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第 8 回「筑前芦屋はしご酒祭り」 

参加店募集！ 

企業名・代表者     所在地   業種 

太成 

代表 貞島 太一  
遠賀町鬼津 629-1 仮設足場 

建設業 

㈱川下工業 

代表 川下 浩一 

芦屋町花美坂 1-4 配管、製缶 

建設業 

つなぐ 

代表 田代 篤史 

船頭町 3-17  

新地街ビル 

おでん・居酒屋 

飲食業 

 

～新規会員事業所のご紹介～ 
去る６月 15日（木）に開催された理事会で承認されました新規会員の方

をご紹介します。 

 

（※敬称略） 

「あしや砂像展 2017」 

出店者募集！ 

本年も 10/20（金）～11/5（日）の日程で「あしや砂像展 2017」

の開催が決定いたしました。商工会では、昨年に引き続き、開催期間中に

会場内での出店事業者を募集いたします。出店を希望される方は、下記の

期日までに商工会（☎222-2111 担当：吉岡、髙山）までご連絡くだ

さい。ご連絡いただいた事業者の方には、後日出店者説明会を開催し、詳

細をご案内いたします。 

 
出店可能日 平成 29年 10月 20日（金）～11月 5 日（日） 

募集店舗数 6 店舗程度（※移動販売車での販売は要相談） 

応募者多数の場合は抽選となる場合があります。 

出店料 なし。（※ただし別途、以下の「電気代」、「看板製作費」がかかります。） 

電気代 500 円/日×出店日数 

看板製作費 売店コーナーの統一看板に係る経費（※現在調整中） 

来場見込数 約 40,000 人（※期間合計の来場見込数） 

申込み締切/ 

申込み方法 

平成 29年 7 月 31 日（月）17：00 までに商工会まで 

電話等でご連絡ください。また所定の「申込書」が商工会

にありますので、後日商工会までご来館の上、申込書をご

提出ください。 

 

  11 月 1 日（水）～11 月 3 日（金）の３日間に第 8 回目とな

る「筑前芦屋はしご酒祭り」を開催することが決定いたしました。 

はしご酒祭りは、芦屋町の飲食店を舞台に、お客様に好きな 4 店舗 

（飲食系 2 店、スナック系 2 店）を食べて飲んでハシゴしていた

だき、お店と町の魅力を伝えます。今年も町内外からより多くのお

客様を呼び込み、参加店の皆様に「新規顧客獲得」のきっかけにし

ていただけるような企画を考えてまいります。新規顧客の開拓やお

店のＰＲの絶好の機会となりますので、ぜひお申し込みください！ 

 

          開 催 概 要 

・開催日時：平成 29 年 11 月 1 日（水）～11月 3 日（金） 

※上記期間内は３日間ともご参加下さい。 

営業時間は自由に設定していただけます。 

・募集参加店の業種：芦屋町内の居酒屋、スナック、Ｂａｒ、 

          食堂、カフェ等を営む飲食店 

・参加料：なし 

・チケット価格：【前売券】3,000 円 【当日券】3,500 円 

・各店舗への精算金額：600 円/1 枚 

・申込締切：８月２日（水） 

 申込書は同封の参加店募集チラシ裏面をご使用下さい。 

～新任のご挨拶～ 

商工会は、 

お盆も休まず開館しております！ 

 本年 8/14（月）と 8/15（火）の 2 日間は、平日のお盆期間中となり

ますが、商工会は両日とも通常通り開館いたしておりますので、ご相談等

がありましたらお気軽にお立ち寄りください。なお、各種商品券の換金業

務につきましては、8/15（火）は出来ません。8/11（金）は山の日で休

日のため、8/10（木）に換金日を設けております。 

お間違いのない様にお願いいたします。 

 

にこにこ商品券／芦屋町商工会商品券の 

販促グッズについて 

 

「あしや商工便利帳」発行のお知らせ 
この度、芦屋町商工会では、芦屋町民や関係機関等

に対して、会員事業者様の電話番号並びに事業所名掲

載等を含めた便利帳を作成することとなりました。 

つきましては、広告も含め掲載される会員事業者様を

募集します。 

※詳細については同封のチラシをご覧ください。 

 

6 月から芦屋町商工会に配属になりました経営支

援員の中垣健也です。久留米市の出身で今年 23 歳

になります。今は、記帳や税務関連の事務を中心に

業務を行っています。芦屋町のことは、まだあまり

詳しく知らないのですが、これから色々な事業に関

わり、芦屋町について少しずつ知っていけたらと思

います。また、はやく皆様に頼っていただけるよう

日々頑張っていきますので、これからもよろしくお

願いいたします。 

 

商品券の販促グッズを用意しています。お求めは商工会まで。 

◆のぼり旗（500 円） 

  数に限りがありますのでお早めに！ 

◆ステッカー 

（無料：いずれも A4） 
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発行日 平成２９年７月 日

発行者 芦屋町商工会

第 回「筑前芦屋はしご酒祭り」

参加店募集！

企業名・代表者 所在地 業種

太成

代表 貞島 太一
遠賀町鬼津 仮設足場

建設業

㈱川下工業

代表 川下 浩一

芦屋町花美坂 配管、製缶

建設業

つなぐ

代表 田代 篤史

船頭町

新地街ビル

おでん・居酒屋

飲食業

 

～新規会員事業所のご紹介～
去る６月 日（木）に開催された理事会で承認されました新規会員の方

をご紹介します。

 
（※敬称略） 

「あしや砂像展 」

出店者募集！

本年も （金）～ （日）の日程で「あしや砂像展 」

の開催が決定いたしました。商工会では、昨年に引き続き、開催期間中に

会場内での出店事業者を募集いたします。出店を希望される方は、下記の

期日までに商工会（☎ 担当：吉岡、髙山）までご連絡くだ

さい。ご連絡いただいた事業者の方には、後日出店者説明会を開催し、詳

細をご案内いたします。

出店可能日 平成 年 月 日（金）～ 月 日（日）

募集店舗数 店舗程度（※移動販売車での販売は要相談）

応募者多数の場合は抽選となる場合があります。

出店料 なし。（※ただし別途、以下の「電気代」、「看板製作費」がかかります。）

電気代 円 日×出店日数

看板製作費 売店コーナーの統一看板に係る経費（※現在調整中）

来場見込数 約 人（※期間合計の来場見込数）

申込み締切

申込み方法

平成 年 月 日（月） ： までに商工会まで

電話等でご連絡ください。また所定の「申込書」が商工会

にありますので、後日商工会までご来館の上、申込書をご

提出ください。

月 日（水）～ 月 日（金）の３日間に第 回目とな

る「筑前芦屋はしご酒祭り」を開催することが決定いたしました。

はしご酒祭りは、芦屋町の飲食店を舞台に、お客様に好きな 店舗

（飲食系 店、スナック系 店）を食べて飲んでハシゴしていた

だき、お店と町の魅力を伝えます。今年も町内外からより多くのお

客様を呼び込み、参加店の皆様に「新規顧客獲得」のきっかけにし

ていただけるような企画を考えてまいります。新規顧客の開拓やお

店のＰＲの絶好の機会となりますので、ぜひお申し込みください！

開 催 概 要

・開催日時：平成 年 月 日（水）～ 月 日（金）

※上記期間内は３日間ともご参加下さい。

営業時間は自由に設定していただけます。

・募集参加店の業種：芦屋町内の居酒屋、スナック、Ｂａｒ、

食堂、カフェ等を営む飲食店

・参加料：なし

・チケット価格：【前売券】 円 【当日券】 円

・各店舗への精算金額： 円 枚

・申込締切：８月２日（水）

申込書は同封の参加店募集チラシ裏面をご使用下さい。

～新任のご挨拶～

商工会は、

お盆も休まず開館しております！

本年 （月）と （火）の 日間は、平日のお盆期間中となり

ますが、商工会は両日とも通常通り開館いたしておりますので、ご相談等

がありましたらお気軽にお立ち寄りください。なお、各種商品券の換金業

務につきましては、 （火）は出来ません。 （金）は山の日で休

日のため、 （木）に換金日を設けております。

お間違いのない様にお願いいたします。

にこにこ商品券／芦屋町商工会商品券の

販促グッズについて

「あしや商工便利帳」発行のお知らせ

この度、芦屋町商工会では、芦屋町民や関係機関等

に対して、会員事業者様の電話番号並びに事業所名掲

載等を含めた便利帳を作成することとなりました。

つきましては、広告も含め掲載される会員事業者様を

募集します。

※詳細については同封のチラシをご覧ください。

月から芦屋町商工会に配属になりました経営支

援員の中垣健也です。久留米市の出身で今年 歳

になります。今は、記帳や税務関連の事務を中心に

業務を行っています。芦屋町のことは、まだあまり

詳しく知らないのですが、これから色々な事業に関

わり、芦屋町について少しずつ知っていけたらと思

います。また、はやく皆様に頼っていただけるよう

日々頑張っていきますので、これからもよろしくお

願いいたします。

商品券の販促グッズを用意しています。お求めは商工会まで。

◆のぼり旗（ 円）

数に限りがありますのでお早めに！

◆ステッカー

（無料：いずれも ）



◇日 時： 7 月 25 日（月）  10：00～16：00 

8 月  5 日（金）   10：00～16：00 

8 月 16 日（火）  10：00～16：00 

8 月 24 日（水）  10：00～16：00 

◇講 師：芦屋町商工会専坦税理士  

      澤田 一弘先生 

            

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県商工会連合会 
アンテナショップ開設のご案内 

 
 

県内の特産品や隠れた逸品等を一同に集め、商品のブラッシュアップや 

販路開拓を図るふくおか商工会アンテナショップ“ＤＯＣＯＲＥ（ドーコレ）” 

が博多駅前の博多マルイ 2Ｆフードセレクトコーナーで、7 月 1 日（土）に 

オープンしました。出品数は約 300 アイテムで、地域の原材料や加工技術等

を活用した商品が販売されています。お近くに行かれた際には、ぜひ一度お立

ち寄りください。なお、現在、第 1期の商品を販売中ですが、商品は 1 ヶ月を

めどに見直しを行う予定ですので、商品の出品を希望される方は、以下の内容

をご確認の上、7/28（金）までに商工会（担当：吉岡）までご連絡ください。 

 

 

 

花火大会開催時の通行許可証について 

 
 

店舗名 ふくおか商工会アンテナショップ（ＤＯＣＯＲＥ
ド ー コ レ

） 

所在地 福岡市博多区博多駅中央街 9-1 

博多マルイ 2Ｆフードセレクトコーナー 

開設期間 平成 29年 7月 1 日（土）～平成 30年 2月 28日（水） 

営業時間 10：00～21：00（※営業日は、博多マルイの営業日に準じる。） 

取引条件 「委託販売」または「催事販売」（※会計はレジを通します。） 

取扱商品 県内において事業者が製造または販売しているものであり、かつ当該 

地域の原材料や技術を活用しており、商工会等の推薦がある食品・ 

飲料等。（※非食品も可）出品の可否について事前の協議があります。 

 

 

（左）オープン式典の様子 

（中央）レジ回りの様子 

（右）商品陳列の様子 

 

恒例の“あしや花火大会”が下記の日時で開催されます。 

当日は交通規制が行われるため、配達等で通行をされる方は、

“通行許可証”が必要となります。このため、商工会において

も通行許可証の配布を行いますので、必要な方は商工会までご

来館ください。 

 ※上記通行許可証は、商工会の他に、芦屋町地域づくり課でも

配布を行います。通行許可証を持っていても通行できない時間帯

等がありますので、記載されている注意事項をご確認お願いたし

ます。 

 

 

 

日時：7 月 22 日（土） 

19：45～21：00 

   （※雨天順延はありません。） 

場所：遠賀川河口（芦屋橋上流） 

 

Vol. 5 
商工会と一緒に 

事業計画を策定し頑張る事業所紹介 
【事業の概要】 

・事業者名：大漁釣具店 

・代表：中西 智昭 

・所在地：芦屋町西浜町 16-14 

・☎093-223-0084 

 昭和 48 年、父正明氏が釣具店を創業。 

 昭和 49 年頃から“芦屋みりん” 

 （鰯のみりん干し）の製造・販売を開始。 

 平成 23 年に現代表の智昭氏が事業を 

承継。第一線で活躍する漁師でもあり、 

漁業、釣具販売、水産加工品等の製造・ 

販売と業種は多岐に及んでいる。 

 
 
 
  

 

【事業計画作成の経緯】 

平成 24年に商工会に入会後、“芦屋みりん”の

さらなる販路開拓のため、県内の展示・商談会

に積極的に出展。その中で、商品の新たな販売

方法として真空パックを利用した電子レンジ対

応型商品を発案。着実な販売促進を図るため福

岡県の「経営革新計画」を商工会の支援を受け

策定。同年 11 月に県の承認を受け事業計画を

本格スタート。また、平成 27 年には新たな商

品開発に向け、「小規模事業者持続化補助金」を

申請にチャレンジ。採択を受け、長年の懸案で

あった加工場の改良を行うことができた。 

 
 
 
  

 

【さらなる事業拡大に向けた取組み】 

平成 26 年からは、商工会の「特産品等開発

プロジェクト」事業へ参画。平成 28 年には、

自身が釣り上げた“鰆”（サゴシ）を活用した

新商品「鰆みりん」、「鰆の味噌漬け」の開発

が実現。本年 2月に開催された芦屋町のイベ

ント「鰆サミット」では実行委員長を務める

など、町の活性化にも取組んでいます！ 

 
 
  

 

自分の頭の中に漠然とあったビジョンを可視化できたことにより、目標を達成す

るために、「今何をやらなければならないか」を明確にでき、とても良い経験に

なりました。今後も“海の町あしや”の魅力を活かした商品開発を通じて地域に

貢献できるように頑張ります！ 

 

  

 

事業者の声 

 
 
  

 

〜税理士による税の無料相談会開催のお知らせ〜 

税に関する相談を下記の日時でお受けいたします。相続税、贈与税、

所得税、法人税等、日頃気になっている税に関する様々なお悩みを税

のスペシャリストである税理士の先生に聞けるチャンスです！ぜひこ

の機会にご利用ください。相談は無料です。お申込みは事前に商工会

（☎222-2111 担当：髙山、中垣）までお電話でお申込みください。 

◇日 時： 7 月 25 日（火）  10：00～16：00 

8 月  ４日（金）   10：00～16：00 

8 月 16 日（水）  10：00～16：00 

8 月 2５日（金）  10：00～16：00 

◇講 師：芦屋町商工会専坦税理士  

      澤田 一弘先生 

            

「経営分析」・「事業計画作成」セミナーを開催します！ 

 
商工会では、「決算書が読めると経営の仕方が変わる！」をテーマに、経

営者（後継者）の方はもちろん、簿記、経理の知識をお持ちでない初心者

の方でも受講可能な「経営分析セミナー」を以下の日時で開催致します。 

 
◇セミナー名：経営分析セミナー ◇講師：中小企業診断士 三浦純宗氏 

◇開催日時：平成 29年 8 月 21 日（月） 14時 30 分～ 

 
また、併せて近年増加傾向にある小規模事業者向けの各種補助金の申請に

も有用な「事業計画の作成セミナー」も以下の日時で開催いたします 

◇セミナー名：事業計画作成セミナー◇講師：中小企業診断士 三浦純宗氏 

◇開催場所：平成 29年 9 月 5 日（火） 18 時 30 分～ 

 上記セミナーの開催場所はいずれも商工会です。セミナーの詳細

及び申込みにつきましては、同封のチラシをご確認ください。 

 

 

 
福岡労働局から

お知らせ 

 

中小企業の生産性向上を支援します！ 

 
中小企業を対象に、事業場内の賃金水準底上げを目的として、

設備投資等生産性向上を計画・実施した場合「業務改善助成金」

が利用可能です。この助成金は、生産性向上のための設備投資な

どを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、

その設備投資などの費用の一部（50 万円～200 万円）を助成

する制度です。計画段階でご相談ください。 

（交付申請締切：平成 30 年 1月 31 日） 

お問合せ先：福岡労働局企画課（☎092-411-4763） 

 
 
  

 

 

鰆（サゴシ）を活用した新商品 

味噌漬け（左） 

みりん漬け（右） 

 

 

鰆サミットのオープニング 

式典で挨拶を行う中西氏 

 

 
第 5 回目は、西浜町にある 

大漁釣具店さんです♪ 

 



◇日 時： 月 日（月） ： ～ ：

月 日（金） ： ～ ：

月 日（火） ： ～ ：

月 日（水） ： ～ ：

◇講 師：芦屋町商工会専坦税理士

澤田 一弘先生

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

福岡県商工会連合会
アンテナショップ開設のご案内

県内の特産品や隠れた逸品等を一同に集め、商品のブラッシュアップや

販路開拓を図るふくおか商工会アンテナショップ“ＤＯＣＯＲＥ（ドーコレ）”

が博多駅前の博多マルイ Ｆフードセレクトコーナーで、 月 日（土）に

オープンしました。出品数は約 アイテムで、地域の原材料や加工技術等

を活用した商品が販売されています。お近くに行かれた際には、ぜひ一度お立

ち寄りください。なお、現在、第 期の商品を販売中ですが、商品は ヶ月を

めどに見直しを行う予定ですので、商品の出品を希望される方は、以下の内容

をご確認の上、 （金）までに商工会（担当：吉岡）までご連絡ください。

花火大会開催時の通行許可証について

 

店舗名 ふくおか商工会アンテナショップ（ＤＯＣＯＲＥ
ド ー コ レ

）

所在地 福岡市博多区博多駅中央街

博多マルイ Ｆフードセレクトコーナー

開設期間 平成 年 月 日（土）～平成 年 月 日（水）

営業時間 ： ～ ： （※営業日は、博多マルイの営業日に準じる。）

取引条件 「委託販売」または「催事販売」（※会計はレジを通します。）

取扱商品 県内において事業者が製造または販売しているものであり、かつ当該

地域の原材料や技術を活用しており、商工会等の推薦がある食品・

飲料等。（※非食品も可）出品の可否について事前の協議があります。

 
（左）オープン式典の様子

（中央）レジ回りの様子

（右）商品陳列の様子

恒例の“あしや花火大会”が下記の日時で開催されます。

当日は交通規制が行われるため、配達等で通行をされる方は、

“通行許可証”が必要となります。このため、商工会において

も通行許可証の配布を行いますので、必要な方は商工会までご

来館ください。

※上記通行許可証は、商工会の他に、芦屋町地域づくり課でも

配布を行います。通行許可証を持っていても通行できない時間帯

等がありますので、記載されている注意事項をご確認お願いたし

ます。

日時： 月 日（土）

： ～ ：

（※雨天順延はありません。）

場所：遠賀川河口（芦屋橋上流）

 

商工会と一緒に

事業計画を策定し頑張る事業所紹介
【事業の概要】

・事業者名：大漁釣具店

・代表：中西 智昭

・所在地：芦屋町西浜町

・☎

昭和 年、父正明氏が釣具店を創業。

昭和 年頃から“芦屋みりん”

（鰯のみりん干し）の製造・販売を開始。

平成 年に現代表の智昭氏が事業を

承継。第一線で活躍する漁師でもあり、

漁業、釣具販売、水産加工品等の製造・

販売と業種は多岐に及んでいる。

 

【事業計画作成の経緯】

平成 年に商工会に入会後、“芦屋みりん”の

さらなる販路開拓のため、県内の展示・商談会

に積極的に出展。その中で、商品の新たな販売

方法として真空パックを利用した電子レンジ対

応型商品を発案。着実な販売促進を図るため福

岡県の「経営革新計画」を商工会の支援を受け

策定。同年 月に県の承認を受け事業計画を

本格スタート。また、平成 年には新たな商

品開発に向け、「小規模事業者持続化補助金」を

申請にチャレンジ。採択を受け、長年の懸案で

あった加工場の改良を行うことができた。

 

【さらなる事業拡大に向けた取組み】

平成 年からは、商工会の「特産品等開発

プロジェクト」事業へ参画。平成 年には、

自身が釣り上げた“鰆”（サゴシ）を活用した

新商品「鰆みりん」、「鰆の味噌漬け」の開発

が実現。本年 月に開催された芦屋町のイベ

ント「鰆サミット」では実行委員長を務める

など、町の活性化にも取組んでいます！

自分の頭の中に漠然とあったビジョンを可視化できたことにより、目標を達成す

るために、「今何をやらなければならないか」を明確にでき、とても良い経験に

なりました。今後も“海の町あしや”の魅力を活かした商品開発を通じて地域に

貢献できるように頑張ります！

事業者の声

〜税理士による税の無料相談会開催のお知らせ〜

税に関する相談を下記の日時でお受けいたします。相続税、贈与税、

所得税、法人税等、日頃気になっている税に関する様々なお悩みを税

のスペシャリストである税理士の先生に聞けるチャンスです！ぜひこ

の機会にご利用ください。相談は無料です。お申込みは事前に商工会

（☎ 担当：髙山、中垣）までお電話でお申込みください。

◇日 時： 月 日（火） ： ～ ：

月 ４日（金） ： ～ ：

月 日（水） ： ～ ：

月 ５日（金） ： ～ ：

◇講 師：芦屋町商工会専坦税理士

澤田 一弘先生

「経営分析」・「事業計画作成」セミナーを開催します！

商工会では、「決算書が読めると経営の仕方が変わる！」をテーマに、経

営者（後継者）の方はもちろん、簿記、経理の知識をお持ちでない初心者

の方でも受講可能な「経営分析セミナー」を以下の日時で開催致します。

◇セミナー名：経営分析セミナー ◇講師：中小企業診断士 三浦純宗氏

◇開催日時：平成 年 月 日（月） 時 分～

また、併せて近年増加傾向にある小規模事業者向けの各種補助金の申請に

も有用な「事業計画の作成セミナー」も以下の日時で開催いたします

◇セミナー名：事業計画作成セミナー◇講師：中小企業診断士 三浦純宗氏

◇開催場所：平成 年 月 日（火） 時 分～

上記セミナーの開催場所はいずれも商工会です。セミナーの詳細

及び申込みにつきましては、同封のチラシをご確認ください。

 福岡労働局から

お知らせ 中小企業の生産性向上を支援します！

中小企業を対象に、事業場内の賃金水準底上げを目的として、

設備投資等生産性向上を計画・実施した場合「業務改善助成金」

が利用可能です。この助成金は、生産性向上のための設備投資な

どを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、

その設備投資などの費用の一部（ 万円～ 万円）を助成

する制度です。計画段階でご相談ください。

（交付申請締切：平成 年 月 日）

お問合せ先：福岡労働局企画課（☎ ）

 
鰆（サゴシ）を活用した新商品

味噌漬け（左）

みりん漬け（右）

 
鰆サミットのオープニング

式典で挨拶を行う中西氏

第 回目は、西浜町にある

大漁釣具店さんです♪

上記セミナーの開催場所はいずれも商工会です。セミナーの詳細


