
発刊日：平成２１年１月１９日

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３４号

総合司会の深水さん世話人代表の石川さん

　0９年１月度月例会

担当：事業推進企画委員会　　開催会場：リッツ５

開催日時：2009年１月１5日（木）第６５回

新年明けましておめでとうございます。
　各会員企業のみなさまも大変厳しい状況にあるかと思いま
す。今こそＦＢＫの組織を活用し乗り切って行こうではありませ
んか！本日は２００名以上の参加をいただき、またＪＲ九州の博
多駅開発の「生まれ変わる博多駅」と題して講演を行っていた
だきますが、福岡も生まれ変わらなければいけません。みんな
で頑張っていきましょう。

緊
急
提
案

新会員ゲストの紹介

福岡県立鞍手竜徳高等学校　　　瀬在丸さんと高橋さん

（左）日立キャピタルサービス株式会社　　和田さん
（右）ビジョンバイオ株式会社　　　　 　　　　飯田さん

新
会
員
企
業
Ｐ
Ｒ 交流成果事例発表

日立博愛ヒューマンサポート様と
フラウ様の取引の経過を発表

テーブルごとに自己ＰＲ（分散会）

株式会社西宣　　入江さん

講演会
JR九州  取締役博多駅開発本部長 　馬場　義文氏
　　　演題：｢生まれ変る博多駅｣

開発コンセプ

福岡・九州の玄関口にふさわしい

象徴的な場
地域性・ｼﾝﾎﾞﾘｯｸ・当ﾋﾞﾙ・伝統

人・モノ・情報・文化が交流する

賑わいの場
最先端・活気・情報拠点・便利

豊かで心地よい時間を提供する

心に適う場
粋・もてなし・いやし・共感

人々の記憶に残る、オンリーワンの駅「博多」

～福岡・九州の皆さんに、永く“愛され”
　　“誇りに思っていただける”駅をつくります。～

•開発面積：約  22,000㎡
•延床面積：約200,000㎡　※ 旧駅ビル約30,000㎡
•階数　　：地下3階～地上10階
•用途　　：駅、複合商業施設（百貨店、専門店、
　　　　　  エンターテインメント、サービス等）、
                    駐車場、駐輪場
•駐車台数：約750台
•駐輪台数：約2,250台
•開業時期：平成23年春



司会進行：渡邊さん、
　　　　　　　古賀さん

懇親会乾杯の清水さん

交流
１月の懇親会では賀詞
交歓会を兼ねて行いま
した。サッポロビール様
よ り 美 味 し い 「 エ ビ ス
ビール」を提供いただき
ました。昨年行いました
「よか値マル 得キ ャン
ペーン」の最終抽選会を
行い出席のメンバーの
方にも幸運の歓びが聞
かれました。又特別賞品
が提供されジャンケン
ゲームを行い大変盛大
な交流会でした。当番委
員会の事業推進企画委
員会の皆様大変ご苦労
様でした。

キャンペーン抽選会

当番委員会の出席者への対応充実のため腕章を新規作製いたしました。

賞品提供いただきました（ジャンケン大会）

ＪＲ九州様
西鉄旅行様
サッポロビール様
ミナミ商事様

☆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。

・株式会社インク・アンド・ペーパー

主に九州の生協の発行する様々な媒体（Web含む）を制作しているエフコープの子会社です。九州150万世帯組
合員消費者のくらしをまもり、豊かにする事業と活動を支えていくために、クロスメディアの様々な業務営業をお
こなっています。消費者に価値を届けようとされる「事業者」の方々と、それをつなげ届ける役割の「生協」との
「橋渡し」をできるよう、今後とくにインターネット会員制度「eフレンズ」（09年1月現在九州全体で約50000世帯）等
を活かし、組合員と事業者がwin-winの関係になれる方向でのプランニングご提案をおこなって行きたいと考え
ています。よろしくおねがいいたします。

今年度目標「交流実績件数３５０件/月」

１２月度実績：6、2945千円（320件）
　今年は景気が良くなく、あまり交流成果があがらなかったようですが、１２月は件数が少し伸びたようです。１月の月例会では、交流成果事
例を発表していただきましたが、何か困ったことがあればまずはＦＢＫを思い出してください。事務局では会員企業の業務内容を皆様よりより
多くの情報を把握しています。マッチングできる方法を一緒に検討いたしますので、ご相談ください。

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００８年１２月度交流成果
３２０件　６２,９４５,６６4円

累計件数　　　　　　１６、０５４件
累計金額　　6２億２，７１３万円

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 ２００９年２月１２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もお願いいたします）

２．場　所 「KKRホテル博多」
福岡市中央区薬院4-21-1 ＴＥＬ　092-521-1361

３．内　容 17:00～18:20 １)２月定例会（ゲスト同伴大会）

　①代表世話人挨拶
　②KKRホテル博多様　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３分以内）

● 関西酵素 ● 日野出 ● 夢花
● 日化産業 ● 日比谷花壇

　⑦交流成果発表
　⑧メイン企業ＰＲ（１社１０分以内×２社）

● JR九州
● ネオ倶楽部

　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 WEB委員長　大塚さん

18:20～18:50 　⑫ゲスト同伴分散会（３０分）
※分散会で自己紹介のときの「拍手」はしないよう注意すること

18:50～18:55 　休憩（５分）

18:55～20:30 2)懇親会（１時間３０分前後）　　　　　（参加費は１人４，０００円）

４．ゲスト（同伴者）について

①ゲストの参加希望については、正副メンバーの方の「月例会出欠画面」を開き

　「準メンバー、ゲスト参加者の連絡はこちらから」のボタンを押して

　「ゲスト参加者」の欄に入力してください。

②ゲストはどなたでも参加ＯＫですが、正式な入会には審査があります。

　極力、事前にＦＢＫホームページより入会審査をお申込ください。

③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２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(土)までに入力して下さい

④懇親会は、２月１1日(水)１７時以降のキャンセルは参加費を頂きます

以上

2009年1月15日

第66回(２月度)月例会のご案内

記



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
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■新会員の推薦

【Ｑ01】　新規会員を推薦したいのですが。
　　【Ａ】　●まず、以下の手順で審査の依頼をして下さい。
　　　　　　① ＦＢＫ会員専用ＷＥＢを開き、ＴＯＰページの右側中央付近に「推薦はこちらから」という文言がありますのでクリックします。
　　　　　　②必要項目を入力して送信すると、その内容が事務局に届きます。
　　　　　　③事務局で基準に合致しているかの確認と、世話人会への審査依頼をして、その結果を推薦者にE-Mailで回答致します。
　　　　　●世話人会の審査は、Ｅ－Ｍａｉｌで一斉に流して、承認・異議の返事を貰います。
　　　　　●３営業日以内に全員が承認であれば、入会ＯＫとなります。
　　　　　●期日内に回答をしなかった世話人は「承認」とみなします。
　　　　　●世話人の内、一人でも異議があれば、次回世話人会（毎月第一木曜日）で審議により、推薦者
　　　　　　　を出します。

【Ｑ02】　入会審査の基準はどうなっていますか？
   【Ａ】●下記の入会資格・条件を満たしているかどうかの審査です。
　　　　　　　　① 春光懇話会会員会社
　　　　　　　　② 春光懇話会関連会社
　　　　　　　　③ 福岡ビジネス協議会会員の推薦する公的資格に基づく専門職(公的資格に基づく専門職とは、弁護士・公認会計士・
　　　　　　　　　　税理士・社労士など)
　　　　　　　　④ 官公庁やその外郭団体
　　　　　　　　⑤ 大学・高校その他教育機関
　　　　　　　　⑥ 福岡ビジネス協議会会員の推薦があり、原則として下記の要件を満たしていること。
　　　　　　　　　　　　　イ． 会社設立３年以上
　　　　　　　　　　　　ロ． 社員１０名以上
　　　　　　　　　　　　ハ． 入会希望前年度の決算が黒字であること
　　　　　　　　　　　　ニ． 春光懇話会会員会社のメイン業種以外の業種であること
　　　　●上記以外に、各種経営指標等を世話人会で検討して、実際の判定を行います。

【Ｑ03】　業種別に何か制限がありますか？
   【Ａ】　●同業者１０社以内が、現在の規則です。
　　　　●その業種に何社あるかは、事務局へお問い合わせください。
　　　　●又、Ｑ02にあるように「春光懇話会会員会社のメイン業種以外の業種であること」という規制があります。
　　　　●ＦＢＫは日立・日産グループである「春光懇話会」が設立母体ですので、それに直接競合する企業
　　　　　（例えば、松下電器、トヨタ、東京海上、キリンビールなど）のご入会は、現時点ではご遠慮頂いているものです。

ＷＥＢのＦＢＫ会員専用サイトＴＯＰより

●ＦＢＫは会員企業からの「推薦」を基に拡大している組織です。
●是非お知り合いの企業を推薦して、ＦＢＫの永続的な発展にご協力ください。
●残念ながら審査が通らない場合もありますので、ぜひ事前に審査を依頼してください。


