
☆新会員のご紹介
１２月より新しく入会された会員企業です、よろしくお願いいたします。

　

【交流成果】　第５回よか値マル得キャンペーン終了

第５回よか値マル得キャンペーンも終わり、新年を迎えましたがいかがだったで
しょうか。３ヶ月間の交流成果の実績は 件数１０００件 金額１億４０００万円とな
り月平均の交流件数目標の３００件を達成することが出来ました。キャンペーン期
間も３ヶ月と例年に比べ１ヶ月期間も長く、営業活動は十分出来ましたでしょうか。

０７年度の目標３００件に対し順調に推移しています。新会員のかたも月例会で
は企業ＰＲを行っていただくようになり、先輩会員の皆様と交流が出来やすい環境
になりました。ＦＢＫの交流実績が拡大するよう、みんなで協力いたしましょう。訪
問されて面談していただいた方は分散会や懇親会でさらに交流を深めましょう！
具体的な活動は個別の報告をしていただきましたので、別の機会に報告したいと
思います。会員の社員の方もキャンペーンを通し、ＦＢＫの活動に関心とご協力を
いただきましてお礼申し上げます。

・株式会社データ・テック

・有限会社セイブ歯研
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セイフティ・レコーダ（SR Video、SR Pocket、SRcomm）。
トラックや乗用車に搭載し、ドライバーの運転データを常時記録します。記録した運転データか
ら、ドライバーの日常の運転の癖を数値化し、安全運転を診断します。この診断結果を安全運転
の管理や指導に活用することで、ドライバーの運転の質を高め、交通事故防止や燃費削減、輸
送品質の向上に繋がります。

セラミック、インプラント、ジルコニアを使った補綴物を専門に製作

　分科会だより

◆定例会
　・「第５回よか値マル得キャンペーン」結果報告
　・分散会
◆懇親会
　・賀詞交歓会
　・「第５回よか値マル得キャンペーン」Ｗプレゼント抽選会

・学校法人双葉学園福岡デザイン専門学校

デザイン系（デザイン学科・建築学科）専門学校として人材育成。学生数は両科をあわせて約２０
０名（１，２年生）

・株式会社トーデント九州

総合病院内歯科診療所・大学関係歯科診療所・一般開業歯科への医療機器販売、医療用具販売
及び修理業。歯科診療所にしか販売できない商品を取り扱っています。
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福岡ビジネス協議会会員各位

組織拡大委員会　
             委員長　前田　茂春

　日頃より、ＦＢＫの諸活動にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　さて、2月度月例会を下記の通り実施致しますので、ご案内申し上げます。今回はゲスト同伴大会を
行いますので、会員会社１社あたり１名以上のゲストを同伴いただきますようお願いいたします。
　多数の参加をお願い申し上げます。

１．日　時 ２００８年２月１４日(木) １７：００　～　20:30
　　＊入会説明会は１５：３０～１６：３０同会場で実施します
　　　（同伴者はなるべく入会説明会へのご参加お願いいたします）

２．場　所 「福岡サンパレス」
福岡市博多区築港本町2-1 ＴＥＬ　092-282-0003

３．内　容 17:００～1８:１０ １)２月定例会（ゲスト同伴大会）
　①代表挨拶
　②福岡サンパレス様御挨拶
　③FBK概要紹介（ゲスト参加者の皆様への説明）
　④新メンバー紹介
　⑤ゲスト紹介
　⑥新入会員企業ＰＲ（３ヶ月以内入会会員）（１社５分以内）
　⑦交流成果発表
　⑧メイン企業ＰＲ（１社１０分以内）
　⑨緊急提案（１社２分以内）
　⑩委員会報告・分科会報告
　⑪次回月例会案内・その他

1８:１０～1８:４０ 　⑫ゲスト同伴分散会
1８:４０～１８:５０ 　休憩
1８:５０～２０:３０ 2)懇親会（参加費は１人４，０００円）

４．ゲスト（同伴者）について
①メールにて月例会の案内を致しますが、そこの「ゲスト届け欄」を利用してください。
②一般メンバーの方の申込みもメールにてお願いいたします。
③同伴者が後日入会希望されて、入会審査により否定される不安がある場合は
　　事前にＦＢＫホームページより入会審査をお申込ください。
④同伴者にも分散会を体験していただきますので、会社のパンフレットや名刺を
　　準備いただくようご依頼願います｡

5．その他 ①緊急提案がある方は、１月31日(木)までに連絡願います(１社２分以内､先着５社まで)
②チラシ等を配布する場合は、３０分前までに会場に来て自分で配布して下さい
③出欠確認を「ＦＢＫwebサイト｣に１月３１日(木)までに入力して下さい
④懇親会は、２月１３日(水)１７時以降のキャンセルは参加費を頂きます
⑤分散会で使用する「自己紹介コメントメモ」を１０枚程度持参願います

以　上

第56回(２月度)月例会のご案内
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ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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月例会にゲストを同伴しよう！

１会員につき１社のゲストを是非同行ください。
今期の目標３００社まであと少し。
　　・ビジネスチャンスは会員の増強から
　　・ＦＢＫは安心・信頼・組織力と会員相互の
　　　充実した交流から社会信用が生まれます
※同伴前に入会審査（入会推薦はＷＥＢより出来ます。入会審査で否定
される場合がありますので、不安がある場合は事前に審査を）

　豪華プレゼントが抽選で当た
る「Ｗプレゼント」に多数応募し
ていただきました。
ＷＥＢによる応募　　４４９名
ハガキによる応募　７５６名
の皆様に応募いただきありがと
うございました。月例会におきま
して抽選会を行いました。
当選者をＦＢＫのＷＥＢ上（会員
専用）に発表いたしました。

第５５回（１月度）月例会　ＫＫＲホテル博多で１月１０日開催
担当：事業推進企画委員会

中国ビジネス研修会
　中国経済は来年のオリンピック、2012年の上海万博の開催ともあいまって、発展に
つぐ発展をとげつつあります。また、ＦＢＫ会員にも中国に関係する企業の増加があります。
　近い将来、圧倒的マーケットとして、存在価値を示すであろう中国について知識を深め、
ビジネスチャンスにつなげていきたいと思います。
　研修のまとめとして、2008年10月に中国を訪問し、ビジネスの接点拡大をはかりたいと
計画しています。
・毎月第1金曜日18時30分より20時まで中国に関係している方に講師をお願いして研修会を開催しています。
次回開催予定
　１月１８日(金)　講師：篠崎真美氏（九州大学　知的財産本部　国際産学官連携センター　マネージャー）
テーマ：「異文化マーケットにおけるヒトのマネージメントとは～中国現法におけるSHRの重要性～ 」

若手分科会
　若手分科会は、「若さとパワーで、未知なる可能性、新しいことへの積極チャレンジ！」
　　相互に切磋琢磨をおこなってスキルアップし将来のＦＢＫの発展に貢献する。
　　会員間で交流を深め、互いの会社内容を理解し、ビジネスチャンスを拡げる。
このような目的で活動しています。ＦＢＫ会員企業の２０代・３０代の主に営業職に
従事する若手社員のかた参加お待ちしています。
次回開催予定　１月１６日(水)
　講師　：　 小路　智広　氏　　　総合教育社アシスト株式会社　代表取締役
　講演内容　：　コーチングの技術と品格
　　　　　　　　　　①いますぐ使いたくなるコーチング
　　　　　　　　　　②誰でも簡単に出来る最強コーチング

ニュービジネス分科会
　ニュービジナス分科会では
　　・ビジネスネタの情報交換
　　・会員会社のニュービジネス支援・推進
　　・新事業・共同事業の立上げ 」
このような目的で活動しています。
本年度のテーマは町興し、村興しです。関心がある方は是非ご参加ください。
次回開催予定　１月２９日(火)
議題　：　九重町町役場、ＪＡ九重　訪問結果と今後の進め方
　　　　　　（１月２３日に九重町町役場とＪＡ九重へ訪問し、現状の話しを伺い報告いたします）

３ヶ月間の交流成果
件数：１０００件
金額：１億４千万円

1 福太郎天神テルラ株式会社
2 日立電子サービス株式会社
3 福岡西鉄タクシー株式会社
4 福岡日産自動車株式会社
5 株式会社フジスタッフ
6 日立コンシューマ・マーケティング（株）
7 株式会社山口油屋福太郎
8 日立化成フィルテック株式会社
9 株式会社落合天弘堂

10 西鉄運輸株式会社
11 日立キャピタル株式会社
12 株式会社ネット・クリエーション
13 株式会社愛和
14 株式会社ミナミ商事
15 株式会社サニクリーン九州 
16 株式会社日立製作所
17 日立キャピタルオートリース株式会社
18 株式会社西鉄シティホテル
19 ソフトバンクモバイル株式会社
20 宗像グリーン株式会社
21 日産プリンス福岡販売株式会社
22 ピーアンドディービジネス株式会社
23 株式会社ゼンリン
24 サッポロビール株式会社
25 株式会社日立保険サービス
26 福岡電装機器株式会社

27 株式会社九州日立ソリューションズ

28 株式会社テクニカルライト
29 医療法人財団博愛会

詳細はＷＥＢでご確認ください

下記会員さまより多数の賞
品をご提供いただきました。
　ありがとうございました！

組織拡大委員長

新年のご挨拶は山口副代表世話人

総合司会の事業推進企画
石川委員長

熱心に行われる今年初めての分散会（企業ＰＲ・自己の売込み・名刺交換）

新メンバーとゲストの皆さん 益正グループの企業ＰＲ

「双葉学園」

「シーマ」

ＷＥＢ応募の抽選
（山口副代表世話人）

１７０人に勝ちました

懇親会司会の竹田さんと宿里さん
抽選会もお二人で

新春用えびすビールで
乾杯は中野さん

「データ・テック」

会場提供のＫＫＲホテル博多の
ご挨拶

緊急提案

久留米大学

フラウ

賀詞交歓会と
キャンペーン抽選会

特別抽選会（懇親会参加
者全員でジャンケン大会）

◆西鉄旅行賞
◆山口福太郎めんたい賞
◆宗像グリーン賞
◆サッポロビール賞

ＦＢＫ懇親会の会場はいつも
無理をお願いしています

座長の田中丸さん

座長の内田さん

事務局の原田さん


