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CHALLENGE

NO.84

【プロフィール】
福岡県出身。家電メーカーの設 計などを経
て、叔 父が経 営するフカノ楽 器店に入社。
2017年に代表取締役社長に就任。音楽を
活用した介護事業を立ち上げるなど、精力
的に事業を拡大している。

音楽教室のノウハウを生かした
新たな介護予防事業を展開
株式会社フカノ楽器店
60年以上続く
“まち”の音楽拠点
子どもの情操教育として、あるいは大人
のお稽古事として、古くからポピュラーな
音楽教室。福岡市南区井尻の㈱フカノ楽
器店も、YAMAHA特約店としてピアノや
エレクトーンを中心とした音楽教室を展開
しています。
フカノ楽器店は1959 年に まちのレコー
ド屋さん として創業。現在では福岡県内
に7カ所の拠点を設置して音楽教室を開い
ているほか、今年で23 回目を迎えるドル
チェピアノコンクールを主催するなど地域
の音楽文化の普及に貢献しています。代
表取締役社長の藤田和博さんは「楽器が
上達するということはもちろん大事なこと
ですが、YAMAHAの理念でもある 音
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代表取締役社長

藤田 和博 氏

楽を通じた情操教育 に力を入れていま
す」と話します。
ところが、少子高齢化やコロナ禍によ
る外出規制などの影響によって売上は減
少傾向に。音楽教室の生徒が減っていく
中、藤田さんの息子である健太郎さんが
入社し、インターネットを活用した募集施
策を実施。減少傾向にあった生徒数は底
を打ち、現在では約1,000 名にまで回復
しました。
また一方で、鍵 盤楽器の販売にも携
わっている同社。
「1980 年代ごろには日
本全国で年間 30 万台売れていたピアノ
も、いまでは 1 万台を切っています。加
えて性能が良く場所を選ばない電子ピア
ノが 販 売の中心となっている状況です
が、YAMAHAのピアノは品質が高く中
古のニーズがあります。そこで古いピアノ

を整備した再販にも注力しています」と藤
田さん。

音楽教室のノウハウをベースに
介護予防事業に進出
少 子高齢 化への対応を視 野に入れ、
2008 年ごろから高齢者の介護予防事業に
も着手したフカノ楽器店。
「当時はまだ少
子化の影響はなかったのですが、将来的
に音楽教室の運営が厳しい状態に陥ると
いう予測はありました」と危機感を抱いて
いた藤田さん。そこで、糟屋郡篠栗町役
場とともに介護予防事業の一環として、同
社の強みである音楽の力を活かした音楽レ
クリエーションをスタートさせました。
音楽の要素を取り入れた独自のプログラ
ムには、メロディーに合わせた手遊びや指
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子どもの情操教育に良いという音楽教室では、楽器をうまく弾く
のではなく音楽に触れ楽しむことが大事だそう

フカノ楽器店では定期的に音楽コンサートも開催している。
発表
の場があることで生徒のモチベーションもアップ

ミュージックフープを使って音楽に合わせて行う運動は、
高齢者で
も負担なく取り組むことができる

フカノ楽器店が取り組む音楽介護予防事業は、
さまざまな団体か
ら評価され、
健康科学ビジネスベストセレクションズなどに選出

遊びなどベーシックなものから、歌や楽器
の演奏など音楽に特化したプログラム等を
組み込み、業界初の音楽介護予防事業と
して展開していきました。結果、篠栗町の
介護認定率は大幅に改善したといいます。
「介護予防には、苦しくきつい運動とい
うイメージがあるかと思いますが、音楽を
交えたことで高齢者の皆さんにも興味を
持ってもらうことができたのでしょう。初
めて介護予防教室に参加したという方が増
えました。また、単に体を動かすだけでは
なく、若い頃の歌を歌うことで脳の活性化
を図ることができます。音楽の要素を加え
ることで、無理なく・自然に・楽しく続け
られる新しい介護予防の形ができたこと
が、介護認定率の改善にもつながったと考
えています。それも音楽教室を通じて指導
してきたノウハウがあったからこそ」と藤田
さん。本事業を同社の新たな柱と位置づ
け、プログラムの構成から専門講師を育
成する講座まで、すべてを一から作り上げ
ました。
また、プログラムでは自社オリジナルの
楽器であるミュージックフープを使用して
い ま す 。「 こ れ は 健 康 楽 器 と し て
YAMAHA が開発したものですが、2012
年に製造中止になりました。そこで特許

権、製造権を買い取り、自社商品として販
売しています」。楽器演奏のように楽しみ
ながら体を動かすことができるため、高齢
者も積 極 的に参 加 するケースが 増 加 。
2019 年には福岡県内の市町村を中心に佐
賀県や熊本県で1,700 回教室を開催し、
年間延べ 48,000人が参加するなど、元気
な高齢者をより元気に、健康増進・健康
寿命の延伸に貢献しています。

オンライン化によって
介護事業をさらに拡大
音楽を活用した介護予防事業拡大をめ
ざすフカノ楽器店では、現在フランチャイ
ズ化による全国展開と合わせてオンライン
での教室開催を検討しています。藤田さ
んは「行政と取り組む介護予防教室は、
外出できるようなある程度健康な方が対
象になります。今後はオンラインでレクリ
エーションを行うようにすることで、介護
施設入居者など外出が困難な方向けにも
展開できるのではないかと期待していま
す。コロナ禍においては緊急事態宣言が
出るたびに教室も中止になっていましたか
らね。オンラインを有効に活用しながら、
この事業を広げていきたいですね」と意気

込みます。
また、プログラムの拡充にも取り組んで
います。これまでは元気な高齢者を対象と
した構成でしたが、今後は要介護の一歩
手前の高齢者を対象とした、より運動療
法に重点を置いた新しいプログラムの開発
を進めています。
「すでに、運動療法に重きを置いた介護
予防事業に取り組む企業はたくさんあるの
で、同じやり方では新規参入しても負けて
しまいます。私たちの強みでもある音楽を
生かし、音楽の中にこれまで以上に運動
を融合させた新規プログラムで勝負したい
と思います」。60 年以上にわたって音楽の
楽しさを伝え続けてきたフカノ楽器店。今
後は介護予防という領域で、音楽の新た
な可能性を見出し続けていきます。
取材日：８月４日

㈱フカノ楽器店

〒811-1302 福岡市南区井尻4-2-51
TEL.092-501-4056
http://www.music-school.jp
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「パートナーシップ構築宣言」

〜取引先との共存共栄関係を構築し、共に成長し、持続可能な関係を築くために〜
長引くコロナ禍や急速な円安進行、エネルギー価格や原材料価格の高騰、最低賃金の大幅な引上げ、人手不足による労務費の
上昇など、中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は、引き続き厳しい状況にあります。
商取引上で弱い立場にある中小企業・小規模事業者では、コスト上昇分を販売価格に転嫁できなければ収益が確保できず、事
業継続が困難な事態へと陥りかねません。中小企業等が収益を確実に得て、事業継続、雇用維持、さらには賃上げといった分配
の原資を確保するうえでも、
「取引の適正化」は重要です。
今回の特集では、企業間の「適正な取引」を通じ円滑な価格転嫁に向けた取り組みの一環として官民を挙げて推進している
「パートナーシップ構築宣言」についてご紹介します。

中小企業・
小規模事業者を取り巻く現状

図１ コスト増の要因（複数回答）

■中小企業等のコスト負担は増大
当所が実施した「取引適正化に関する実態調査」では、
「コ
ストが増加している」企業は、発注側・受注側ともに約９割に
及びました。具体的なコスト増の要因としては、
「原材料・仕
入価格」や「労務費」、
「エネルギーコスト」の変動が多く挙げ
られました（図１）
。
コスト上昇を受け、企業間での価格転嫁の動きが広がって
います。今年７月の企業物価指数（速報値）は前年同月比＋
8.6％と高い水準が続いています。消費者物価指数（生鮮食

※出典：福岡商工会議所「取引適正化に関する実態調査」
（R4 年 7月調査）

図２ 企業物価指数と消費者物価指数（前年同月比）の推移

品を除く）も前年同月比＋2.4％ と上昇していますが、企業物
価指数の上昇率に比べると依然として低く、企業が負担する
コスト増加分を消費者物価に転嫁できていない状況です（図
２）
。

■全く価格転嫁できていない企業は約15％、
価格転嫁率は 44.3％
帝国データバンク「企業の価格転嫁の動向アンケート」
（令
和４年６月８日）によると、仕入れコストの上昇分を販売価格
やサービス料金に「多少なりとも転 嫁できている」企 業は
73.3％。一方で、15.3％の企業が「全く価格転嫁できていな

※出典：日本銀行「企業物価指数」、総務省統計局「消費者物価指数」を基に事務局作成

図３ 価格転嫁転嫁の状況（n=1,635）

い」状況です。また、
「価格転嫁率」は 44.3％。これは仕入れ
コストが 100 円上昇した場合に 44.3 円しか販売価格に反映
できていないことを示しています（図３）。企業間の価格転嫁
の動きは広がっていますが、適切な取引価格には至っていな
いのが現状です。
こうした現状を受け、政府は、中小企業等が賃金引上げの
原資を確保できるよう、適切な価格転嫁に向けた環境整備を
進めるため、様々な政策に取り組んでいます。その一つが今
回ご紹介する『パートナーシップ構築宣言』です。
※出典：帝国データバンク「企業の価格転嫁の動向アンケート」
（令和４年６月８日）
※小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100とはならない。
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「パートナーシップ構築宣言」とは
「パートナーシップ構築宣言」とは、取引先との共

宣言登録企業13,103 社

存共栄、つまりWin-Win な関係を構築して、共に

（内、福岡県 466 社）

成長し、持続可能な関係を築くための取り組みにつ

※R4.8.26 現在

いて、企業の代表者名で宣言するものです。
＜宣言のイメージ・取引先との共存共栄関係とは？＞

原材料価格が上がった…
労務費が上がった…
どうしよう…

取引対価の見直し
望ましい取引慣行

新たなパートナーシップ
規模・系列を超えた連携

わかりました、
仕入価格に
反映しましょう！

お互いWin-Win の関係で！

適正な取引価格の現実

（価格協議に応じる等）

価格交渉ができる関係に！

宣言

受注者

発注者

下請代金の支払条件改善
資金繰りの改善！

ちなみに

パートナーシップ構築宣言は、どのようにできたの？

過去リーマンショック時には、中小企業への「取引条件のしわ寄せ」が強まった経緯がありました。今般のコロナ禍でも
その再発が懸念されています。こうした課題に対応するため、令和２年５月18日、日本商工会議所会頭をはじめ経済界や
労働界の代表及び関係大臣をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」が開催され、本宣言の仕組みが
創設されました。

■宣言企業の対象は？
本宣言は、企業規模の大小に関わらず、
「発注者」の立場で自社の取引方針を
宣言するものです。宣言の趣旨に賛同すれば、あらゆる規模・業種の企業・個

Q. 当社は下請事業者だけど、

人事業主の方が宣言することができます。

宣言できるの？

より多くの企業が宣言することで、大企業も中小企業も付加価値に基づく適
正な取引を尊重する機運が醸成されます。すると、取引先と一緒になって生産
性向上に取り組む、コスト負担を適正にシェアする、良いものは価値を適正に
反映した価格で取引するなど、サプライチェーン全体で「取引の適正化」が進
み、自社の業績も向上することが期待できます。

A . 宣言できます。下請
事業者も、物品や資
材 を 仕 入 れ る「 発 注
者」でもあります。

■宣言するメリットは？
１．企業の PRになる
「宣言」は、公式ポータルサイトや中小企業庁のニュー

２．一部の補助金で加点措置が受けられる
「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」等で加点

スリリースに掲載されます。また、
「ロゴマーク」を使用

措置が受けられます。

でき、
「ホワイト企業」であることをアピールできます。

※補助金の加点措置については公式ポータルサイトをご確認ください。
（随時更新）

３．SDGsも同時達成
「宣言」の取組内容を実践するこ
とで、SDGs の５つの目標を同時
に達成することになります。
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「パートナーシップ構築宣言」に挑戦しよう！
■どのように宣言するの？
次の５つのステップを経て宣言します。
申請した宣言内容に修正等がない場合
は、申請日の３〜４日後に宣言文がポー
タルサイトに公表されます。なお、補助
金等に関連して登録申請が集中する時期
には、更に日数を要する場合があります。

Step１

ポータルサイトからひな形をダウンロード

Step２

自社の取組み内容に合わせて宣言文に加筆・修正

Step３

会社名と代表者名を明記（代表者のコミット）

Step４

PDF 形式に変換してアップロード

Step５

内容に問題なければ登録・公表されます

宣言のひな型は
こちら

■具体的には何を宣言するの？
パートナーシップ構築宣言では、企業の代表者名で主に以下２項目について宣言します。
１．サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携
ここでは、直接の取引先や、その先の取引先などサプラ
イチェーン全体で生産性向上やオープンイノベーション等の
付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業
規模等を超えた共存共栄の構築を目指すことを宣言します。
また、個別項目a〜e の中から積極的に取り組む項目につい
て具体的に記載します。

（個別項目）
a. 企業間の連携（オープンイノベーション、事業承継支援 等）
b.IT 実装支援（データの相互利用、IT人材の育成支援 等）
c. 専門人材マッチング
d.グリーン化の取り組み（脱・低炭素化技術の共同開発 等）
e. 健康経営に関する取り組み（健康経営に係るノウハウの提供 等）

2．親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）の遵守
ここでは、親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基
づく「振興基準」）を遵守し、価格決定方法の適正化や支払条件の改善等、取引の適
正化に積極的に取り組むことを宣言します。また、下請中小企業振興法に基づく「振
興基準」の趣旨を踏まえ、右記①〜⑤の取組内容について具体的に記載します。
以上の２項目に加え、その他、個社で取り組む独自の取り組みについて記載しま

①
②
③
④
⑤

価格決定方法
型管理などのコスト負担
手形などの支払条件
知的財産・ノウハウ
働き方改革等に伴うしわ寄せ

※項目②は、型を活用した取引がない場合は削除。

す。
（例：取引先満足度調査の実施、
「ホワイト物流」に関する「自主行動宣言」を表明済み 等）
宣言のひな形や記載見本は、
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトからダウンロードすることができます。
（参考）宣言した企業の声

※日本商工会議所「パートナーシップ構築宣言」専用サイトより一部抜粋。

宣言後、購買担当者の意識が変化。取引
先への「適 正利益の配分」や
「コミュニケーション強化」に
繋がった。

取引先から「手形サイトの短縮化によって
キャッシュが早く入るようにな
り、資金繰りを改善できた。」
と感謝の声が届いた。

名刺にロゴマークを入れたところ、取引先
等から「ホワイト企業」と認識
されるようになった。

「パートナーシップ構築宣言」を通じて新たな共存共栄関係の構築を
民間企業間の取引は、自主的な取り組みに任せられており、法律違反でない限り、政府が「規制」をかけることはできませ
ん。このため、多くの企業の経営者の行動によって、取引先との共存共栄を実践し、地域経済の発展に繋げることが必要で
す。日本商工会議所をはじめ、全国の商工会議所ではこの取り組みを推進しています。会員企業の皆様におかれましては、ぜ
ひこの機会にご検討いただき、宣言のご登録をお願いいたします。
「パートナーシップ構築宣言」
ポータルサイト
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申請・詳細は
こちら
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日本商工会議所
「パートナーシップ構築宣言」
専用サイト

詳細は
こちら

９月は「価格交渉促進月間」です
「パートナーシップ構築宣言」の普及とあわせて、政府では、価格交渉が頻繁に行われてい
る時期である９月と３月を「価格交渉促進月間」と定め、発注側企業と受注側企業との価格交
渉を促進する取り組みを実施しています。
９月中旬以降、受注側中小企業に対してアンケート調査や下請Ｇメンによるヒアリングが実
施されますので、対象となった企業におかれましては、調査へのご協力をお願いいたします。
また、発注側企業におかれましては、７月に改正した下請中小企業振興法「振興基準」に則
り、受注側中小企業との間での価格交渉や価格転嫁に積極的にご対応をお願いいたします。

「価格交渉促進月間」について
（経済産業省ホームページ）

詳細は
こちら

■価格交渉を行う際のポイント

詳細は
こちら

中小企業庁「中小企業・小規模事業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」には、法
令違反となる取引行為や価格交渉に必要なノウハウが詳しく掲載されています。取引条件の
改善に向けた交渉の事前準備の一環としてご活用ください。今回はその一部をご紹介します。
Point.１

価格根拠を上手に伝えましょう

原材料価格、エネルギーコスト、労務費等の上昇分の
価格転嫁や発注者からの価格低減要請に対する適正価
格の設定に向けた交渉をする際には、コストに関する客
観的なデータを提示することが重要です。
Point.2

取引条件に関するルールを決めましょう

不利な条件下で取引が行われないよう、取引条件に
関するルールを策定し、価格設定方法などについて発注

Check! 交渉の前に準備しておくこと

□ 価格根拠の客観的な資料を作成しましょう（コスト上昇の推移）
□ 対象となる製品の情報を整理しましょう（販売量と価格の推移）
□ 相手にとって、自社がどのくらい重要な取引先なのか把握しましょう
□ 価格変更に伴う相手のメリット・デメリットは何か考えましょう
□ 相手との取引関係を確認しましょう（取引期間、依存度等）
「保留価格」を考慮した「目標価格」を設定しましょう
□「提示価格」

者側と合意をとっておくことが重要です。
Check! 適正取引のための先手必勝５か条
Point.3

取り決めたルールや
交渉経緯を書面に残しましょう

取引条件の改善に向けて取り決めたルールを着実に実
行するために、
「日時」
「場所」
「担当者」
「決定内容」
「交渉
の経緯」等を書面（議事録など）で記録しておきましょう。

一、価格に影響する外部環境について普段から共有しておく
二、取引条件は、先に提案する
三、決まっていること

決まっていないことは都度明文化して相互確認

四、お金の話は、見積時点でうやむやにしない
五、後から問題になりそうなことはあらかじめ決めておく

価格交渉促進月間において、下請法についての正しい知識や価格交渉、価格転嫁のノウハウや方法が基礎から学べる講習会
の開催が予定されています。また、全国 48 か所の「下請かけこみ寺」では、中小企業の取引上の悩みに対し、相談員や弁護士
が無料で相談に応じています。大きな悩みになる前に、まずはご活用ください。

適正取引講習会
受講無料・動画学習・ライブ配信

詳細は
こちら

下請かけこみ寺

詳細は
こちら

秘密厳守・相談無料

※本 記 事は、
「 パ ートナ ー シ ップ 構 築 宣 言 」公 式 ポ ー タル サ イト（ h t t p s : // w w w . b i z - p a r t n e r s h i p . j p / ）、 日 本 商 工 会 議 所「 パ ートナ ー シ ップ 構 築 宣 言 」専 用 サ イト
（https://www.jcci.or.jp/partnership/）、経済産業省「９月は価格交渉促進月間です」
（https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220824002/20220824002.html）、中小企
業庁「中小企業・小規模事業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2020/200305support.pdf）を参考に作成しています。

本記事に関するお問い合わせ / 総合企画部 企画広報グループ TEL：092-441-1112
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20 %PREMIUM
（令和４年８月２０日時点）

９月・10 月発行 プレミアム付き地域商品券発行情報 ※一部

市内商店街等で使える、20％のプレミアムが付いた地域商品券が発行されます。この機会にぜひ、お近くの商店街でお買い求めください。
このチャンスを見逃すな !
上川端商店街振興組合・
川端中央商店街振興組合
『博多川端プレミアム商品券』

冊子型

中洲町商店会
『中洲がんばっとう券』

冊子型

販売日：９月15日（木）〜完売まで
販売価格：10,000円【5,000冊発行】
使用期間：令和４年９月15日（木）〜令和５年１月15日（日）

販売日：９月17日（土）〜９月18日（日）
販売価格：10,000円【3,000冊発行】
使用期間：令和４年９月17日（土）〜令和５年１月31日（火）

ＢｉＶｉ福岡テナント会
『ＢｉＶｉ福岡
プレミアム付きモバイル商品券』

数量限定 !!

上川端商店街振興組合・
川端中央商店街振興組合
『博多よかぺい』

キャッシュレス

中洲町商店会
『電子版 中洲がんばっとう券』

キャッシュレス

販売日：９月15日（木）〜完売まで
販売価格：5,000円【6,000セット発行】
使用期間：令和４年９月15日（木）〜令和５年１月15日（日）

販売日：９月17日（土）〜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17日（土）〜令和５年１月31日（火）

高取商店街振興組合
『高取商店街プレミアム付商品券』

冊子型

キャッシュレス
高宮商店街振興組合
『高宮商店街振興組合プレミアム付
高宮Pay』

博多リバレイン専門店振興会・
博多リバレイン博商会
『博多リバレインプレミアム商品券』

冊子型

長住大通り商店街
『つながるペイ』

柳瀬町商店連合会
『柳瀬町得する商品券２０２２』

冊子型

キャッシュレス

販売日：９月23日（金）〜完売まで
販売価格：5,000円【4,000セット発行】
使用期間：令和４年９月23日（金）〜令和５年１月31日（火）

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

キャッシュレス

販売日：10月1日（土）〜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10月1日（土）〜令和5年1月31日（火）

販売日：９月24日（土）〜９月25日（日）
販売価格：10,000円【600冊発行】
使用期間：令和４年９月24日（土）〜令和４年12月31日（土）

販売日：10月１日（土）〜完売まで
販売価格：10,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年10月１日（土）〜令和５年１月31日（火）

販売日：10月１日（土）〜完売まで
販売価格：10,000円【3,000冊発行】
使用期間：令和４年10月１日（土）〜令和４年12月31日（土）

冊子型
西新中西商店街組合
『西新中西商店街プレミアム付商品券』

販売日：10月７日（金）〜10月８日（土）
販売価格：10,000円【1,000冊発行】
使用期間：令和４年10月７日（金）〜令和５年１月31日
（火）

冊子型

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』

冊子型

使用期間：令和４年７月２日（土）〜令和４年12月31日（土）

使用期間：令和４年８月１日（月）〜令和５年１月31日（火）
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箱崎商店連合会
『ハコぽっぽプレミアム
キャッシュレス商品券』

キャッシュレス

使用期間：令和４年7月14日（木）〜令和５年１月13日（金）

キャッシュレス
新天町商店街商業協同組合
『令和4年
秋の新天町プレミアムモバイル商品券』

TEL：092 - 441-2169
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冊子型

ソラリアステージ商店会
『ソラリアステージプレミアム商品券』

冊子型

『長住大通り商店街・
上長尾名店街共通プレミアム商品券』

冊子型

予約：9月20日（火）〜9月22日（木）
予約引換日：10月3日（月）〜12月30日（金）
対面販売：10月3日（月）〜完売まで
販売価格：10,000円【1,300冊発行】
使用期間：令和4年10月3日（月）〜令和5年1月31日（火）

販売日：９月29日（木）〜10月2日（日）
販売価格：5,000円【6,000冊発行】
使用期間：令和４年９月29日（木）〜令和4年12月31日（土）

販売日：10月1日（土）
販売価格：10,000円【各8,000冊発行】
使用期間：令和４年10月１日（土）〜令和５年１月31日（火）

箱崎商店連合会
『ハコぽっぽプレミアム商品券』

冊子型

予約：10月４日（火）〜10月10日（月祝）
予約引換日：令和4年10月11日（火）〜令和4年10月17日（月）
販売日：令和4年10月11日（火）〜完売まで
販売価格：5,000円【400冊発行】
使用期間：令和４年10月11日（火）〜令和５年１月13日（金）

完売次第販売終了 !!

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。
商業・雇用支援グループ

竹下商店街振興組合
『竹ちゃんプレミアムチケット』

販売日：10月７日（金）〜10月８日（土）
販売価格：10,000円【1,000冊発行】
使用期間：令和４年10月７日（金）〜令和５年１月31日
（火）

使用期間：令和４年９月１日（木）〜令和５年１月15日（日）

お問い合わせ

販売日：９月16日（金）〜完売まで
販売価格：10,000円【5,000セット発行】
使用期間：令和４年９月16日（金）〜令和４年12月30日（金）

冊子型
西新中央商店街
『西新中央商店街プレミアム付商品券』

販売継続中 !
協同組合親不孝通り商店会
『親不孝通り＆
北天神プレミアム商品券』

キャッシュレス
キャナルシティオーパ会
『キャナルシティ博多プレミアム電子商品券』

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）』

キャッシュレス

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』

キャッシュレス

使用期間：令和４年７月29日（金）〜令和4年10月31日（日）

使用期間：令和４年９月１日（木）〜令和５年１月31日（火）

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〜
公的な保証人

信用保証
協会とは

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。

経営支援の取り組み

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。

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。
※審査の結果、
ご希望にそえない場合がございます。

中小企業のベストパートナー
お客様相談フリーダイヤル

0120-112-249

【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
福岡県信用保証協会

検索

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

PR

70

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階

経営に役立つ情報が盛りだくさん！

福岡商工会議所メールマガジン

購読者募集!
セミナー・講演会／交流会／商談会
研修講座／補助金・助成金／経営支援施策など

FCCI

□ 毎 月 2回 配 信

登録はこちら

□ もちろん無料!!
□ 誰でも登録可

お問い合わせ／企画広報グループ TEL 092- 441-1112 E-mail：fkkikaku＠ fukunet.or.jp
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FCCI NEWS
起業塾

7/10、17、24、31、8/7

九商連

会議所の動き

7/20〜21

1日目の講義を行う統括講師

令和4 年度第1回福岡起業塾
当所は 7月から 8 月にかけての 5 日間、

来場者でにぎわう物産展の様子

九州商工会議所連合会
SAGA・NAGASAKI観光物産展

九商連

7/21

萩生田光一経済産業大臣（当時）と谷川会長ら

九州商工会議所連合会
要望活動

福岡起業塾をオンラインにて開催。約 1

九州商工会議所連合会（会長＝谷川会

年以内に起業を目指す方等 23 名が参加し

頭）は ７月20日・21日、東京・丸の内に

頭）は ７月21日、財務省、経済産業省、

た。期間中は、創業に必要な基礎知識や

ある東京商工会議所の多目的スペースで、

国土交通省、観光庁を訪問し、６月の総

様々な起業・開業ノウハウを分かりやすく

「西九州新幹線開業（9/23）記念 SAGA・

会で決議した「経済政策に係わる要望」を

解説するとともに、事業の具体化に向け
た指導を行った。最終日には参加者によ

NAGASAKI 観光物産展」を開催した。

九州商工会議所連合会（会長＝谷川会

大臣や政務官等に手渡した。

物産展では、佐賀・長崎から５事業者

財務省では鈴木俊一財務大臣に面会

る事業計画のプレゼンテーションを実施。

ずつ出店し、各地の食や工芸品を販売。商

し、当連合会から各省庁への要望内容を

塾終了後も、事業計画のブラッシュアップ

品が完売する事業者が相次ぐなど賑わいを

踏まえた予算面での支援を、経済産業省

から事業の実現まで創業者の課題に応じ

見せた。また、ＪＲ九州による西九州新幹

では萩生田光一大臣（当時）に面会し、

て伴走支援を行っていく。

線の特別パネル展のほか観光パンフレット

急激な環境変化に対する緩和対策や価格

配布も行い、首都圏のビジネスパーソンに

転嫁など取引適正化に向けた支援を要望

ページでご案内中。

新たな新幹線開業と九州の魅力をＰＲした。

した。

●経営支援グループ

●企画広報グループ

●企画広報グループ

第 2 回以降の開催予定は、当所ホーム

TEL：092-441-1146

部会講演会 7/21

交流会

講演する財津氏

卸売商業部会講演会
当所卸売商業部会（部会長＝野口宣夫・

TEL：092-441-1112

7/22

自社の商品・サービスを紹介しあう参加者

令和4 年度第1回
新入会員交流会

振興委員

TEL：092-441-1112

７/25

委嘱状を交付する松本専務理事

令和 4 年度 小規模企業振興委
員委嘱式・第1回連絡会議

㈱お花の太陽 代表取締役社長）は７月２１

当所は7月22日、新入会員同士の人脈

当所は7月25日、令和 4 年度小規模企

日、㈲オフィスエイツ 代表取締役 財津ユ

形成、自社商品・サービスの PRやビジネ

業振興委員委嘱式ならびに第 1 回連絡会

カ氏を招き、
「人間関係を円滑にするための

スチャンスの拡大を目的に新入会員交流会

議を開催し、10 名が参加した。

感情コントロール〜アンガーマネジメント

を開催し、78 名が参加した。

「小規模企業振興委員」は業種団体の

〜」をテーマにリアルとオンラインのハイブ

当日は、会場内に参加者の商品・パン

代表に委嘱。多くの小規模事業者の存続

リッドで部会講演会を開催し、６２名が参

フレット等を設置する「PRブース」を出展

と発展のため当所と事業者を繋ぐパイプ

加した。

し、参加者同士の積極的な交流を促した。

役を担い、小規模企業施策等の普及・

講演では、
「アンガーマネージメントをす

参加者からは、
「異業種の方と交流がで

る上で重要な怒りのコントロール方法など

き 、 ビジネスパートナーの発 掘につな

委嘱式後には、業況に関する意見交換

について学ぶことができた」という声が聞

がった」や「PRブースを活用することで多

会を実施。現在の原材料高、それに伴う

かれ、大変好評であった。

くの方に自社商品を PR できた」という声

価格転嫁の状況や急激な円安の影響等に

が聞かれた。

ついて意見交換を行った。

●会員組織・共済グループ TEL：092-441-1114

●商業・雇用支援グループ TEL：092-441-2169

●商業・雇用支援グループ TEL：092-441-2169
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促進に取り組んでいただいている。

販路拡大

7/26

常議員会

7/27

販路拡大

7/29

第633回常議員会
当所は７月27日に第 633 回常議員会を
開催。アジア獣医師会連合（FAVA）日本
事務所の福岡市への設置に関する要請、
委員会委員長の委嘱などについて審議
し、原案通り承認された。また、地場企
業の経営動向調査 ( 第１四半期 )などにつ
様々なメニュー提案を行う参加者

SFBI シンガポールとの商談会
（レストラン向け商品）
当所は7月26日、アジアで飲食店を展
開するSFBI シンガポールとの商談会をオ
ンラインで開催し、９社が参加した。
今回は、今年 10 月、シンガポールに
オープン予定の和食レストランのメニュー
開発に繋がる商品を発掘するために開催。
参加した 9 社の担当者は、バイヤーが求
めていた「発酵食品」
「蒸し料理」に関連す
る商品を提案した。
参加企業からは、
「現地消費者のニーズ
が分かり、今後のメニュー開発の参考に
なった」などの声が聞かれた。
●産業振興グループ

視察会

TEL：092-441-1119

8/5

自身の作品を紹介する出展者

いて報告を行った。
◇委員会委員長の委嘱（観光委員会）
篠崎 和敏氏（㈱ JTB

福岡支店長）

◇委員会副委員長の委嘱（観光委員会）
髙倉 力矢氏（福高観光開発㈱

代表取締役社長）

代表取締役社長）

◇委員会委員の委嘱（デジタル化推進委員会）

を開催した。会場では、クリエイター16 名

執行役員 九州支社長）

校関係者などマッチングを希望する58 社
83名が来場し、319 件の商談が行われた。

ロイヤルホールディングス㈱
代表取締役社長 阿部 正孝氏
㈱ホテルオークラ福岡
代表取締役社長 杉山 良太氏
㈱ NTTドコモ九州支社
執行役員 九州支社長 根本 浩二氏

ビジクラ

促すことを目的に「クリエイターマッチング」
が出展。サービス業、製造業、行政、学

◇職務執行者の変更

●総務・人事グループ

イターの新しい発表の場の提供を通じて、

代表取締役社長）

阿部 正孝氏（ロイヤルホールディングス㈱
根本 浩二氏（㈱ NTTドコモ九州支社

当所は7月29日、福岡で活動するクリエ
売上拡大および新商品・サービスの開発を

◇委員会委員の委嘱（観光委員会）
杉山 良太氏（㈱ホテルオークラ福岡

クリエイターマッチング

TEL：092-441-1110

出展者からは、
「様々な業種の方と知り合
うことができ、具体的な取引に繋がりそう
な相談もあった」
、来場者からは「お歳暮に
向けた新商品のラベルデザインの相談がで
きた」などの声が聞かれた。
●産業振興グループ

TEL：092-441-1119

PUBLIC Information

8/17

パブリックインフォメーション

福岡市からのお知らせ（無料）
「人権研修」の講師を
派遣します

新井部会長からのご挨拶

情報・文化・サービス部会
博多座観劇会
当所情報・文化・サービス部会（部会
長＝エントリーサービスプロモーション㈱

参加者による集合写真

福商ビジネス倶楽部 8月例会
福商ビジネス倶楽部は、8 月 17 日に 8
月例会『ビジクラ夏の大交流会 !!』を開催
し、31名が参加した。

代表取締役社長 新井洋子）は 8 月 5 日、

例会では、バーベキューを行い、参加

博多座観劇会を開催し、18 名が参加した。

者全員が麦わら帽子やサングラスなど、

観劇会では、新井部会長、貞刈副部

夏を連想できるものを身に付けて参加する

会長（＝㈱博多座 代表取締役社長）、㈱

ことで、お互いが話すきっかけを作る工夫

NTTドコモ九州支社 根本支社長より挨拶

を行った。

が行われたのち、古典歌舞伎とNTTの最

参加者からは、
「海辺で賑やかな雰囲気

新のテクノロジーが融合した「超歌舞伎」

の中、様々な業種の方と交流ができ、と

を鑑賞した。幕間の時間では、博多座内

ても有意義な時間を過ごすことができた」

のレストランにて、議員相互の懇親を深

という感想が寄せられた。

めた。
●産業振興グループ

TEL：092-441-1119

●産業振興グループ

福岡市人権啓発センターでは、企
業の社内人権研 修会に当センター
職員を講師として派遣しています。
以下、注意点をご確認のうえ、お申
込みください。
■講師派遣に関する注意点
・派遣は福岡市内企業に限ります。
・研修場所は福岡市内に限ります。
・受講者は５名以上でお願いします。
・研修時間は、１時間以上でお願い
います。
（平日：月〜金 10：00〜17：00）
・ご依頼は１か月前までにお願いし
ます。
※詳細は、当センターＨＰご確認ください。
（申込書類有）

【お問い合わせ】
福岡市人権啓発センター
TEL：092-717-1237

TEL：092-441-1119
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新入会員の皆様！登録はお済みですか？

N E W M EM B ER

規会員のご紹介

（順不同・敬称省略）

ご入会 、 誠にありがとうございます 。

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

東区

営業内容／事業所名

PR／所在地

電話番号

不動産業仲介事業

不動産の仲介事業を行っています。商談よりも笑談を心がけます！
福岡市東区和白東 5-18-10 −103

092-600-4184

広告代理店（主に教育学）

広告の企画制作からプランニングまでお手伝いをします
福岡市東区箱崎 7-7-17 サーパス貝塚駅前 802

090-5947-9463

訪問介護

がんサバイバー・母子父子家庭にやさしい職場を目指します
福岡市東区下原 4-5-8 フラット21−102 号

092-410-9289

ダイビングスクール業

福利厚生の一環として体験ダイビングやヨガプログラムを提供
福岡市東区御島崎 1-5-5

092-671-3743

通販コンサルティング

通販無料相談承ります。今から通販始めたい、売上が伸びないなど
福岡市東区香椎浜 3-3-4 −1411

090-5189-5216

卸売業

青果物の輸出入をしています
福岡市東区みなと香椎 3-4-3

092-663-1860

電気工事業（建築業）

フットワークの軽さと丁寧な仕事が我社の武器です！！
福岡市東区名子 3-4-27 −102

092-983-6439

税理士業

税金に関する相談は何でもＯＫです。お気軽にご相談ください
福岡市東区多の津 4-5-12 2 階 E1 号室

090-1111-1209

学校法人の運営

福岡市東区千早の通信制サポート校です。よろしくお願いします
福岡市東区千早 4-10-1 −111

092-776-5579

居酒屋（魚を中心とした創作和食料理）経営

こだわり酒と肴に対する愛だけは誰にも負けません！ご縁に感謝
福岡市博多区博多駅前 3-7-5 −2 階・3 階

050-5488-9743

名刺販売業

ご希望デザイン、安価で名刺お作りします
福岡市博多区博多駅前 1-21-20 −1101

080-1521-7063

建設内装施工請負

人の技能を生かすことで、様々な事業創出、問題解決を実現します
福岡市博多区比恵町 18-23

092-710-5111

特定管理医療機器販売ならびに健康商材を取り扱う

健康に従事した体を守る道具です。住宅のリフォームも行っています
福岡市博多区住吉 2-11-21 住吉ビル 305

092-263-8505

弁当・惣菜・寿司の製造販売

学会・イベント等、ご予算ご希望に応じた弁当をお届けします
福岡市博多区築港本町 10-6

092-233-1285

韓国料理 居酒屋

心も体も健康に季節を食で感じる創作韓国料理を提供してます
福岡市博多区神屋町 7-10−101 第 2 前田ビル 1 階

092-292-8020

パブレストラン

オリジナルのピザ・パスタ料理が人気です
福岡市博多区奈良屋町 8-11

092-291-6045

マーケティング支援事業（リサーチ、ブランディング、PRサービス等）

ネオマーケティングが、調査を軸に様々な施策で課題を解決します
福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア10 階

080-3246-5650

太陽光発電システム等の省エネ設備の提案

ＳＤＧｓを支援します
福岡市博多区堅粕 4-6-28 −101 ドゥミール博多駅東

080-7808-8257

ベビー用品のネット販売

医師監修で安心のベビー用品をネットで販売します
福岡市博多区千代 4-3-7 −803 モダンパラッツォ県庁口

080-3952-3775

窓ガラスフィルム施工・販売

台風地震対策やエアコン代節約の遮熱断熱は、窓フィルムで解決！
福岡市博多区千代 1-31-14 −309

080-2720-7813

地方自治体向けソフトウェアの販売

自社開発システムで、地方自治体の事務効率ＤＸ化の推進
福岡市博多区東平尾 1-3-3

092-629-2266

建設業

店舗病院オフィス等幅広く設計施工してます
福岡市博多区金の隈 1-23-17 オフィススクエア金の隈 B−1

092-707-8612

ハウスクリーニング業

どんなきれいで驚かそうか、妄想しながら掃除してます！
福岡市博多区井相田 2-11-26 シャトーポルテ301

080-7102-7155

人材事業

福岡に特化した求人サイト ジョブアンテナ福岡をリリース
福岡市中央区天神 1-9-17 福岡天神フコク生命ビル 15 階

092-717-3932

パソコンおよびスマートフォン教室

パソコン操作に関する企業研修を実施しております
福岡市中央区天神 4-3-20 ノース天神 8 階

092-739-3200

ペット関連の広告代理業

ペット専門の広告代理業を行っています
福岡市中央区天神 5-9-2 ファミール天神 710

092-791-8303

（株）CREVo
ONE OR EIGHT
ウィンライフ（同）
（有）トリトン
ShiKaNaI
（株）南九
（株）和龍

大和田剛広税理士事務所

博多区

（株）ヤナカ
Kimama Kitchen たくまんま
ゴールドマイスター
（株）ハンデックス 西日本事業本部
（株）アサヒヤ・クリエーション
（株）丸ふじ 福岡丸ふじ
創作韓国酒場 KOTAYAN
ホームスパン
（株）ネオマーケティング 福岡営業所
源照かから

Dr．CLAIR

ソナーフィルム

Gcom ホールディングス（株）
ボックス・ワン（株）

中央区

おそうじ革命 福岡博多南店
琉球インタラクティブ（株）
アイズプロ（株）

（株）Animal Network Japan

米国進出企業へのサポート業務全般（米国内市場調査、販路開拓、英文ホームページサポートなど） 今後、米国進出を目指そうとされている方々へのチカラになります
福岡市中央区天神 1-1-1 アクロス福岡内

Across Ocean
運転代行

福岡でお酒を飲まれた際は侍運転代行をお願いします！
福岡市中央区春吉 2-8-9 イル・レガーロ天神Ⅲ108

080-4699-2810

居酒屋

鯛めし軍鶏鍋を中心とした春吉公園前にある居酒屋です
福岡市中央区渡辺通 1-8-35 −1 階

092-771-7020

パブリックスピーキング講座（個人向け・企業向け）

ギャップをうめるためのコミュニケーション術を直感で学べます
福岡市中央区渡辺通 5-14-12 南天神ビル 3 階

050-5897-8213

侍運転代行
春吉五鉄
一般社団法人 コミュニケーションスキル協会
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詳しくは
こちら

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！！

中央区

営業内容／事業所名

PR／所在地

電話番号

飲食店

ワイン好きが集うコミュニティ酒場
福岡市中央区渡辺通 2-3-2 三角市場内

090-7442-9077

美容業

キレイへのお手伝いをさせていただきます！
福岡市中央区清川 1-10-9 佐倉ビル 201

090-5731-0113

カフェ・バー

昼から夜までカフェバーを営業してます
福岡市中央区白金 1-10-3

092-533-3030

清掃業

人との繋がりを大切にし、お客様に満足いただける仕事をします
福岡市中央区平尾 5-20-27 −101

080-8395-4512

税理士事務所

クラウド会計で、中小企業の経営数値の見える化をサポートします
福岡市中央区薬院 2-17-29 −106

080-3379-8930

エンムス
Salon de N13
area coffee
Connect Works
坂元広隆税理士事務所
美容外科

KILI CLINIC

「自分だけの美しさを見つける体験」ができる美容クリニック
福岡市中央区大名 1-3-8 DAIMYO631−3 階

092-718-1876

Eコマースの運用支援

企業のネット通販のブランディングから運営代行までをサポート
福岡市中央区大名 1-5-3 エスパース大名 5 階

092-600-0260

整体業

痛みや疲れに悩まない体作りを運動指導を交えて提供します
福岡市中央区大名 1-6-11 Barbizon99−4 階

092-731-4400

オンラインサロンシステムの提供・運営

ファンコミュニティづくりをサポートし、利益を最大化します
福岡市中央区大名 2-6-11

092-260-5481

旅行業

他の旅行会社では取り扱っていないスポットを多く紹介しています
福岡市中央区大名 1-9-45 −404

092-406-2421

ソフトウェア開発

システム開発、
ＡＷＳ等でお困りでしたらＨＰよりご連絡ください
福岡市中央区大名 1-15-30 −402

092-791-4186

司法書士業

相続手続き、家族信託を得意としています。お気軽にご相談ください
福岡市中央区舞鶴 2-2-11

092-739-0101

リラクゼーション（フロートタンク）

九州に１台のフロートタンクのリラクゼーションサロンです
福岡市中央区港 1-2-26 NTTドコモ港ビル 2 階

092-707-2757

美装業

竣工美装 ハウスクリーニング エアコン清掃等 ご相談ください
福岡市南区柳瀬 1-3-15

090-8225-5600

熟成焙煎珈琲豆の製造・販売

焙煎したての新鮮な珈琲豆を製造・販売（卸売）しています
福岡市南区柏原 6-62-8 −606

080-5235-8363

一般書類・フィルム等の各種スキャニング

各種紙資料、図面、フイルムなど大切な書類を電子化します
福岡市南区塩原 3-19-34

092-551-5676

飲食店

大人の居酒屋です
福岡市南区野間 1-10-7 野間リッチハイツ1 階

092-231-0301

カフェ

能古島でハワイアンカフェをしています
福岡市西区能古 457-14

070-8903-8739

アクティビィティ（SUPスクール、農作業体験）

能古島でアクティビティを開催 ＳＵＰやＹｏｇａを展開中
福岡市西区能古 457-14

070-8903-8739

（株）WEBUO

ReBALANCE
（株）SPIQUE

（株）ビッグストーン・ツアーズ
（株）Aprender
司法書士法人 トウキ
Calm Float

南区

美装屋 Clear クリア
ウインドミル九州

福岡スキャンサービス
和ごころ 野内
西区

Hi−Lo Noco Market
ahiloa Fukuoka
社会保険労務士業

城南区 早良区

土田社労士事務所

『人』に関する様々なお悩みについて解決のお手伝いをします！
福岡市西区石丸 1-6-6

080-4317-7023

不動産賃貸業

地域と密着した自立型マンション 皆さんの自立をサポートします
福岡市城南区長尾 4-6-37 −101

092-873-0080

弁護士業としての損害賠償請求被害者側専門

百道浜の弁護士事務所です。損害賠償請求の被害者側専門です
福岡市早良区百道浜 2-4-27 福岡 AIビル 2 階

092-407-6817

ハードウェア（LOGIC）設計／評価

ＦＰＧＡやＬＳＩの論理設計評価をするお手伝いをします
福岡市早良区百道浜 3-8-33 福岡システムLSI 総合開発センター410−4

090-8830-8536

レンタルダンスフロア―

ダンス専用のフロアーです。レッスン、練習等にご利用ください
福岡市早良区西新 3-2-13

092-846-4031

福祉サービス（データ入力、チラシ作成）

障がいの方に仕事や一般就労に向けた支援を行っています
福岡市早良区高取 2-16-24 CLIENT．B．L．D1 階

092-407-6981

居酒屋経営

あったか大将のアットホームな店。お子様連れ、お食事だけでも大歓迎
福岡市早良区原 3-12-13

092-821-6226

造園土木、外構エクステリア工事の施工

造園土木、外構エクステリア工事等の各工事設計施工します
福岡市早良区南庄 5-8-18 グランメール室見 302

092-832-1507

出張による鍼灸・マッサージ

慢性的な肩こり腰痛を根本解決。本格的な出張型マッサージ
福岡市早良区有田 5-14-20 −203

090-7293-1089

個人・中小企業様への財務分析をはじめ、事業計画の策定、資本の強化、銀行施策等

元銀行員による財務分析や事業計画策定支援を行っています
遠賀郡岡垣町海老津 1-10-17

080-4020-9606

味噌の製造・加工・販売

創業大正５年。現代の食のニーズに合わせた「味噌」を提供します
飯塚市口原 746

0948-92-1134

（同）カトレア
小杉法律事務所

（株）ジェネヒスト

原田ダンススクール

（株）未来サポートステーション
居酒屋ゆうの里
（有）ヒロセグリーン

遠賀郡 飯塚市

髙山順一郎治療院

PIRO ファイナンシャルアドバイザリー
蛭子屋（名）
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営業内容／事業所名

輸出（車、日用品）

自動車小売業

とび・内装業

（株）タケックス

チラシ HP 等 DTP・Web デザイン

（株）フルケン

行政書士

endo 電気

畳・襖の製造

（株）フクアツ
中央区

社会保険労務士事務所

バー

飲食店経営

やさいの小売、卸

セラピスト養成スクール

和菓子製造・販売

飲食店経営

味処 げん家
家福

Happy healing bali
料理 勝本

飲食店経営

串焼き わか

GoogleCloud．Googleworkspace
の請求代行サービス

内装業

インテリア 将

（株）G−gen

飲食店経営

クラシックギターの演奏

西区

博多区

太陽光発電システム・
蓄電池の販売・設置

飲食店経営

飲食店経営

居住支援法人・不動産事業

（株）天神経営

（株）幸吉総本店

エステサロン

（株）グリーンピース

経営コンサルティング

社会保険労務士事務所
アクシアライズ

クラシックギター すたじおG

やまといも

障害者居宅サービス、
地域生活支援、重度訪問介護

飲食店経営

与楽庵

RealMe（同）

グランドウエア（株）

マーケティングクラウドの提供並びに
ソリューションの企画、開発、販売

飲食を伴う接客業務

大工

飲食業屋台

蜜．柿添みか

（株）シャノン

長浜とん吉 本店

みやま工務店

司法書士業務

イベントアシスト
（MC、ウォーキング指導含）

飲食業（屋台）

飲食店

不動産売買業

運送業

木下信一司法書士事務所

自動車タイヤの卸及び販売

有料職業紹介・労働者派遣業

（株）ウイングキャリア

建築設計
（新築・リノベ・インスペクション）

防災調査・損害保険鑑定

セブン−イレブン
福岡拾六町 5 丁目店

クラッチ

アロマ雑貨販売

溶接工

飲食店

飲食

リサイクル着物販売

鮨おかだ
古都里

メデリット

不動産売買仲介

歯科技工士

不動産売買及び賃貸借の契約代行

屋台

長崎県

イベント総合管理

（株）GLC

ヒトトヒト（株）福岡支店
映像制作

（株）東洋放映

髙藤歯研
屋台 風来坊

日本トレーディング国際（同）
韓庵

宮本商事

ソフトウエア開発

美容室

トルコ家庭料理

居酒屋

（株）Kiwi

建設工事に伴う工事損害家屋調査

（株）たちろく

Kafe Toruko
省エネ、LED、医療機器の販売

医療・福祉

（株）アシナカ
エンタープライズ

住マイルグループ（株）
南区

食用廃油の回収、販売

山田商会
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Salon Bonjour！
魚処・居酒屋 べーやん
飲食店経営

腑腑

飲食店

くまのみ堂

鹿児島県

飲食店（バー）

飲食店

オーガニック食堂
おばちゃん（イートフーズ）

熊本県

飲食店

朝日産業（株）

早良区

化粧品販売業（貿易 輸出・輸入）

総合建設業

バー クルーラホーン

佐賀県

（株）TAT 企画

飲食店経営（バー）

小郡市

寿司製造販売（寿司店）

（株）平柳興業
城南区

建設業

とび、橋梁上部工、PC 工事

春日市

（株）アイズ

（株）KABUKI

電気工事業

（株）中島電気

電気機器設備販売

Moderns connect

焼鳥道

福津市

お茶の販売

不動産業

経営コンサル

正和工業（株）

グローカル九州（株）

RACES（株）

時計修理

花田青果

糟屋郡

企業様のための何でも屋さんです

（有）山栄緑化

コンビニエンスストア

（株）FIRST ESSENSE

（株）ナレッジ

造園・土木

（株）FLARE

青果小売

（株）レド

荒谷運送

中古車販売

いのうえきよし
行政書士オフィス

SOH 建設（株）

焼鳥 BAR GARAGE

（株）FRH

助成金の申請

建設工事業

ユニゾンライフ事務所

長浜とん吉 二代目

理央

（株）尾上タイヤ興産
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貿易業

（株）創世代

（株）梅の花サービス九州
天神店

PFF 研究所（株）

オフィス幸

（株）Hakata yamadaya

飲食業

健康食品、化粧品、飲料など
食品全般の商品開発及び貿易

不動産仲介営業

tetate

やさいのくろかわ

建設現場での鉄筋の圧接

小峰畳襖店

サラマンジェ モリモト

ピュア

電気設備工事一式

行政書士ウチダ事務所

飲食業

TOMA 企画

レイジア福岡

舗装工事

（株）アイデザイン

営業内容／事業所名

住宅機器の設置

生花及び花器、鉢ものの販売

（株）GJカンパニー

アースモータリング

（株）アイコン

ATRACK（株）

営業内容／事業所名

運輸業

勝運国際（株）

新聞販売店顧客管理
システムの開発・販売

動画編集スクール運営

南区

カシハマ

営業内容／事業所名
博多区

東区

清掃業

EV インフラ工事、電気・空調設備工事

（株）ナカシマテクノス
九州事業所
中古車輌・部品輸出

（株）南商会

コンピューターシステム開発

（株）Libera Form

独自の書体「筆文字」アートを用いたアート
作品の制作販売と各種広告デザイン企画作成

JIYU Design

自動車用部品販売・取付

ガレージライトハウス
ホテル業（シティーホテル）

長崎インターナショナル
ホテル（株）
柑橘類の生産・加工・販売

（株）山下果樹園

農水産物・食品の輸出、国内卸販売

（株）シングローバル

福岡商工会議所

FAX：092-411-1600
会員
限定

お問い合わせ

会員組織共済グループ行

TEL：092-441-1114

福利厚生サービス ベネフィット・ステーション
〈ゴールドコース〉

入会金 月額
880
円
無料 1名あたり

（税込）

人生のあらゆるシーンでご利用いただける、
詳細はこちら
会員制割引サービスです。

サービス数は140万件以上。
貴社の福利厚生の充実にお役立てください！

人材採用から定着のサポートに！
point

01

企業の
魅力アップ

従業員の満足度を上げ
社内活性化に繋がります
ご担当者様
必見！！

point

02

福利厚生制度が
手軽に導入可能

自社で制度を整える必要がなく、
業務負担軽減に繋がります

point

03

低コストで
充実メニュー

幅広いメニューで多様な
価値観やニーズに対応します

・大手企業並みの充実した福利厚生が導入可能
・月会費は、加入人数に関わらず

月880円（税込）/1名あたりで全額損金算入可能

ご利用いただけるサービス例

レジャー

宿泊

従業員とその家族みんなが会員価格でご利用いただけます

スポーツ

グルメ

育児・介護

テーマパーク等割引
全国約40,000のホテ 各種フィットネスクラブが 福岡市内の居酒屋、
レス 各種サービス利用時の
例：映画チケット５００円 ル・旅館が割引価格で 法人料金で利用可能
トラン、
カフェなど約300 補助
オフ
利用可能
店舗で割引

★資料請求シート 資料請求はこちらから！

※㈱ベネフィット・ワン担当より貴社担当者様へご連絡いたします。

会員番号

事業所名
所在地
部署・役職

氏名

TEL

FAX

ご質問ございましたら
ご記入ください
ご記入いただいた情報は、本件のご連絡のため、㈱ベネフィット・ワンに提供する他、当所からのご案内などに利用する場合があります。
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商工会議所からのお知らせ
イベント・セミナー 情 報
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。

メール受信登録はこちら！

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。

アフターコロナの経営変革セミナー

参加無料

申込・詳細は
こちら

アフターコロナに則した経営戦略や戦術を見つけ出し、
自社の発展を推進するためには、柔軟な発想が必要不可欠です。
そこで、
ビジネスモデルの変革、柔軟な働き方について考えるセミナーを開催します。ぜひ、
ご参加ください。
日 時

令和4年9月16日(金)13:00〜15:00

場

所

ホテルオークラ福岡 4階 平安の間（福岡市博多区下川端町3-2）

内

容

＜第1部＞アフターコロナの経営変革

経営者側と支援者側からみたコロナ禍の現状、DXを含めた
社内環境整備 など

＜第2部＞キャッシュレスで実現するバックオフィス＆フロントオフィスDX
講

師

＜第1部＞㈱BUSINESS SUPPORT WORLD
代表取締役会長 別府 美千代 氏
＜第2部＞アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
加盟店事業部部長 石田景士 氏

対

象

今後の経営戦略、販路開拓、
海外進出等、様々な改革に向
けたDXに興味がある経営者

定

員

100名

申し込み締切

令和4年9月14日(水) 17:00

お問い合わせ

経営支援グループ
TEL : 092-441-1146

女性の再就職応援セミナー 〜自分らしく働きたい！再就職に向けた第一歩を‼〜

参加無料

申込・詳細は
こちら

出産・育児期等に離職し、再就職を希望する女性を対象に、
「子育てと両立できるか」
「仕事についていけるか」
などの不安を
取り除き、再就職への一歩を後押しするため、
セミナーを開催します。
日 時

令和４年９月27日(火)、10月４日(火)、10月11日(火)、10月18日(火)
各回 10：00〜12：30

場

所

福岡商工会議所 会議室

内

容

9月27日：再就職に向けて準備
10月 4日：自分自身を理解
10月11日：ビジネスマナーのおさらい／企業の人事担当者の卓話
10月18日：応募書類作成

対

象

再就職を希望する女性

定

員

15名（先着順）

主

催

福岡商工会議所
マザーズハローワーク天神

お問い合わせ

福岡商工会議所
検定・企業研修グループ
TEL：092-441-2189

事業承継セミナー 〜ご家族やご親戚に事業を継いでほしいと考えている方へ〜
親族承継に向けた準備をされたい方はもちろん、
親族の方を後継者に考えているが本人に
伝えていない方、借入金が気になって事業承継に躊躇している方など様々な課題をお持ちの
経営者の皆様にご参加いただきたいセミナーです。
セミナー後には、
個別相談会を実施します。
日 時
開催形式
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令和４年9月28日
（水）、10月26日
（水）、11月16日
（水）
【セミナー】
各回14：00〜15：30 【個別相談会】
各回15：30〜
※内容は各回同じ

対面（当所会議室）
・オンラインのハイブリッド形式

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

師

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター サブマネージャー

内

容

①親族承継の準備・留意点 ②承継計画作成ミニワーク お問い合わせ 経営支援グループ
③施策及びセンターの紹介

廣門 和久 氏（中小企業診断士）
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申込・詳細は
こちら

セミナーに参加すると・・・

講

その他

参加無料

・士業等、支援者のみの参加はご遠慮ください
・具体的な税額計算や諸手続きは行えません
TEL：092-441-1146

商 工 会 議 所 か ら の お 知 らせ

デジタル化活用セミナー

参加無料

申込・詳細は
こちら

福岡県情報サービス産業協会（FISA）
と当所でデジタル化に課題を持つ事業者さまを対象に共同でセミナーを開催します。
本セミナーでは、DXへの取り組みの第一歩である業務変革の考え方と手法、商圏・販路拡大のためのネットショップ活
用についてご紹介します。分野が異なるため、途中からの参加も可能ですので、ぜひご参加ください。
日 時
開催形式
内

容

令和4年10月13日
（木）14：00〜16：40

対

象

・DXに取り組みたいが、何から手をつ
けていいかわからない方
・ネットショップ（EC）利用を検討されて
いる方

定

員

50名

オンライン
（Zoom）
1部 ＤＸの第一歩！業務効率化のポイント徹底解説
講師：㈱シティアスコム
2部

初心者歓迎！
基礎から学べるネットショップ開店セミナー
講師：㈱ヒューマンテクノシステム／
GMOペパボ㈱

申し込み締切

令和4年10月12日
（水）17：00

お問い合わせ

経営支援グループ
TEL：092-441-1146

工業部会主催 モノづくりビジネス交流会 来場者募集！

参加無料

モノづくり企業のビジネスチャンス創出を目的に、展示商談会を開催します！モノづくり企業との人脈形成、新規取
引先やビジネスパートナーの発掘、新規ビジネスの創出など、関心のある方は奮ってご来場ください。
日 時
場

所

内

容

令和４年10月6日(木)10：00〜17：00
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）

対

象

主

催

①ブース展示

主催3団体企業・モノづくり関連企業等がカタログ・
パンフレットを設置し、
自社のPRを行います。

②プレゼンテーションタイム

出展企業が自社紹介や商品・サービスのPR等、
1社10分以内でプレゼンテーションを行います。

申し込み
お問い合わせ

詳細は
こちら

申込は
こちら

当所HP

モノづくりフェア
2022HP

モノづくり企業に関心のある方
（業種、業態は問いません）
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
要事前来場登録

※事前のご登録がない場合は、有料となります。
モノづくりフェア2022ホームページからご登録をお願いします。

地域振興グループ TEL：092-441-1118

※出展企業等の詳細は当所ホームページをご確認ください。

福岡流通センターまつり出店者募集

申込・詳細は
こちら

当所では、販路拡大支援事業として、福岡流通センターまつりへの出店企業を募集しています。
日 時

令和4年11月20日
（日）8：00〜15：00

場

所

内

容

参加条件等の詳細やお申込み方法は
当所ホームページからご確認ください。

共

催

福岡商工会議所 繊維ファッション部会

お問い合わせ

福岡流通センター
（福岡市東区多の津1丁目）

産業振興グループ

TEL：092-441-1119

〜福岡流通センターまつりとは〜
東区多の津の卸センターで開催される
「一般消費者を対象とした売り出し」
イベントです。衣料品・雑貨・靴などがお値打ち価格で販売され、
毎年約1万人の大勢の方が来場されます。
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商 工 会 議 所 か ら の お 知 らせ

イノベーション支援事業

個別相談・動画配信のご案内

相談無料

詳細は
こちら

近年、企業を取り巻く環境は急速に変化しており、中小企業は新たな価値を生み出す
「イノベーション
（新規事業）」
の創出
が求められています。当所では、
ビジネス展開のヒントとなる動画の配信や、各事業フェーズに応じた個別支援を専門家などを
交えて実施しています。ぜひ、
ご活用ください！！
動画配信

個別相談

イノベーションに必要な考え方や取り組み方に関して、
講師9
名にそれぞれの専門分野の立場から説明していただいている
動画を公開しています。
ぜひ、
ご覧ください。
（以下、
一部例）

新規ビジネスでお悩みの方は、顧客ニーズの
把握から販売・サービス提供まで、ぜひご相
談ください。

動画視聴は
こちら▶

新規事業のアイ
デアはあるけど、
どう進めていい
かわからない

相談申込は
こちら▶

ビジネスモデ
ルの精度を上
げたい

と、
お悩みの方に…
お問い合わせ

産業振興グループ

TEL：092-441-1119

MAIL：fkkeizai@fukunet.or.jp

ワンストップ海外展開相談窓口のご案内

相談無料

ご相談は
こちら

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

福岡商工会議所

活用メリット

(公社)福岡貿易会

①利便性
複数の支援機関に個別に問い
合わせることなく、
１つの申し込
みで5支援機関に相談できます。

福岡アジアビジネスセンター
(独)日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター
(独)中小企業基盤整備機構九州本部
相談対象
お問い合わせ

九州に所在する海外展開を希望する事業者（法人・個人）
産業振興グループ
TEL：092-441-1119
MAIL：onestop@fukunet.or.jp

② 課題解決
現地情報や貿易手続き等、海外
展開で直面する課題について幅
広く相談ができます。

博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報
博多伝統芸能館
公演のご案内

博多区冷泉町2-20）
●定員＝20名（先着順）
●お問
い合わせ＝博多伝統芸能振興会（地域振興部内）
TEL：092-441-1118（当日080-2705-5462）
※お申し込み状況により開催中止となる場合があります。
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

博多の伝統芸能を身近に感じてみませんか？新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴い、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＝９月17日（土）13：00〜13：
50、10月6日（木）16：00〜16：50、10月22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
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●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 20
日（火）●場所＝福岡市民
会館※3歳未満入場不可

※掲載の価格は全て税込です。

サンリオ展
ニッポンのカワイイ文化60年史
●優待内容＝当日券（大人）
1,800 円 → 1,700 円 / 当
日券（中高生）1,000 円 →
9 0 0 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 ©2022 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. SP630001
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）●場所＝福岡
市博物館
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

前回公演より。撮影：上原タカシ

研 修 講 座・検 定 情 報
申込・詳細は
こちら

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。

10月前半講座のキーワード
多様性尊重

論理的思考法

プロジェクトマネジメント

コーチング

■10月前半講座スケジュール
10

5

（水）

若手中堅
女性リーダー・中堅社員のための

10

（木）

「ワークショップ型多様性尊重
リーダーシップ講座」

10：00〜17：00

梶本 由美

10

6

（木）

氏

EnergyWorks

代表

10

場

所

「ロジカルシンキング＆
問題解決力研修」

受講料

15,720 円

特商

福岡市共催講座

中山 直樹

㈱インフィニティア
代表取締役

氏

管理職
部下のやる気と自発的な行動を促す

18

「コーチングスキルアップ講座」

10：00〜17：00

松行 淳一郎

ベンチャーマネジメント 代表

福岡商工会議所会議室
会員

「課題解決型プロジェクトの
プランニングと
マネジメント入門講座」

（火）

10：00〜17：00

氏

管理職
【福岡市共催講座】

10：00〜17：00

若手中堅
【福岡市共催講座】

小林 英二

13

定

員

20,120 円

20 名
一般

23,050 円

氏

㈱カインドサポート
代表取締役

対面研修
の感染症
対策

4,720 円

会場収容人数
の半数以下

受付時に
検温実施

消毒液
設置

座席間隔を
あける

館内空調に
よる換気徹底

●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。

■追加講座（11月）
11

若手中堅
仕事に活きる財務分析

28

（月）

利益につながる主要な財務諸
表の簡単な見方について事例
を使ってご紹介します。

「数字を通して自身の業務や利益アップを考える」

10：00〜12：00

場

所

受講料

福岡商工会議所会議室
2,000 円

講

師

髙見 啓一 氏
岩崎 美友紀

氏

（一社）実学実践探求舎

顧問

（一社）実学実践探求舎

代表理事

【東京商工会議所主催】オンライン講座

申込・詳細は
こちら

臨場感のあるライブ配信講座でスキルアップしませんか。（Zoom使用）
※会員料金適用のためには、福岡商工会議所ホームページからの申し込みが必要です。

9

営業アシスタント、営業事務
売上向上に貢献できるアシスタント力を磨く

28

（水）

「営業アシスタント養成講座」

10：00〜16：30

会員

9

一般

「オンライン商談力向上講座」

10：00〜16：30

会員

会員
限定

19,800 円

一般

経営者、経営幹部、管理職
経済事象を数的に理解し、
将来を予測する

29

（木）

「経営幹部が身につけるべき数的知識講座」

10：00〜16：30

39,600 円

営業職、他者への提案力を高めたい方
オンライン商談成功のポイントを学ぶ

29

（木）

19,800 円

9

会員

10

4

（火）

19,800 円

一般

39,600 円

新任総務担当者、総務実務の基本を学びたい方
総務こそが改革の要

「総務担当者向け基礎実務講座」

10：00〜16：30

39,600 円

会員

19,800 円

一般

39,600 円
申込・詳細は
こちら

福商出前講座

企業のニーズに合わせ、社内研修の講師を派遣
します。
「 こんな課題を解決したい」というご相
談から承ります。
お問い合せ／検定・企業研修グループ

過去開催
テーマ

・接遇マナー研修
・管理職育成研修
・営業力強化研修

TEL：092-441-2189
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研 修 講 座・検 定 情 報

各種
検定情報は
こちら

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。

メンタルヘルス・マネジメント®検定試験

Pick
up

チームで守るココロの健康 活力あふれる職場をめざして

詳細は
こちら

働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での役割に応
じて必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法の習得を目指す検定試験です。

第一次予防
（疾病の未然防止と健康増進）
に重点

Ⅰ種（マスターコース） 社内のメンタルヘルス対策の推進 人事労務管理スタッフ向け
Ⅱ種（ラインケアコース）部門内、上司としての部下のメンタルヘルス対策の推進 管理職向け
Ⅲ種（セルフケアコース）組織における従業員自らのメンタルヘルス対策の推進 一般社員向け

コース
内容

学習内容の特徴

ラインによるケア、
組織全体による
ケアを促進

第33回メンタルヘルス・マネジメント®検定
試験日

受験料

令和４年11月６日
（日）

申込期間

Ⅰ種 11,550円
Ⅱ種 7,480円
Ⅲ種 5,280円

【団体受付】
８月29日
（月）
〜９月９日
（金）
【一般受付】
９月16日
（金）
〜９月29日
（木）

産業保健だけでなく、
人事労務管理の
観点も重視

※コンビニ店頭決済の場合は９月25日（日）まで

関連
講座

合格のための重要ポイントチェック！

申込・詳細は
こちら

メンタルヘルス・マネジメント®検定試験 Ⅱ種
（ラインケアコース）
対策講座

日 時

令和４年10月22日
（土）
10：00〜17：00
オンライン
（Zoom使用）

申込締切

受講料

10,480円
（税込・資料代込）

講座内容

定

先着30名

開催形式

員

講

師

10月７日
（金）
㈱日本マンパワー マネジメントコンサルタント
黒木陽子氏
①Ⅱ種ラインケアコースの重要ポイント
（重要ポイントの総括と対策）
②直前対策
（演習問題による実力養成）

●東商検定
（ネット試験 CBT・IBT）
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

福祉住環境
コーディネーター
申込期間が始まります！

BATIC
（国際会計検定）

受験料(税込)

詳細はこちら

2級：7,700円
3級：5,500円
9/12(月)
〜9/22(木)

9/27(火)
〜10/3(月)

10/5(水)
〜10/17(月)
18:00まで

11/11(金)
〜11/28(月)

環境社会
（eco検定）

5,500円

5,500円

●日商試験
（紙媒体による一斉試験 PBT）
検定試験名

級

試験日

受付期間

受験料(税込)

第162回
日商簿記

１〜３級

11/20(日)

書店・商工会窓口：10/5(水)〜10/9(日)
インターネット：10/5(水)〜10/11(火)

１級：7,850円
２級：4,720円
３級：2,850円

第226回
日商珠算
（そろばん）

１〜６級

10/23(日)

9/14(水)〜9/16(金)

詳細はこちら

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

●日商検定
（受験日を選べるネット試験 CBT）
検定名

級

申込方法

随時受付中！

日商簿記
（ネット試験）

2・3級

申込専用ページから
お申し込みください。

リテールマーケティング
（販売士）

1〜3級

申込専用ページから
お申し込みください。

試験会場

全国各地の
テストセンターで
ご受験いただけます。

お問い合わせ / 検定・企業研修グループ
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TEL：092-441-2189

受験料（税込）

2級 ： 4,720円
3級 ： 2,850円
簿記初級：2,200円
原価計算初級：2,200円
1級 ： 7,850円
2級 ： 5,770円
3級 ： 4,200円

研 修 講 座・検 定 情 報

申込・詳細は
こちら

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。 お問い合わせ / 検定・企業研修グループ TEL：092-441-2189

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。
標準
受講料
受講期間 （税・教材費込）

コース
1級標準

1年

111,000 円

1級速修

半年

92,000 円

注 目!

２級直前最終チェック講座

仕事をする上で簿記の知
識はどのように活かせるので
しょうか？
下記講座では、知識を活用し、
業務の質を向上させていくた
めの考え方をご紹介します。
企業内で資格取得を支援する
立場の方も、これから簿記を
学んでみたいとお考えの方
も、ぜひご参加ください。

合格までのあと一歩を後押しす
る講座です。
■日程：10月22日・10月29日・
11月5日
（土）
の3日間
■時間：12：00〜17：00
（各日）
■会場：資格スクール大栄博多校
■受講料：12,000円
（税・教材費込）
■申込締切：10月13日
（木）

申込期間
〜10月上旬

2級標準 ４〜５か月

36,000 円 〜9月22日
（木）

2級速修

3か月

29,000 円

3級標準

４か月

9,000 円 〜10月14日
（金）

3級速修

2か月

8,000 円

実務研修講座 （p19参照）

毎月

「数字を通して自身の業務や
利益アップを考える」

簿記検定

日商簿記検定試験については
こちらから

毎月

11/28
（月）10：00〜12：00

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）

詳細は
こちら

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。

対象講座
講 座 名

所要
時間

パ ソ コ ン 入 門

4時間

会員
一般

ワ

礎

6時間

エ ク セ ル 基 礎
ワ ー ド 基 礎 Ⅱ

ー

ド

基

講 座 名

所要
時間

6,000円
8,000円

エ ク セ ル 基 礎 Ⅱ

6時間

会員
一般

8,000円
10,000円

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

6時間

会員
一般

10,000円
12,000円

ア ク セ ス 基 礎

6時間

会員
一般

10,000円
12,000円

6時間

会員
一般

8,000円
10,000円

インターネット入門

6時間

会員
一般

8,000円
10,000円

受 講 料

受 講 料

一 括 申し込み割引
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）

通常受講料
会 員
一

般

26,000円
32,000円

割引受講料

22,000円
28,000円

【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。

博多校

福岡市博多区博多駅前2-9-28 会議所ビル9階

０９２-４１８-１２５５

姪浜校

福岡市西区姪の浜4-14-25 華香ビル3階

０９２-８３４-４２１１
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税務Q&A
従業員の在宅勤務に係る
費用負担について
九州北部税理士会

福岡支部

調査研究委員会

祝部 修子

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

Q

新型コロナウイルスの影響により在宅勤

が負担した１ヶ月の基本使用料や通信料等（電気料金の場
合は、自宅床面積の内、業務のために使用した部屋の床面

務制度を導入しました。
この制度に伴う在宅勤務者の電気代、通

積での按分計算が必要）

その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数
該当月の日数

信費等の負担を手当として支給することを検討していま
す。このような支給をすることで課税関係に何らかの影響

1
（※）
2

1

（※）2 は、以下の仮定により算出しています
①１日：24 時間

はあるのでしょうか。

②平均睡眠時間：８時間（
「平成 28 年社会生活基本調査」

A

在宅勤務に必要な経費として精算する方

（総務省統計局）で示されている７時間 40 分を切上げ）

法であれば、従業員の課税関係に影響はあ

③法定労働時間：８時間

りません。

④１日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の

新型コロナが蔓延する以前、会社勤めといえば自らが会

割合： ③ （①−②）＝

社に出向き勤務することが一般的でした。従業員の通勤
に係る必要な交通費として支給される通勤手当が非課税
（交通機関を利用の場合、１ヶ月150,000 円の上限あり）
とされているのは皆様にも馴染み深いことだと思います。
しかし、新型コロナをきっかけに会社に出向いての勤務
スタイルから在宅での勤務スタイルという新しい働き方へ
の移行が広がり、ご質問にあるような在宅勤務に係る費
用負担の課税関係に対する疑問が増えています。
一般的に支給される通勤費が非課税とされるように、

=

1
2

〈ネット通信料の具体的な計算例〉
９月に15日間在宅勤務をした従業員が 9月分として支
払った自宅のネット通信料が 8,500 円の場合
8,500 円

15日（在宅勤務日数）

1

30 日（9月の日数）

2

＝2,125 円 →非課税となるネット
通信費の実費相当額

従業員の事を考えるとできるだけ給与課税されないよう
な方法を検討される事業者も多いでしょう。それでも、給
与課税されない実費相当額で精算する方法が煩雑になる

在宅勤務に係る費用も基本的に非課税となります。ただ

ことから、渡切りで在宅勤務手当等を支給される場合は、

し、通信費のようにプライベートでの使用と在宅勤務での

適正に源泉徴収を行ってください。

使用が混在するような場合は、在宅勤務に係る実費相当

給与課税される場合、所得税・住民税の負担者は従業

額を算式により算出した金額であれば非課税となります。

員本人ですが、課税される給与に対して源泉所得税を徴収

在宅勤務に係る費用負担等の課税関係は、下表のとお

し納付する義務は事業者側にあります。適正な処理をし

りです。

なければ、後の税務調査等で指摘された際、従業員本人

支給項目

給与課税なし

給与課税あり

在宅勤務手当

費用の実費相当額を
精算する場合【注】

毎月2,000 円など
渡切りで支払う場合

会社所有の事務用品等

貸与する場合

従業員に所有権を
移転する場合

【注】ネット通信料等の実費相当額を計算する算式
業務のために使用した基本使用料や通信料等＝従業員
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8 時間
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ではなく、まず事業者側に納税を迫られます。
税制改正などの理由から、税務上の取扱いは変わる可
能性があります。後に「こんなはずではなかった…」と嘆く
ことがないように、最新の情報収集、疑問点等は税理士
や専門家にご相談ください。

危機管理
情報室

暴力団離脱・就労支援について

福岡県警察や公益財団法人福岡県暴力追放運動推進センター（以下「暴追センター」
）では、
「暴力団壊滅」に向け、暴力団離
脱者の社会復帰対策に取り組んでいます。
この社会復帰対策を実現させるためには、暴力団離脱者が働く就労先が必要です。
暴力団離脱者を雇用していただいた場合、
「雇用給付金制度」や「身元保証制度」が整備されていますので、暴力団を離脱し
た方の就労支援に御協力いただける事業者の方がいましたら御連絡ください。安心して暮らせる安全な福岡県に向けて御協力
をお願いします。

｢暴力団員立入禁止標章制度｣の施行から１
０年が経過したことを契機に現役警察官出演
の広報動画｢福岡県に暴力団はいらない!｣を制
作しました。
二次元コードからぜひご視聴ください。

お問い合わせ先

福岡県警察本部 組織犯罪対策課

TEL 092-641-4141

HP：https://www.police.pref.fukuoka.jp/index.html

福岡商工会議所 NEWS ︱ 2022 SEPTEMBER

23

中 小 企 業 の

セキュリティ対策

テレワークのセキュリティ実態を調査
ルール整備や確認作業が不十分

原因でセキュリティインシデントが発生するなどの恐れが

テレワークは新型コロナウイルスの感染拡大防止のた

ある。21 年度調査では、さらに確認方法について質問

めに、多くの企業が導入し、新しい勤務形態として定

をした。その結果、確認していると回答した組織の６割

着しつつある。独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰ

以上がセルフチェックを行っていた。

Ａ）は、急速なＩＣＴ環境の変化がセキュリティ対策な

■委託元ではテレワークを考慮した業務委託契約が

どにどのような影響を与えているかを２０２０年度に調
査（20 年度調査）したが、その後の１年間の変化を確

進んでいない

業務委託契約における情報セキュリティ上の要求事項

認するため、
「企業・組織におけるテレワークのセキュリ

の取り決めについて、委託元は取り決めた割合が 10.２

ティ実態調査」
（21 年度調査）を実施し、６月に報告書

〜21.２％であるのに対し、委託先（ＩＴベンダ）は41.７

を公開した。その結果、事業継続を優先するために、

〜57.８％と大きな差がある（図参照）。21年度調査では

セキュリティ対策が緩和されたり、ルール整備や確認

委託先のテレワークの導入率は 97％と非常に高く、実

作業が不十分なままになっており、ガバナンスの低下が

施割合は全社員の 50〜80％未満、実施頻度は週３〜４

懸念される状況が確認された。調査結果のポイントは

回が最も多い回答であった。

次のとおり。
■コロナ禍でのセキュリティ対策の特例や例外が
増加・長期化

機密情報を含む会社支給ＰＣの持ち出しについて、

このように委託先ではテレワークで業務を行う可能性
が高く、再委託先に対してもテレワーク時のセキュリティ
対策について意識されている。委託元も業務委託する
際は、テレワークで実施されてもよい業務なのか、情報

特 例や例外で一時的に認めた組 織は 33.５％であり、

の安全は確保されるのかといったことを確認・検討し、

20 年度調査（26.９％）よりも増えている。電子記憶媒

取り決めをすることが大切である。

体による機密情報の持ち出しについても同様に増えてい
る。コロナ禍の制限された環境下において事業を継続
するため、特例や例外により条件の緩和や手続きを簡
略にすることはやむを得ない状況であったかもしれない。

本調査報告書についてはＩＰＡのウェブサイトに掲載し
ている。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）

しかし、特 例や例外でセキュリティ対策は脆弱（ぜい
じゃく）になるため、その状態が常態化してしまうこと
は、リスクを増大させることになる。利用禁止に戻す、
あるいは別の対策の追加やルール化して利用を許可する
などの対策の実施が必要である。
■３割以上の組織がテレワークに関する社内規定・
規則・手順の順守状態の確認を実施していない

テレワークに関する社内規定・規則・手順の順守状
態の確認について、順守状況を確認している組織は 64.
５％であり、20 年度調査（45.４％）よりも改善してい
る。しかし、３割以上の組織が「確認していない」と回
答している。規定や手順が取り決められていても、順守
状況を確認できていないことにより、内部不正の機会
の増加や、気付かないうちに規定に違反していることが
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「2021年度調査」はこちら

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

㈱チューズモンスター
代表取締役社長

赤野 純平

［ 設立 ］
2019年8月
［ 住所］
福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next
［ URL］
https://choose-monster.com/
［ 連絡先］
info@choose-monster.com

LINEを活用したセルフオーダーシステムで飲食店の業務改善を
起業のきっかけ

弊社代表の赤野が飲食店で働いていた際に感じた、
「注文を取る手間や会計作業によって、十
分な接客ができていない」という課題を解決したいと思ったことが起業のきっかけです。
特に昨今では、人手不足などにより飲食店を取り巻く環境がより一層厳しさを増す中、飲食店
が生き残るためには、人でなくてもできる業務をＩＴに置き換えるなど、生産性を向上させてより
質の高いサービスを提供していくことが重要だと考えています。
そこで、その一助となるのが、弊社が開発したLINEを活用したセルフオーダーシステム「いつで
も注文くん」です。

「いつでも注文くん」イメージ
お店に合わせて選べる３プラン！
月額9,800円（税別）〜

サービスの内容・特徴

お客様自身のLINEアプリを活用した様々なシステムをご提供します
LINEのミニアプリを活用し、テーブルオーダーシステムや、テイクアウト・デリバリーの事前注
文・決済システム、
通販システム、
順番待ちシステム等、
飲食店における業務効率化を実現する様々
なシステムを開発・提供しています。
ご来店されるお客様が日頃使用しているLINEアプリから上記ツールを利用できるため、
新たに
お店独自のアプリをダウンロードしたり登録したりする手間が不要です。
また、お客様にお店のLINEに友だち登録していただくため、お客様とお店のスタッフがメッセー
ジのやりとりができることはもちろん、蓄積された顧客データをもとにした情報発信など、お客様
との関係構築にも役立ちます。
さらに
「昨今では」
、
新型コロナ対策として非接触のサービスが求められる点からも注目されています。
イチからお店独自のアプリを開発するよりも手間がかからないため、
初期費用をほとんどかける
ことなく導入いただけます。

コロナ禍で急増した
テイクアウト・デリバリーに対応した
オーダーシステム「どこでも注文くん」

導入事例

お客様のLINEから注文できるテーブルオーダーシステム「いつでも注文くん」は、糸島市の牡蠣
小屋15店舗でご活用いただいています。
非接触によるコロナ感染防止対策、レジ打ち等のスタッフ教育に掛かるコスト削減に効果を実
感いただいています。さらに、LINEの友だち登録で蓄積した顧客情報をもとに、クーポンや開店
状況を発信するなど、リピーター率の向上につながっています。まさに一石三鳥でお喜びいただい
ています。
このように、これまで合計約300店舗の飲食店様に導入いただき、活用いただいています。

導入いただいた糸島市の牡蠣小屋
業務効率化だけでなく、
スタッフ教育も簡素化されたと好評です！

今後の展望

単純作業や日々のルーティン作業などをデジタル化により業務効率化し、その空いた時間を、人と人とのふれあいでしか生むことのできない
“おもてなしの時間”に使っていただける環境を提供することが私たちの使命だと思っています。
人手不足や業務軽減、集客やリピーター獲得など、店舗経営におけるお悩みを一つでも抱えている企業様は、ぜひ弊社までご相談ください。
お問い合わせ

経営支援グループ TEL：092-441-1146
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多様な働き方の実現で雇用確保にもつながる！
働き方改革に挑む企業はなぜGoogle Workspaceを選ぶのか？
2016 年以降、政府が掲げた「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組みの1つとして、“働き方改革” が推進されて
きました。そのため、企業では業務効率化として、スケジュール管理やファイル共有などの機能が一括にまとめられ
た「グループウエア」やインターネットを経由してクラウド上にあるソフトウエアを利用するサービス「SaaS ※」が導入さ
れるようになりました。 ※Software as a Service
しかし、コロナ禍により外出が制限されたことで、多くの企業でリモートワークが余儀なくされました。リモート
ワークの導入は、オフィスへの出社を前提とする従来の働き方を見直す機運を高めた一方で、セキュリティ対策に係る
システム管理者への負担増加や利便性向上のための各ツールの機能連携など、新たな課題を浮き彫りにし、抜本的な
働き方改革を実現するためのデジタル化が求められるようになりました。
今回は、その解決策の1つとして、当所会員優待ツール「Google Workspace」を提供する㈱ G-genでのフルリ
モートワーク勤務の事例をもとに、
「働き方改革を実現するグループウエア」についてご紹介します。

Google Workspaceとは

〜Google の利便なツールが
１つに統合されたグループウエア〜

Google Workspace の特徴
①どこからでも制約なく安全に、多様な働き方を実現
「Google Workspace」は、インターネット環境があ
れば、端末（パソコンやスマートフォンなど）やブラウ

「Google」というと、皆さん何を思い浮かべますか？

ザ（Chrome や Edge、Safari など）の種類を問わず利

「ググる」という言葉に代表される検索エンジンの

用することができます。また、データは Google のイン

G o o g l e 検 索をはじめ 、 G m a i l や G o o g l e M a p 、

ターネット上（クラウド）で管理されるため、利用者の

YouTube など、Google の便利なツールは日常のいた

端末に残る心配がありません。場所を選ばず、セキュ

るところに浸透しています。

リティ面 で も安 全 な 作 業 環 境 を 提 供 で きる の が 、

「Google Workspace」は、そんな Google の便利な

「Google Workspace」の特徴です。

ツールや機能が１つにまとめられた法人向けのグループ

そして 、 ㈱ G  g e nでは 、 社 員の P C 端 末として

ウエアのことです。導入により、社内外でのスムーズな

G o o g l e が 開 発 し たソ フト ウ エ ア を 搭 載 す る

情報共有や管理、円滑なコミュニケーションを促し、

「Chromebook」を導入しました。その結果、VPN 接

生産性向上が期待できます。

続 ※での安 全な社内ネットワークの 構 築 や 物 理 的な
ファイルサーバーのない環境での作業が可能となり、

Google Workspace サービス一覧
Gmail（メール）

カレンダー
（予定の管理・共有）

ドライブ（ファイル共有）

Google Meet
（オンライン会議）

ドキュメント（文書作成）
スライド
（プレゼンテーション作成ツール）
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スプレッドシート（表計算）
Google Chat
（社内外のコミュニケーション）

北は北海道、南は熊本までの従業員全員のフルリモー
ト勤務を実現しました。フルリモート勤務の実現は、
全国から優秀な人材を確保できるという企業側のメ
リットだけでなく、居住地の制限がない多様なライフ
スタイルを可能にし、従業員側にとっても大きなメリッ
トになります。中小企業でも働き方改革が推進されて
いる昨今、このようなツールの導入がその一助につな
がります。
※「VPN 接続（Virtual Private Network 接続）」：インターネット上に暗号化された安全
なルートを設けて重要情報を通信する接続方法

当所は、会員企業の皆様の業務効率化や生産性向上など、

デジタルツールの
会員優待サービス
一覧はこちら

デジタル化に関する取り組みを応援します！

②メンバー同士の連携がよりスムーズに

導入した企業の声

「Google Workspace」は、メールやスケジュール、

福岡県内の企業：サービス業（飲食・宿泊業）、
従業員数 20 名

ビデオ会議など複数のビジネスアプリケーションが相
互に連携されています。そのため、１つの作業でメン
バーとの連携が可能です。

セキュリティの権限が簡単に細かく設定できるので、社外の方
とのデータのやりとりを安心してできるようになった。

例えば、文書を一人ひとりにメールやチャットで共有
するのではなく、
「Googleドライブ」に共有・保管してお

社内の連 絡手段がメールやチャットなど多岐にわたり、スケ
ジュール管理が煩雑であったが、導入後はアプリ同士の連携が
スムーズで、作業効率が格段にあがった。

くことで、複数人がインターネット上でリアルタイムに同
時編集することができます。また、Web 会議（Google
Meet）を行う場合も、一人ひとりに個別連絡をしなくて
も、
「Googleカレンダー」上で参加者のスケジュールに会

スマホアプリも充実しており、どこからでもアカウントにアクセ
スできるので、PC を持ち歩いていなくても作業できるように
なった。

議詳細を入力すれば、招待メッセージが送信されます。
さらに、連携機能を活かした特徴として、
「Google
Workspace」のアプリケーション全体の中から、データ
を検索する機能があります。これにより、手軽に必要な
情報にアクセスでき、業務負荷を大幅に軽減できます。
Web 会議（Google Meet）をする場合

日時
参加者
● 内容
●

今回は、
「Google Workspace」を例に、働き方

ミーティング
案内

Google
カレンダー

改革を実現するグループウェアについてご紹介しま
した。当所では、他にも企業のデジタル化に役立

●

会議主催者

登録

つ様々なツールを会員優待サービスとして提供して

一斉通知

います。デジタル化についてお悩みがございました

会議参加者

ら、気軽に当所までご相談ください。

Google Workspace の導入メリット
「Google Workspace」は、次のような理由から、

会員優待サービス

企業規模や業種問わず導入が進められています。
●

グループウェア

協力会社や取引先とも連携・共有できるため、ビジ

㈱G-gen

提供企業：

ネスのスピードが圧倒的にあがる
●

G-genはGoogle Cloudのプレミアパートナーです。企業の
DX推進を伴走支援いたします。

シンプルでアプリ同士の機能連携を意識した画面構

優待サービス

成やデザインで使いやすい
●

DX 推進のアピールやイメージづくりにつながる

●

導入時に難しいセットアップが必要なく、システム管

Google Cloudおよび
Google Workspaceの

月額料金

詳細はこちら

5%OFF

理者の負荷が少ない

セミナー案内
㈱ G-genでの取り組みをはじめ、
「Google Workspace」の活用方法や企業事例などをより詳しくご紹介するセミナー
を開催します。ぜひご参加ください！
テーマ
内

容

「Google Workspace」で
踏み出す働き方改革
・コラボレーションツールとして
「Google Workspace」を選択する理由
・
「Google Workspace」の活用方法

日 時
開催形式
講

師

令和４年10月７日（金）
14：00〜15：00
オンライン
株式会社G-gen

定

員

申込方法

50名
当所ホームページから

遠目塚 美優希氏、渡邉 宣之氏

お問い合わせ / 経営支援グループ TEL：092-441-1146
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会員企業のPR掲示板

ホットニュース

掲載
無料

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。

通信販売に関する様々な
ご相談を受付けています

チーム通販制作！
（運営会社 ㈱シーノ・オフィス）

「チーム通販制作！」は通信販売に詳しいクリエーター
コンサルタントとチームを組んでお悩みを解決！
WEB での「通信販売」や紙面広告 CRM

通販 CRM、SNS 関連、広告（チラシ・

定期顧客離脱防止など様々な思考のツール

新聞、雑誌広告）、メディア、テレビ番組、

が必要な時代。
「チーム通販制作！」では企業

ラジオ原稿、商品開発、コンサルティング等、

や個人事業主、広告代理店様、媒体企業な

お気軽にご相談ください。

BOOK LOVE

人生で最高の
読書体験を味わえます。

▼

読書のオンラインスクール

福岡市中央区大名 2-1-20 ARKビル602
TEL：092-986-0922
FAX：092-985-1257
http://cno-ofﬁce.com
E-mail：info@cno-ofﬁce.com
営業内容
クリエイティブ事業
通販クリエイティブ制作事業
活躍女性応援事業
文化・芸術振興事業

どより多くのご相談を受付けてます。

と言った顧客に向けての紙面DM。

ご相談お申込み

▼

チーム通販制作！

▼

チーム通販制作！（運営会社 ㈱シーノ・オフィス）

週一冊の読書習慣から始める
年収２倍アップへの道
読書のオンラインスクール
BOOK LOVE

読書を習慣化し、本で得た知識のアウトプット力と
実践力が身に付く読書のオンラインスクールです

福岡県福岡市博多区博多駅前
２丁目１１ 福岡朝日ビル１階
TEL：050-3561-0092
https://booklove.jp
E-mail：info@booklove.jp
営業内容
２ヶ月間のレッスンで、オンラインなので
どこからでも受講でき、週に一冊の読書
習慣が身に付きます。

BOOK LOVE は、こんな方にオススメです。
・一人だけだと、読書がなかなか続けられない方
・沢山ある積読の本を、一気に読み終えたい方
・読書コミュニティに参加して、読書仲間を増やしたい方
興味のある方は、ホームページより、オンライン事前説明会に申込ください。

由布院・武雄温泉

万葉の湯

博多駅・福岡空港から
車で約５分

▼

博多

福岡市で「大分・由布院温泉」と「佐賀・武雄温泉」
が楽しめる!!日帰り・宿泊OKな総合温浴施設
24 時間営業 ！ 岩盤浴・サウナ・エステ・お食事・
カラオケ・漫画読み放題など、一日お楽しみいただけます
博多駅・福岡空港より車で共に約５分
の場所に位置する万葉の湯。
九州の二大名湯
賀

大分

由布院

り〜宿泊まで１日楽しめる施設です。
佐

武雄温泉が博多で楽しめる！！
温泉・サウナ・お食事・エステ・岩
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盤浴・シアター・カラオケ・宿泊と日帰

博多 由布院・武雄温泉
万葉の湯
福岡市博多区豊 2-3-66
TEL：092-452-4126
FAX：092-452-2641
https://www.manyo.co.jp/hakata/
営業内容
日帰り温泉
各種宴会
宿泊

掲載無

料

掲載企業
大募集 !!

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/

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

Home

Kitchen 一般社団法人

社会福祉支援協会

規格外商品の特売あり！
(10 時〜19 時 )

▼

My

冷凍自動販売機店舗
「食品工場直売所
My Home Kitchen」
「家で食べる食材をもう少し健康に、少しおしゃれに」をコンセプトに、
おいしく手軽な冷凍食品を、非接触で安心して購入することができます
販売している冷凍食品は、グループ内

や、直売所ということで他社よりも安い

の「那珂川キッチン」と「福岡丸福水産」

価格で販売となる「独自性」も実現可能

で製造しています。国産・無添加の惣

となり、今までに見たことのないほどの

菜工場と水産加工工場を運営している

レパートリー豊富（200 種類以上）な冷

当社の強みを生かしたオリジナル商品

凍食品専門店です。

福岡県糟屋郡宇美町光正寺 1-3-48
TEL：092-692-2625
FAX：092-692-2626
https://b-continue.co.jp/
営業内容
おいしく手軽な冷凍食品を、12 機の冷
凍自動販売機で24 時間提供しています

密の無い落ち着いた
雰囲気の待合室

▼

一般財団法人医療情報健康財団＜健康財団 内視鏡健診クリニック＞

My Home Kitchen
一般社団法人 社会福祉支援協会

人間ドック受診のご案内です
さらに受診者の方には、素敵な特典が!!
一般財団法人医療情報健康財団
健康財団 内視鏡健診クリニック

皆さまの生活と健康を維持するため、是非この機会に
ご検討いただければと思います。
健康財団 内視鏡健診クリニックでは、

福岡市博多区店屋町 3-20
TEL：092-272-2398
FAX：092-272-2396
https://www.kenko-zaidan.or.jp/
営業内容
地域・職域・学校等における健康診断
事業
「快適な職場環境と健康づくり」を目指し
てます

て頂きます。

最新設備が導入された快適な空間で人間

詳細は HP、下記 QRコード、又は本

ドックを受診いただく事が出来ます。さ

誌同封の「福商ビジネス情報便」内チラ

らに、受診された方には提携店でご利用

シをご覧ください。

可能な食事券やサプリメントを進呈させ

掲載無

料

会員企業の PR 掲示板

ホットニュース

掲 載 企 業 大募 集 !!

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!!

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
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会議所 の 上手 な 活用法
今回は

貸会議室

の活用事例をご紹介します

当所では、8 名〜最大 300 名まで収容可能な会
議室を全19 室提供しており、年間 2500 件を超え
る会議や講習会の開催を承っています。また、当所
の会員企業の皆様には、基本室料の 45% 割引や優
先的な予約受付（１年前の同月月初から）などを行っ
ています。
301 会議室
全室にインターネット有線接続（IPv6 回線）の設
備を設けており、オンライン会議にも適しています。さらに、コロナ対策の一つ
として空調機器を通じて外気を取り入れた換気を全室で行っているため、会議・
試験・研修会・展示会・交流会など、安心してご活用ください！
ご利用いただいた企業様の声
●商工会議所の貸会議室をどのように使われていますか？

「九州賢人会議所」は、高齢者の社会参画や社会貢献などを目的に、メンバー

同士の学びの場づくりや交流の場づくりを行っています。メンバーの勉強会や交
流会はもちろん、会の運営方針を決める理事会や総会など、様々な会合を商工
会議所の会議室で開催しています。
●商工会議所の貸会議室を利用されて、いかがですか？
魅力的なメリットが３つあります。

一般社団法人九州賢人会議所

福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28
TEL 092-451-8610
HP：https://www.kenjinkaigisho.com/

まず1つ目は、
「価格」
。商工会議所の会員割引料金があるため、特に中・大規模
な会議室（20名以上収容）は、福岡都心部にある他の会議室よりも安価です。
2 つ目は、
「立地」。JR 博多駅や地下鉄の祇園駅から徒歩圏内で、会議の参加

者にとってもアクセスがしやすい場所にあることです。
そして 3 つ目は、
「会議のレイアウトなど相談に乗ってもらえる」こと。ホームページで、予約方法や会
場仕様の基本形を確認できますが、分からないことは、多くの会議の設営に慣れている商工会議所の職
員さんが相談にのってくれます。大切な会議を前に悩むこともありますが、様々なサポートをいただき、
安心して開催できます。
●オンラインでの参加者と対面式の参加者が両方集う「ハイブリット型の会議」を開催されていますが、
いかがですか？

コロナ禍で対面式での会議が難しくなり、一度はオンライン出席を取り入れた会議も試みました。しか

し、場の雰囲気が伝わりにくく、参加者同士の交流を行うことができませんでした。人と人との交流は
「場」の空気が大切です。そこで、最近は状況が許す限り直接来訪いただく「対面式」で開催しています。
一方で、出席できない方向けの WEB 配信や福岡への来訪が難しい講師の講演ライブ配信などは、オ
ンラインと対面式の良いところを活かして開催しています。
当所ホームページでは、会議室の空き状況を確認できるほか、各会議室をオンライ
ンで見学できる「室内 360 ビュー」を公開しています。皆様の会議をより円滑に開催
できるよう、お手伝いします。
お問い合わせやお申し込みは、当所ホームページや電話で承っています。ぜひ、ご
活用ください。詳細は、ホームページをご覧ください。
貸会議室に関するお問い合わせ／ビル管理グループ TEL 092-441-1116
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詳細はこちら

気になる

の
今月

よかもん
会議所NEWSの編集担当が
街で見つけた“よかもん”をご紹介

山笠の舁き手が“背中で語る”付箋？！
博多の文化や伝統工芸を楽しく身につけ
られるグッズを制作するデザイナーさんが
いると聞いて伺ったのは、中央区薬院の「カ
ケハシデザイン」さん
アトリエに入ると、
デザイナーの呉さ

そして、次に発見したのは、博多織

んの作品がズラリ！たくさんの作品の

（献上博多織）がワンポイントのトート

中から、
まず発見したのは、
博多祇園山

バックです 実は、
博多織は、
「親が子

笠の舁き手をモチーフにした「お祭付

を守る」という親子縞や「子が親を慕

箋」
です “背中で語る”というキャッチ

う」
という孝行縞など、
柄の一つひとつ

コピーの通り、
キリッとした表情を浮か

に意味が込められている縁起物なんで

べる舁き手の法被姿は、今年3年ぶり

す！敷居高く感じてしまう伝統工芸品

に開催された熱気を再び感じさせてく

も、ワンポイントのおしゃれとして身に

れます

つけることで、
歴史を知るきっかけにな

博多祇園山笠振興会の公認

商品でもあるこの付箋は、
「コロナ禍で

りそうです

開催が難しい状況でも山笠を身近に感
じ続けてほしい」
という呉さんの想いか

博多祇園山笠の「お祭付箋」は

ら発案されたものなんだそう！その他

福岡市役所1階、Tシャツ各種は

にも、
「 コミュニケーションの機会が

ベイサイドプレイス博多などのお

減ったコロナ禍での話題づくりをして、

土産店で購入可能です！さらに、

お土産業界を盛り上げたい」とデザイ

オンラインショップでは、今回ご

ンされたのが、
「３D−NIWAKA」
Tシャ

紹介できなかった商品も販売さ

ツ

れています

3Dメガネ付きで販売されているこ

ともあり、
若い世代も伝統芸能の
「博多
仁和加

」を楽しみながら身近に感じ

られるアイデアでした

県外の方へのお土産だけでな
く、家族やご友人とのお揃いアイ
テムとしてご活用してみてはいか
がでしょうか？

「HAIKARA（ハイカラ）」は、カケハシデザインのオリジナルブランドとして、2019年に立ち上げました。世界
に誇れる地元の伝統文化でも、意外と詳しく知らないことが多いという実体験をもとに、誰もが気軽に手に取
り、深く知るきっかけをつくりたいという想いで商品デザインをしています。最近は、SDGs達成に向けた取り組
みとして、久留米絣のハギレを活用したくり返し使える蜜蝋ラップをつくるワークショップも計画しています。
今後は、県内外問わず多くの方に立ち寄っていただき、深いコミュニケーションがとれるように、このブランド
のリアル店舗を構えたいと考えており、商工会議所には販路拡大や商品展開の方法などを相談しています。
福岡に住んでいる方々も、コミュニケーションツールとして、ぜひ気軽にお手に取ってみてください。

カケハシデザイン「HAIKARA」
福岡市中央区薬院1-6-7-1201
TEL：090-7920-0251
オンラインショップ
https://haikara092.theshop.jp

オンライン
ショップは
こちら

カケハシデザイン
ブランディングデザイナー

呉 基弘さん
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福岡の統計

令和 4 年（2022 年）7 月
対前年同月比％（▲減）

856,204 世帯

世帯数（※1）

1,629,837 人

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）
（※2）

101.4

消費者物価指数（全

101.8

国）
（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）
（※2） 276,885 円

9,564 台

新車販売台数
百貨店

17,661 百万円

売 上 高

〃

174,686 ㎡

売場面積

公共工事
〃

件

699 件

数

44,807 百万円

請負高

1,557 戸

新設住宅着工数（※2）

27,902,923 百万円

預金残高

18,138,908 百万円

貸出金残高
信用保証
〃

件

743 件

数

9,795 百万円

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

9件

2.2
0.6
2.6
2.3
6.4

福岡市
統計調査課

総務省「消費者
物価指数」

1.7
2.6

35.6

16 件

45.5
1,543.9

102,104 人

5.5

186 万人

35.7

日本百貨店協会

（市内 4 店）

（福岡県内）

〃

（※2）

3,452,375 人

22.6

〃 天神南駅

〃

（※2）

688,728 人

17.8

西鉄福岡天神駅乗降人員（※2） 3,464,369 人

4.7

福岡空港乗降客数 国内線（※2） 1,083,058 人

114.6

13,730 人

834.6

福岡銀行協会

（一部福岡市外を含む）

（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）

「
* -」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。

〃

国際線（※2）

外国貿易

輸出（九州経済圏）

9,894 億円

32.3

〃

輸入（九州経済圏）

11,226 億円

82.6

2,177 隻

7.1

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）

73,169 人

110.2

九州 入国外国人数（14 条上陸含む）
（※3）

6,264 人

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

門司税関

福岡市
港湾空港局

145.5 センター

（福岡県内）

144,500 人

訪日外客数（全国）

福岡北九州
高速道路公社

（日平均による前年同月比）

福岡パスポート

3,444 人

旅券発行総数

福岡労働局
「雇用失業情勢」

▲ 9.7

〃 天神駅

福岡市
建築指導課

信用保証協会

50.0

有効求職者（福岡県）
（※2）

地下鉄博多駅 乗降人員（※2） 3,905,843 人

▲ 9.1 福岡県
▲ 3.2

16.3

0.3

保証福岡支店

33.5

113,112 人

福岡都市高速道路通行台数（※2） 5,568,499 台

▲ 5.5 西日本建設業
▲ 29.0

有効求人数（福岡県）
（※2）

総務省統計局
「家計調査報告」
福岡県自動車

0.0

7.3

完全失業数（全国）
（※2）

（福岡県内登録車）

10.1

1.17 倍

有効求人倍率（福岡県）
（※2）

（2020 年＝100）

▲ 10.7 販売店協会

61 百万円

18,477 百万円

対前年同月比％（▲減）

182.8

日本政府観光局

（JNTO）

法務省「出入国管理

2,272.7 統計」より九州観光

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）
（※3） 978,930 人

99.3

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

＜7 月の主な出来事＞

8 日 安部元首相 参院選応援演説中に銃撃される
10 日 第 26 回参院選 投開票、女性議員当選数が過去最多
15 日 博多祇園山笠 3 年ぶりの「追い山」開催
25 日 サル痘が国内で初めて確認

ウェブサイト
「SDGｓ fukuoka」〜自社の取り組みを発信しませんか？〜

掲載企業
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SDGs取り組みへの後押しを行ってまいります。

掲載無料

申込・詳細は
こちら

募集中!

中小・小規模企業がSDGsに取り組む効果
□ 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

様々な企業の取り組みを
17の項目別に
詳しくご紹介!
取り組みを検討されている
企業さまは必見です!!
お問い合わせ／産業振興グループ
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TEL：092-441-1119

□ ステークホルダーとの信頼性を高める

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

■掲載費用：無料

■URL：https://fukuoka-sdgs.jp/
MAIL：fkkeizai@fukunet.or.jp

など

福岡商工会議所

会議所からのお知らせ

生命共済制度

● 災害保障特約付団体定期保険
● 福岡商工会議所独自の見舞金･祝金制度

※15歳〜35歳（男性）
の月額掛金例 ※掛金は、性別、年齢、保障内容などにより異なります。
※ご加入に際しましては
「所定のパンフレット
（契約内容重要記載資料）」
を必ずご覧ください。

1
2
3
4
5

剰余は配当金として還元！

詳しくは
こちらから！

会員限定

318 円

月々

死 亡保険金200万円の保障が…

（事故死亡･ 高度障がいの場 合 。病気 死 亡は100万円）

さらに…

共済制度

！
2021年度実績 49.29％！
12ヵ月×49.29％＝約6ヶ月分 負担が減少!!

※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金としてお支払いします。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。

MERIT 1

MERIT 2

MERIT 3

死亡・障がい・入院を1年365日24時間保障します
経営者・従業員・パート･アルバイトも含め、
※65歳の方まで加入でき、75歳まで更新継続できます
保険金・給付金の受取りを事業所（事業主）
に
することができます

MERIT 4

掛金は全額損金または必要経費に算入できます

MERIT 5

剰余が生じたときは配当金として還元します

※収支決算の結果、配当金が
０となる年度もありえます。

（記載の税務取扱は、2022年8月現在の制度に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。）
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＜委託保険会社（順不同）
＞大同生命保険㈱（事務幹事会社）、
アクサ生命保険㈱、富国生命保険(相)、第一生命保険㈱、
日本生命保険(相)、住友生命保険(相)、大樹生命保険㈱、東京海上日動あんしん生命保険㈱、
SOMPOひまわり生命保険㈱、
ジブラルタ生命保険㈱、
メットライフ生命保険㈱、明治安田生命保険(相)、三井住友海上あいおい生命保険㈱

福岡商工会議所

メリット

共済制度

人材不足の時代において従業員の勤労意欲の向上・定着化に適した制度!!!

無理のない掛金設定

掛金は

退職一時金は

月額掛金
1口1,000円〜30口30,000円まで
1,000円単位で設定

全額損金・必要経費

退職所得控除 の対象

遺族一時金受取の場合

公共工事入札（建設業関係）
に係る

退職一時金の目安

月額10口10,000円の場合
582,100円
1,182,000円
1,800,200円

5年後
10年後
15年後

1口について

10,000円 が

退職金に加算されます

経営審査事項の
加点評価対象

中小企業退職金
共済制度との重複加入も
認められます

◎加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。
◎掛金は全額事業主負担となります。
◎ご加入にあたっては、所定のパンフレットを必ずご覧下さい。
※この資料は、
（2022 年 8月）現在の制度内容に基づき記載しており、将来、変更となる場合があります。

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

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

委託保険会社および委託割合（2022年8月現在）
大同生命保険株式会社
（80.3％）
アクサ生命保険株式会社
（12.5％）
住友生命保険相互会社
（3.2％）
日本生命保険相互会社
（3.1％）
第一生命保険株式会社
（0.8％）
ジブラルタ生命保険株式会社
（0.1％）
（旧AIGエジソン生命保険株式会社） （順不同）
委託保険会社および委託割合は変更することがあります。
企C-2022-0008-S （2022年8月24日）6565

＜お問い合わせ・資料請求＞ ●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
会員組織・共済グループ

貴社名

TEL 092-441-2845
FAX 092-441-2810

●資料請求
生命共済制度

ご担当者

特定退職金共済制度

TEL

福岡商工会議所 NEWS
2022年9月10日発行 第577号
毎月1回10日発行
発行所
Ⓡ

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前二丁目9番28号 電話（092）441-1112 FAX（092）474-3200
URL : https://www.fukunet.or.jp/ E-mail : fkkikaku@fukunet.or.jp

頒価 200円
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