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☆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。
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　伊藤忠のグループ会社で携帯電話の卸売・販売及び携帯電話を利用したソリューションサービスを主に提供す
る会社です。九州支社では、ドコモショップ２店舗（西新・薬院）とａｕショップ１店舗（天神南）の直営と、量販店
（ビックカメラ天神１号館、２号館、小倉南、香椎）の提携売り場の運営を行っております。また法人営業では、ドコ
モ・ａｕ・ソフトバンクも取り扱って降りますので、ご用命の際は、お気軽にご連絡下さい

キャンペーン終了いたしました。訪問は積極的行いましたか！

　昨年１０月より３ヶ月間行ってきた「よか値マル得キャンペーン」の総括を事業推
進拡販委員長の瀧口さんより報告がありました。交流成果は１２月短月で３００件を
超えましたが、今年度の目標はクリアしていません。訪問強化月刊として実績の報
告が数社ありましたが、今後新会員の方で訪問したいが力を貸してほしい会員様
には、委員会として支援していきますのでご相談ください。

ニュービジネス分科会　　　　　　　　　　　第10回日中陝西協力会の報告

・アイ・テイー・シーネットワーク株式会社

総合司会は深水さん 会場提供
KKRホテル博多（稲田さん）

 新メンバー・ゲスト紹介

あけましておめでとうございます。
昨年はリーマン・ショックが象徴する金融危機の余波が色濃く残る１年でした。日
本経済の先行き不透明感が払拭されない中で、会員の皆様におかれましては、
ご奮闘の１年ではなかったかと拝察いたします。
さて、本年の日本経済もこの構図は変わりそうにありません。こういう状況だから
こそ、私たちFBK会員は会員同士、信頼の輪を広げ、お互いに協力し合い、ま
た、切磋琢磨し合い、ビジネスの接点拡大に努力する必要があると存じます。幸
い、会員の皆様のご努力によりまして会員間交流成果や産官学連携成果も順
調に進展しつつあります。本年はこの波を大切に育て、大きな波になるよう全員
でがんばりましょう。
また、今年こそは、今年度の目標である、会員３００社を全員の力で達成しましょ
う。

司会進行：古賀さん（福岡日産自動車）
柳橋さん（パソナ）
乾杯挨拶：真野さん（日立情報通信エンジニアリング）
中締め：市川さん（パソナ）
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　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

交流会

石川代表世話人

 広友リース
(末永さん)

熊本県福岡事務所
(田尻さん)

　主たる活動は、チャリティバザーを開催し、その収益を寄贈し社会貢献に努めること、
セミナー・講演会等を通じ研鑽し、メンバーのスキルアップを図ること等々活動中です
が、ゴルフ愛好会より12/12夜須高原ゴルフコンペ（8組30名）実施しチャリティー寄付
金：23,535円（九重町、FBKから）を月例会当日贈呈を行いました。

任意団体の大きな魅力の１つが「数は力」です。内容の充実は優良企業が増えれば増えるほど
必然的に高まって参ります。会員の皆様、是非会員の増強にご協力のほど、伏してお願い申し
上げます。まずは、月例会への見学に多数ゲストをお連れいただき、FBKの魅力をPRください。
新年にあたり、会員の皆様のますますのご発展を心より、お祈りもうしあげます。

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００9年１２月度交流成果
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累計件数　　　　　　１８、９９２件
累計金額　　６９億８，７００万円

12月

福岡ビジネス協議会(FBK)会員様　各位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年1月吉日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　 広報委員会  渡邉聖太
第76回 (2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。
　　２月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。
　　皆様の多数のご出席をお願い申し上げます。
１.日時　　２月１８日(木)　１７：００～
　　　　　　(入会説明会は１５：３０～１６：３０)
２.場所　　ＫＫＲホテル博多（２階）
　　　　　　　 福岡市 中央区 薬院 ４－２１－１　　ＴＥＬ ０９２－５２１－１３６１
３.内容　　　◇定例会　１７：００～１７：４０
　　・代表世話人挨拶
　　・ＫＫＲホテル博多 様　代表者挨拶
　　・新入会員、ゲストの紹介
　　・交流成果発表
　　・新会員企業ＰＲ
　　・各委員会、分科会からの連絡
　　・次回月例会の案内〈ＷＥＢ委員会〉
　　　　　　　　◇企業お見合い大会（１回）　１７：５０～１８：２０
・相手企業の選択申し込みは、ＦＢＫサイトからお願い致します。
　※添付画像参照
・今回のお見合いは１回ですので、選んだ企業と選ばれた企業がペアとなります。
※ 相手先の企業様により、先に選ばれると自分では選ぶことができなくなりま
すので、お見合い希望の企業様がある場合は、早めの選択をお願いします。
　　　　　　　　◇合同お見合い大会　１８：２５～　１９：１０
・お見合い大会終了後、同一テーブルにいる企業様同士で合同お見合い大会を行い
ます。　お見合いイメージ：添付画像参照
　　　　　　　　◇交流会　　１９：２０～２０：３０(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。
　　　●例会への出欠、並びにお見合い企業選択は２月３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。交流会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をご希望の方は、２月１日までにﾒｰﾙにて事務局へのお申し込み下さい。
　　　　※先着２社とさせて頂きます。
●緊急提案は、今月休みますので、お見合い大会を活用くださるようお願いいたします。
　　　●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

　以前は上海へのビジネスツアーなども行ってきましたが、しばらく活動を休止
していました。今般、活動を再開するに当たり、あらためてメンバーを募集致し
ます。業務が海外とは関係ない方も歓迎致します。

　ペットボトルのキャップ収集にご協力を頂き、大変あり
がとうございました。皆様方からご提供頂いたキャップ
を、1月19日にイオンモールへ持ち込みしました。今回、
ポリオワクチン19名分のキャップを提供することが出来
ました。今後も年に２回ほど収集し贈呈して行きますので
ご協力を！

開催日時：１０１０年１月１４日
　　担当：事業推進企画委員会　　開催会場：ＫＫＲホテル博多

ジャンケンにて記念品の提供会社
・サッポロビール（ビール）　　　・ミナミ商事（キヤノンデジカメIXY）
・ 九重町（お米・イノシシ肉・椎茸・ヨーグルト）
・ 九重森林公園スキー場（招待券、割引券）

現在会員数
２７１社

新会員説明会の開催
（毎月月例会開催会場で１５時３０分より）

　組織拡大委員会では新規会員になられた方やゲストの今後入会
を検討しようと方にＦＢＫの概要を説明しています。現在登録されて
いる方でもＦＢＫの活動を理解したい方も参加歓迎いたします。

　事業推進充実委員会では新年の月例
会で女性陣はきものによる皆様の歓迎
をしようと、張り切って準備をされました。
一段と華やかな新年会になりました。昨
年の「よか値マル得キャンペーン」のプレ
ゼント賞品の抽選会の実施や当日ジャ
ンケン大会の実施で大変盛り上がりまし
た。
　キャンペーンの賞品提供をいただいた
会員企業の皆様ありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。

ご挨拶の石川代表世話人

　第７５回月例会は２００名の参
加をいただいて新年にふさわし
い活気ある月例会を開催いた
しました。九重町よりゲストとし
て町会議員や観光協会の皆様
の（１７名）参加をいただいて、
農業や商業、観光にＦＢＫとの
かかわりを模索してきた「九重”
夢”創造塾」との連携を理解し
ていただき、産業振興や特産
品開発等の推進に協力できる
ＦＢＫの強さを感じ取っていただ
いたのではないでしょうか。
新春特別講演会ではＦＢＫメン
バーである川邊氏による「アラ
イアンス型営業」について講演
をいただきました。

ゴルフ愛好会→介護・福祉分科会　　　　　　チャリティー寄付金

国際ビジネス分科会　　　活動を再開します多くの方の参加を！

FUKUOKA WOMEN’S FORUM　　　　　　　ペットボトルキャップ収集の協力依頼

組織拡大委員会　　　　　　　新会員説明会の開催

１．傍楽
（１）市場シェア競争から支出シェア競争
（２）販売代理店からお客様の購買代理店（コンシェルジュ）
（３）アライアンス（提携・同盟）ネット構築
２．アライアンス事例
（１）お客様の開放、共有
（２）提案力、商品力を高める
（３）コスト競争力を高める
（４）ステークスホルダーの満足度を高める
具体的な事例を紹介いただきました
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コンシェルジュ営業は顧客からスタートする

会場の椅子にも抽選の仕掛けがありました。

　昨年12月9日～11日に、念願の第10回日中陝西協力会の年会が、中国から多く
のお客様を招いて九重町・筋湯温泉で開催することができました。
　FBKと九重町との「夜なべ談義」の席で、坂本町長より「中国陝西省とトキを巡る
環境交流を行っている」との紹介を受けたのがきっかけです。　その後「九州大学
アジア総合政策センター　国吉教授」は間を取り持ち開催に至りました。

会議の開催と成功をもたらしたのは、FBKと九重町との交流がきっかけ！

　会議は村山富市元総理や坂本町長始め九重町関係者、陝西協力会の佐藤会長、中国側の劉新文団長一
同を会し開催されました。陝西協力会事務局よりは、過去9回の会議のどれよりもよい会議が出来たと、感謝
の言葉を頂いています。


