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士業ビジネス分科会

ワンポイントセミナー

「２０１９年度注目の助成金」

について

鶴屋社会保険労務士事務所
鶴屋 力 氏

委員会・分科会

からの連絡

1月度月例会は、「福岡大学ベンチャー起業論 ビジネスコンテスト」上位

入賞チームの成果発表をご紹介いたしました。

古川代表世話人挨拶
交流成果発表 事業推進拡販

委員会 長濱さん

次月月例会案内 広報委員会

永末さん

山歩の会 笠さん

冬山歩くじゅうのご案内

新メンバー・ゲストのご紹介

定例会司会 植田さん

交流会司会 窪田さん

会場風景



事業推進企画委員会の皆さんお疲れ様でした！

福岡大学ベンチャー起業論 ビジネスコンテスト紹介

①ＣＯＮ（コン）プロジェクトチーム

ビンゴ大会ビンゴ大会ビンゴ大会ビンゴ大会

交流会

福岡大学ベンチャー起業論につ

いて 福岡大学経済学部

阿比留教授

ビジネスコンテスト説明

学生代表 小川 力丸様

発表チーム補足説明

事業推進企画委員会 笠さん

来期インターンシップＰ．Ｊ

エントリー企業募集説明

田邊 咲樹様

古川代表世話人に

よる総評

乾杯 横川さん 小川さん

中締め 田邊さん 森田さん

事業推進企画委員会の皆さん

②CALORE（カローレ）プロジェクトチーム

③XF（エグゼフ）プロジェクトチーム



第第第第176176176176回（回（回（回（2222月度）月例会月度）月例会月度）月例会月度）月例会『『『『FBKFBKFBKFBK広報活動の会広報活動の会広報活動の会広報活動の会』』』』開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ

日頃よりＦＢＫの発展にご協力いただき、誠に有難うございます。2月の月例会を下記の通りに開催いたしますのでご案内申し上げ

ます。皆様の多数のご出席をお願い申し上げます。

1．日時 2月13日(木) 17：00～ (入会説明会は15：30～16：30)

2．場所 Ritz5（リッツファイブ） 福岡県福岡市博多区美野島1丁目1-1

3．内容

1）定例会 17：00～18：10（70分）

・テーブル内名刺交換タイム（10分）

・代表世話人挨拶（3分）

・リッツファイブ様 代表者挨拶（3分）

・新入会員、ゲストの紹介（5分）

・ゲスト企業ＰＲ （5～7分×4社）

・士業ビジネス分科会 ワンポントセミナー（5分）

・各委員会、分科会からの連絡（8分）

・交流成果発表（5分）

・次回月例会の案内〈会員交流推進委員会〉（5分）

◇展示ブース見学 18：10～18：30（20分）

◇休憩 18：30～18：40（10分）

2）交流会 18：40～20：20（100分）

4．確認事項、及び注意事項

●月例会の出欠は、2月4日（火)までにＦＢＫサイトからご入力ください。

●当月につきまして、新会員企業ＰＲ・緊急提案は時間の関係で今回は開催しません。
●チラシ等の配布は、定例会30分前までにお願いします。

●交流会の会費はお一人4,000円です。領収書をご準備致します。

※月例会前日からキャンセル料（4,000円）が発生しますので予めご了承ください。

■■■■ 交流成果交流成果交流成果交流成果 （２０１９年（２０１９年（２０１９年（２０１９年 １２月末現在）１２月末現在）１２月末現在）１２月末現在）
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ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

百万円 件

2019201920192019年年年年 12121212月度交流成果月度交流成果月度交流成果月度交流成果

167167167167件件件件 44,526,24844,526,24844,526,24844,526,248円円円円

累計件数累計件数累計件数累計件数 44,28644,28644,28644,286件件件件
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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

□■□■□■□■□■□■□■

【運営・業務全般】

◎担当：吉田・山領・竹下

□■□■□■□■□■□■□■

□■□■□■□■□■□■□

【渉外】

◎担当：山田

□■□■□■□■□■□■□

11111111月以降に入会の６社をご紹介します！月以降に入会の６社をご紹介します！月以降に入会の６社をご紹介します！月以降に入会の６社をご紹介します！

大阪が本社の総合建設会社ですが、福岡に進出してから3年となります。

福岡ビジネス協議会の方々との交流を通じて、九州、福岡でのビジネスを

拡げていきたいと考えております。

建築に関わるご相談がございましたらご遠慮なくお声掛け頂きますよう宜

しくお願い致します。

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神三丁目

4番5号 ピエトロビル8階

TEL:092-406-7371, FAX:092-406-7372
https://www.nakagawa-kikaku.co.jp/

■中川企画建設株式会社■中川企画建設株式会社■中川企画建設株式会社■中川企画建設株式会社

ライクグループは、人生のどの段階においても「なくてはならない企業グ

ループ」を目指しています。

「保育」「人材」「介護」 分野における事業会社を中心に、現代社会の

課題解決を行っております。

総合人材サービスを営む『ライクスタッフィング』

事業所内保育の受託運営、認可保育園等で300ヶ所以上の施設を営む

『ライクキッズ』

約1,400室の居室数を持つ有料老人ホーム等を営む『ライクケア』

◆業界トップクラスのサービス利用数

顧客企業様・求職者様双方の視点に立った最適なマッチング

東証一部上場グループであり、資本・法令遵守等の観点からもご安心いた

だけるため、多くの求職者様と企業様にサービスをご利用いただいていま

す。 これまで様々な企業様の「採用・教育業務」にかかる時間や手間の削

減を実現しております。

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1

日本生命博多駅前ビル11階

TEL:092-432-0515, FAX:092-432-0510
https://www.like-gr.co.jp/staffing/

■ライクスタッフィング株式会社■ライクスタッフィング株式会社■ライクスタッフィング株式会社■ライクスタッフィング株式会社

各種法律相談、契約書の作成、確認、法律顧問業務等承っております。注

力分野としては、交通事故（保険会社の顧問は一切しておらず、交通事故

にあわれた被害者側となります。）、不動産トラブル（顧問会社からの各

種相談への対応、不動産売買契約に付随する瑕疵への対応）、IT法務（ア

プリ利用規約の作成、業務体制についてのリーガルリスクマネジメント

等）等です。まずは、お気軽にご相談いただければと思います。

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1

ＪＲＪＰ博多ビル3階博多港センタービル4階401

TEL:092-433-5001, FAX:092-433-5011
http://www.ohmoto.biz/

■弁護士法人大本総合法律事務所■弁護士法人大本総合法律事務所■弁護士法人大本総合法律事務所■弁護士法人大本総合法律事務所 福岡支店福岡支店福岡支店福岡支店

当社は、官公庁向け社会インフラシステム開発を中心に成長してきた、濱

田重工株式会社の100％子会社で、基幹系業務システムの構築提案から、設

計、開発、導入支援まで、IT化を幅広くサポートしています。

近年は、社会生活に欠く事のできない環境・エネルギー、リサイクル、消

防、防災、医療、IoT等の官公庁向け社会インフラ対応をコア事業に位置付

け、更に進化。例えば、24時間365日止まる事が許されない、消防ソリュー

ションの中核、「緊急通信指令システム」の構築など、私たちの生活の中

で欠かすことのできない社会インフラを通して、社会に貢献する企業を目

指しています。

今後は、一般企業向けに、センサーやLED照明の導入などIoTインフラのコ

ンサルティング業務を促進したり、工場の製造ラインの稼働状況をリアル

タイムで把握できるモニターシステム「i-Brain」の販売といった、付加価

値の高いソリューションビジネスを拡大し、新たな価値の創造にも挑戦し

て行く構えです。

〒804-0053 福岡県北九州市戸畑区牧山1－1－36

濱田重工ビル4階

TEL:093-871-8811, FAX:093-871-8814
https://www.icomsoft.co.jp/

■アイコムソフト株式会社■アイコムソフト株式会社■アイコムソフト株式会社■アイコムソフト株式会社

シーエスコミュニケーションは「第4のインフラ」として社会を支える、

IT・ネットワークに携わる企業です。

「技術力」「誠実さ」「向上心」を持ち続け、お客様のあらゆる要望・要

求に応えられるシステムインテグレーター企業を目指しています。

～～具体的な事業内容～～

◆ネットワークソリューション：［ネットワーク構築・設計、運用・管

理］

お客様の目的を満たす性能や機能を明確に定義し、要望に沿ったネット

ワークシステムの構築・設計、ならびに運用・管理を行います。

◆カスタマーソリューション：［導入展開］

端末（PC・タブレットなど）及び周辺ネットワーク機器の設置・設定等

を行い、構築したシステムの実稼働への移行を行います。

◆サービスアライアンス：［保守・メンテナンス］

24時間365日、システムやネットワークの監視・メンテナンスを行い、有

事の際は迅速かつ適切な対応を実現します。

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-5

博多サンシティ3F

TEL:092-415-6655, FAX:092-415-6650
https://www.cs-com.co.jp/

■株式会社シーエスコミュニケーション■株式会社シーエスコミュニケーション■株式会社シーエスコミュニケーション■株式会社シーエスコミュニケーション

創立1948年の広告会社

①交通広告 : JR(JR九州・JR西日本)、北九州モノレール指定代理店<その他、

私鉄(西鉄・福岡地下鉄)広告の取扱

②屋外広告 : ネオン広告塔・パネル看板等の企画・調査・設 計・施工

③印刷物の企画・制作、広告宣伝に・PRに関する企画・制作

④ホームページ制作、アプリ制作・販売

〒803-0816 福岡県北九州市小倉北区金田2-2-14

TEL:093-561-5662, FAX:093-561-1848
http://www.montetsu.co.jp/

■株式会社門鉄広告社■株式会社門鉄広告社■株式会社門鉄広告社■株式会社門鉄広告社


