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月刊福岡ビジネス協議会

優良企業1000社の会員を目指すビックパワーネットワーク

この内容は下記のＦＢＫ　ＷＥＢサイトで

ご覧いただけます。

http://www.fbknet.com
第３３号

　08年１２月度月例会
第６４回

 　開催日時：2008年１２月１１日（木）　1７時～

担当：財務委員会　　開催会場：ＫＫＲホテル博多

総合司会の中野さん 世話人代表の石川さん

本年最後の月例会となります
が、来年も世界不況で大変厳し
い状況なると思います。ＦＢＫの
会員企業がお互いに交流を図
り乗り越えていきましょう。

新会員ゲストの紹介

今月は２０２名の皆様に参加いただき行事も多彩な内容で行われました。
ご 来賓には九重町より5名の皆様に参加いただき素敵なプレゼントもご持参いただきました。また
ゴルフ愛好会と九重町・FBK親善ゴルフコンペにて「ショートホールチャリティ　　計22.426円」の贈
呈を介護・福祉分科会の基金へ贈呈されました。
 「士業ワンポイントセミナー」と「特別講演」として会員の皆さんが今とっても興味のあるメタボに関
して講演会を開催いたしました。
懇親会では恒例のビンゴゲームと九州朝日放送で行われている「チャリティーミュージックソン」へ
30,000円の寄付がされました。

・ 特別講演
医療法人社団ブックス理事長
　藤野武彦先生（九州大学名誉教授）
議題：「メタボは脳疲労から」
　　　提案　「1日１快食」

肥満、生活習慣病、心の病----起因するのは　「脳疲労」
「二原理三原則」
原理は①自分を自分で禁止・抑制しない　②自分にとって
心地よいことを一つでもはじめる。
原則は①健康に良いことでも、嫌なら決してしない②健康
に悪くても、好きでたまらなければとりあえずそのまま続け
る③健康に良くて自分が好きなことからはじめる
具体的には　「一日一度は質量とも満足できる食事を取る」
　
　　　　　　　　　　　　提案　「1日１快食」

・ 士業ワンポイントセミナー
　
　株式会社プライム評価研究所
　不動産鑑定士　中嶋さん　添野さん
　テーマ「これからの不動産市場の方向性」

不動産価格の推移や不動産価格の考え方等の講演
（１）株価、景気動向と不動産価格の関連性
　　基本的に株価の変動にやや遅れて、不動産価格が連動。
（２）バブル期と直近の不動産バブルとの比較
　　株価と不動産価格の変動がより緊密な関係に。

緊
急
提
案

株式会社ビジネスリファイン   　　不破さん
福岡電装機器株式会社　   　　　 太田さん
有限会社ミリオン　　　   　　　　 　秋本さん
株式会社テクニカルライト　　     渡辺さん
福太郎天神テルラ株式会社    　釜賀さん
㈱新華通信ネットジャパン　    　福田さん

介護・福祉分科会の基金へ贈呈



司会進行：中川さん、平田さん

懇親会乾杯の中井さん

中締めは財務委員会を代表し中島さん

交流

ＫＢＣラジオチャリティ
ミュージックソンへの寄付

毎回素敵なプレゼント提供ありがとうございま

平成20年12月吉日
福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員様　各位

ＦＢＫ事業推進企画委員会
委員長　　深水　秋光

第６５回（１月度）月例会のご案内
　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、１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。今回は例月の月例会に加え
「よか値まる得キャンペーン」の大抽選会と新春賀詞交歓会を開催致しますので万所繰り合わせの上、
多数の参加をお願い申し上げます。

記
１．日　時２００９年１月１５日（木）　　　１７：００～
　　※入会説明会は１５：３０～１６：３０同会場で実施します
２．場　所ＲＩＴＺ５（リッツファイブ）
福岡市博多区美野島１-１-１　　　　　ＴＥＬ　０９２-４７２-１１２２（代）
３．内　容１７：００～１９：００ 1）定例会（所要時間）
　　①代表世話人挨拶
　　②ＲＩＴＺ５様挨拶
　　③新会員・ゲストの紹介
　　④交流成果発表及びよか値まる得キャンペーン
　　　結果報告・連絡事項
　　⑤新会員企業ＰＲ・緊急提案
        1社‥5分×2社
        1社‥2分×2社
　　⑥委員会報告・分科会報告
　　⑦次回月例会案内・その他（組織拡大委員会）
　　⑧分散会
　　⑨講演会｢生まれ変る博多駅｣
　　　　　JR九州事業開発本部 取締役副本部長 馬場義文様
懇親会（抽選会・賀詞交歓会）１９：２０～２０：５０
　※懇親会参加費は一人４千円
４．その他
   ①新会員企業ＰＲ・緊急提案ご希望の方は、１２月２５日（木）までにメールにて事務局へ
   　 お申込み下さい（新会員企業ＰＲ‥2社）（緊急提案‥２社）
   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１２月２５日（木）までに入力して下さい
   ④懇親会は、１月９日（金）１７時以降のキャンセルは参加費を頂きます
   ⑤｢分散会｣を実施致しますので｢自己紹介メモ｣を各自１０枚程ご持参下さい

以上

☆新会員のご紹介 10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。

・有限会社夢花

博多駅前の交通センタービル(バスセンター）８階で和食居酒屋　夢花を運営しています。　おすすめは、呼子直
送やりいか活き造り１２００円（毎日唐津呼子より直送）旬の鮮魚、市場直送各種と新鮮な活魚、鮮魚に自信が
あります。一品料理も職人の手作りで心をこめておつくりしております。カウンター席、テーブル席、４名様～最大
７５名様の掘りごたつ個室各部屋もご用意いたしておりますので、ご友人と、接待で、各種ご宴会でとご利用い
ただけます。お気軽にお立ち寄り下さい。
また、弊社では情報通信業（無線ＩＣタグを使ったソリューション開発）に特化した新会社を設立しました。ＤＦテク
ノシステムズ　と申します。ＣＰＵ(頭脳をもった）搭載のまったく新しい発想の無線ＩＣタグ(特許出願中）を中心に
様々なソリューションを提案いたします。現在、物探しの分野では広くノウハウを構築しております。皆様の”こ
まった“にお役に立てますよう精進いたします。

・日化産業株式会社

・ビジョンバイオ株式会社

器を通じて“人と環境にやさしい食空間づくり”をお手伝い致します（2003年3月　ISO-14001認証取得）。主な
取扱品目　プラスチック樹脂食器・陶器・磁器・漆器・ガラスその他の各種材質の食器　調理機器・調理道具・
ホール内サービス用品・製菓用品・清掃用品・店舗備品・消耗品・その他厨房内器具全般。
またカフェテリア食堂自動精算システムに於けるICチップ内蔵のタグ貼り付け加工（2007年6月　ISO-9001の
認証取得）、及びタグ付食器の販売も行っています。
新規事業始めました。建物の窓ガラス内側をコーティングすることで、太陽からの熱線と紫外線を大幅カット。
「アットシールド・クリア」は住友金属鉱山が開発した特殊金属化合物を超微粒子化し、溶剤に分散した液体
で透明な薄グリーン色のコーティング膜を形成します。ガラス面（室内側）を前処理し直接塗るだけの施工で、
昆虫の飛来も低減でき不燃性と耐久性に優れています。省エネ効果による「コスト削減・CO₂削減・地球環境
保護」に役立ちます。

業界屈指の食品遺伝子（DNA）検査技術力！
米の品種判別業界No1（４３９品種対応）
農林水産省受託実績機関

・株式会社日比谷花壇

花と緑を通じて様々なビジネスのお手伝いを致します。企業様から慶弔関係のお花を始め花や緑を使った販
売促進企画やイベントのお手伝いを致します。
又商業施設、オフィスなどのレンタルグリーンや季節装飾、イベント装飾など、年間を通じた空間演出などもお
まかせ下さい。

九重町より５名のゲスト参加
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発刊責任者：ＦＢＫ事務局　　青木重則
　　　TEL.092-432-3269 　ＦＡＸ092-287-9039

　　 福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）事務局
　　　 E-Mail： fbk@cnc.bbiq.jp
　　　〒812-0008　福岡市博多区東光２－７－２５
　　　　株式会社正興電機製作所（内） 別館１階

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
 
【ＷＥＢ・会計全般】
  　　 ◎担当：吉田（日立キャピタルＯＢ）

  　　　　 ＦＢＫ電話080-3969-8712
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
　事務局
 　 【入会・運営全般】
 　　  ◎担当：原田（損保ジャパン内）
   　　◎TEL.092-481-5338  FAX.092-481-5370
　　　　　ＦＢＫ電話080-3969-8710
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
　
【ＷＥＢ・業務全般】
   　　◎担当：青木（日産キャリアサービス内）
  　　 ◎TEL.092-432-3269  FAX.092-287-9039
　　　　　ＦＢＫ電話080-3969-8711
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

今年度目標「交流実績件数３５０件/月」

１１月度実績：42597千円（266件）
2008年度目標取引件数：330件／月に対し、266件と低迷しています。世界不況の中、今こそＦＢ
Ｋの組織力を発揮し交流成果を上げるべく活動を推進しましょう。１０月より始まりましたキャン
ペーンも「訪問活動強化月間」として営業活動を活発に行いましたが、残念ながら事績は目標の
80.6％の結果となってしまいました。申告漏れがありましｔら毎日更新していますのでよろしくお願
いいたします。

１１月末の応募者の締め切りをいたしました。
応募総数486名の方に応募いただきましてあり
がとうございます。
このデータをＰＣに取り込んで、今回の77名を選
出いたしました。（77名の当選者のカードを作成
し、抽選箱にカードを入れて12月の世話人会で
各賞の決定を行いました。
12月の20日で第3回目の締め切りを行います。
まだ登録されていない方は、大至急投稿してくだ
さい。
１０月より投稿された方も3回目のチャンスです。
今回は208名の方に当たります。

項番 ご提供会社名 プレゼント賞品 本数

1 株式会社極東エレテック 防災グッズ 1

2 コカ・コーラウエストジャパン株式会社 ドリンク１ケース 1

3 サッポロビール株式会社 本年新発売品「麦とホップ」缶350mi 1

4 株式会社サニクリーン九州 図書カード1，000 10

5 株式会社如水庵 筑紫もち10個入り 5

6 ドコモアイ九州株式会社 メタボメジャー１個+ボールペン５本の２０セット 10

7 株式会社西鉄シティホテル ランチペアー券 1

8 株式会社西鉄プラザ ①「じゃんくう」3000円の食事券 3

9 日産プリンス福岡販売株式会社
「NISSAN ＧＴ-Ｒ」ダイキャスト制　モデルカー（福岡日産・日産プリンス福岡・日
産フリート、3社合同）

2

10 日立キャピタル株式会社 ＱＵＯカード　１０００円分 5

11 日立コンシューマ・マーケティング株式会社 シェーバー 1

12 日立電子サービス株式会社 ペアワイングラス 1

13 株式会社福岡サンパレス
福岡サンパレス新商品『牛タンカレー』(総料理長：坂本憲治特製)(レトルト中辛1
個・甘口1個のセット)

2

14 福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社 ホークスゴルフグッズセット 1

15 福太郎天神テルラ株式会社 「天拝の郷」ペア入浴ご招待券 3

16 宗像グリーン株式会社 花の栽培セット(花の種・培養土・肥料・古紙100％再生鉢) 20

17 株式会社山口油屋福太郎 めんべい420円 10

合計 77

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００８年１１月度交流成果
２６６件　４２,597,504円

累計件数　　　　　　１5、716件
累計金額　　61億9，8960万円

９月

 交流成果の体験発表
　山口さん（山口油屋福太郎）

■メンバー登録

【Ｑ01】　「会員」と「メンバー」の違いは？
　　【Ａ】　●会員は、登録している「企業」を表します。
　　　　　 ●メンバーは、登録している「個人」を表します。
　　　　　 ●ですから、「会員数」はＦＢＫに入会している企業数であり、「メンバー数」は

　　　　　　　正式登録している個人の人数になります。

【Ｑ02】　メンバーの種類は？
   【Ａ】●次の種類があります。　・正メンバー　・副メンバー（１，２）　・準メンバー
　　　　　　・アドバイザー・ＯＢ会メンバー

【Ｑ03】　「準メンバー」って何？
   【Ａ】●正規メンバー（正副メンバー）以外でＦＢＫのＩＤを取得した社員の方を

　　　　　　「準メンバー」と呼びます。

【Ｑ04】　「準メンバー」の登録方法は？
   【Ａ】●「1.本人が登録する方法」　と、「2.正副メンバーが代理登録する方法」
　　　　　　の２つがあります。

　　　　【1.本人が登録する方法】

ＷＥＢのＦ
ＢＫ会員専
用サイトよ
り

　　　　①「準メンバー」登録は、　http://www.fbknet.com/ を開いて、左上の「ＦＢＫ会員企業社員登録」のボタンを押します。
　　　　②開いた画面で、名前やメールアドレス等必要項目を入力します。
　　　　③会員会社名はプルダウンから選びます。
　　　　④確認の為に電話番号の下４けたを入力するようになっていますので、正メンバーが登録している電話番号の下４けたを入力します。
　　　　⑤事務局で承認したら、ＩＤが発行され、メールで連絡されます。
　　　　【2.正副メンバーが代理登録する方法　】
　　　　①正副メンバーの「月例会出欠入力」から「準メンバー、ゲスト参加者の連絡はこちらから」をクリックします。
　　　　②この中の「新規メンバー代行登録」ボタンを押して、入力をします。

【Ｑ05】　登録の内容を変更したいのですが？
   【Ａ】●会員専用ＷＥＢの左上に黄色い文字で「メンバー情報変更」があり、これをクリックします。
　　　　●現在登録されている内容が表示されますので、必要な個所を修正して、「更新を依頼する」のボタンを押します。
　　　　●事務局で内容を確認して「承認」すれば登録内容が変更になります。
　　　　●パスワードの変更などもここから行って下さい。


