーセントホテル ２階 舞鶴の間
（福岡市東区箱崎2-52-1）

令和４年１０月３日（月）13：00～17：00

　高等学校卒の新卒採用を検討されている地元企業の採用担当者と、福岡県産業教育振興会会員の高等学校の進路指導
担当者による「採用・就職」に関する情報交換会を開催します。奮ってご参加ください。

日　時

場　所

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

対　象

約６０社（感染症対策のため、1社につき2名まで）
※参加学校約30～40校予定
※定員に達し次第、締め切ります。

定　員

3,000円（税込/1社あたり）参加費

福岡県産業教育振興会・福岡商工会議所主　催

令和４年９月９日（金） ※当所ホームページからお申し込みください。申込締切

商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169
MAIL：fkshougyou@fukunet.or.jp

お問い合わせ

申込・詳細は
こちら高等学校と企業との就職情報交換会

●九州・山口の農林水産物、加工食品を
お探しのバイヤー・商社の方
●食をテーマにしたサービス・設備等の情
報収集を目的とした食品メーカー・飲食
店の方等

令和4年10月4日（火）・5日（水） 

　九州・山口の食品メーカー等が最大約200社出展する展示会です。商談・マッチングの絶好の機会となります。皆様のご来
場をお待ちしています。

日　時

対　象

福岡国際センター （福岡市博多区築港本町2－2）会　場

申込・詳細は
こちら

産業振興グループ　TEL：092-441-1119お問い合わせ

①ブース展示（定員25社）
1社あたり約1.5m四方のスペースに、商品・カタログの展示ブー
スをご用意します。
②プレゼンテーションタイム　
1社10分以内で、企業紹介や商品・サービスのPR等が可能です。

内　容

～Food EXPO Kyushu とは～

食の展示商談会です。九州・山口の農林水産物、加工食品を国内外に発
信し、地場食品企業の更なる売上向上、販路拡大及び地域経済の振興を
図ることを目的に開催します。
◆対面形式での展示商談会は3年ぶりとなります。

2018年

2019年

4,351人

4,384人

21ヶ国149社

18ヶ国129社

887商談

756商談

参加バイヤー数来場者数開催年 商談数

※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

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＝Ｓ席9,900円
→9,000円●対象日程＝令
和4年10月3日（月）～10
月6日（木）※3日（月）のみ
18：30開演。その他は
13：30開演●申込方法＝
当所HPにてお申込み●申
込締切＝令和4年9月14
日（水）●場所＝福岡市民
会館※3歳未満入場不可

●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

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、簡単なお座敷遊びまで体験していただけま
す。●日時＝8月27日（土）13：00～13：50、９
月８日（木）16：00～16：50、９月17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

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

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です。
　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
を行います。

■ 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

■ サイトURL：https://fukuoka-sdgs.jp/

掲載について

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

掲載無料 申込・詳細は
こちら

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

前回公演より。撮影：上原タカシ

開催日時 令和４年１０月６日(木)10：00～17：00　※終了後、交流会を開催予定 主　催 福岡商工会議所工業部会、
九州・山口産業人クラブ、
福岡市機械金属工業会

申込締切 令和4年8月26日(金)
※当所ホームページからお申込みください。

お問い合わせ 地域振興グループ
TEL：092-441-1118

対　象 モノづくりに関連する商品・サービス ※申込み多数の場合、工業部会会員を優先させていただきます。

場　所 マリンメッセB館 イベントC　※モノづくりフェア会場内
（福岡市博多区沖浜町2-1）

　モノづくり企業が集う日刊工業新聞社主催の「モノづくりフェア2022」会場内にブースを設け、展示商談会を実施いたします。
工業部会会員の方はもちろん、製造業など工業関連の出展者を募集いたします。商品・新サービスのPRはもとより、情報交換・
人脈拡大の場としても、ぜひご活用ください。

申込・詳細は
こちら

Food EXPO Kyushu 2022 来場者募集

SDGs fukuoka 掲載企業募集中 ～SDGsの取り組みを紹介～

工業部会主催 モノづくりビジネス交流会 出展企業募集！

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

参加無料

参加無料

会議所ニュース7月号18ページ「Food EXPO Kyushu 2022展示商談会 出展者募集」の記事にて、出展料の誤りがございました。深くお詫び申し上げます。
（誤）一般ブース：8万円（税込）、ミニブース13万円（税込）→（正）一般ブース：13万円（税込）、ミニブース：8万円（税込）

令和4年8月25日（木）14:00～15:30

　事業者の多様化するニーズに迅速・的確に対応するため、士業同士のネットワークの構築、アライアンス先の発掘を目的とし
た交流会を開催します。この機会にぜひご参加ください！

日　時

福岡商工会議所4階408号会議室場　所

30名（1社につき2名まで参加可能）
※定員に達し次第、締め切ります。

定　員

会員：3,000円（税込/1人あたり）
「会議所サービス利用券（3,000円分）」がご利用できます！

参加費

士業資格を持つ会員
（弁護士・弁理士・中小企業診断士・税理士・公認会計士・
FP技能士・行政書士・司法書士・社会保険労務士・不動産
鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士等）

対　象

①参加者全員の自己紹介
　（15秒プレゼン）
②参加者同士の交流会

内　容

福岡商工会議所主　催

令和4年8月17日（水） ※当所ホームページからお申し込みください。申込締切

会員組織・共済グループ　TEL：092-441-1114お問い合わせ

令和4年度 第1回士業リレーションズ・アライアンス交流会 申込・詳細は
こちら

福商優待サービスの詳細はこちら
お問い合わせ /会員組織・共済グループ
TEL：092-441-1114

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！
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福岡リーセントホテル ２階 舞鶴の間
（福岡市東区箱崎2-52-1）

令和４年１０月３日（月）13：00～17：00

　高等学校卒の新卒採用を検討されている地元企業の採用担当者と、福岡県産業教育振興会会員の高等学校の進路指導
担当者による「採用・就職」に関する情報交換会を開催します。奮ってご参加ください。

日　時

場　所

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

対　象

約６０社（感染症対策のため、1社につき2名まで）
※参加学校約30～40校予定
※定員に達し次第、締め切ります。

定　員

3,000円（税込/1社あたり）参加費

福岡県産業教育振興会・福岡商工会議所主　催

令和４年９月９日（金） ※当所ホームページからお申し込みください。申込締切

商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169
MAIL：fkshougyou@fukunet.or.jp

お問い合わせ

申込・詳細は
こちら高等学校と企業との就職情報交換会

●九州・山口の農林水産物、加工食品を
お探しのバイヤー・商社の方
●食をテーマにしたサービス・設備等の情
報収集を目的とした食品メーカー・飲食
店の方等

令和4年10月4日（火）・5日（水） 

　九州・山口の食品メーカー等が最大約200社出展する展示会です。商談・マッチングの絶好の機会となります。皆様のご来
場をお待ちしています。

日　時

対　象

福岡国際センター （福岡市博多区築港本町2－2）会　場

申込・詳細は
こちら

産業振興グループ　TEL：092-441-1119お問い合わせ

①ブース展示（定員25社）
1社あたり約1.5m四方のスペースに、商品・カタログの展示ブー
スをご用意します。
②プレゼンテーションタイム　
1社10分以内で、企業紹介や商品・サービスのPR等が可能です。

内　容

～Food EXPO Kyushu とは～

食の展示商談会です。九州・山口の農林水産物、加工食品を国内外に発
信し、地場食品企業の更なる売上向上、販路拡大及び地域経済の振興を
図ることを目的に開催します。
◆対面形式での展示商談会は3年ぶりとなります。

2018年

2019年

4,351人

4,384人

21ヶ国149社

18ヶ国129社

887商談

756商談

参加バイヤー数来場者数開催年 商談数

※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

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＝Ｓ席9,900円
→9,000円●対象日程＝令
和4年10月3日（月）～10
月6日（木）※3日（月）のみ
18：30開演。その他は
13：30開演●申込方法＝
当所HPにてお申込み●申
込締切＝令和4年9月14
日（水）●場所＝福岡市民
会館※3歳未満入場不可

●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

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、簡単なお座敷遊びまで体験していただけま
す。●日時＝8月27日（土）13：00～13：50、９
月８日（木）16：00～16：50、９月17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

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

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です。
　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
を行います。

■ 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

■ サイトURL：https://fukuoka-sdgs.jp/

掲載について

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

掲載無料 申込・詳細は
こちら

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

前回公演より。撮影：上原タカシ

開催日時 令和４年１０月６日(木)10：00～17：00　※終了後、交流会を開催予定 主　催 福岡商工会議所工業部会、
九州・山口産業人クラブ、
福岡市機械金属工業会

申込締切 令和4年8月26日(金)
※当所ホームページからお申込みください。

お問い合わせ 地域振興グループ
TEL：092-441-1118

対　象 モノづくりに関連する商品・サービス ※申込み多数の場合、工業部会会員を優先させていただきます。

場　所 マリンメッセB館 イベントC　※モノづくりフェア会場内
（福岡市博多区沖浜町2-1）

　モノづくり企業が集う日刊工業新聞社主催の「モノづくりフェア2022」会場内にブースを設け、展示商談会を実施いたします。
工業部会会員の方はもちろん、製造業など工業関連の出展者を募集いたします。商品・新サービスのPRはもとより、情報交換・
人脈拡大の場としても、ぜひご活用ください。

申込・詳細は
こちら

Food EXPO Kyushu 2022 来場者募集

SDGs fukuoka 掲載企業募集中 ～SDGsの取り組みを紹介～

工業部会主催 モノづくりビジネス交流会 出展企業募集！

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

参加無料

参加無料

会議所ニュース7月号18ページ「Food EXPO Kyushu 2022展示商談会 出展者募集」の記事にて、出展料の誤りがございました。深くお詫び申し上げます。
（誤）一般ブース：8万円（税込）、ミニブース13万円（税込）→（正）一般ブース：13万円（税込）、ミニブース：8万円（税込）

令和4年8月25日（木）14:00～15:30

　事業者の多様化するニーズに迅速・的確に対応するため、士業同士のネットワークの構築、アライアンス先の発掘を目的とし
た交流会を開催します。この機会にぜひご参加ください！

日　時

福岡商工会議所4階408号会議室場　所

30名（1社につき2名まで参加可能）
※定員に達し次第、締め切ります。

定　員

会員：3,000円（税込/1人あたり）
「会議所サービス利用券（3,000円分）」がご利用できます！

参加費

士業資格を持つ会員
（弁護士・弁理士・中小企業診断士・税理士・公認会計士・
FP技能士・行政書士・司法書士・社会保険労務士・不動産
鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士等）

対　象

①参加者全員の自己紹介
　（15秒プレゼン）
②参加者同士の交流会

内　容

福岡商工会議所主　催

令和4年8月17日（水） ※当所ホームページからお申し込みください。申込締切

会員組織・共済グループ　TEL：092-441-1114お問い合わせ

令和4年度 第1回士業リレーションズ・アライアンス交流会 申込・詳細は
こちら

福商優待サービスの詳細はこちら
お問い合わせ /会員組織・共済グループ
TEL：092-441-1114

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！
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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。

■9月講座スケジュール

10：00～17：00

(株)きづくネットワーク
代表取締役武田 義昭 氏

「ビジネスパーソン基礎スキル確認講座
～企業経営体感ワーク～」

数字を意識した行動力を身につける
若手中堅

（木）
1

9

仕事を数字で考える 正確な情報伝達マネジメント力入社半年フォローアップ 決算書

9月講座のキーワード

【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

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。１回１時間など、都合のいい日時を選んで通えますので、
社員の皆様のスキルアップにぜひご活用ください。

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

お問い合わせ／
検定・企業研修グループ
TEL：092-441-2189

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：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

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

申込・詳細は
こちら

詳細はこちら

詳細は
こちら

10：00～17：00 (一社)
日本経営協会桑原 武志 氏

「ニューノーマル時代の働き方基本講座」
入社半年フォローアップ！当事者意識を持つ社員へ！
新入社員

（木）
8

9

10：00～17：00
コンサルタントネットワーク(株)
取締役副社長本田 祐美 氏

「チームの力を引き出す
ワンランク上の仕事術」

「発想」と「行動」を変えて、マネジメント力を上げる8ヶ条
管理職

（金）
9

9

10：00～17：00 (株)大原キャリアスタッフ九州清水 誠 氏
「決算書の見方・読み方講座（基礎編）」
数字を分析！経営改善ポイントを洗い出す
経理

（火）
13
9

10：00～17：00

コンサルタントネットワーク(株)
シニア・コンサルタント寺島 茂樹 氏

「ロジカル・コミュニケーション力
向上講座」

正しく・素早く・わかりやすい情報伝達
若手中堅

（木）
15
9

福岡商工会議所会議室場　所

受講料

令和4年10月21日（金）～11月7日（月）試験日 2級 7,700円、3級 5,500円受験料

令和4年9月13日（火）～9月26日（月）  18：00まで申込期間

●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。

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。

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

Pick
up

●統一試験（紙媒体による一斉試験　PBT）

第31回
ビジネス会計

8/10(水)
～8/23(火)

8/26(金)
～9/4(日)

8/26(金)
～9/8(木)

10/16(日)
２級：7,480円
３級：4,950円

検定試験名 団体受付 一般受付(コンビニ決済) 一般受付(クレジットカード決済) 試験日 受験料(税込) 詳細はこちら

●東商検定（ネット試験 CBT・IBT）

第53回
カラーコーディネーター

第16回
ビジネスマネジャー

8/22(月)
～9/2(金)

9/6(火)
～9/12(月)

9/13(火)
～9/26(月)
18:00まで

10/21(金)
～11/7(月)

アドバンス：7,700円
スタンダード：5,500円

7,700円

検定試験名 団体登録期間 団体専用個人申込期間 申込期間 試験期間 受験料(税込) 詳細はこちら

ビジネスにおいて業務のリスクを察知し、法的にチェックし、問題点を解決に導く法律知識
は、法務部門に限らず、営業、販売、総務、人事などあらゆる職種のビジネスパーソンにとっ
て必要不可欠な能力です。“ビジ法”は、そのための基礎となる実践的な法律知識を体系的・
効率的に学ぶことができます。

すべてのビジネスパーソンに必要な法律知識を身につける！

申
込
期
間
が
始
ま
り
ま
す
！

「福商eラーニング」
新入社員向け講座
（2講座）特別割引あり！

9/8講座
受講

企業限定

20名定　員

福岡商工会議所パソコンスクール
社員研修に最適な基礎講座（短期コース）のご案内

Windows10、Office2019対応

詳細は
こちら

企業

法律実務知識 リスク

管理・解決

企業取引

各種
検定情報は
こちら

第52回ビジネス実務法務検定

会 特 一　 15,720円     20,120円 　 23,050円

ビジネス実務法務検定試験®
多彩なビジネスチャンス

規制穏和
国際化

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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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。

■9月講座スケジュール

10：00～17：00

(株)きづくネットワーク
代表取締役武田 義昭 氏

「ビジネスパーソン基礎スキル確認講座
～企業経営体感ワーク～」

数字を意識した行動力を身につける
若手中堅

（木）
1

9

仕事を数字で考える 正確な情報伝達マネジメント力入社半年フォローアップ 決算書

9月講座のキーワード

【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

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。１回１時間など、都合のいい日時を選んで通えますので、
社員の皆様のスキルアップにぜひご活用ください。

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

お問い合わせ／
検定・企業研修グループ
TEL：092-441-2189

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：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

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

申込・詳細は
こちら

詳細はこちら

詳細は
こちら

10：00～17：00 (一社)
日本経営協会桑原 武志 氏

「ニューノーマル時代の働き方基本講座」
入社半年フォローアップ！当事者意識を持つ社員へ！
新入社員

（木）
8

9

10：00～17：00
コンサルタントネットワーク(株)
取締役副社長本田 祐美 氏

「チームの力を引き出す
ワンランク上の仕事術」

「発想」と「行動」を変えて、マネジメント力を上げる8ヶ条
管理職

（金）
9

9

10：00～17：00 (株)大原キャリアスタッフ九州清水 誠 氏
「決算書の見方・読み方講座（基礎編）」
数字を分析！経営改善ポイントを洗い出す
経理

（火）
13
9

10：00～17：00

コンサルタントネットワーク(株)
シニア・コンサルタント寺島 茂樹 氏

「ロジカル・コミュニケーション力
向上講座」

正しく・素早く・わかりやすい情報伝達
若手中堅

（木）
15
9

福岡商工会議所会議室場　所

受講料

令和4年10月21日（金）～11月7日（月）試験日 2級 7,700円、3級 5,500円受験料

令和4年9月13日（火）～9月26日（月）  18：00まで申込期間

●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。

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。

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

Pick
up

●統一試験（紙媒体による一斉試験　PBT）

第31回
ビジネス会計

8/10(水)
～8/23(火)

8/26(金)
～9/4(日)

8/26(金)
～9/8(木)

10/16(日)
２級：7,480円
３級：4,950円

検定試験名 団体受付 一般受付(コンビニ決済) 一般受付(クレジットカード決済) 試験日 受験料(税込) 詳細はこちら

●東商検定（ネット試験 CBT・IBT）

第53回
カラーコーディネーター

第16回
ビジネスマネジャー

8/22(月)
～9/2(金)

9/6(火)
～9/12(月)

9/13(火)
～9/26(月)
18:00まで

10/21(金)
～11/7(月)

アドバンス：7,700円
スタンダード：5,500円

7,700円

検定試験名 団体登録期間 団体専用個人申込期間 申込期間 試験期間 受験料(税込) 詳細はこちら

ビジネスにおいて業務のリスクを察知し、法的にチェックし、問題点を解決に導く法律知識
は、法務部門に限らず、営業、販売、総務、人事などあらゆる職種のビジネスパーソンにとっ
て必要不可欠な能力です。“ビジ法”は、そのための基礎となる実践的な法律知識を体系的・
効率的に学ぶことができます。

すべてのビジネスパーソンに必要な法律知識を身につける！

申
込
期
間
が
始
ま
り
ま
す
！

「福商eラーニング」
新入社員向け講座
（2講座）特別割引あり！

9/8講座
受講

企業限定

20名定　員

福岡商工会議所パソコンスクール
社員研修に最適な基礎講座（短期コース）のご案内

Windows10、Office2019対応

詳細は
こちら

企業

法律実務知識 リスク

管理・解決

企業取引

各種
検定情報は
こちら

第52回ビジネス実務法務検定

会 特 一　 15,720円     20,120円 　 23,050円

ビジネス実務法務検定試験®

多彩なビジネスチャンス
規制穏和
国際化

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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労務Q&A

労使協定の締結は条件でなく、原則すべての職員が時間
単位で申し出ることができます。ただし、労使協定を締
結することにより、一定の職員の適用を除外とすることも
できます。時間単位で利用できる日数には、年次有給休
暇と異なり、日数（５日等）の制限はありません。1日の
所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合は、時
間単位で切り上げます（年次有給休暇の場合と同じ）。
時間単位の子の看護休暇・介護休暇は、始業又は終
業の時刻と連続する形でのみ申し出ることができます。
いわゆる「中抜け」は原則として認められていません。こ
の点が年次有給休暇の時間単位付与ともっとも異なりま
す。ただし、独自の制度として「中抜け」を認めることは
法を上回るので問題ありません。さらには指針により、
事業主に対して「中抜け」ありでの子の看護休暇・介護
休暇の時間単位での利用も可能とするような「配慮」を求
めています。
適切な労務管理については、ぜひ専門家である社会
保険労務士にご相談ください。

時間単位の年次有給休暇を導入する予
定です。子の看護休暇・介護休暇はすで
に時間単位付与の制度がありますが、両

者で何か異なる仕組みがあるのでしょうか？

令和3年１月から育児介護休業法の改正
により、子の看護休暇・介護休暇につい
て時間単位付与が義務化されました。同じ

「時間単位付与」でも労働基準法の年次有給休暇と育児
介護休業法の子の看護休暇・介護休暇では、時間単位
付与の内容が異なります。
年次有給休暇の時間単位付与を導入する際には、労使

協定の締結が条件となります（労働基準監督署への提出
は不要）。
労使協定には以下の４項目を定めます。
①時間単位年休の対象者の範囲
職員全員でなく、対象者を限定することが可能です。

②時間単位年休を付与する日数
時間単位で付与できるのは、１年度５日（繰越分を含

む）が限度です。
③時間単位年休の1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に

相当するかを定めます。1日の所定労働時間に１時間に
満たない端数がある場合は、時間単位で切り上げます。
たとえば、所定労働時間7.5時間の場合は、時間単位

の累計で８時間取得した場合に休暇１日を取得したことと
みなします。
④1時間以外の時間を単位として付与する場合の時間数
１時間以外（2時間、３時間など）を付与単位とするこ

とも可能です。
一方、子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与では、

A

Q

年次有給休暇と子の看護休暇・
介護休暇の時間単位付与制度の
違いについて

福岡県社会保険労務士会　西平 睦美
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労務Q&A

労使協定の締結は条件でなく、原則すべての職員が時間
単位で申し出ることができます。ただし、労使協定を締
結することにより、一定の職員の適用を除外とすることも
できます。時間単位で利用できる日数には、年次有給休
暇と異なり、日数（５日等）の制限はありません。1日の
所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合は、時
間単位で切り上げます（年次有給休暇の場合と同じ）。
時間単位の子の看護休暇・介護休暇は、始業又は終
業の時刻と連続する形でのみ申し出ることができます。
いわゆる「中抜け」は原則として認められていません。こ
の点が年次有給休暇の時間単位付与ともっとも異なりま
す。ただし、独自の制度として「中抜け」を認めることは
法を上回るので問題ありません。さらには指針により、
事業主に対して「中抜け」ありでの子の看護休暇・介護
休暇の時間単位での利用も可能とするような「配慮」を求
めています。
適切な労務管理については、ぜひ専門家である社会
保険労務士にご相談ください。

時間単位の年次有給休暇を導入する予
定です。子の看護休暇・介護休暇はすで
に時間単位付与の制度がありますが、両

者で何か異なる仕組みがあるのでしょうか？

令和3年１月から育児介護休業法の改正
により、子の看護休暇・介護休暇につい
て時間単位付与が義務化されました。同じ

「時間単位付与」でも労働基準法の年次有給休暇と育児
介護休業法の子の看護休暇・介護休暇では、時間単位
付与の内容が異なります。
年次有給休暇の時間単位付与を導入する際には、労使
協定の締結が条件となります（労働基準監督署への提出
は不要）。
労使協定には以下の４項目を定めます。
①時間単位年休の対象者の範囲
職員全員でなく、対象者を限定することが可能です。
②時間単位年休を付与する日数
時間単位で付与できるのは、１年度５日（繰越分を含
む）が限度です。
③時間単位年休の1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に
相当するかを定めます。1日の所定労働時間に１時間に
満たない端数がある場合は、時間単位で切り上げます。
たとえば、所定労働時間7.5時間の場合は、時間単位
の累計で８時間取得した場合に休暇１日を取得したことと
みなします。
④1時間以外の時間を単位として付与する場合の時間数
１時間以外（2時間、３時間など）を付与単位とするこ
とも可能です。
一方、子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与では、

A

Q

年次有給休暇と子の看護休暇・
介護休暇の時間単位付与制度の
違いについて

福岡県社会保険労務士会　西平 睦美

法律Q&A

⑶ 支払時期・方法
・定期購入契約は、各回の支払時期
⑷ 引渡し、移転、提供時期
・定期購入契約は、各回の商品引渡時期
⑸ 申込期間
・一定期間内のみ商品購入が可能な場合、申込期間
具体例として、商品名に申込期間を併記する方法が
挙げられます。

⑹ 申込みの撤回・解除
・条件、方法、効果などを表示
・解約の申出期限がある場合、申出期限
・違約金その他の不利益が生じる場合、その旨及び内容
4．留意点
表示内容が消費者を誤認させるかは、表示内容の位
置、形式、大きさ、色調などを総合的に考慮します。そ
のため、消費者に分かりやすい表示を行いましょう。
5．違反した場合
消費者による申込みの意思表示の取り消しのほか、主
務大臣などが違反行為の差止めや改善に関する指示、業
務の停止や禁止を命じる可能性があります。上記の指示
や命令が行われると、会社名などが公表されるため、す
ぐに表示規制の対応を行いましょう。
6．おわりに
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターは、事業
者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤル：
０５７０－００１－２４０）を実施しています。お気軽にご
相談ください。

特定商取引法が改正されたと聞きまし
た。当社は、消費者向けECサイトを運営
していますが、どう対応すべきでしょうか。

ECサイトの最終確認画面で一定事項を
表示する義務があります。以下では、表
示義務の内容を簡単に説明します。

1．特定商取引法の改正
改正特定商取引法が２０２２年６月１日から施行されま

した。その他の改正の詳細は割愛しますが、通販事業
者は、通信販売における表示規制への対応が必要です
（改正法第１２条の６）。
2．通信販売における表示規制の内容
事業者は、最終確認画面に下記３の事項の全てを表

示する義務があります（消費者が明確に認識できること
を前提として、参照箇所を明示して参照させる形式も可
能です。）。
最終確認画面とは、クリックすると契約の申込みが完

了する画面であり、ECサイトでは、「注文内容の確認」
といった表題の画面が一般的でしょう。
3．表示事項
⑴ 商品やサービスの分量
・商品やサービスに応じた数量、回数、期間
・定期購入契約は、各回の数量や総数量
・サブスクリプションは、提供期間や利用可能回数
  （自動更新の場合、その旨）

⑵ 販売価格・対価
・各商品の価格（送料）、総額
・定期購入契約は、各回の代金、総額
・有償契約へ自動移行する場合、移行時期や金額

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　菅原 洸介

Q

改正特定商取引法の表示義務

23福岡商工会議所 NEWS ︱ 2022  AUGUST



セキュリティ対策
中 小 企 業 の

本版では、退職予定者が秘密保持契約や誓約書の提
出を拒否することを想定した対策を推奨するなど雇用終
了の際の対策強化を示している。また、役職員モニタリン
グに当たっては、その目的が役職員を内部不正から保護
するためであることを就業規則に記載し、広く周知の上で
了解を得ることを指針として新たに追加し、退職予定者
に配慮しながら合意を得ることの重要性を示している。
■ふるまい検知などの新技術活用に伴う対策
近年、セキュリティ技術が急速に進展する一方で、こう
した技術を適用する際は、役職員の人権・プライバシーに
配慮した運用が求められる。本版では、AIによるふるま
い検知機能などを内部不正対策として適用するに当たっ
て必要となる措置について、技術・運用管理の項目に記
載した。
具体的には、役職員保護のための適切な設定ができる
システムを選定し、人手による判断と組み合わせるなどに
より説明責任を果たすことができる方法で運用しなけれ
ばならないことを示している。これと関連した人的管理の
項目としても、人権・プライバシー保護の観点から、役職
員モニタリングの目的などを就業規則で周知することをは
じめ、自動化された判断に頼りすぎない運用体制の構築
などを対策のポイントに挙げている。

◇　◇　◇
本ガイドラインについてはＩＰＡのウェブサイトに掲載し
ている（ＱＲコードを参照）。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）

ガイドライン改訂第５版を公開　
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は4月、内部不
正による情報セキュリティ事故防止のための「組織におけ
る内部不正防止ガイドライン」を改訂し、第5版を公開し
た。近年、コロナ禍を契機としたテレワークの普及などの
新しい働き方への移行、雇用・人材の流動化の加速、個人
情報保護法や不正競争防止法などの改正、産業競争力
強化法の施行など、事業環境が変化している。それらを
踏まえた経営リスクについて、経営者へのメッセージをよ
り強化するとともに、新たに必要となる対策・強化すべき
対策を示している。
情報漏えい対策技術では、５年間でＡＩ（人工知能）の
活用による「ふるまい検知」（従業員の不審な行動を検知
する仕組み）など、内部不正対策の技術面が進展してい
ることから、技術・運用対策にも多くの追記を行ってい
る。第５版の主な改訂ポイントは次のとおりである。
■テレワークの普及に伴う対策
テレワークに代表される働き方の変化や、それに伴うオ
ンラインストレージやクラウドなどの外部サービスの利用
拡大といった環境変化に対応し、幅広い対策の指針に対
して改訂している。テレワーク環境では技術的な対策に
加えて人的管理と職場環境も重要となり、さらに事後対
策と証拠確保もテレワークに特化した配慮が必要となる
ため、広範な項目で修正・追記している。
例えば、重要情報と通信の暗号化、クラウドサービスの
アクセス権限といった技術・運用面での対策や、テレワー
クを行う役職員の教育といった人的管理、テレワーク中
の内部不正に対応できるログ・証跡の取得といった事後
対策に至るまで、幅広い対策を示している。
■退職者関連対策
IPAが2021年に公開した「企業における営業秘密管理
に関する実態調査2020」でも、営業秘密の漏えいルート
は「中途退職者」による漏えいが36・3%と最多であった。
退職者の内部不正を防止する目的でシステムのログ収
集・解析を行えるようにしておくことは抑止力として有用で
ある一方、プライバシー保護の観点などから注意点も存
在する。

組織の内部不正対策を

ガイドライン
第５版はこちら

◀組織における
　内部不正防止ガイドライン
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セキュリティ対策
中 小 企 業 の

本版では、退職予定者が秘密保持契約や誓約書の提
出を拒否することを想定した対策を推奨するなど雇用終
了の際の対策強化を示している。また、役職員モニタリン
グに当たっては、その目的が役職員を内部不正から保護
するためであることを就業規則に記載し、広く周知の上で
了解を得ることを指針として新たに追加し、退職予定者
に配慮しながら合意を得ることの重要性を示している。
■ふるまい検知などの新技術活用に伴う対策
近年、セキュリティ技術が急速に進展する一方で、こう
した技術を適用する際は、役職員の人権・プライバシーに
配慮した運用が求められる。本版では、AIによるふるま
い検知機能などを内部不正対策として適用するに当たっ
て必要となる措置について、技術・運用管理の項目に記
載した。
具体的には、役職員保護のための適切な設定ができる
システムを選定し、人手による判断と組み合わせるなどに
より説明責任を果たすことができる方法で運用しなけれ
ばならないことを示している。これと関連した人的管理の
項目としても、人権・プライバシー保護の観点から、役職
員モニタリングの目的などを就業規則で周知することをは
じめ、自動化された判断に頼りすぎない運用体制の構築
などを対策のポイントに挙げている。

◇　◇　◇
本ガイドラインについてはＩＰＡのウェブサイトに掲載し
ている（ＱＲコードを参照）。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）

ガイドライン改訂第５版を公開　
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は4月、内部不

正による情報セキュリティ事故防止のための「組織におけ
る内部不正防止ガイドライン」を改訂し、第5版を公開し
た。近年、コロナ禍を契機としたテレワークの普及などの
新しい働き方への移行、雇用・人材の流動化の加速、個人
情報保護法や不正競争防止法などの改正、産業競争力
強化法の施行など、事業環境が変化している。それらを
踏まえた経営リスクについて、経営者へのメッセージをよ
り強化するとともに、新たに必要となる対策・強化すべき
対策を示している。
情報漏えい対策技術では、５年間でＡＩ（人工知能）の

活用による「ふるまい検知」（従業員の不審な行動を検知
する仕組み）など、内部不正対策の技術面が進展してい
ることから、技術・運用対策にも多くの追記を行ってい
る。第５版の主な改訂ポイントは次のとおりである。
■テレワークの普及に伴う対策
テレワークに代表される働き方の変化や、それに伴うオ

ンラインストレージやクラウドなどの外部サービスの利用
拡大といった環境変化に対応し、幅広い対策の指針に対
して改訂している。テレワーク環境では技術的な対策に
加えて人的管理と職場環境も重要となり、さらに事後対
策と証拠確保もテレワークに特化した配慮が必要となる
ため、広範な項目で修正・追記している。
例えば、重要情報と通信の暗号化、クラウドサービスの

アクセス権限といった技術・運用面での対策や、テレワー
クを行う役職員の教育といった人的管理、テレワーク中
の内部不正に対応できるログ・証跡の取得といった事後
対策に至るまで、幅広い対策を示している。
■退職者関連対策
IPAが2021年に公開した「企業における営業秘密管理

に関する実態調査2020」でも、営業秘密の漏えいルート
は「中途退職者」による漏えいが36・3%と最多であった。
退職者の内部不正を防止する目的でシステムのログ収
集・解析を行えるようにしておくことは抑止力として有用で
ある一方、プライバシー保護の観点などから注意点も存
在する。

組織の内部不正対策を

ガイドライン
第５版はこちら

◀組織における
　内部不正防止ガイドライン

課　題 コロナ禍でヘアセット需要が大幅減少

取り組み 『まつ毛パーマ』導入で新規顧客の獲得へ
　「まつ毛パーマ」を行うためには、個室の増設や感染対策設備の導入が必要でした。藤元
さんは、感染防止対策に活用できる補助金があることを知り、申請のサポートをする商工
会議所に相談。対象要件や取組内容を確認し、福岡県の「経営革新実行支援補助金」の申
請を目指すことになりました。初めての補助金申請ということで、経営指導員や中小企業診
断士と一緒になって計画書の作成に取り組みました。計画書には、まつ毛パーマを県内の平
均施術価格より低い価格で提供してもヘアセットの売上で利益は確保できること、「まつ毛
パーマ」の導入により新規顧客や昼のヘアセット需要の獲得も見込めることなど、ヒアリン
グの中で発見した自社の強みや取り組みによる効果を具体的に落とし込んでいきました。

成　果 高い技術力と接客で顧客獲得！更なる新規事業にも挑戦

経営相談のススメ
～福商伴走型支援 事例紹介～

当所では、事業計画策定や補助金申請、その後のフォローアップ
を通じ、事業者の経営課題の解決を目指す「伴走型支援」に取り組
んでいます。本コーナーでは、当所の支援を通じて課題解決に取
り組んだ事業者の事例をご紹介します。

新メニュー『まつ毛パーマ』導入で新規顧客獲得へ、
補助金活用をきっかけに更なる新規事業に挑戦

ヘアメイク アンク

業　種：美容業
代表者：藤元 広美
ＴＥＬ：092-262-6310
ＵＲＬ：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000087031/

所在地：福岡市博多区上川端12-1
白十字ビル2階

2007年、中洲で働く女性をターゲットに女性専用美容サロンとして創業。
数々のモデルのヘアメイクを手掛けたトップスタイリストが在籍し、結婚式やラ
イブ・コンサートの際には、朝まで崩れにくいという高い技術のヘアセットを求
めて全国からお客様が訪れる。

　コロナの影響により来店客・売上が減少した中、経営
革新計画承認を受け、実行支援補助金申請を行いまし
た。昼間の営業を始めたことで短時間勤務が可能な出産
後の美容師さんやフリーランスの女性をスタッフとして
採用するなど働く女性に優しいサロンとなりました。今
後も事業拡大に向けて応援しています。

　ヘアメイク専門店として、中洲で働く女
性たちを13年間、毎日綺麗にしてきまし
た。しかし、コロナ禍で常連客の利用がな
くなり、スタッフの雇用面についても不安
な日々が続きました。
　今回の補助金申請を通じて、店内の改
装や新メニューの追加など、新しいことに
チャレンジしました！その結果、リニューア
ルから半年で、福岡県の人気サロンラン
キング１位に輝くことができました。現在
では、客足も戻り、コロナ前よりも利益が
出ています。新しいスタッフも雇用するこ
とができ、忙しい毎日を過ごしています。

代表　藤元 広美

担当者の声

経営指導員
八尋 るみ子 地域支援第１・第２グループ

TEL 092-441-2161／2162

事業者の声

経営まめ知識

経営革新計画とは
中小企業が「新事業活動」に取り組み、
「経営の相当程度の向上」を図ることを目
的に策定する中期的な経営計画書。福岡
県に計画が承認されると様々な支援策
の対象となる。
経営に関するお問い合わせ

　コロナ前までは、中洲で働く女性のヘアセットを中心に、夕方～夜のみ営業をしていま
した。しかし、コロナ禍で中洲の飲食店の休業、結婚式やライブ、卒業式等のイベントの中
止が相次ぎ、ヘアセット需要が大幅に減少。売上は、コロナ前の５割程に落ち込みました。
ヘアセットに並ぶ主力メニューが必要と考え、マスク生活でニーズが高まる目元メイクに
着目。今まで営業していなかった昼の時間帯に「まつ毛パーマ」をメニューとして加えるこ
とを検討されていました。

　他店にはない自社の強み等を具体的に盛り込んだ計画書で、補助金
申請が採択されました。感染対策を施した店舗に改装し、「まつ毛パー
マ」の施術を開始したところ、施術前の丁寧なカウンセリングやお客様
一人一人にあったパーマの提案、高水準の技術力などが高く評価され、
来店客は増加、コロナで５割減少した売上額の３割分をカバーするほど
になりました。
　また、これを機に、「眉毛スタイリング」もメニューに追加。今年４月に
は、２店舗目となる春日店を開業し、次 と々新規事業に挑戦しています。

▲感染防止対策を施し
た個室で、丁寧な接客
と施術を行っている
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お問い合わせ／博多伝統芸能振興会事務局（地域振興グループ内）　TEL：092-441-1118

特 集 2

今後の「はかた伝統芸能四季の舞」公演スケジュールはこちら！

当振興会は博多の伝統芸能を多くの方に楽しんでいただくため、毎年「はかた伝統芸能四季の舞」を開催しています。
今回の“～長月～”公演では博多券番芸妓の華やかな舞をはじめ、博多民踊協会による民踊、楽しい博多仁和加、独楽
が躍る筑前博多独楽の舞台をお楽しみいただけます。
博多の伝統芸能団体が一堂に会し、日々の稽古の成果を披露する貴重な機会ですので、ぜひお誘いあわせの上ご来

場くださいますようご案内申し上げます。

　「商人の町」博多では芸事が嗜みとされ、盛んであったことから、「芸どころ博多」と言われるようになりました。しかし、
時代の移り変わりとともに、芸の担い手が減っている状況です。
　そこで、平成３年に福岡の財界と福岡商工会議所は、博多伝統芸能の振興を図り、さらには地域経済や地域観光の発
展に寄与するため「博多伝統芸能振興会」を設立しました。
　以降、当振興会では、福博の伝統芸能文化を守るため、博多の伝統芸能を継承する以下の10団体への支援に取り組
んでいます。

開催概要 ９月10日（土）13:30～15:30（開場 12:45）　エルガーラ８階「大ホール」（福岡市中央区天神1-4-2）

参 加 費 指定席：5,000円（税込）　自由席：4,000円（税込）

定　　員 420名（収容人数70％以下）

申込方法 当振興会ホームページよりお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第では、会場でワクチン接種記録や陰性証明書の提示を求める場合がございます。

出演順（予定）

～霜月～

～如月～

開催日時 令和4年11月27日（日） 会　　場 エルガーラ８階「大ホール」
博多券番、筑紫舞、福岡民踊舞踊四季の会、　　　長崎検番出演団体（予定）

開催日時 令和５年２月５日（日） 会　　場 電気ビル共創館4階「みらいホール」
博多券番、筑前博多独楽、（一社）日本国際文化協会九州センター、博多民踊協会出演団体（予定）

HP

昨年に引き続き今年も開催します！
「はかた伝統芸能四季の舞」

博多伝統芸能振興会 支援団体（順不同）

「博多伝統芸能館」で月に２回定期公演を行っています。イベント
の様子や今後の開催情報などをインスタグラムで発信しています
ので、ぜひフォローお願いします★

はかた伝統芸能四季の舞、定期公演等の
お申込みは、ホームページをご覧ください。

Instagram

～長月～公演 チケット販売中!!

出演団体

博多民踊協会 博多仁和加振興会
（福岡市無形民俗文化財）

筑前博多独楽
（福岡県無形文化財）

博多券番

博多券番
“お座敷”や博多伝統芸能館での定期
公演（月２回）、どんたく等の祭りやイ
ベントなどにも出演、17名で活動して
います。

博多仁和加振興会
「博多町家」ふるさと館での定期公演
（月２回）、どんたく、山笠をはじめ、福
岡市近隣のイベントなどでも伝統ある
仁和加芸能を披露、約80名で活動し
ています。

博多松囃子振興会
博多どんたくの起源とされる民俗行事
で、福神・恵比寿・大黒の３つの流れと
稚児が博多どんたく当日に市内を祝っ
て廻ります。

筑前博多独楽
「博多町家」ふるさと館で毎週水曜日
に独楽の実演と絵付け体験を実施中。
国内のみならず海外24カ国でも公演
し、現在は３人で活動しています。

博多民踊協会
博多行事（どんたく、山笠等）、地域の
文化祭などに会員一同参加。伝統を受
け継いでくれる若い人たちが育ってほ
しいという想いで活動。特に、博多の
曲を大事に踊っています。

筑紫舞伝承後援会
紅葉八幡宮などでの奉納や毎年夏の
イベントで公演しています。

福岡民踊舞踊四季の会
地域の行事（夏祭り、文化祭 等）への
出演のほかボランティアとしての慰問
や、舞踊大会出場などの活動を約200
名で行っています。

福岡民踊会
地域の行事（どんたく、夏祭り、文化
祭、秋のおどり等）や毎年「ももちパレ
ス」で開催される西部地区舞踊協会の
イベント等に出演、約30名で活動して
います。

栄奈美会
地域の行事（どんたく、夏祭り、文化祭 
等）や毎年「ももちパレス」で開催され
る西部地区舞踊協会のイベント等に
出演、約20名で活動しています。

「国際文化交流鯉の会」
（一社）日本国際文化協会九州センター
芸術家を招いた講演会や留学生など
を対象とした着付け講座、日本舞踊の
公演等をしています。

一緒に伝統を継承する団体を支援しませんか？

年会費 30,000円～

博多伝統芸能振興会　会員募集

※詳細は、事務局までお問い合わせください。

各団体の紹介はホームページにも掲載して
おりますので、ぜひご覧ください！

福岡市無形民俗文化財 国指定重要無形民俗文化財 福岡県無形文化財

ゲスト

博多の伝統を継承する団体を支援
～支援団体やイベント情報をご紹介！～
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お問い合わせ／博多伝統芸能振興会事務局（地域振興グループ内）　TEL：092-441-1118

特 集 2

今後の「はかた伝統芸能四季の舞」公演スケジュールはこちら！

当振興会は博多の伝統芸能を多くの方に楽しんでいただくため、毎年「はかた伝統芸能四季の舞」を開催しています。
今回の“～長月～”公演では博多券番芸妓の華やかな舞をはじめ、博多民踊協会による民踊、楽しい博多仁和加、独楽
が躍る筑前博多独楽の舞台をお楽しみいただけます。
博多の伝統芸能団体が一堂に会し、日々の稽古の成果を披露する貴重な機会ですので、ぜひお誘いあわせの上ご来

場くださいますようご案内申し上げます。

　「商人の町」博多では芸事が嗜みとされ、盛んであったことから、「芸どころ博多」と言われるようになりました。しかし、
時代の移り変わりとともに、芸の担い手が減っている状況です。
　そこで、平成３年に福岡の財界と福岡商工会議所は、博多伝統芸能の振興を図り、さらには地域経済や地域観光の発
展に寄与するため「博多伝統芸能振興会」を設立しました。
　以降、当振興会では、福博の伝統芸能文化を守るため、博多の伝統芸能を継承する以下の10団体への支援に取り組
んでいます。

開催概要 ９月10日（土）13:30～15:30（開場 12:45）　エルガーラ８階「大ホール」（福岡市中央区天神1-4-2）

参 加 費 指定席：5,000円（税込）　自由席：4,000円（税込）

定　　員 420名（収容人数70％以下）

申込方法 当振興会ホームページよりお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第では、会場でワクチン接種記録や陰性証明書の提示を求める場合がございます。

出演順（予定）

～霜月～

～如月～

開催日時 令和4年11月27日（日） 会　　場 エルガーラ８階「大ホール」
博多券番、筑紫舞、福岡民踊舞踊四季の会、　　　長崎検番出演団体（予定）

開催日時 令和５年２月５日（日） 会　　場 電気ビル共創館4階「みらいホール」
博多券番、筑前博多独楽、（一社）日本国際文化協会九州センター、博多民踊協会出演団体（予定）

HP

昨年に引き続き今年も開催します！
「はかた伝統芸能四季の舞」

博多伝統芸能振興会 支援団体（順不同）

「博多伝統芸能館」で月に２回定期公演を行っています。イベント
の様子や今後の開催情報などをインスタグラムで発信しています
ので、ぜひフォローお願いします★

はかた伝統芸能四季の舞、定期公演等の
お申込みは、ホームページをご覧ください。

Instagram

～長月～公演 チケット販売中!!

出演団体

博多民踊協会 博多仁和加振興会
（福岡市無形民俗文化財）

筑前博多独楽
（福岡県無形文化財）

博多券番

博多券番
“お座敷”や博多伝統芸能館での定期
公演（月２回）、どんたく等の祭りやイ
ベントなどにも出演、17名で活動して
います。

博多仁和加振興会
「博多町家」ふるさと館での定期公演
（月２回）、どんたく、山笠をはじめ、福
岡市近隣のイベントなどでも伝統ある
仁和加芸能を披露、約80名で活動し
ています。

博多松囃子振興会
博多どんたくの起源とされる民俗行事
で、福神・恵比寿・大黒の３つの流れと
稚児が博多どんたく当日に市内を祝っ
て廻ります。

筑前博多独楽
「博多町家」ふるさと館で毎週水曜日
に独楽の実演と絵付け体験を実施中。
国内のみならず海外24カ国でも公演
し、現在は３人で活動しています。

博多民踊協会
博多行事（どんたく、山笠等）、地域の
文化祭などに会員一同参加。伝統を受
け継いでくれる若い人たちが育ってほ
しいという想いで活動。特に、博多の
曲を大事に踊っています。

筑紫舞伝承後援会
紅葉八幡宮などでの奉納や毎年夏の
イベントで公演しています。

福岡民踊舞踊四季の会
地域の行事（夏祭り、文化祭 等）への
出演のほかボランティアとしての慰問
や、舞踊大会出場などの活動を約200
名で行っています。

福岡民踊会
地域の行事（どんたく、夏祭り、文化
祭、秋のおどり等）や毎年「ももちパレ
ス」で開催される西部地区舞踊協会の
イベント等に出演、約30名で活動して
います。

栄奈美会
地域の行事（どんたく、夏祭り、文化祭 
等）や毎年「ももちパレス」で開催され
る西部地区舞踊協会のイベント等に
出演、約20名で活動しています。

「国際文化交流鯉の会」
（一社）日本国際文化協会九州センター
芸術家を招いた講演会や留学生など
を対象とした着付け講座、日本舞踊の
公演等をしています。

一緒に伝統を継承する団体を支援しませんか？

年会費 30,000円～

博多伝統芸能振興会　会員募集

※詳細は、事務局までお問い合わせください。

各団体の紹介はホームページにも掲載して
おりますので、ぜひご覧ください！

福岡市無形民俗文化財 国指定重要無形民俗文化財 福岡県無形文化財

ゲスト

博多の伝統を継承する団体を支援
～支援団体やイベント情報をご紹介！～
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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

身体に優しい無添加アロマ入浴剤

SiaTime（シアタイム）

幸せの（シア）と癒しの時間（タイム）を
お届けできる入浴剤

▼

無添加アロマ入浴剤
（バスボム4種）

成分配合の優しい無添加アロマ入浴剤。
明日、なりたい自分に合わせた香りで楽し
めるご褒美入浴剤としてご利用ください。
BASEサイト（QRコード）より購入で
きます。

『明日大変な一日になるな～』『今日は疲
れたな～』の気持ちをリセットできる入浴
剤。 一日の終わりに湯船につかることでそ
の日の悩み・疲れをリセットし、頭も身体
も明日を迎え入れる準備をしてくれる天然

SiaTime（シアタイム）
福岡市早良区高取1 - 27 - 26 - 201
TEL：090-5480-0524
https://siatime.base.shop/
E-mail：k.keiko.270105gmail.com
営業内容
平日10時～17時（土・日・祝日は休み）
＊ただしBASEサイトは24時間受付可
能です。

卒業後は契約企業や有料老人ホームへの出張リンパ等、
希望に合わせた仕事先も提案しています

リンパメディケーション協会(九州リンパケアスクール）

免疫力の要であるリンパの知識と
技術を習得後、「認定証」を発行

▼

出張リンパでは
リクライニングチェアを使用

す。リンパは1分間に24㎝しか流れな
いので、その手助けをするのがリンパケ
アの役割です。正しい方向、手順、等
を学んで頂き、自身や家族の健康、又
仕事としても活用出来る技術です。

2009年に九州リンパケアスクールを
開設し、今年で14年目になります。
コロナ禍で一段と免役力の大切さが認

識されており、その重要なメンテナンス
の一つがリンパの流れを促進する事で

リンパメディケーション協会
(九州リンパケアスクール）
福岡市南区高宮2丁目4-1中川ビル2F
TEL：092-531-3957
FAX：092-531-3957
http://branding-card.com/lma/
E-mail：o-19461031@ymobile.ne.jp
営業内容
・リンパケアセラピスト認定講習
・マンツーマン又は少人数の講習
・日程は応相談、土日も可
・専門サロンあんじゅにて実地研修あり

一つ一つ手延べで仕上げたもっちり皮と、肉汁溢れる
餡が特徴。国産豚もも肉100％と国産野菜を使用

家福 （餃子店）

本場中国の家庭の味をベースに
開発した、4種の餃子と点心のお店

▼

肉汁餃子と、
特製にんにく醤油タレ。

加え、テイクアウトの焼き餃子や焼売、
冷凍生餃子・冷凍小籠包などを販売して
います。特に、肉汁溢れる「肉汁餃子」、
プリップリの海老が丸 1々匹入った「えび
水晶餃子」はオススメです！

「荒江四角サニー」向かいに、今年1
月末からOPEN致しました、家福（かふ
く）です。
本場仕込みの手作り餃子が、気軽に

楽しめる餃子店です。店内での飲食に

家福 （餃子店） 
福岡市早良区荒江2丁目10-18
TEL：092-843-3711
https://kafuku-gyoza.stores.jp/
E-mail：shiichi83@outlook.jp
営業内容
本格手作り餃子のお店です。4種類（肉
汁・えび水晶・レモン・辛）の餃子と、
小籠包・焼売を販売しています。

〇警備業法に基づく警備業務〇道路保安資機材、
防犯用設備機器の販売・レンタル・リース等

アイギスセキュリティ㈱福岡支社

プロフェッショナルの警備

▼

会社ロゴです。
ワッペンにも使用しています。

弊社は「仁義・信義・正義」を経営理念
とし、「積極果敢な行動力・鋭意専心な
洞察力・迅速確実な判断力」を隊員の行
動指針としています。

軍艦にイージス艦がありますが、これ
はギリシャ神話に出てくる神が持つ盾の
意味です。この「イージス」をギリシャ語
で読むと「アイギス」となることから、ア
イギスセキュリティ株式会社としました。

アイギスセキュリティ㈱福岡支社
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
TEL：092-292-8989
FAX：092-292-8979
https://aigis-security.co.jp/
E-mail：o-nakamura@ aigis-securi-
ty.co.jp
営業内容
1施設警備業務（常駐・巡回）２私服保
安警備業務3交通誘導警備業務（高速
道・一般道）4雑踏警備業務5身辺警備
業務6各種警戒・監視業務

お誕生日や敬老の日のプレゼントに最適です
着心地にこだわった前開きの肌着

有限会社ヤマニ

オシャレな介護肌着
Yamanyケア+（ヤマニーケアプラス）

▼

ヤマニーケアプラス
ピンク／レース

いとき、消耗品なのにプレゼントとして
喜ばれる商品です。
福岡のJ-クオリティ認定縫製会社で一着
一着丁寧に作っています。

介護や看護の状況でも、オシャレな
気持ちを持ち続けていただきたい。そん
な思いで作りました。
生地も縫製も、安心安全な日本製。
お見舞いに食品やお花を差し上げられな

有限会社ヤマニ
福岡市中央区今泉2-4-51-701
TEL：090-1979-9297
FAX：092-732-6527
https://www.yamani.website/
E-mail：info@yamani.website
営業内容
オシャレな介護肌着「ヤマニーケアプラ
ス」をインターネットで販売しています。

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

身体に優しい無添加アロマ入浴剤

SiaTime（シアタイム）

幸せの（シア）と癒しの時間（タイム）を
お届けできる入浴剤

▼

無添加アロマ入浴剤
（バスボム4種）

成分配合の優しい無添加アロマ入浴剤。
明日、なりたい自分に合わせた香りで楽し
めるご褒美入浴剤としてご利用ください。
BASEサイト（QRコード）より購入で
きます。

『明日大変な一日になるな～』『今日は疲
れたな～』の気持ちをリセットできる入浴
剤。 一日の終わりに湯船につかることでそ
の日の悩み・疲れをリセットし、頭も身体
も明日を迎え入れる準備をしてくれる天然

SiaTime（シアタイム）
福岡市早良区高取1 - 27 - 26 - 201
TEL：090-5480-0524
https://siatime.base.shop/
E-mail：k.keiko.270105gmail.com
営業内容
平日10時～17時（土・日・祝日は休み）
＊ただしBASEサイトは24時間受付可
能です。

卒業後は契約企業や有料老人ホームへの出張リンパ等、
希望に合わせた仕事先も提案しています

リンパメディケーション協会(九州リンパケアスクール）

免疫力の要であるリンパの知識と
技術を習得後、「認定証」を発行

▼

出張リンパでは
リクライニングチェアを使用

す。リンパは1分間に24㎝しか流れな
いので、その手助けをするのがリンパケ
アの役割です。正しい方向、手順、等
を学んで頂き、自身や家族の健康、又
仕事としても活用出来る技術です。

2009年に九州リンパケアスクールを
開設し、今年で14年目になります。
コロナ禍で一段と免役力の大切さが認

識されており、その重要なメンテナンス
の一つがリンパの流れを促進する事で

リンパメディケーション協会
(九州リンパケアスクール）
福岡市南区高宮2丁目4-1中川ビル2F
TEL：092-531-3957
FAX：092-531-3957
http://branding-card.com/lma/
E-mail：o-19461031@ymobile.ne.jp
営業内容
・リンパケアセラピスト認定講習
・マンツーマン又は少人数の講習
・日程は応相談、土日も可
・専門サロンあんじゅにて実地研修あり

一つ一つ手延べで仕上げたもっちり皮と、肉汁溢れる
餡が特徴。国産豚もも肉100％と国産野菜を使用

家福 （餃子店）

本場中国の家庭の味をベースに
開発した、4種の餃子と点心のお店

▼

肉汁餃子と、
特製にんにく醤油タレ。

加え、テイクアウトの焼き餃子や焼売、
冷凍生餃子・冷凍小籠包などを販売して
います。特に、肉汁溢れる「肉汁餃子」、
プリップリの海老が丸 1々匹入った「えび
水晶餃子」はオススメです！

「荒江四角サニー」向かいに、今年1
月末からOPEN致しました、家福（かふ
く）です。
本場仕込みの手作り餃子が、気軽に

楽しめる餃子店です。店内での飲食に

家福 （餃子店） 
福岡市早良区荒江2丁目10-18
TEL：092-843-3711
https://kafuku-gyoza.stores.jp/
E-mail：shiichi83@outlook.jp
営業内容
本格手作り餃子のお店です。4種類（肉
汁・えび水晶・レモン・辛）の餃子と、
小籠包・焼売を販売しています。

〇警備業法に基づく警備業務〇道路保安資機材、
防犯用設備機器の販売・レンタル・リース等

アイギスセキュリティ㈱福岡支社

プロフェッショナルの警備

▼

会社ロゴです。
ワッペンにも使用しています。

弊社は「仁義・信義・正義」を経営理念
とし、「積極果敢な行動力・鋭意専心な
洞察力・迅速確実な判断力」を隊員の行
動指針としています。

軍艦にイージス艦がありますが、これ
はギリシャ神話に出てくる神が持つ盾の
意味です。この「イージス」をギリシャ語
で読むと「アイギス」となることから、ア
イギスセキュリティ株式会社としました。

アイギスセキュリティ㈱福岡支社
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
TEL：092-292-8989
FAX：092-292-8979
https://aigis-security.co.jp/
E-mail：o-nakamura@ aigis-securi-
ty.co.jp
営業内容
1施設警備業務（常駐・巡回）２私服保
安警備業務3交通誘導警備業務（高速
道・一般道）4雑踏警備業務5身辺警備
業務6各種警戒・監視業務

お誕生日や敬老の日のプレゼントに最適です
着心地にこだわった前開きの肌着

有限会社ヤマニ

オシャレな介護肌着
Yamanyケア+（ヤマニーケアプラス）

▼

ヤマニーケアプラス
ピンク／レース

いとき、消耗品なのにプレゼントとして
喜ばれる商品です。
福岡のJ-クオリティ認定縫製会社で一着
一着丁寧に作っています。

介護や看護の状況でも、オシャレな
気持ちを持ち続けていただきたい。そん
な思いで作りました。
生地も縫製も、安心安全な日本製。
お見舞いに食品やお花を差し上げられな

有限会社ヤマニ
福岡市中央区今泉2-4-51-701
TEL：090-1979-9297
FAX：092-732-6527
https://www.yamani.website/
E-mail：info@yamani.website
営業内容
オシャレな介護肌着「ヤマニーケアプラ
ス」をインターネットで販売しています。

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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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

●『個別商談会』を利用されたきっかけはなんですか
　これまでアジア圏への商品輸出実績はありましたが、他地域への輸出実績はなく、今
後の販路拡大を模索していたところ、商工会議所からカリフォルニアおよびハワイで
スーパーマーケットを展開する「マルカイ」との商談会を案内いただきました。九州フェ
アの商品を探しているということで、九州ご当地系の商品を多く取り扱うサンコーにとっ
て非常に大きなチャンスと感じ、お客様にもご満足いただける自信が非常にありました
ので参加させていただきました。
●実際に『個別商談会』を利用していかがでしたか
　オンラインでの商談会でしたが、商工会議所のサポートもあり、円滑にプレゼンを進め
ることができたと感じています。九州フェアでは、7商品を採用していただきました。サン
コー商品が初めてアメリカの地で販売されることになり、社内にも活気が出る結果となり
ました。九州フェア後も「博多あまおうプラス乳酸菌」を中心に、「サイだぁーシリーズ」な
ど、継続的に注文をいただいており、販路拡大の機会をいただき大変感謝しています。

今回は 個別商談会 の活用事例をご紹介します

ご利用いただいた企業様の声

株式会社サンコー
福岡市博多区博多駅南5丁目14-18
TEL 092-475-3355
HP：http://www.sanko-group.co.jp/

●『個別商談会』を利用されたきっかけはなんですか
　食養生を中心とした料理教室の開催、自社ブランドの調味料である「旨味コチュジャ
ン」や「万能タレ」を製造・販売しています。自社商品の販路が広がることで、料理教室で
も発信している「食の重要性」をもっと多くの方々に伝えることができると思い、商談会
に参加しました。また、同じように販路拡大に取り組まれている同業者とも情報交換で
きればと思ったのも、きっかけの一つです。
●実際に『個別商談会』を利用していかがでしたか
　商談会を通じて、様々なバイヤーの方 と々お会いし、お話をさせていただく中で、「自
社商品にはどんな可能性があるか？」、「どんなことを消費者や売り手の方々が求めてい
るか？」などを知ることができました。実際に、百貨店でテスト販売を行ったり、お歳暮
ギフトカタログに採用されたりと、一歩ずつ前に進んでいると実感しています。また、
様々な商談会に参加することで、同業者や商工会議所のご担当者とお話する機会がで
き、商談時のポイントなどをアドバイスいただいたことも結果につながる要因になった
と思います。

FLY8EIGHT KITCHEN PRODUCE
福岡市中央区高砂1-18-2-401
TEL 090-8667-2116
HP：https://fly8eightkitchenproduce1.
　　　jimdofree.com/

個別商談会のメリットは、販路拡大だけではなく、バイヤー目線で評価される“自社商品の強み・弱み”
を知ることで、今後の商品開発のヒントが得られることです。
昨年に引き続き、海外バイヤーとの商談会はオンライン形式で実施しております。オ

ンラインでの商談が不安な方は、お気軽にご相談ください。（当所YouTubeチャンネル
では、オンライン商談事前セミナーの動画を配信しています。）

会議所の上手な活用法

食品関連の中小企業・小規模事業者の販路拡大を支援するために、国内外
の百貨店・スーパー・レストラン・卸売業者等のバイヤーとの「個別商談会」
を開催しています。参加にあたっては、バイヤーによる事前審査を行うため、
双方にとって効率的な商談が可能です。また、参加者には、「商談マッチング
システム」にご登録いただきますので、商談会後も通年でバイヤーと商談する
ことができます。
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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

●『個別商談会』を利用されたきっかけはなんですか
　これまでアジア圏への商品輸出実績はありましたが、他地域への輸出実績はなく、今
後の販路拡大を模索していたところ、商工会議所からカリフォルニアおよびハワイで
スーパーマーケットを展開する「マルカイ」との商談会を案内いただきました。九州フェ
アの商品を探しているということで、九州ご当地系の商品を多く取り扱うサンコーにとっ
て非常に大きなチャンスと感じ、お客様にもご満足いただける自信が非常にありました
ので参加させていただきました。
●実際に『個別商談会』を利用していかがでしたか
　オンラインでの商談会でしたが、商工会議所のサポートもあり、円滑にプレゼンを進め
ることができたと感じています。九州フェアでは、7商品を採用していただきました。サン
コー商品が初めてアメリカの地で販売されることになり、社内にも活気が出る結果となり
ました。九州フェア後も「博多あまおうプラス乳酸菌」を中心に、「サイだぁーシリーズ」な
ど、継続的に注文をいただいており、販路拡大の機会をいただき大変感謝しています。

今回は 個別商談会 の活用事例をご紹介します

ご利用いただいた企業様の声

株式会社サンコー
福岡市博多区博多駅南5丁目14-18
TEL 092-475-3355
HP：http://www.sanko-group.co.jp/

●『個別商談会』を利用されたきっかけはなんですか
　食養生を中心とした料理教室の開催、自社ブランドの調味料である「旨味コチュジャ
ン」や「万能タレ」を製造・販売しています。自社商品の販路が広がることで、料理教室で
も発信している「食の重要性」をもっと多くの方々に伝えることができると思い、商談会
に参加しました。また、同じように販路拡大に取り組まれている同業者とも情報交換で
きればと思ったのも、きっかけの一つです。
●実際に『個別商談会』を利用していかがでしたか
　商談会を通じて、様々なバイヤーの方 と々お会いし、お話をさせていただく中で、「自
社商品にはどんな可能性があるか？」、「どんなことを消費者や売り手の方々が求めてい
るか？」などを知ることができました。実際に、百貨店でテスト販売を行ったり、お歳暮
ギフトカタログに採用されたりと、一歩ずつ前に進んでいると実感しています。また、
様々な商談会に参加することで、同業者や商工会議所のご担当者とお話する機会がで
き、商談時のポイントなどをアドバイスいただいたことも結果につながる要因になった
と思います。

FLY8EIGHT KITCHEN PRODUCE
福岡市中央区高砂1-18-2-401
TEL 090-8667-2116
HP：https://fly8eightkitchenproduce1.
　　　jimdofree.com/

個別商談会のメリットは、販路拡大だけではなく、バイヤー目線で評価される“自社商品の強み・弱み”
を知ることで、今後の商品開発のヒントが得られることです。
昨年に引き続き、海外バイヤーとの商談会はオンライン形式で実施しております。オ

ンラインでの商談が不安な方は、お気軽にご相談ください。（当所YouTubeチャンネル
では、オンライン商談事前セミナーの動画を配信しています。）

会議所の上手な活用法

食品関連の中小企業・小規模事業者の販路拡大を支援するために、国内外
の百貨店・スーパー・レストラン・卸売業者等のバイヤーとの「個別商談会」
を開催しています。参加にあたっては、バイヤーによる事前審査を行うため、
双方にとって効率的な商談が可能です。また、参加者には、「商談マッチング
システム」にご登録いただきますので、商談会後も通年でバイヤーと商談する
ことができます。

みかく堂
TEL：090-2852-7451
福岡市西区姪の浜3-5-9
https://www.instagram.com/mikaku_do
営11：30～16：00（L.O.15：30）
㉁月曜、日曜、祝日
※営業日や営業時間は、状況により変更になる場合があります。

検索

さっそく、一番人気の「あげたてカツ
サンド」をいただきました　糸島産の
豚肉を150ｇも使用したカツは、とって
も肉厚で大満足な食べ応え！サクサク
な衣に染み込んだ酸味のあるソース
が、お肉の旨味をさらに引き出してくれ
ます　 食材のこだわりポイントは、カ
ツだけではありません！なんと、すべて
のサンドイッチメニューで使用されてい
る食パンは、国産原料でつくられたも
のが厳選されています　また、カツサ
ンドに続く人気商品の「自家製ベーコ
ンサンド」や「手作りハムのサンド」は、
店で一から仕込んだベーコンとハムが
使用されているんだとか！！
そして、常連さんの中でひそかに人

気を集めているのが、サイドに添えられ
ているオニオンリングです。外はカリカ
リ、中はトロトロの甘みのある玉ねぎ
は、やみつきになること間違いなし！単
品でも注文可能なので、気に入った方
は追加で注文されるとか

みかく堂さんは、サンドイッチなどの
軽食だけでなく、甘味のメニューも豊
富です！10種類以上の定番メニューの
ほかに、夏限定で登場する商品が、自
家製ミルク氷でつくる「かき氷」です。
「抹茶小豆」や「カフェオーレ」、「マン
ゴーミルク」など4種類の中から、今回
はイチオシの「ミルク小豆」をいただくこ
とに　コクのあるミルク氷の上には、
たっぷり練乳がかかっていて、風味豊
かな小豆との相性が抜群！濃厚さがた
まらない一品でした　 販売期間は決
まっておらず、暑い時期だけに登場する
幻のメニューなので、気になる方はぜひ
夏の間にチェックしてみてください

【夏限定！自家製ミルク氷のかき氷】【こだわり食材のボリューム満点カツサンド】

みかく堂は、姪浜の方々に長年愛されてきた和菓子屋の名前を引き継ぎ、2015年に創業しました。店舗も和
菓子屋があった古民家を改装して造っており、地元の方々が気軽に立ち寄って一息つける喫茶店を目指してい
ます。そのため、店内は昭和の学校教室をイメージした木製机やレトロなインテリアで揃えています。
商工会議所には、創業前から現在に至るまで、経営に関するセミナーや記帳指導、補助金申請などの相談で
お世話になっています。
子どもを育てる母親として、食材にはなるべく添加物がないものを使用するようにしています。こだわりぬい
た自慢のカツサンド、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

みかく堂

田中 久美子さん

今月の
気になる

よかもん

昭和の学校教室を思わせるレトロな喫茶店で、
糸島産豚肉の絶品カツサンドをいただけると聞い
て伺ったのは、西区姪の浜の「みかく堂」さん

　すべてのメニューでテイクアウ
トが可能です。
　まだまだ猛暑が続きます！暑
い夏にカツために、ご家族やご
友人と一緒に召し上がってみて
はいかがでしょうか？

昭和レトロな喫茶店で揚げたてカツサンド
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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

事業活動における賠償リスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償します｡
全 国 商 工 会 議 所

●一部の商工会議所では、一部特約を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種等は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

全国商工会議所
ビジネス
総合保険制度

スッキリ!
・

補償の
重複がない!

・
ご契約手続きを
一本化!

従来の
保険契約

モレやダブリが
ないか不安
・

ご契約手続きが
保険ごとに必要

財産補償

施設賠償責任保険 動産総合
保険

機械保険

事
工

険
保

休業補償

PL保険

ビジネス総合保険制度
ここがおすすめ
●会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブ
リを解消し、一本化して加入可能
●賠償責任（PL、リコール、情報漏えい、サイバー、施設・事業
遂行等）リスクを総合的に補償
●休業に関する補償により災害に遭った際の事業継続のため
の資金を確保
●全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料水準
●早期災害復旧支援により事業継続を後押し
●保健所指示などによる新型コロナウイルス感染症の消毒費
用および消毒に伴う営業休止にかかる損失を補償

各地商工会議所 東京海上日動火災保険株式会社[事業活動包括保険]　損害保険ジャパン株式会社[事業活動総合保険]
三井住友海上火災保険株式会社[企業総合賠償責任保険、建設業総合賠償責任保険]
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社[タフビズ賠償総合保険、タフビズ建設業総合保険]　大同火災海上保険株式会社[賠責総合保険]

お問い合わせ先 引受損害保険会社
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

2021年10月作成　21-T03556

 新  型 
 

コロナウ
イルス

感染症
による

リスク
も

補償

休業に関する
補 償

全 国 商 工 会 議 所

あなたの会社が「業務災害補償プラン」に加入していれば!

多様化・複雑化の傾向にある「労災事故」から会員企業も従業員もお守りします。

会員企業には… 資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

従業員には… パート・アルバイトを含む
全従業員を包括補償で安心!

うつ病による自殺、
過労死などによる
労災認定件数が

増加

1億円を超える
高額な賠償事例が 発生

短期間労働者、パート、
アルバイト、派遣社員等
非正規雇用労働者の

増加

2014年
労働安全衛生法改正で
企業の安全配慮義務の

厳格化

●一部の商工会議所では、本プラン・特約を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種等は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。
●保険の内容は各保険会社のパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によります。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

業務災害補償プラン
●全国商工会議所のスケールメリットによる団体割引などが適用された保険料
　（一般加入と比べ約半額の掛金水準）

●労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
政府労災保険への加入が必要です（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）。

●派遣、委託作業者のほか、下請負人の補償にも加入可能
●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病（新型コロナウイルス感染症含む）や自殺などを補償

各地商工会議所 東京海上日動火災保険株式会社[業務災害総合保険]　損害保険ジャパン株式会社[事業活動総合保険]
三井住友海上火災保険株式会社[業務災害補償保険]　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社[タフビズ業務災害補償保険（業務災害補償保険）]
大同火災海上保険株式会社社（2020年10月補償開始）[業務災害補償保険]

お問い合わせ先 引受損害保険会社
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P
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全 国 商 工 会 議 所

経営者本人と従業員の、病気やケガによる休業時の「所得減」を補償します。

1 2 3 4

5 876 9 10 11

12 151413 16 17 18

19 222120 23 24 25

26 292827 30 31

Mon Tue Wed Thu Fri SatSun

東京海上日動火災保険株式会社［団体総合生活保険]　
損害保険ジャパン株式会社［所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、傷害総合保険、新・団体医療保険]
三井住友海上火災保険株式会社［所得補償保険、団体長期障害所得補償保険]
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社［所得補償保険団体契約(天災危険補償特約（所得補償保険用）セット)、GLTD（団体長期障害所得補償保険）]

お問い合わせ先 引受損害保険会社
各地商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P
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●一部の商工会議所では、本プラン・特約を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種等は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

休業補償プラン
公的な社会保障制度（政府労災保険の休業補償給付など）という
セーフティーネットのない自営業者も加入可能!

休業前の所得と公的補償の差額をカバーすることで、安心して
生活水準を落とすことなく療養に専念できます!

休業の所得減を
カバーすると…

!

公的補償のない
自営業者でも…

!

●入院中のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償
●就業外での病気（新型コロナウイルス感染症・新型インフルエンザ含む)・ケガまで補償（国内外を問わず、365日24時間補償）
●医師の診査が不要で加入手続きが簡単
●天災（地震・噴火・津波など）によるケガも補償
●家事従事者の方も加入可能
●介護補償にも加入可能
●１年を超える長期休業も補償

お問い合わせ・資料請求／
会員組織・共済グループ
TEL：092-441-2845
FAX：092-441-2810

●この頁をコピーして下記事項をご記入のうえFAX送信いただいても結構です

●資料請求

貴社名

ビジネス総合保険制度 業務災害補償プラン 休業補償プラン

ご担当者 TEL

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）

855,557 

1,629,129 
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101.8 

287,687 

9,889 

15,653 

174,686 
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45,335 
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27,952,713 

18,057,453 
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11 

1,418 

令和4年（2022年）6月

2.2

0.6

2.2

2.4

2.4

0.0

19.0

0.0

▲ 9.8

▲ 8.7

9.0

1.5

2.5

1.2

21.8

▲ 78.9

▲ 90.2

▲ 50.0

▲ 7.5

 1.13 

109,040 

104,223 

191 

5,519,242 

4,007,762 

3,524,673 

702,885 

3,591,595 

1,135,825 

11,875 

9,143 

11,612 

1,960 

57,307 

3,785 

120,400 

5,222 

964,150 

5.6

13.6

6.0

▲ 9.5

10.9

42.3

28.4

25.0

16.5

130.1

862.3

24.8

91.9

▲ 1.5

13.1

182.5

1,194.6

1,383.5

42.8

＜6月の主な出来事＞
10日 外国人観光客（団体ツアー）2年ぶり受け入れ再開
21日 岸田政権「物価・賃金・生活総合対策本部」を立ち上げ
22日 第26回参院選公示　女性候補者が過去最多
23日 アサヒビール博多工場、佐賀県鳥栖市に移転決定
　　　2026年操業開始予定

*「-」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。

・九州　入国外国人数（14条上陸含む）………2,144人（514.3）
・福岡県　延べ宿泊者数（外国人+日本人）…948,930人（19.0）

7月号～福岡の統計2022年5月～の
未掲載項目について（対前年同月比%）
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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

事業活動における賠償リスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償します｡
全 国 商 工 会 議 所

●一部の商工会議所では、一部特約を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種等は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

全国商工会議所
ビジネス
総合保険制度

スッキリ!
・

補償の
重複がない!

・
ご契約手続きを
一本化!

従来の
保険契約

モレやダブリが
ないか不安
・

ご契約手続きが
保険ごとに必要

財産補償

施設賠償責任保険 動産総合
保険

機械保険

事
工

険
保

休業補償

PL保険

ビジネス総合保険制度
ここがおすすめ
●会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブ
リを解消し、一本化して加入可能
●賠償責任（PL、リコール、情報漏えい、サイバー、施設・事業
遂行等）リスクを総合的に補償
●休業に関する補償により災害に遭った際の事業継続のため
の資金を確保
●全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料水準
●早期災害復旧支援により事業継続を後押し
●保健所指示などによる新型コロナウイルス感染症の消毒費
用および消毒に伴う営業休止にかかる損失を補償

各地商工会議所 東京海上日動火災保険株式会社[事業活動包括保険]　損害保険ジャパン株式会社[事業活動総合保険]
三井住友海上火災保険株式会社[企業総合賠償責任保険、建設業総合賠償責任保険]
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社[タフビズ賠償総合保険、タフビズ建設業総合保険]　大同火災海上保険株式会社[賠責総合保険]

お問い合わせ先 引受損害保険会社
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P
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 新  型 
 

コロナウ
イルス

感染症
による

リスク
も

補償

休業に関する
補 償

全 国 商 工 会 議 所

あなたの会社が「業務災害補償プラン」に加入していれば!

多様化・複雑化の傾向にある「労災事故」から会員企業も従業員もお守りします。

会員企業には… 資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

従業員には… パート・アルバイトを含む
全従業員を包括補償で安心!

うつ病による自殺、
過労死などによる
労災認定件数が

増加

1億円を超える
高額な賠償事例が 発生

短期間労働者、パート、
アルバイト、派遣社員等
非正規雇用労働者の

増加

2014年
労働安全衛生法改正で
企業の安全配慮義務の

厳格化

●一部の商工会議所では、本プラン・特約を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種等は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。
●保険の内容は各保険会社のパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によります。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

業務災害補償プラン
●全国商工会議所のスケールメリットによる団体割引などが適用された保険料
　（一般加入と比べ約半額の掛金水準）

●労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
政府労災保険への加入が必要です（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）。

●派遣、委託作業者のほか、下請負人の補償にも加入可能
●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病（新型コロナウイルス感染症含む）や自殺などを補償

各地商工会議所 東京海上日動火災保険株式会社[業務災害総合保険]　損害保険ジャパン株式会社[事業活動総合保険]
三井住友海上火災保険株式会社[業務災害補償保険]　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社[タフビズ業務災害補償保険（業務災害補償保険）]
大同火災海上保険株式会社社（2020年10月補償開始）[業務災害補償保険]

お問い合わせ先 引受損害保険会社
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P
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全 国 商 工 会 議 所

経営者本人と従業員の、病気やケガによる休業時の「所得減」を補償します。

1 2 3 4

5 876 9 10 11

12 151413 16 17 18

19 222120 23 24 25

26 292827 30 31

Mon Tue Wed Thu Fri SatSun

東京海上日動火災保険株式会社［団体総合生活保険]　
損害保険ジャパン株式会社［所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、傷害総合保険、新・団体医療保険]
三井住友海上火災保険株式会社［所得補償保険、団体長期障害所得補償保険]
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社［所得補償保険団体契約(天災危険補償特約（所得補償保険用）セット)、GLTD（団体長期障害所得補償保険）]

お問い合わせ先 引受損害保険会社
各地商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P
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●一部の商工会議所では、本プラン・特約を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種等は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

休業補償プラン
公的な社会保障制度（政府労災保険の休業補償給付など）という
セーフティーネットのない自営業者も加入可能!

休業前の所得と公的補償の差額をカバーすることで、安心して
生活水準を落とすことなく療養に専念できます!

休業の所得減を
カバーすると…

!

公的補償のない
自営業者でも…

!

●入院中のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償
●就業外での病気（新型コロナウイルス感染症・新型インフルエンザ含む)・ケガまで補償（国内外を問わず、365日24時間補償）
●医師の診査が不要で加入手続きが簡単
●天災（地震・噴火・津波など）によるケガも補償
●家事従事者の方も加入可能
●介護補償にも加入可能
●１年を超える長期休業も補償

お問い合わせ・資料請求／
会員組織・共済グループ
TEL：092-441-2845
FAX：092-441-2810

●この頁をコピーして下記事項をご記入のうえFAX送信いただいても結構です

●資料請求

貴社名

ビジネス総合保険制度 業務災害補償プラン 休業補償プラン

ご担当者 TEL

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）

855,557 

1,629,129 

101.1 

101.8 

287,687 

9,889 

15,653 

174,686 

662 

45,335 

1,180 

27,952,713 

18,057,453 

812 

10,072 

4 

16 

11 

1,418 

令和4年（2022年）6月

2.2

0.6

2.2

2.4

2.4

0.0

19.0

0.0

▲ 9.8

▲ 8.7

9.0

1.5

2.5

1.2

21.8

▲ 78.9

▲ 90.2

▲ 50.0

▲ 7.5

 1.13 

109,040 

104,223 

191 

5,519,242 

4,007,762 

3,524,673 

702,885 

3,591,595 

1,135,825 

11,875 

9,143 

11,612 

1,960 

57,307 

3,785 

120,400 

5,222 

964,150 

5.6

13.6

6.0

▲ 9.5

10.9

42.3

28.4

25.0

16.5

130.1

862.3

24.8

91.9

▲ 1.5

13.1

182.5

1,194.6

1,383.5

42.8

＜6月の主な出来事＞
10日 外国人観光客（団体ツアー）2年ぶり受け入れ再開
21日 岸田政権「物価・賃金・生活総合対策本部」を立ち上げ
22日 第26回参院選公示　女性候補者が過去最多
23日 アサヒビール博多工場、佐賀県鳥栖市に移転決定
　　　2026年操業開始予定

*「-」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。

・九州　入国外国人数（14条上陸含む）………2,144人（514.3）
・福岡県　延べ宿泊者数（外国人+日本人）…948,930人（19.0）

7月号～福岡の統計2022年5月～の
未掲載項目について（対前年同月比%）
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