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ＦＢＫ設立から事務局世話人とし
て、がんばってこられた損害保険
ジャパンの原田さん長い間ご苦労
様でした。

 新メンバー・ゲスト紹介

新
会
員

企
業
Ｐ
Ｒ

開催日時：１０１０年３月１１日
担当：ＷＥＢ委員会
開催会場：リッツ５

ご挨拶の石川代表世話人

代表世話人のご挨拶
　着実に景気は上向いているという報告があるので、生活実感として上昇することを期待したい。
３月末に世話人の異動（３名退任、３名転勤）があり、運用面で大変ですが会員の皆様のご協力よろしくお
願いいたします。
本日は定例会　161名、交流会　140名の参加予定となっています。例月に比較し若干少ないようです。

総合司会：の中平さん（ド
コモアイ九州）

退任の原田事務局世話
人と公認の井上さん

緊急提案
　・㈱エス・ピー・ネットワーク　日下部さん
　　4/1～「福岡県暴力団排除条例施行」について

㈱アンソネット ㈱丸野

㈱ダイヤモンドテレコム㈱雲仙きのこ本舗

・㈱アンソネット　大園さん…ソフト開発業務、ソフトウェア接着材の実現
・㈱丸野　野上さん　…物流診断によるオーダーメイド物流の最適化
・㈱雲仙きのこ本舗　森山さん…九州圏内に５種類のきのこ出荷渡辺通りに直売店あり
・㈱ダイヤモンドテレコム　堤さん　…携帯電話のよろず相談

・リニューアルとリノベーションの
違い。
・リノベーションは住む人のニーズ
の変化に対応した、新しい機能の
住まいを提供する。

・シダックス・コミュニティ㈱　岡村さん
　歓送迎会、同窓会での利用を

・㈱ネオ倶楽部　小石原さん
　無料合同就職説明会の開催
　４－12月まで９回開催

・㈱テクニカルライト　渡邉さん
　劇団カッパ座4/29
福岡国際会議場にて公演

交流会

３月月例会担当のＷＥＢ委員会の皆さん

交流会司会の下田さん
（チヨダ）

乾杯の中島さん
（博運社）

中閉めの神宮さん
（正興商会）

「月刊福岡ビジネス協議
会」はおかげさまで満３
周年を迎えました。今後
ともよろしくお願いいたし
ます。



FBKＷＥＢサイトの「お買い得情報」を大いに活用しましょう！

　２月はカレンダー上稼働日数が少なく交流成果も低調でした。ＦＢＫＷＥＢサイトでは皆様のお買い得情報を１社２項目まで掲載できるように
なっています。月例会でチラシを配布するのも手段ですが、無料で掲載できるホームページを大いに活用してください。掲載の仕方はＱ＆Ａを
参考に一度行うとこんなに簡単化と思っていただけること間違いありません。それでもわからないときは事務局へ問い合わせましょう！

　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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累計件数　　　　　　１９、４８０件
累計金額　　７０億７，９４１万円
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                                                                              2010年3月吉日
福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員様　各位
                                                                              厚生事業委員会
                                                                              委員長　迫田哲朗

                            第７８回（１０年４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。
４月の月例会を、下記の通り開催致しますので、ご案内申し上げます。
                                                  記
■日時：４月８日（木）　17:00～
   （入会説明会は、15:30～16:30）
   月例会同会場に説明会の会場を準備致しております。
■場所：福岡サンパレス
   福岡市博多区築港本町2-1
   ＴＥＬ：092-263-5774
■議事　◇定例会
   17:00～17:05  世話人代表挨拶
   福岡サンパレス様挨拶
   17:05～18:10  ・新メンバー、ゲストの紹介
   ・交流成果発表
   ・新会員企業ＰＲ（５分以内／社・・max５社）
   ・企業ＰＲ（10分／社・・２社）
   ・緊急提案（２分／社・・max５社）
   ・士業ワンポイントセミナー
　　　　「消費者保護をめぐる法制度」・・江頭司法書士様
   ・各委員会、分科会からの連絡
   ・次回月例会の案内　＜研修委員会＞
18:10～18:50 ・分散会
   （「自己紹介メモ」及び「自社ＰＲ資料」をご持参ください）
◇交流会
   19:00～20:30
   ・名刺交換や自己ＰＲの有効な時間です交流を深め今後の
　    　営業活動に結び付けましょう！
  ※今回は趣向をこらした席順を検討中です、お楽しみに！
■確認事項
   ①出欠は３月３１日（水）までにＦＢＫサイトからご入力ください。
　 　　　（最近入力が遅れがちです。懇親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。）
   ②緊急提案ご希望の方は、３月３１日（水）までにメールにて事務局へお申込ください。
   ③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。
   ④「分散会」を実施致しますので「自己紹介メモ」を各自１０枚程ご持参ください。
   ⑤懇親会の会費はお一人４,０００円です。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

若手分科会　　　ハウステンボスと交流を行います

この度、FBK若手分科会の活動の一環としまして、長崎ハウステンボス様と佐世保市青年会議所の方々と交流
会を開催する事となりました。
つきましては、詳細について若手分科会で話し合いを行いたいと思いますので、是非ご参加下さい。
・研修会日程（予定）長崎県佐世保市にて　６月１８日（金）～１９日（土）
（１日目）１８（金）夕方佐世保市青年会議所との意見交換・交流会（宿泊）
（２日目）１９（土）　午前中にハウステンボス視察見学を行います。

座長：西野さん（博巧印

分散会より

日本食品即売会

　月例会では会場が許す限り即売
会を実施することができます。商品
の販売・講習会の案内・商談会の
案内・会員の募集・プリペイドカード
の販売等月例会前に早めにご相談
ください。（会議机１台ほどのスペー
ス）



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）

□■□■□■□■□■□■□■□
 
【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
  　　ＦＢＫ電話080-3969-8711

□■□■□■□■□■□■□■

インターネット分科会　　　ＦＢＫ新ＷＥＢサイトオープンいたします

ＦＢＫ新ＷＥＢサイトの説明を、３月月例会
でインターネット分科会の原座長より行って
いただきました。今回はデザインを一新しま
た機能の追加も一部行いました。会員皆様
のＷＥＢを活用した交流をよりいっそう拡大
していただくためにも大いに活用していただ
きたいと思います。
会員の情報公開も拡大し、検索しやすいよ
うになりました。そのためには自社の適切な
情報もきちんと整理しメンテナンスも行って
ください。

真ん中の情報は皆様方
の大切な日々の活動に
関する情報です。毎日確
認してください。

ＦＢＫの趣旨や決
まりごとが掲載さ
れています。

ＦＢＫで活用するに当たって大
切な情報やツールが集約され
ています。（サイト右上）

ＦＢＫ会員の
皆様の活動に
当たっての情
報です。

各分科会や愛好会の趣旨や活動内容が紹介さ
れています。専門分野の会合に参加して、スキ
ルアップと交流成果を拡大しましょう！

☆新会員のご紹介 ２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。

・株式会社談

　弊社は、社名の通り、「言葉を炎やす」をコンセプトに、コミュニケーションを円滑にするためのあらゆる仕事をしています。ホームページの
提案・ウェブコンテンツ、チラシ・パンフレットを始めとした販促ツール制作を含め、市場調査から広報・広告計画策定などマーケテイング全般
を支援。さらに、「商品は人で売れる」から、営業マン育成、リーダー育成など、人材育成も行っています。特徴としては、社長を含め女性社
員が圧倒的に多いので、女性消費者の声を反映した提案、女性スタッフの研修が得意です

・大蔵機械株式会社

・株式会社田川産業

　現在会社の主力は水のレンタル販売です。
水の使用量が多い病院、ホテル、スポーツ施設などの顧客に井水処理施設を設置し、処理した浄水を顧客に「円/㎥」で販売するシステムで
す。通常水道料金の50％～70％で供給できます。顧客は設備投資０で水道料金が50％～30％の節減メリットがあります。
その他取扱品、業務は
・水に関するポンプ類の販売、据え付け、修理、水槽清掃
・水処理施設の管理、メンテナンス
・専用水道の施設維持管理業務

　当社は、さまざまなジャンルにおける「総合物流企業」を目指し、日々の営業活動を行っております。
商品の保管・運送のみならずその過程でのピッキング・区分け・梱包、また梱包資材のご提案から制作まで対応致します。
更にＤＭ発送代行・封入・封緘作業そして宛名の印字まで、プライバシーマークを取得していますので安心してご依頼頂けます。
また急ぎの書類やサンプルの運送も当社バイク便にお任せ下さい。


