
　第５８回（０８年４月度）月例会　担当：厚生事業委員会
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☆新会員のご紹介
３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。

　

いろんな方から話しを聞きますと、自分のところでは発注できないが、会員以外に紹介をして、会員企業よ
り取引していただいた実績があるとのことです。このようなケースはＦＢＫで交流を深め実績が出ましたので、
交流成果の報告をしていただければと思います。ＦＢＫの存在を社内や取引先ででＰＲしていただいて、購入
や発注はまず、「ＦＢＫ会員企業」に該当の商品や事業内容が無いか確認。そのためには取引拡大を目指す
会員さまは、ＦＢＫのＷＥＢサイトに情報を発信しないと指名してもらえません。また月例会に参加し、交流を
深め、親しくなり人脈を構築してください。
　特殊な商品や事業内容の会員様、ＦＢＫに該当企業がある商談があれば紹介をお願いいたします。

・福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社
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 地元福岡にある公式「福岡ソフトバンクホークス」球団を保有。
ヤフードームを使っての野球等スポーツ施設等の運営、経営。
年間指定席をはじめ、広告、年間指定席、ドーム内看板、広告の協賛から小口チケット・企画チ
ケット・スーパーボックス優待利用等１枚のチケットまでご利用ください。

・株式会社西鉄プラザ

【交流成果】　人脈は商談の宝です！

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

1 1
104

285

594

1,343

2,269

2,985

4,428

3,441

3,832

5,065

5,662

1,754

13,305

11,383

7,281

9,354

5,653

3,060

6 9 157 333
892

4,246

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

百万円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

件百万円 件

９月３月
２００５

９月３月
２００５

９月３月
２００３

９月 ９月 ３月
２００６

８月
２００２

３月
2007

９月 ３月
2008

２００８年３月度交流成果
２４０件　７９,８８８,７８２円

累計件数　　　　　　１３、３０５件
累計金額　　５６億６、２５０万円

西鉄プラザは、福岡県内を中心に、飲食店を４６店舗営業いたしております。業態として
 ①居酒屋営業＝「天神ダイニングじゃんくう」、焼鳥居酒屋「きどりや」
 ②ミスタードーナツ＝天神店、久留米店など西鉄沿線を中心に１７店舗
 ③レストラン営業＝「彩食健美ぷらざ」ソラリアステージ店(洋）、「祇園茶屋」春日店（和）
 ④コーヒーショップ＝「カフェティ店」、「ドトール店」
 ⑤空港内店舗＝「博多うどんはちや」２店、レストラン「クランシェフ」・「ぎおん亭」（国内線）
⑥うどん店＝西鉄沿線に「やりうどん店」４店舗と色々な業態でお客様にご利用いただいており

ます。
またお弁当の宅配事業、ケータリングサービスも併せて行っています。年末年始の忘新年会ご

利用、歓送迎会、会議＋宴会、などの機会がありましたら、当社「天神ダイニングじゃんくう」では
最大１５０名様までのご宴会をお受けできます。また各種個室もご用意いたしておりますので、ぜ
ひご予約、ご利用いただきますようお願いいたします。

　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

月例会でまずはご挨拶

2008年4月10日

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員　各位

　ＦＢＫ研修委員会

委員長　　墨屋義法

　　日頃よりＦＢＫの発展にご努力頂き、誠に有難うございます。

　　５月の月例会は企業見学会になっています。候補地をアンケートにより募集した結果、多数の候補地から絞り、

　　今回も貸切バスでの移動による会員企業の工場等の見学と、初めて高校教育の現場を訪問します。

　　又、今回は中国ビジネス研修会も兼ねて、九州大学の国吉教授による「中国に関する」講演会も行います。

　　お忙しい中とは存じますが、個人ではなかなか見学したり講演を聴くことができませんので、是非、多くの方が

　　参加していただきますようお願いいたします。

記

１．開催日 ５月１５日（木）

２．集合場所と時間　

　①見学会 　博多駅筑紫口　　　８時５０分　（博多駅受付：ホテルセントラーザ横のコンビニの前）

　　・貸切バスを利用して見学会を実施します。（西鉄バス）

　②講演会 　福ビル　９階大ホール　　１６時００分

　　月例会 　　・福岡市中央区天神１丁目１１－１７　福岡ビル９階

３．施設企業見学

①１０：００　～　１１：１０ 　　大和ハウス工業㈱　九州工場（ｼﾞｰﾎﾞ等体験、ＶＴＲ、生産ﾗｲﾝ）見学

②１１：３５　～　１３：３０　　　県立鞍手竜徳高校　訪問（総合学科高校の重点教育指導がテーマです）

　　　・11：35　～　12：15　　　　授業内容見学（総合学科高校としての工業・商業・農業関係）

　　　・12：15　～　13：30　　　　教員との意見交換会及び昼食（弁当持込：会員会社）

③１４：００　～　１４：４０　　　宗像グリーン㈱　小売店舗見学

④１６：２０　～　１７：５０ 　　九州大学　国吉教授講演　　（福ビル　９階大ホール　）

　　「第９回　中国ビジネス研修会　」　　　・１０月の中国研修旅行案内

４．月例会　　　場所 福ビル　９階大ホール

　　　議事 １８：００～１８：0５ ・代表世話人挨拶　　　

１８：０５～１９：００ ・新入会員、ゲストの紹介

･交流成果発表

・新会員企業ＰＲ、緊急提案

・各委員会、分科会からの連絡

・次回月例会の案内　＜広報委員会＞

１９：１０～２０：３０ ・懇親会　「懇親会を分散会として実施」

（各テーブルで懇親会をしながら分散会を実施）

５．参加費用 　①　企業見学会参加者　　２，０００円（昼食代込み）＋月例会参加費４，０００円　計６，０００円

　②　講演会及び月例会のみ参加者　　４，０００円

６．確認事項

●出欠は４月３０日（水）までにＦＢＫサイトからご入力ください。

　（最近、ご入力が遅れがちです。貸切バス手配の都合もございますので、ご協力宜しくお願いします。）

●新会員企業ＰＲ、緊急提案ご希望の方は、４月３０日までにメールにて事務局へお申込ください。

●チラシ等の配布希望の方は講演会の前までに会場にて、各机上に配布してください。

●今回は「懇親会分散会」を実施。「自己紹介メモ」を各自８枚程ご持参下さい。

●会費はお一人６，０００円（懇親会・バス代）、４，０００円（月例会のみ）です。領収書を準備いたします。

　（直前のキャンセルは会費を後日請求させていただきます）

以上

第５９回（５月度）　月例会『企業見学会』のご案内

　九重町の町興し、村興しの仕事を一緒にしませんか！！

　ニュービジネス分科会では、筑後川流域連携倶楽部と連携して、日本一の大吊橋で
活況を呈している九重町の町興し、村興しを一緒に検討する方を募集しています。
その一環としまして、九重町「夜なべ談議」を下記の日程で開催いたします。九重町でも
町長・副町長・ＪＡ幹部・実業家（酒造メーカー社長）等々約３０名が出席予定です。
又、具体的ビジネス案件も既に提示されています。是非皆様もご参加頂き、
新たなビジネスを一緒に考えてみませんか？
多数の参加をお待ちしています。

記
１．開催日時　　　　２００８年４月２５日（金）　１７時３０分集合
２．会場　　　　　　　「九重星生ホテル」
　　　　　　　　　　　　　大分県玖珠郡九重町田野２３０　　ＴＥＬ0973-79-3111
　　　　　　　　　　　　　（各自自由にご集合ください）
３．参加費　　　　　　　１名１２，０００円（１泊２食）
４．議題
　　18:00　代表者挨拶
　　　　　九重町　坂本町長
　　　　　　　「九重町の現状と要望について」
　　　　　筑後川流域連携クラブ　駄田井久留米大学教授
　　　　　　　「ＮＰＯ活動の現状と今後の活動予定」
　　　　　ＦＢＫ　田中丸
　　　　　　　「ＦＢＫの紹介と九重町を取り上げた背景説明」
　　　　　その他挨拶
　　　　　　　九州大学　国吉教授
　　　　　　　「九重町と中国人観光客誘致について」(仮題)
　　１９：００　懇親会を兼ねた会食
　　２０：００　意見交換会
　　　　　　7～８名単位で　小部屋に別れ、意見交換会を行う
　　　　　　テーマ　　「福岡へ期待すること」
　　２２：１５　夜なべ談議　開始　(大広間にて)

以上
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物流分科会アンケート

①物を送る料金、気になりませんか？

見直したい　　景気のために仕方ない　　気にならない

②送った品物、安全に送られているか気になりませんか？

気になる　　問い合わせることがある　　気にならない

③最近、輸送に事故が増えたと感じたことは有りませんか？

輸送中の交通事故　　品物の破損事故　　感じない

④最近感じたこと。感じていること。

お問い合わせ先　　ＴＥＬ093-881-5255　　ＦＡＸ：093-882-3277
物流分科会事務局　　株式会社エクセニシムラ　西村幸一郎

物流分科会

ゴルフ愛好会

ニュービジネス分科会

士業ワンポイントセミナー

「営業に役立つ環境・エコの話題
講師：中小企業診断士　　　伊藤　栄樹

１．集客の即効薬「エコ」
２．意外とエコ好き日本人

　・世論調査から　・環境に優しい生活スタイル
３．エコへの取組みは進んでいるか

　・温暖化対策　・エネルギー　・廃棄物　・自然破壊
４．京都議定義書への対応
５．環境の問題の特殊性

　・環境経営　・環境経営　・環境技術　・市民活動
６．このギャップを埋める企業活動

　・環境をテーマに営業を活性化
　・ＩＳＯ１４００１企業の役割
　・エコしょうひん、エコっぽい商品
　・エコに強くなるセールス
　・みんなが意識をもつことで本当のエコになる

企業ＰＲ
宗像グリーン＆博巧印

刷

山口油屋福太郎

久留米大学　駄田井教授

エム・ブイ・ピー

エスピー・ネットワーク

メディカルアソシア

すばる法律事務所

会場：ＲＩＴＺ５　松井支配人山口代表世話人総合司会の迫田さん

【開催日】　平成２０年４月１０日１７：００より
【開催場所】　ＲＩＴＺ５
【内容】
　　■定例会
　　　①代表世話人挨拶
　　　②ＲＩＴＺ５（開催会場）　責任者挨拶
　　　③新人会員メンバー・ゲスト紹介
　　　④新会員企業紹介ＰＲ
　　　⑤交流成果発表
　　　⑥企業ＰＲ
　　　⑦緊急提案
　　　⑧士業ワンポイントセミナー
　　　　　　伊藤中小企業診断士より
　　　　　　「営業に役立つ環境・エコの話題」
　　　⑨分科会・委員会の報告
　　　⑩次回月例会案内　　研修委員会
　　　⑪分散会
　　■懇親会
　　　　テーブル対抗「ダーツゲーム大会」

緊急提案

新会員（メンバー）紹介

　山口代表世話人は中
国より月例会当日に帰
国し、早速参加いただ
きました。話題は中国
進出を果たした会員企
業「益正グループ」の
ニュースでした。会場
を提供いただいたＲＩＴ
Ｚ５の松井支配人も、
「 前 期 の 計 画 を 達 成
し、ＦＢＫの皆様の口コ
ミに感謝します」とのご
挨拶。
また、宗像グリーン様
と博巧印刷様のコラボ
レートによる事業展開
の Ｐ Ｒ が 行 わ れ ま し
た。

懇親会では、「テーブ
ル対抗ダーツゲーム大
会」を実施し交流を深
めていただきました。
会場では福太郎の「百
周年記念明太子」の即
売会も実施。担当の厚
生事業委員会のみな
さまご苦労様でした。

士業分科会で
行っていただい
て い ま す 今 月
のワンポイント
セミナーは伊藤
中小企業診断
士 に よ る 講 演
をしていただき
ました。

企業見学会が成功す
るために

研修委員会では毎年
企業見学会を企画・開
催していますが、大変
な労力をかけ頑張って
います。
①見学先を決める為
のアンケートの実施。
②見学先の選定。
③見学が可能かどうか
の調査。（時間や見学
人員のキャパ）
④コースの行程。
⑤見学先との打合せ。
⑥コースに沿った下
見。（２～３回）
⑦月例会の手配（通常
の月並み以上）
⑧バスの手配。
⑨世話人会の承認。
⑩月例会での案内。
⑪参加者の集約。
⑫そして当日の実施。

皆さんご理解よろしく
お願いいたします。

インターネット分科会より

「ＦＢＫ耳より情報」の登録方法が変わりました。

ここで選択

ゴルフ愛好会未登録の方
ご連絡ください。すぐに登録
いたします。（自分でも出来
ます）

ここが追加になりました 各社２件まで指定できます

「ＦＢＫ耳より情報」に登録するには

担当の厚生事業委員会の皆さん


