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7月度「プレ総会」では「会員アンケート状況報告」、月度「プレ総会」では「会員アンケート状況報告」、月度「プレ総会」では「会員アンケート状況報告」、月度「プレ総会」では「会員アンケート状況報告」、

各委員会・分科会「各委員会・分科会「各委員会・分科会「各委員会・分科会「17年度活動報告」「年度活動報告」「年度活動報告」「年度活動報告」「18年度活動計年度活動計年度活動計年度活動計

画」が発表されました画」が発表されました画」が発表されました画」が発表されました

２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年７７７７月月月月１２１２１２１２日開催日開催日開催日開催

会場会場会場会場：：：：ソラリアソラリアソラリアソラリア西鉄西鉄西鉄西鉄ホテルホテルホテルホテル

新新新新メンバー・ゲストのごメンバー・ゲストのごメンバー・ゲストのごメンバー・ゲストのご紹介紹介紹介紹介

古川代表古川代表古川代表古川代表世話人世話人世話人世話人挨拶挨拶挨拶挨拶
会場会場会場会場ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶

ソラリアソラリアソラリアソラリア西鉄西鉄西鉄西鉄ホテルホテルホテルホテル様様様様

株式会社太田旗店
交流成果発表交流成果発表交流成果発表交流成果発表 事業推進拡販事業推進拡販事業推進拡販事業推進拡販

委員会委員会委員会委員会 植田植田植田植田さんさんさんさん
司会司会司会司会 臼井臼井臼井臼井さんさんさんさん

福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー起業論起業論起業論起業論

林田林田林田林田さん・さん・さん・さん・村田村田村田村田さんさんさんさん イベントイベントイベントイベント告知告知告知告知

古川代表世話人古川代表世話人古川代表世話人古川代表世話人

総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会 新野新野新野新野さんさんさんさん

月次月次月次月次アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの実施報告及実施報告及実施報告及実施報告及びびびび

隔年隔年隔年隔年アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの告知告知告知告知

松浦市福岡事務所松浦市福岡事務所松浦市福岡事務所松浦市福岡事務所 久保川久保川久保川久保川さんさんさんさん

ふるさとづくりふるさとづくりふるさとづくりふるさとづくり寄付金寄付金寄付金寄付金のごのごのごのご案内案内案内案内

公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人ラグビーワールドカップラグビーワールドカップラグビーワールドカップラグビーワールドカップ2019201920192019

組織委員会組織委員会組織委員会組織委員会 小畑様小畑様小畑様小畑様 ２０１９２０１９２０１９２０１９日本大会日本大会日本大会日本大会のののの告知告知告知告知

会員アンケート状況報告 各委員会の「１７年度活動報告」「１８年度活動計画」

迫田副代表世話人迫田副代表世話人迫田副代表世話人迫田副代表世話人 笠副代表世話人笠副代表世話人笠副代表世話人笠副代表世話人



会場風景

交流会

各分科会の「１７年度活動報告」「１８年度活動計画」

インターネットインターネットインターネットインターネット分科会分科会分科会分科会

原原原原さんさんさんさん

ニュービジネスニュービジネスニュービジネスニュービジネス分科会分科会分科会分科会

林田林田林田林田さんさんさんさん

士業士業士業士業ビジネスビジネスビジネスビジネス分科会分科会分科会分科会

中原中原中原中原さんさんさんさん

不動産不動産不動産不動産ビジネスビジネスビジネスビジネス分科会分科会分科会分科会

小谷小谷小谷小谷さんさんさんさん

物流分科会物流分科会物流分科会物流分科会

糸山糸山糸山糸山さんさんさんさん

福岡福岡福岡福岡ビジネスビジネスビジネスビジネス塾塾塾塾

成瀬成瀬成瀬成瀬さんさんさんさん

運営統括運営統括運営統括運営統括グループグループグループグループ 柴田柴田柴田柴田さんさんさんさん

ＦＢＫＦＢＫＦＢＫＦＢＫのののの森清掃森清掃森清掃森清掃イベントのごイベントのごイベントのごイベントのご案内案内案内案内
厚生事業委員会厚生事業委員会厚生事業委員会厚生事業委員会 尾田尾田尾田尾田さんさんさんさん

ヤフオクリレーマラソンのごヤフオクリレーマラソンのごヤフオクリレーマラソンのごヤフオクリレーマラソンのご案内案内案内案内

乾杯乾杯乾杯乾杯 北田北田北田北田さんさんさんさん

中締中締中締中締めめめめ 田辺田辺田辺田辺さんさんさんさん

総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会のののの皆皆皆皆さんさんさんさん

委員会・分科会からの連絡

司会司会司会司会 西田西田西田西田さんさんさんさん

総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会のののの皆様皆様皆様皆様おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした！！！！



■第■第■第■第16161616回ＦＢＫ定期総会（回ＦＢＫ定期総会（回ＦＢＫ定期総会（回ＦＢＫ定期総会（18181818年年年年9999月）開催のお知らせ月）開催のお知らせ月）開催のお知らせ月）開催のお知らせ

平素よりＦＢＫの発展にご協力を賜り、誠にありがとうございます。会員の皆様のご支援、ご協力により、ＦＢＫも丸16年を過ぎ、

17周年目にはいります。つきましては、下記要領にてＦＢＫ第16回定期総会を開催いたします。正副メンバーの皆様は勿論のこ

と、この機会にＦＢＫの活動を社内に知っていただくために、貴社のトップや上司の方にも是非参加をお誘い頂きます様、お願い

申し上げます。

1．開催日 2018年9月13日（木）15時30分 受付開始

2．開催場所 八仙閣 3階 「天香牡丹」 福岡市博多区博多駅東2ー7ー27 電話：092-411-4394

3．スケジュール

・第一部 定期総会および表彰 16時00分～17時10分

・第二部 講演会 17時15分～18時30分

・第三部 交流会 18時45分～20時30分

4．参加会費 4000円／1名

※交流会にご出席の場合のみ参加会費4000円が必要になります

（申し込みはＦＢＫサイトよりご入力をお願いします。）

5．参加申込締切 8月31日（金）

6．集合時間と役割

ＦＢＫは自主運営を基本としています。総会は会員全員の力で成功させましょう。

新・旧世話人は14時30分集合、正・副メンバーは全員15時30分までに集合下さい。

【お願い事項】

・会社のトップや上司の方にも是非参加してもらって下さい。

※通常、正副メンバー以外の社員の参加は「準メンバー」としてID の登録が必要ですが、

定期総会での会社トップや上司のご参加は「ゲスト」扱いでOK とします。

※会社トップの方へのご案内状を用意していますので、必要な方は事務局へ連絡下さい。

※ゲスト参加も通常通り受付しますので、お取引先やお知り合いの会社をお誘い下さい。

■■■■ 交流成果交流成果交流成果交流成果 （２０１８年（２０１８年（２０１８年（２０１８年 6666月末現在）月末現在）月末現在）月末現在）
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ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

百万円 件

2018201820182018年年年年 6666月度交流成果月度交流成果月度交流成果月度交流成果

291291291291件件件件 152,604,840152,604,840152,604,840152,604,840円円円円

累計件数累計件数累計件数累計件数 40,43440,43440,43440,434件件件件

累計金額累計金額累計金額累計金額 140140140140億億億億5149514951495149万円万円万円万円

次月月例会案内次月月例会案内次月月例会案内次月月例会案内

事務局事務局事務局事務局 山領山領山領山領さんさんさんさん



・・・・株式会社毎日メディアサービス株式会社毎日メディアサービス株式会社毎日メディアサービス株式会社毎日メディアサービス

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）事務局

E-Mail： fbk@cnc.bbiq.jp        

FAX：092-985-9112

〒812-0008 福岡市博多区東光２－７－２５

正興電機製作所別館 1Ｆ

□■□■□■□■□■□■

【運営・業務全般】

◎担当：吉田・山領・竹下

□■□■□■□■□■□■

□■□■□■□■□■□■□

【渉外】

◎担当：山田

□■□■□■□■□■□■□

■□■□■□■□■□■□

【システムサポート（非常勤）】

◎担当：松本

■□■□■□■□■□■□

６月以降に入会の４社をご紹介します！６月以降に入会の４社をご紹介します！６月以降に入会の４社をご紹介します！６月以降に入会の４社をご紹介します！

■株式会社インボイス■株式会社インボイス■株式会社インボイス■株式会社インボイス

インボイスは、通信費目の専門家。診断・改善・最適化を通じて、貴社のコスト削減に貢献します。複雑で煩雑な通

信費目の請求書をまとめると、「無駄」や「変化」が見えてきます。インボイスは、バラバラに届く通信費の請求書

をカルテ化。専門家の目で診断し、改善・最適化の提案を行うことによって、貴社のコスト削減に貢献します。また、

通信費だけでなく、公共料金（電気・ガス・水道）の一括請求サービスも提供。現在は新電力の販売（代理店）も開

始しております。その他、「光コラボレーションモデル」として企業向けサービス「インボイス光」、データ通信用

SIM「インボイスSIM」も提供開始しております。※多くの企業様において、通信費の支払い作業は「支払い」に対す

る「定型業務」となっていると思われます。私どもインボイスでは、請求の一括請求を通じてお客様が請求詳細の

「見える化」に力を入れており、ご利用状況の把握、無駄の削減に貢献します。

〒812-0016 

福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第三博多偕成ビル6Ｆ

TEL:092-461-8511, FAX:092-461-8512
https://www.invoice.ne.jp/

■鬼塚京史社労士事務所■鬼塚京史社労士事務所■鬼塚京史社労士事務所■鬼塚京史社労士事務所 鬼塚京史鬼塚京史鬼塚京史鬼塚京史

企業経営の悩みや職場のトラブルは「人」に関する専門家の社労士へ

こんな悩みは社労士へ＊職場のトラブル＊企業経営に専念＊助成金の申請＊就業規則の作成

サポート業務 ○ 労働社会保険の手続き等 ＊労働社会保険の適用 ＊労働保険の年度更新 ＊社

会保険の算定基礎 ＊給与計算・賃金台帳調製 ＊各種給付金・助成金申請 ○労使関係 ＊労使

紛争の防止や解決 *人事・賃金・労働時間の相談 ＊労働条件審査 ＊就業規則の作成・変更 等

○ 労働安全衛生管理・教育 等

〒808-0146 

福岡県北九州市若松区高須西1-8-3 

TEL:093-741-5510, FAX:093-741-5510

■株式会社ビルマネージメント■株式会社ビルマネージメント■株式会社ビルマネージメント■株式会社ビルマネージメント

コンプライアンスを重視し、建物の資産価値を維持し、建物利用者の利便性を高め、メンテナンス性に優れ、高い

収益を産む。そんな建物造りを設計の段階から意見を具申し、プロパティマネージメントまでしっかりと行ってい

く、これが当社の目標です。また受変電からゴミの排出まで全てをコントロールし、更にプロパティマネージメン

トまで遂行出来るのが当社の強みです。近年はホテルの客室清掃にも力を入れ、現在７館のホテルのメンテナンス

を受託しています。【業務内容】■清掃（日常、定期、ガラス、貯水槽、植栽剪定）■設備管理（消防、電気設備

の点検・修繕、機械警備、環境衛生管理業務、空調管理、給排水設備管理、受変電設備管理、ねずみ・害虫駆除、

マット交換）■ホテル（客室清掃、設備管理、営繕）■プロパティマネージメント（賃貸借管理、テナント運営管

理）■マンション管理業務

〒812-0011 

福岡県福岡市博多区博多駅前3―23―17 第2福岡ＯＮビル3階

TEL:092-477-5111, FAX:092-477-5222
http://www.buil-manage.com/

■フィリップモリスジャパン合同会社■フィリップモリスジャパン合同会社■フィリップモリスジャパン合同会社■フィリップモリスジャパン合同会社

・フィリップモリスジャパンは、日本で販売されるフィリップモリス社製品のマーケティング・販売促進活動を

行っています。

・フィリップモリスジャパンは、1985年に日本で営業を開始して以来、全国に約1,900人の従業員を擁し、日本の

たばこ市場で約32.1％のシェアを有する日本第2位のたばこ会社となっています(2017年末現在)。

・取扱製品：IQOS／Marlboro／LARK／PARLIAMENT／VIRGINIA S.

・ビジョン：煙の無い社会を目指しIQOSを販売

〒812-0011 

福岡県福岡市博多区博多駅前3―23―17 第2福岡ＯＮビル3階

TEL:092-477-5111, FAX:092-477-5222
http://www.buil-manage.com/

〒812-0026 

福岡県福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル4階

TEL:092-283-1490, FAX:092-283-1440
https://www.pmi.com/markets/japan/ja/about-us


