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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
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☆新会員のご紹介7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。
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・株式会社アンソネット

[パッケージソフト]
  1.インバウンドコールセンター用ソフト「接客ナビ」（６０タイプ）
　2.アウトバウンドコールセンター用ソフト「発信ナビ」
　3.オートコールシステム「電話ロボット」
　4.プレディクティブコールシステム「さきがけ」
　5.自由度の高いＣＲＭソフト（顧客管理）「自由の女神」
　6.地図活用タイプパッケージ「配達ナビ」「デマンド交通システム」
　7.業種特化ＣＲＭパッケージ「税理士業向け」「保険代理店向け」
[開発・サービス]
1.インバウンド/アウトバウンドコールセンター構築(３００社以上）
2.企業向け各種システム開発（700システム以上）
3.「ソフトウェア接着剤」を使ったシステム連携（１００例以上）
4.データクリーニングサービス、店舗向けマーケティング支援サービス

キャンペーンも始まり、皆さんの力を発揮し、交流成果の拡大を！

交流成果発表：吉田さん（FBK事務局）
取引実績：18,100件、取引高68億円突破。
 9月度実績：取引件数197件、37,532千円。入力忘れは、ぜひ登録をお願いする。
実施中のよか値マル得キャンペーンについては相互訪問の活性化が目的。
3ヶ月間を有効に使って成果に結び付けてほしい。

　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

事業推進拡販委員会より

「謡曲愛好会」会員募集中
　日本の三大伝統演劇（能楽・歌舞伎・人形浄瑠璃）の一つ能楽を通し、会員個々の趣味を広め、
健康の増大、知的興味を深め、伝統（地域）文化の継承を図ります。趣味を通して相互親睦を深
めましょう！
　謡曲　・　仕舞
　（1）ＦＢＫ会員の相互親睦を深め、会員個々の健康、知的、
　　　　儀・礼節の向上を計る活動を行う。
　（2）姿勢を正し、大きな発声で、日頃のストレスを解消し、
　　　　更に腹筋力をアップし健康維持・増進を図る。
１．開催日程及び会費
　　毎月　第1水曜日、第3水曜日　月２回予定　（会費月/５，０００円）
２．講師
　　能楽師（シテ方観世流　準職分）　木月　晶子先生
３．申し込み先
　　山田秀志 090-3194-1697 北原富雄 080-3971-5813 大里 務 090-9562-4813

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００9年９月度交流成果
226件　41,262,308円

累計件数　　　　　　１８、１７１件
累計金額　　６８億２，７３６万円

・株式会社読売西部アイエス

　全国の主要新聞折込広告（ちらし）を取り扱っています。各クライアント様が行われる広告活動の中でも、新聞折
込広告は日々の売上に直結する非常に重要なものです。どのエリアに配布すれば最も集客をすることが出来る
のかをご提案するのが我々の得意分野です。そのために、ＧＩＳ（地図情報システム）、ＷＥＢシステム等様々な
ツールやノウハウをご準備いたしております。
　弊社は読売新聞西部本社100％出資会社として設立され、九州・山口地区の読売新聞への折込広告（チラシ）
の窓口として機能しています。そのため、九州・山口エリアにおいては自社ネットワークを構築し、また全国におい
ては読売グループのネットワークで結ばれています。これらのネットワークを駆使し、折込広告の運用に関してよ
り効率的なご提案をいたします。
　また、ポスティング、フリーペーパー及び、その他の一般広告、セールスプロモーションにも力を入れています。

福岡ビジネス協議会(FBK) 会員様 各位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21 年10 月吉日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組織充実委員会 河野 巧
　　　　　　　　　　　　　　第73 回(11 月度)月例会のご案内

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。
さて、11 月度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。
今回は、「全社ブースお見合い大会」の内容となっておりますので
「ビジネス交流拡大の場」として皆様の多数のご出席をお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１.日時 １１月１２日(木) １７：００～
　　　　(入会説明会は１５：３０～１６：３０ ＲＩＴＺ５ ２F に会場を準備しております。)
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
　◇定例会 （１７：００～１７：５０）
　◇「全社ブースお見合い大会」 １８：００～１９：００
　　　（分散会はございませんので「自己紹介メモ」は不要です。「自社PR 資料及び
　　　　パンフレット等」をご持参下さい。）
　● １回目は、ステージに向かって 左側の列の企業が訪問する側とします。
　　　　（１８：００～１８：３０）
　● ２回目は、反対側の右側の列の企業が訪問する側とします。
　　　　（１８：３０～１９：００）
　◇交流会 （１９：１０～２０：３０）(RITZ5 同一会場にて)
４.確認事項、及び注意事項
　●電源が必要な企業は「延長コード/テーブルタップ」各自準備してください。
　　　「展示ブース」は、事前申込(先着10 社以内)FBK ｻｲﾄ「この指とまれ」より入力
　　　　お願い致します。
　●出欠は10 月31 日(金)までにFBK サイトからご入力ください。

　●新会員企業PR、緊急提案ご希望の方は、10月31 日までにﾒｰﾙにて事務局へ
　　　お申し込み下さい。
　●チラシ等の配布希望の方は30 分前に会場にて、各机上に配布してください。
　●交流会の会費はお一人 4,000 円です。領収書を準備致します。
　　　(直前（３日前）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

発起人 山田 秀志さ
ん

 中国より一時帰国の前代表世話人山口さん
介護・福祉分科会を通しFBKの皆様から頂い
た四川省幼稚園建設プロジェクトへの義援金
のお礼。
幼稚園に建立される記念碑にFBKの名前が
刻まれるとのこと。

石川世話人代表の挨拶

新会員の紹介

ゲストを含めて分散会

総合司会の滝口さん

 今年も１１月３日に行われます 福太郎祭りにてチャ
リティ・バザーを開催いたします。バザーで販売いた
します商品提供（会社の商品やPRグッズ・家庭で
眠っているギフト品等）をお願いいたします。収益金
は機会があるごとに寄贈を行っています。

福太郎天神テルラ（佐々木さん）・・・サッ
ポロビールさんとの子ラボによるボージョ
レ・ヌーボー祭（11/19）のご案内。
月例会当日チケット販売のブースを設置

ジャパロジ

ゲストの紹介 概要説明の木元さん

飯塚さんと新山さん

乾杯は森さん 中締めは迎さん

じゃんけん大会 交流会司会の横田さん

日本ケアサプライ

  よか値マル得キャンペーンの説明
　9月末にキャンペーンのチラシを各社
の正メンバー宛に発送完了。各社内の
全社員に配布してほしい。また、チラシ
には協賛企業のお得な情報や会員企
業の情報を掲載しています。企業訪問
等の際にぜひ活用してほしい。キャン
ペーン期間の10月～12月は相互訪問
強化月間であり、実績把握のため訪問
予定・活動結果報告をお願いします。各
社の訪問予定については期間中の各月
15日まで、活動結果については
2010/1/10までに送付済みの書式で事
務局に提出お願いいたします。

よか値マル得キャンペー
ン協賛企業PR協賛企業
25社のPR文を一括して
紹介

　FBKのホームページ・リニューアルを計画中。
　10月世話人会にて3社によるプロポーザルを実施し、改定費用内容の今後
の展開等勘案し、フラウ殿案を採用決定いたしました。今後内容やデザイン
の見直しを行い、現在のシステムとの整合性を行い、年明けにもリニューア
ルしたく、作業を進めてまいります。お楽しみに！

Fusic

当日は千羽会メンバー30名や九重町10名を含め、ゲスト60名を迎え、ＦＢＫ活性化に向け積極
的に交流が行われました。（千羽会：熊本に本拠を置き、福岡に営業所等の出先を持つ企業交
流組織）司会者より同伴ゲストの紹介その後組織拡大委員会よりFBK活動の概要説明が行わ
れました。月例会では最大の参加人数となり活気があふれていました。

FBKでは「よか値マル得キャンペーン」を実施中であり。ゲストを含め各社チラシやカタログの
配布が盛んに行われ、分散会では自社の売り込みや各自担当の業務を大いにＰＲされました。
（分散会：テーブルごとに「自己紹介コメントメモ」やカタログ、名刺等を配布しPRを実施）また、代
表世話人より「キャンペーンでは相互訪問を活発に進めてほしい。1人1人が積極的に活動し、
FBKを盛り上げよう！」と激励があり、チラシの協賛会員２５社のPRタイムでは飯塚さんと新山さ
ん２氏により各社の紹介を行いました。

ゲスト同伴大会

交流

新
会
員

企
業
Ｐ
Ｒ

組織充実委員会
河野委員長

盛り上がり、九重町よりペア宿泊招待券の提供によ
るジャンケン大会が行われました。運営された事業推
進拡販委員会のみなさんご苦労様でした。

交流会ではリッツ５のす
ばらしい料理が並び２０
０名を越す人の交流で

プレゼントの応募は
http://www.fbknet.com

介護・福祉分科会　　福太郎祭りでチャリティーバザー開催いたします！

昨年のチャリティーバザー

ＷＥＢ委員会・インターネット分科会　　ＦＢＫホームページリニューアル計画

ＦＢＫ事務局よりお願い　　メールマガジン“私の趣味”コーナーへの原稿募集

　仕事を離れた“趣味”の世界のお話を、皆様にご紹介いただけませんか？それによって人の輪が広がり、
更にそれがビジネスにも繋がってゆけばＦＢＫの趣旨にも適うのではないかと思います。これを毎月のメール
マガジンで紹介し、またそれをバックナンバーとして、ＦＢＫサイトからも見れるように致します。
　自分の趣味、収集しているもの、サークル活動、何でも結構です。Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌなどで書いて、事務局あ
てメールでお送り下さい。

交流会では名刺交換、情報交換がさかんに行われます


