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12月度月例会「ゲスト同伴大会」では、
分散会や年末恒例のビンゴ大会など

の企画が開催され、200名を超す参
加者にお集まり頂きました。

２０１８年１２月１３日開催

会場 アークホテル

古川代表世話人挨拶

新メンバー・ゲストのご紹介

アークホテル福岡天神

総支配人ご挨拶

定例会司会 香月さん
交流成果発表 事業推進拡販

委員会 貞末さん

株式会社綜合キャリ

アオプション 北沢さ

ん 「多様な人材活

用のご提案」

ＮＰＯ法人九重夢創造塾

「九重スキー場オープン

のご案内」ゴルフ愛好会 小方さん

九重町・ＦＢＫ親善コンペ報告
会員サービス担当永末さん

ＦＢＫの森草刈作業報告

山歩の会 中原さん

「冬山歩」ご案内

会場風景

緊急提案

次月月例会案内 事業推進

企画委員会 笠さん

委員会・分科会からの報



交流会交流会交流会交流会

分散会分散会分散会分散会

ミニミニミニミニ

ゲームゲームゲームゲーム

中締め 鶴屋さん

財務委員会の皆さん

ジャンケンジャンケンジャンケンジャンケン

大会大会大会大会

ビンゴ大会ビンゴ大会ビンゴ大会ビンゴ大会

司会 山田さん

牛島さん

乾杯 熊井さん

財務委員会の皆さん

お疲れ様でした！



ビンゴ大会の賞品にご協賛いただきありがとうございました！

項番 会社名 ご提供賞品

ＦＢＫ経費よりご提供（事務局）

■特等×1名
・名古屋コーチン鍋セット（5,000円）＋松阪牛焼肉用（10,000円）
■その他×29名
・今治タオルセット×2 ・おかき詰合せ×2 ・カステラセット×2 ・信州そば・讃岐うどん×
2 ・洗剤ギフトセット×2 ・マグカップ×2 ・マグボトル×2 ・入浴剤セット×2 ・クッキー
コーヒーセット×2 ・パウンドケーキ×2 ・フリーカップセット ・キレイキレイハンドソー
プ ・エチケットブラシ ・アニマルトイレットペーパー ・ストール ・腰用クッション ・レ
ンジご飯1合 ・音波洗浄器 ・バッグインバッグ

⽇⽴グループ賞
 株式会社九州⽇⽴システムズ
 株式会社⽇京クリエイト
 株式会社⽇⽴アーバンインベストメント
 株式会社⽇⽴アーバンサポート
 ⽇⽴キャピタル株式会社
 ⽇⽴キャピタルオートリース株式会社
 ⽇⽴空調九州株式会社
 ⽇⽴コンシューマ・マーケティング株式会社
 株式会社⽇⽴情報通信エンジニアリング
 株式会社⽇⽴製作所
 株式会社⽇⽴ソリューションズ⻄⽇本
 株式会社⽇⽴ビルシステム
 株式会社⽇⽴物流
 株式会社⽇⽴保険サービス

1 スティッククリーナー
2 ナノイオンドライヤー
3 電子コントロール毛布
4 電子コントロール毛布
5 コードレススチームアイロン
6 コードレススチームアイロン
7 電気温風機

⻄鉄グループ賞
 株式会社⻄鉄エージェンシー
 ⻄鉄興業株式会社
 株式会社⻄鉄シティホテル
 ⻄鉄⾞体技術株式会社
 ⻄鉄情報システム株式会社
 ⻄鉄バス⼆⽇市株式会社
 ⻄鉄旅⾏株式会社
 ⻄⽇本鉄道株式会社
 福岡⻄鉄タクシー株式会社

 ①FUKUOKA 1DAY PASS ペア2組
 ②福岡オープントップバス乗⾞引換券 ペア5組
 ③連節バス型お菓子詰め合わせ 10個
 ④⻄鉄ホテル クルーム名古屋 ツインルーム宿泊券 ペア1組
 ⑤⻄鉄グランドホテル グランカフェ ランチ券 ペア1組
 ⑥ソラリアレストランシップ マリエラ ディナービュッフェ招待券 ペア1組
 ⑦航空会社カレンダー 2本

6 アイコムズ株式会社 ソフトバンクグッツ 10〜20個（当⽇持参）
7 株式会社愛和 クリスマスお楽しみ袋5、000円相当×2

14 有限会社旭商⾏ DXアンテナ (4K・8K対応) 8000円相当（事務局着）
21 株式会社麻生地所（麻生飯塚ゴルフ倶楽部） キャディバックを進呈させて頂きます。当⽇持参致します。
24 株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 御菓子詰め合わせ（1、000円）×5セット、準備予定です。（事務局着）
37 株式会社岩田 えびすビール詰め合わせ（事務局着）

55 ＦＶジャパン株式会社
ビンゴ大会景品ですが、コーヒー(粉) 40ｇ×10袋(3ｾｯﾄ)をご用意いたします。(有)コー
エー 三宅さまへお渡しします。

58 株式会社えん
弊社協賛【2018年福岡シニアオープンゴルフトーナメント】グッズ詰め合わせ×1セット内
容…大会ジャンパー・ハンドタオル・ｅＮＣＲＥＳＴオリジナル ウコン×5個（当⽇持参）

62 大分県福岡事務所 九州芋焼酎 一剣（いっけん）１．８L（約２，０００円相当）を１本提供いたします。

65 合同会社オフィスプリズム
ボルドーワイン１本とギフトカードのセット×１組。（事務局持参済）どうぞよろしくお願
い申し上げます。

67 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社
ビンゴ大会商品 自動券売機・自動改札機フィギア 各2個とオムロン体温計1個とオムロン
万歩計1個

71 株式会社カクマル 11/30横⼭部⻑ウコンゼリー5本パック10個（当⽇⽋席なので取りに来て欲しい）事務局着
78 神田通信機株式会社 博多グルメ券 3000円分x1当⽇持参

94 株式会社九州⽇⽴システムズ
付箋紙︓18、フリクソンペン︓3、タッチペン︓25、ハンドスピナー︓5、クリアファイ
ル︓8、ボールペン︓4（事務局着）

98 株式会社九州丸和ロジスティクス ⽩ワイン２本（フランス産、1本3、000円程度）＆卓上カレンダー3個（事務局持参済）
104 霧島酒造株式会社 ⿊霧島EX25度900ｍｌ瓶 6本提供いたします。当⽇持参いたします。
130 コーユーレンティア株式会社 カレンダー5部 /弊社転勤社員1名ゲスト参加します。

135 ＮＰＯ法人九重夢創造塾
九重スキー場優待券(全額無料)ペア5組 (5000円×2名)相当・出席者全員に割引券をプレ
ゼントします・九重の朱鷺夢⽶ 2kg3個（当⽇会場持参）

136 コックソース株式会社 コックソース10本（事務局持込済み）
145 株式会社サニクリーン九州 お掃除ギフトセット×５個カレンダー5個（事務局着）
151 株式会社三友アンブレラ 雑貨 10個（事務局済）
152 ジェイ・ネクスト株式会社 卓上カレンダー×５部
157 株式会社ジェービーエフ カレンダー（大）５０部、卓上カレンダー１００部をご提供致します。（事務局着）
160 株式会社ジェント クオカード5000円分（3000円×１1000円×２）持参済
161 株式会社ＳＹＳＫＥＮ カレンダー、タオル
165 シダックス・コミュニテイ株式会社 ロゼワイン３本(11/27事務局持参）
166 株式会社シティアスコム カレンダー10、アイマスク10

175 株式会社如水庵 ビンゴ景品は 筑紫もち１８個入を５箱提供致します。
177 株式会社新出光ファシリティーズ 景品︓ゴルフボール １ダース（11/22事務局着）
179 株式会社伸和 カレンダー提供

183 株式会社スターフライヤー
千々岩が気合を入れて決裁を取りました。【北九州－台北線】【北九州－沖縄線】【初⽇の
出フライト】ペア航空券、カレンダー１、卓上２（事務局着）

191 株式会社正興電機製作所
ワイン⾚・⽩各1本（イスラエル産、1本5、000円程度）、⽶２袋（⿂沼産こしひかり２ｋ
ｇ）、卓上カレンダー5個、事務局に届けます。

195 株式会社綜合キャリアオプション ビンゴ景品「入浴剤セット」と「あったかカイロセット」を提供します
199 有限会社ターボマニア（博多中洲遊食亭） ターボマニア（遊食亭） お食事券×３
201 株式会社大運 世界のゴルフ場カレンダー5個（事務局持参済）

208 大成建設株式会社
【景品】カレンダー1、スケジュール２（事務局着）当⽇昼間別件予定あり、出席が1８時過
ぎになります。

216 株式会社チヨダ 焼酎（４０００円相当）２本 世話人会時に事務局に持っていきます︕
227 株式会社テクニカルライト カレンダー5部（事務局着）
233 天拝の郷株式会社 温泉大浴場ペア入浴券を5組（当⽇持参致します）
235 東急建設株式会社 東急ハンズセレクトギフト（5000円×２個）
239 株式会社ドコモＣＳ九州 ドコモ机上カレンダー5個及びポインコグッズ一式
241 トリゼンフーズ株式会社 華味鳥商品詰め合わせ5セット（事務局着）
255 株式会社⻄鉄シティホテル ⻄鉄グランドホテル「グランカフェ」ランチペア券 １組（２名様）
264 ⻄鉄旅⾏株式会社 景品として航空会社カレンダー２本用意します。

266 株式会社⻄⽇本新聞ビルディング（天神スカイホール）
レストラン「ル・ブション」ディナーセット ペア招待券 １組（２名様） ※当⽇、持参
いたします。

278 株式会社⽇産カーレンタルソリューション
カレンダー5個、卓上カレンダー5個、メモ帳10個、⽇産レンタカーの12時間無料券3枚
（11/22事務局持参）

279 ⽇産自動⾞販売株式会社 八仙閣様 お食事券 3、000円を２セット
282 ⽇産プリンス福岡販売株式会社 商品券（全国共通百貨店）５０００円 1枚
296 博多港運株式会社 Ａ４クリアファイル50枚を数⽇前には事務局へ持ち込みます（事務局着）
308 株式会社八仙閣 八仙閣グループで利用できる食事券を5本用意いたします。
311 株式会社Ｂ＆Ｖ（カラオケ館） 【賞品について】カラオケ館特製焼酎ボトルわたりべ(芋、⻨)セット1組
340 株式会社ヒライ [ヒライオリジナルギフトセット]×２名様に
344 フィリップモリスジャパン合同会社 卓上カレンダー30個（事務局持参済み）
351 株式会社福岡サンパレス 【福岡サンパレスホテル特製レトルトカレー詰合せ（4個）を1名様に】（事務局着）
361 福岡⻄鉄タクシー株式会社 ⻄鉄カレンダー5本（事務局持参済み）
363 福岡⽇産自動⾞株式会社 クオカード（3000円×2）・カレンダー10部（事務局着）
365 富士警備保障株式会社 ⻑崎県産牛肩ロース（15000円相当）1点、事務局持参済
376 株式会社平和楼 お食事券（5000円）×1名

384 株式会社ポータル
ウイスキー (1.75リットル) 5000円相当。初めての参加ですので入会説明会の参加も希
望いたします

394 松浦市福岡事務所
活きくるまえび１名、旬さば缶詰セット1名、⻘島かまぼこ詰め合わせ１名、松浦港の海鮮
丼ぶりセット１名、まつようの太切りたい茶漬け１名。旬さば缶詰のみ当⽇持参。他の賞品
は目録を渡し、後⽇直接発送予定。

403 株式会社ミナミ商事 ビンゴ大会景品︓カタログギフト5、800円相当×1ケ
411 株式会社三好不動産 饅頭5個入り×10箱
415 有限会社ミリオン スポーツタオル他   計5点  秋本が選んで当⽇持参します

418 名港海運株式会社
九州新幹線型プレミアムボトル入り焼酎(360ml)2本を2名様に＆カレンダー2本（事務局持
参あり）

421 株式会社明治産業 カレンダー2本、ワイン1本
428 株式会社メディアボックス ⽩水館1泊２食ペア宿泊券
433 もりや産業株式会社 卓上カレンダー5個 手帳1冊（事務局着）
439 ⼭田税務会計事務所 ＢＡＴＨ枕とフルーツバス入浴剤のセット×１です。当⽇持参します。（事務局着）

443 株式会社読売⻄部アイエス
【ジャイアンツ＆ホークスグッズ詰め合わせ】2セット。セット内容（ブルゾン、Tシャツ2
枚、焼酎）

453 株式会社ランディックアソシエイツ お菓子詰め合わせ1個、当⽇持参

465 レッドホースコーポレーション株式会社
景品です。①ｼｰｷｭｰﾌﾞ焼きﾃｨﾗﾐｽ 1個 ②ﾗｹﾞｯｼﾞﾁｪｯｶｰ(旅⾏用品) 1個 ③ﾍﾟｰﾊﾟｰｲﾝｿｰﾙ
(25~27cm)1個 ④ﾍﾟｰﾊﾟｰｲﾝｿｰﾙ(22〜24cm)1個

466 ロジスネクストユニキャリア株式会社 ビンゴ大会景品︓アイスコーヒー3本セットが4組・カレンダー4本（事務局着）
467 和久田建設株式会社 辻本店 GOZENSHU ９（NINE) 冬のギフトセット（⽇本酒2本入り）を1名様に

メディアファイブ株式会社 ⾚ワイン1本・⽩ワイン1本
ランスタッド株式会社 ソフトバンクユニフォーム5着
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 スープセット 1個
株式会社八仙閣（追加） 肉マン    4セット

ご提供会員 ︓77 社    賞品総数 ︓ 624 品

当
⽇
受
付
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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

□■□■□■□■□■□■□

■第■第■第■第165165165165回（回（回（回（1111月度）月例会月度）月例会月度）月例会月度）月例会『『『『賀詞交換会＆産官学連携を考える賀詞交換会＆産官学連携を考える賀詞交換会＆産官学連携を考える賀詞交換会＆産官学連携を考える』』』』開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ

日頃よりＦＢＫの発展にご協力いただきまして誠に有難うございます。新年・1月度月例会は新年らしく『賀詞交換会』と、産官学の

実務経験豊富な方を講師にお招きして『産官学連携を考える』のダブルテーマで開催致します。会員企業の方ならば、どなたでもご参加い

ただけますので多くの皆様のご出席を宜しくお願い申し上げます。

1．日時 2019年1月17日（木） 17:00～20:30 ※第3木曜日ですのでご注意ください。

入会説明会は15：30～16：30に実施致します。新入会員の方、ゲストにて参加ご希望の方は事務局宛メールでご連絡をお願いします。メン

バー変更などで初めてＦＢＫに入られた方は必ずご参加をお願いします。

2．会場 リッツファイブ 福岡市博多区美野島1-1-1

3．議事 17:00～
・代表世話人挨拶 古川代表世話人（3分）

・会場責任者ご挨拶 (株)ラック様（3分）

・ゲスト、新メンバーの紹介（5分）

・交流成果発表（3分）

・新会員企業ＰＲ（5分・2社）

・各委員会、分科会からの連絡（5分）

・次回月例会案内（広報委員会）（3分）

・分散会 17:30～18:00
（新・自己紹介コメントメモ12枚を忘れずにお持ち下さい）

4．講演会 18:00～19:00

『イノベーションとは何か？ 産官学連携の実情』 講師 福岡大学経済学部 教授 木下 敏之先生
【講師ご略歴】

佐賀県佐賀市生まれ、東京大学法学部卒業、

農林水産省（官僚）を経て佐賀市長を２期、平成24年から現職

ＲＫＢ今日感テレビ・火曜日コメンテーター

ＫＢＣラジオ 木曜日「朝からしゃべり好き！」コメンテーター など

・約10分間休憩 交流会開始前から雅楽の生演奏があります。

5．交流会・賀詞交換会 19：10～20：30
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ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

百万円 件

2018201820182018年年年年 11111111月度交流成果月度交流成果月度交流成果月度交流成果

180180180180件件件件 67,871,39267,871,39267,871,39267,871,392円円円円

累計件数累計件数累計件数累計件数 41,63841,63841,63841,638件件件件

累計金額累計金額累計金額累計金額 143143143143億億億億7251725172517251万円万円万円万円

■■■■ 交流成果交流成果交流成果交流成果 （２０１８年（２０１８年（２０１８年（２０１８年 １１月末現在）１１月末現在）１１月末現在）１１月末現在）

6．確認事項

・交流会参加費は4,000円です。なるべく釣銭がいらないようにお願いします。

・出欠は1月8日（火）までにＦＢＫサイトからご入力ください。

※前日、当日の交流会キャンセルは参加費をご請求するルールになっています

のでご了承下さい。
・チラシ等の配布は30分前に会場にて、各自で机上に配布してください。


