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12月度月例会「ゲスト同伴大会」では分散会や年末恒例のビンゴ大
会などの企画が開催され200名を超す参加者にお集まり頂きました。
新メンバー・ゲストのご紹介

古川代表世話人挨拶

司会 中原さん

交流成果発表 事業推進拡販
委員会 貞末さん

次月月例会案内 事業推進
企画委員会 佐々木さん

新会員企業ＰＲ

士業ビジネス分科会
ワンポイントセミナー
「ハラスメント行為者の理解」
合同会社オフィス・プリズム
涌井 美和子氏

株式会社ラリーグラス

緊急提案

委員会・分科会
からの連絡

スマホ版会員名簿のご案内
広報委員会 永末さん

トータル・ワークアウトプレミア
ムマネジメント株式会社

2020年5月企業見学会の募集案
内 研修委員会 藤川さん

麻生教育サービス株式会社

冬山体験登山会のお誘い
山歩の会 笠さん

学校法人麻生塾

会員サービス担当グループ合同
新年会のご案内 迫田さん

分散会

会場受付

展示ブース

ＦＢＫの森募金のお願い

交流会

乾杯 長瀬さん

当番委員会によるビンゴ大会準備の様子

ビンゴ大会

司会 染谷さん

山田さん

じゃんけん
大会

ミニゲーム

財務委員会の皆さん
お疲れ様でした。

中締め 岩崎さん
財務委員会の皆さん

ビンゴ大会の賞品にご協賛いただきありがとうございました！
⽇⽴グループ賞

183 株式会社スターフライヤー

千々岩 遥

○○線ペア航空券︕北九州発着初⽇の出フライト︕各一組様へ︕

株式会社九州⽇⽴システムズ

191 株式会社正興電機製作所

古川 公俊

赤ワイン（イスラエル産）1本、クオカード（1、000円）2枚を提供します。事務局持参済

株式会社⽇京クリエイト

198 株式会社綜合キャリアオプション

佐藤 洋一

ビンゴ⼤会景品 メモ帳＆ボールペン 30セット 事務局持参済

株式会社⽇⽴アーバンインベストメント

200 損保ジャパン⽇本興亜株式会社

田中 宏幸

ゴルフボール6個入り 1箱 事務局持参済

202 株式会社⼤運

糸⼭ 実

カレンダー5本 事務局持参済

208 ⼤成建設株式会社

勝田 耕次

有田焼「崋⼭」の干支の盃×1個 ユートク薬品入浴剤×3個 事務局持参済

217 株式会社チヨダ

下田 哲也

忘年例会景品︓お菓子セット１つ（3000円相当） 事務局持参すみ

228 株式会社テクニカルライト

渡邉 賢明

カレンダー２本 事務局持参済

229 株式会社テクニカルライト

永野 慶一

カレンダー３本 事務局持参済

234 天拝の郷株式会社

⻄平 亨

温泉⼤浴場ペア入浴券を10組 事務局持参済

235 東急建設株式会社

原田 正則

1 スティッククリーナーPV-B200G

株式会社⽇⽴アーバンサポート

2 コンベクションオーブントースターHMO-F100

⽇⽴キャピタル株式会社

3 衣類スチーマーCSI-RX2

⽇⽴キャピタルオートリース株式会社

4 マイナスイオンドライヤーHID-T600B

⽇⽴空調九州株式会社

5 マイナスイオンドライヤーHID-T600B

⽇⽴グローバルライフソリューションズ株式会社

6 パーソナルブレンダーHX-C2000

株式会社⽇⽴情報通信エンジニアリング

7 パーソナルブレンダーHX-C2000

株式会社⽇⽴製作所
株式会社⽇⽴ソリューションズ⻄⽇本

238 トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社 下⼭ 英明

株式会社⽇⽴ビルシステム
株式会社⽇⽴物流
株式会社⽇⽴保険サービス

⻄鉄グループ賞

東急ハンズカタログギフト1名、（事務局持参）パプリカ３個入り８セット当⽇持参予定
パーソナル・トレーニング無料体験カード ５名分
ipad9.7インチ用フラップカバー×6、携帯＆めがねｸﾘｰﾅｰ×15、卓上ｶﾚﾝﾀﾞｰ×10、付箋セット×10

240 株式会社ドコモＣＳ九州

古野 緑

241 トリゼンダイニング株式会社

⼭本 貴史

264 株式会社⻄鉄ホテルズ

中坂 省三

⻄鉄グランドホテル「グランカフェ」のペアランチ券、１組（2名様）

265 ⻄鉄旅⾏株式会社

佐藤 剛

景品のカレンダー ４本を事務局に後⽇納品します。事務局持参済

267 株式会社⻄⽇本新聞ビルディング

肥塚 茂尚
薗⼭ ⾼裕

等 事務局持参済
華味鳥ペア食事券

株式会社⻄鉄エージェンシー

１．ランチペア券 １組２名様

⻄鉄興業株式会社

２．福岡オープントップバス 乗⾞券（⼤⼈）引換券 ２名様

⻄鉄⾞体技術株式会社

３．ゴルフボール １ダース

⻄鉄情報システム株式会社

４．カレンダー ４部 ※事務局持参済

⻄鉄バス⼆⽇市株式会社

５．くろがね堅パン １２個

280 株式会社⽇産カーレンタルソリューション

株式会社⻄鉄ホテルズ

６．⻄鉄カレンダー １０部 ※事務局持参済

282 ⽇産⾃動⾞販売株式会社

井手 健一

八仙閣 お食事券（5000円）

284 ⽇産プリンス福岡販売株式会社

矢野 一弘

商品券（5000円）事務局持参済

308 株式会社八仙閣

⼭田 汰郎

※八仙閣全店利用できる食事券 3、000円×5本 事務局持参済

312 株式会社ヒカリ

白⽔ 菊夫

多久市の酒造場 東鶴酒造の純米吟醸 ３本 事務局持参

343 株式会社ヒライ

森⼭ 康範

ヒライオリジナルギフト（わいわいセット松）事務局持参済

344 株式会社ビルマネージメント

吉田 厚

ビンゴ景品︓⽔筒３個̲他の予定あり⽋席させて頂きます。申し訳ございません。

⻄鉄旅⾏株式会社
※右側の賞品数は個別明細とのダブリを除く

⻄⽇本鉄道株式会社
福岡⻄鉄タクシー株式会社
10 株式会社愛和

増田 哲子

お楽しみ袋（5、000円相当）2個を提供します。

17 有限会社旭商⾏

清川 直樹

ビンゴ⼤会 景品 【天狗桜 焼酎】×３本 事務局渡し

24 学校法⼈麻生塾

菊竹 宏

中国⼭東省の⾼級地酒1本、鉄観⾳茶2缶、緑茶1缶︓事務局持参済

25 株式会社麻生地所（麻生飯塚ゴルフ倶楽部）

稲富 修一

キャディバック1ヶ 協賛させて頂きます

41 今心株式会社

佐々木 太

読売ジャイアンツブルゾン ×２着 事務局持参済

53 ＡＳＤ株式会社

鮫島 皆平

ワイン（赤と白）の２本 当⽇持参

63 ＦＶジャパン株式会社

梶本 ⻯司

コーヒー10袋セット 3個 事務局持参済

66 株式会社えん

久家 文子

70 合同会社オフィスプリズム

涌井 宏泰

72 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

小森 政彦

77 ⿅島道路株式会社
99 株式会社九州⽇⽴システムズ

千田 則幸
迫田 哲朗

す。
カレンダー５個 卓上カレンダー５個 メモ帳１０個 事務局持参

356 株式会社福岡サンパレス

乙守 久美子 オリジナルカレー 4箱 卓上カレンダー1個 事務局持参済

365 福岡⻄鉄タクシー株式会社

三角 政典

⻄鉄カレンダー10部 事務局持参済

367 福岡⽇産⾃動⾞株式会社

本多 栞

商品券５０００円分・カレンダー１０部

370 福田三商株式会社

豊田 淳宏

一枚ものカレンダー、卓上カレンダー 各1部 事務局持参済

372 富士警備保障株式会社

吉村 英治

ケトル×1 事務局持参済

383 株式会社平和楼

網中 健⼆

平和楼お食事券5000円

395 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

須藤 紳⼆

ポッカサッポロギフト 事務局保管

398 松浦市福岡事務所

久保川 明紀

マグカップとボールペン ３セット 事務局持参済

407 株式会社ミナミ商事

⼭尾 聡

カタログギフト（5、000円相当）×1ヶ 事務局持参済

タッチペン×45本、３色フリクションペン×10本、ハンドスピナー×７個、折りたたみバッグハン

411 株式会社南福岡⾃動⾞学校

森 陽平

事故防止DVDを提供予定です。

ガー×４個（事務局持参済）

415 株式会社三好不動産

牛島 麻美

お饅頭5個入りを12箱提供致します

419 有限会社ミリオン

秋本 久美子 コーヒーカップ×2・マグカップ×2・他6点を予定しています。宜しくお願いします

424 株式会社メディアシステム

廣⽯ 亮

提供（商品︓紅乙⼥酒造 紅乙⼥ゴールド720ml 数量︓２)

427 株式会社メディアボックス

森松 悦子

宿泊券 お持ちいたします。

439 ⼭田税務会計事務所

⼭田 香子

バスピロー付きローズバスセット × １ 当⽇持参します

443 株式会社読売⻄部アイエス

橋本 勝彦

⻑嶋茂雄カレンダー1本、芋焼酎2本 提供します。事務局持参済

454 株式会社LANDIC

北島 佐代子 お菓子の詰め合わせ 1箱 当⽇持参する

457 理想科学⼯業株式会社

茂田 信宏

【エンクレストロゴ入り入浴剤】1セット(10個）を10セット提供させていただきます。事務局持参
済 プロゴルファ「福田真未」サイン入りゴルフボール3個セットを4箱
ワインを２名様分事務局に持参致します。（持参済）
景品はオムロン商品を提供します。 (活動量計 1台 / 体重・体組成計 1台 / ⾎圧計 1台)
事務局持参済

103 株式会社九州丸和ロジスティクス

久保⼭ 浩⼆ ビール券5000円相当 卓上カレンダー2個

108 霧島酒造株式会社

堀切 孝⼆

茜霧島900ml 12本事務局持参済

114 熊本県福岡事務所

清⽔ 良郎

くまモングッズの提供を予定します 事務局持参済

119 株式会社クレスコ

越替 信夫

壁掛けカレンダー5個、ビジネス手帳5冊、ボールペン5本

123 株式会社グロービス

池田 阿佐子 グロービス出版ビジネス書 5冊 事務局持参済

132 ＮＰＯ法⼈九重夢創造塾

原田 直昌

134 コックソース株式会社

景品︓福岡モーターショー2019入場券5名（@1300ｘ5枚）。諸⾏事重なり交流会⽋席いたしま

グーグルホームミニ(3300円相当、オッケーグーグルと話しかけるスピーカー) 1個 事務局持参
済

今村 隆⻁

景品ソース10個提供します。

143 サッポロビール株式会社

安部 隆博

輸入ワイン6本、国産ワイン6本 ご提供します。

145 株式会社サニクリーン九州

小方 也寸志 お掃除ピカピカＢＯＸ６個 壁掛けカレンダー５個

150 株式会社三友アンブレラ

広重 正敏

ビンゴ景品 ステーショナリーセットを５セット事務局持参済

152 株式会社ジェービーエフ

⻑瀬 由典

壁掛けカレンダー５０部、卓上カレンダー１００部をご提供致します。

461 ロジスネクストユニキャリア株式会社

小川 重⺒

464 和久田建設株式会社

福田 稔

有限会社ターボマニア（中洲遊食亭）

①とらふぐ刺⾝とちり鍋セット（3〜4⼈前）１セット、②福島活きくるまえび（500ｇ）１箱、③
旬サバ缶詰セット１箱

JCB商品券6000円分
タオルセット 1個、チェスセット 1個、卓上カレンダー 2冊、手帳 2冊、その他小物 4個 事
務局持参済
「旭酒造 獺祭 純米⼤吟醸 磨き三割九分」を1名様に
お食事券 3000円 × 3枚

155 株式会社ジェント

児嶋 隆哉

クオカードを提供いたします。1000円×3枚、500円×4枚 事務局届済

当 シダックス・コミュニテイ株式会社

杉嶌 健伍

ボトルシャンパンワイン

161 株式会社シティアスコム

林田 利彦

サインペン１２色セット × ３０ 事務局持参済

⽇ ＵＤトラックス株式会社

米田 秀幸

模型 ジャンパー

165 島塚塗料株式会社

島塚 裕明

ＱＵＯカード 500円×10枚

受

172 株式会社如⽔庵

田中 良房

ビンゴ景品は、筑紫もち9個入（1340円）5箱、45個入（7010円）1箱提供させて戴きます。事務局

付

176 株式会社新生堂薬局

⻑島 広

持参済
●クレベリンスティック10個（インフルエンザ対策 12⽉、1⽉は必須） ●飲み会番⻑ 60個
（アルコール対策サプリメント）いずれも新生堂薬局で販売中︕︕ ●ビニール袋100枚（事務局持
参済）

ご提供会員 ︓94 社

賞品総数 ︓ 902 品

第175回（
175回（1
回（1月度）月例会『
月度）月例会『賀詞交換会＆産学連携経過報告』
賀詞交換会＆産学連携経過報告』開催のお知らせ
日頃よりＦＢＫの発展にご協力いただきまして誠に有難うございます。1月度月例会は新年らしく『賀詞交換会』と、1年間の産学連携活
動経過報告としまして、福岡大学経済学部の『福大ベンチャー起業論 ビジネスコンテスト』における、上位入賞プロジェクトチームの成
果発表をご紹介させて頂きます。ＦＢＫメンバーの方々のみならず、会員企業様の新卒採用や人材育成のご担当者様にもご参加をお願いし
たいと考えております。皆様のご出席を心よりお待ち申し上げます
1．日時 2020年1月16日（木）
17:00～20:30 ※第3木曜日ですのでご注意ください。
入会説明会は15：30～16：30です。
※新入会員の方、ゲストにて参加ご希望の方は事務局宛メールでご連絡をお願いします。
※メンバー変更などで初めてＦＢＫに入られた方は必ずご参加をお願い致します。
2．会場 アークロイヤル福岡天神 福岡市中央区天神3丁目13-20
3．議事 17:00～
・代表世話人挨拶 古川代表世話人（3分）
・会場責任者ご挨拶 株式会社アークホテル様（3分）
・ゲスト、新メンバーの紹介（5分）
・交流成果発表（3分）
・新会員企業ＰＲ（5分・1社）
・各委員会、分科会からの連絡（6分）
・士業ビジネス分科会 ワンポイントセミナー（5分）
・次回月例会案内（広報委員会）（3分）

6．確認事項
・交流会参加費は4,000円です。なるべく釣銭がいらないようにお願い
します。
・出欠は1月6日（月）までにＦＢＫサイトからご入力ください。
※前日、当日の交流会キャンセルは参加費をご請求するルールになって
いますのでご了承下さい。
・チラシ等の配布は30分前に会場にて、各自で机上に配布してください。

4．発表会 17:35～18:50
『福岡大学ベンチャー起業論 ビジネスコンテスト紹介』
・福岡大学ベンチャー起業論について 経済学部教授 阿比留 正弘様
・ベンチャー起業論ビジネスコンテスト説明 学生代表 小川 力丸様
●ビジネスコンテスト上位チーム成果発表
・2019/12/21開催のコンテスト上位3チームが発表致します。
・各チーム：発表時間12分、質疑応答4分、交代1分
・総評 ＦＢＫ代表世話人 古川代表世話人
●来期インターンシップP.J. エントリー企業様募集説明
・株式会社毎日メディアサービス
・福岡大学ベンチャー起業論
次期学生代表 田邊 咲樹様
5．交流会・賀詞交換会 19：00～20：30

■ 交流成果 （２０１９年 １１月末現在）

百万円
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件

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

2019年
2019年
171件
171件

11月度交流成果
11月度交流成果
90,800,917円
90,800,917円

15149
14249
44080
13320
41200
12277
11274
35025

10231 32576
8981 9501 30189
8228
28526
7530
26536
6839
23951
6083
21191
5066
18195
3834
15145

累計件数
44,080件
44,080件
累計金額 151億
151億4900万円
4900万円

2985
11396
1343
7284
285
1
4246
1754
9

38069

44000
42000
40000
38000
36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
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□■□■□■□■□■□■□■ □■□■□■□■□■□■□
【運営・業務全般】
◎担当：吉田・山領・竹下

【渉外】
◎担当：山田

□■□■□■□■□■□■□■ □■□■□■□■□■□■□

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）事務局
E-Mail： fbk@cnc.bbiq.jp
FAX：092-985-9112
〒812-0008 福岡市博多区東光２－７－２５
正興電機製作所別館 1Ｆ

