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☆新会員のご紹介 ８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。

・日本電算設備株式会社
　コンピュータ設備に関するすべてのファシリティーのご提案・ご提供。電源設備・空調設備・セキュリティー全
般（監視・入退出管理システム）・内装（フリーアクセス　フロアー・ＯＡフロア－・パーテーション・耐震・免震装

置　ｅｔｃ）・ネットワーク（ＷＡＮ/ＬＡＮ設計・構築・施工）。

・株式会社ネオ倶楽部
　学生と企業を結ぶ会社ネオ倶楽部。弊社は旅行部（ツアークリエーションオアシス）ブライダルプロデュ－ス
部（ボンマリアージュ）アパレル部（オリジナルウエアー製作プリツヅ）人材斡旋行（就職エージェント九州）の４
部署で校正されています。旅行部で、格安ビジネスパック・格安航空券・企画からの慰安旅行・ビジネス研修
旅行等。アパレル部では野球やサッカーチームのオリジナルウエアの作成、パチンコ店や会社の制服の作

成。人材斡旋部で、大手企業を始め中小企業、ベンチャー企業に大学の新卒や第２新卒生を紹介。

・株式会博運社
　総合物流商社。医薬品配送ネットワーク、住宅関連設備の配送ネットワーク、食品配送ネットワーク、日用雑
貨配送ネットワーク、。延べ床面積４万4,400坪という九州最大級の規模で貨物保管・在庫管理を行い、輸送と
倉庫の連携による『倉庫』ならぬ『送庫』を実現。

第１８号

１８号ー１

今年度目標「交流実績件数３００件/月」

　０６年度は最終月当り交流実績件数３３０件という実績で、目標の３００件に対し１０％の目標オーバーでし
た。今年度も３００件の目標を掲げて挑戦していきます。自社の商品や事業内容はホームページの検索機能
を十分生かし、ＰＲを行い、営業活動を活発化してください。
　ＦＢＫメンバーとなった年月が古い企業はやはり知名度があり、またＦＢＫ内での活動を熱心にされ上位の
ほうにランクされていますが、新しい会員様も頑張ってください。まず月例会に参加し、大いに人間関係を深
め、自分と自社を覚えていただきましょう。月例会は１７０人ほどの人が集まります。あなたは何人の方と知り
合いになれましたか！

交流成果実績推移（累計）
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２００7年８月度交流成果
259件　42,588,851円

累計件数　　　　　　　　11、014件
累計金額　　4、889、554、211円

ＦＢＫ
第５回総会

２００７年９月１３日
ソラリア西鉄ホテル

　福岡ビジネス協議会も設立５周年を迎えました。次へのステップにふさわしい記念総会とな
り、通常の活動報告や活動計画、会計報告、年間スケジュール等と、企業間の事業提携等
の事例発表もおこなわれました。

第５回　福岡ビジネス協議会定期総会式次第
第１部　総会
　　　１． 開会の辞
　　　２． 代表世話人挨拶
　　　３． 来賓紹介とご挨拶
　　　４． 祝電披露
　　　５． 議事
第2部　定期総会講演会
第3部　定期総会懇親交流会

・分科会を通じ、より専門的にビジネスを研究し、レベルアップを図ります。
・同じ環境の問題点を解決し、自社のビジネスの拡大と、個人のスキル向上に役立てます。
・会員間の情報や技術を出し、新たなビジネスモデルを創設します。
・地域とのかかわりを強くし、地域経済や福祉の発展に寄与します。

　５年間の活動で共同事業や共同開発の事例を３例発表していただきました。
交流成果の金額や件数には表れないＦＢＫの会員間のすばらしい事例が今後
も多く発表されることを期待したいと思います。今回の事例以外にもたくさんの
成果があると思います。この紙面でもなるべく紹介していきたいと思います。

　事例１：株式会社日立製作所〓医療法人財団博愛会
　　　　　株式会社日立博愛ヒューマンサポートを設立（フィランソレイユ笹丘）
　事例２：サッポロビール株式会社〓株式会社山口油屋福太郎
　　　　　「おつまみせんぺい」の共同技術開発
　事例３：サッポロビール株式会社〓宗像グリーン株式会社
　　　　　サッポロのワインと宗像グリーンの花を贈答用としてパック販売

開会の辞（江良さん）

総合司会（羽田野さん）

閉会の辞（石川さん）

来賓ご挨拶：福岡市経済
振興局局長渡辺　正光
様

世話人代表の山口さん

●ＦＢＫマーケットプレイスを更に使いやすくし、活
動を活発にすることにより、ＢtoＢ・ＢtoＣの　取引
拡大を目指す。
1.分科会紹介ページの公開
2.よか値マル得ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのWeb対応
3.ｻｰｸﾙ(ｺﾞﾙﾌ愛好会等)活動登録照会機能サポート
4.分科会･ｻｰｸﾙ活動の表示改善
5.商品･ｻｰﾋﾞｽ検索機能サポート

●士業（専門職）メンバーのさまざまな知識やノウ
ハウを会員の方に提供するなどの活動。
1.月例会にて「士業ワンポイントセミナー」開催
　・時効について　　　・離婚と年金分割
　・相続と相続税の基礎知識
2.各士業の知識、ノウハウ、経験を会員メンバーに提供

●ＦＢＫに企業の国際化と海外ビジネスチャンスの
獲得に向けた体制を作ります。
・海外研修やセミナーの開催

●３０代までの若手会員による情報交換と自己研
鑽を目的に設立。
1.若手会員相互の情報交換および自己
　研鑚を目的とし講演会や意見交換を実施
2.講演｢経営者視点から見る事業運営｣
3.年初に各自の年間目標を発表

インターネット分科会

士業ビジネス分科会

国際ビジネス分科会

若手分科会

●高齢化社会の本格到来に向け､福祉面で社会
貢献し、会員のビジネス拡大にも発展。
1.福太郎祭りにてチャリティバザー開催
2.フクエキ感謝祭にてチャリティバザー開催
3.月例会にてＫＢＣラジオチャリティ
　　ミュージックソンへ寄贈
4.ニュービジネス分科会で討議中の
　福祉関連案件の紹介

●不動産を主としたＢtoＢ、ＢtoＣのビジネスマッ
チ。
1.マキハウスギャラリーの見学会コンセプト・商品説明
等
2.リアン祗園ビルの見学、ビル運営の勉強会
3.㈱プライム評価研究所さんの新規事業説明
4.糸島農協様との情報交換会　「地区の今後の展望」
5.住友金属様のシステム建築セミナー

●ビジネスネタの情報交換と各社のニュービジネ
ス支援、並びに将来の共同事業立上げ等を検討
します。
1.少子高齢化が進む団地の問題点について話し合う
　「西区生松台団地の現状」について
2.コンシェルジェサービスの展開に関して・「西区生松
台
　団地での朝市」開催に関して検討
3.特別セミナー
　「高齢者向け医療サービス事情について」
4.高齢者を対象とした事業を行っている会社の状況を
　整理しビジネスが可能か検討する。

●物流システムのソリューションを提供することに
より、会員各社物流レベルのアップとビジネス拡大
に寄与する。
1.会員企業の物流現場見学会の実施
2.物流改善（コスト改善）に関する改善事例・成功事例
等
　の情報の発信
3.ＦＢＫ会員に存在する「物流現場での悩み」の積極的
　発掘　「物流現場の悩み」をアンケートにより問題点を
　掘り起こし、改善・改良の方法･手段等を提供する

介護・福祉分科会

不動産ビジネス分科会

ニュービジネス分科会

物流分科会

●ＦＢＫ各社に在籍する女性社員のネットワークを
作り、自己啓発及び分科会メンバーの課題解決や
勉強会を実施。
1. 「キャリアアップ熊本」と相互の交流会　熊本では
　パレアフェスタにて「女性のための政治学」に参加
2.分科会メンバーの会員企業プレゼン及びPRの実施
3.好感度UP・魅力UP・メークアップ講座
4.ファイナンシャルプランセミナー
5.脳を鍛えようセミナー
6.グループワークによる問題解決

福岡WOMEN’S FORUM

 交流成果
 　　事例発表会

分科会活動報告（あなたもチャレンジしてみませんか、各分科会では新会員募集中）

全体発表（迫田さん）

物流分科会（西村さん）

物流アンケート（中村さん）

ＦＷＦ（徳永さん）

　　　　　　「産学官のＧＡＰをうめる」

　　講師：文部科学省都市エリア産学官連携促進事業
　　　　　　　科学技術コーディネーター
　　株式会社　果実堂　取締役会長　井出　博之様

　　　　　　　　ー福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）創立５周年を迎えてー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡ビジネス協議会　代表世話人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(株)正興電機製作所　山口　博文
　福岡ビジネス協議会は、福岡を中心に平成１４年８月に創立されました。
創立以来ＦＢＫの活動方針である『会員による自主運営』、『ゆるぎない人間関係
の創造』を力強く実践し、このようなすばらしい交流成果を報告し５周年を迎えるこ
とが出来ました。
　この１年間を振り返ってみますと、毎月の『月例会』では、企業ＰＲ・分散会・懇親
交流会に加え『企業お見合い大会』では１対１の商談会、『企業見学会』では福太
郎めんたい工場、ブリヂストン鳥栖工場、コカ・コーラ鳥栖工場、久留米大学の見
学など、多彩なイベントを開催し、情報交換・親睦に取り組んできました。
　また、５周年記念イベントとして、ＦＢＫのロゴマーク選定、よか値マル得キャン
ペーンの拡充と記念誌作成、ホームページの機能強化、ＦＢＫ事務局強化、健康
をテーマとした講演会の開催など多種・多様なイベントを推進しています。
　今後ともＦＢＫは、大きな交流成果を生み出すための改善、スケールメリットを損
なわない運営を、会員の皆様と一致協力し、皆様のビジネス拡大に向けて活動し
てまいります。
また、現在進行形の将来ビジョンとして
　①ＦＢＫ会員間のアライアンス・産学連携によリ高付加価値の新事業を創出
　②会員間取引の電子化（インターネット活用推進による取引額の増大
　③ＦＢＫの基盤を強固なものにするための事務局体制作り
　を目指してまいります。会員企業の皆様がＦＢＫを活用して勝ち組みになること
を記念し、私自信も努力してまいります。ＦＢＫに更なるご支援・ご協力をお願い致
します。

　国内外の大学で医薬分野の基礎研究に従事され3０代半ばで産業界に転出しその後、
一応の企業成果を残して引退しコンサルタント業を開きました。
　医薬品や医療器具の認可では、中小企業単独ではほとんど実行が不可能な前臨床試
験の許可が与えられません。そういう受託機関に携わり、自らの研究開発や大学と企業の
バイオ研究の支援をおこなってきました。
　中小企業もこれらの研究開発支援機関を活用しチャンスを見出せると確信しています。
　２１世紀はバイオテクノロジー、ナノテクノロジ－の時代です。医学、薬学、農学の生物分
野に工学系の参入が要求され、学際の壁が壊れつつあります。
産業界も異業種同士による共同開発が進まねば世界競争に勝ち抜くことが困難です。官
もセクショナリズムを破り県単位ではなく、九州全体のベンチャー育成に努力していただき
たい。

今まで参与してこられた産・官・学連携の取組みと問題点を具体的に解説ただきました。

各議案の説明
・ＦＢＫ５年間の活動と主な交流成果の発表
・「中国ビジネス研修会」の設置について
・０７年度役員の追加・変更
　　新世話人　(株）九電ビジネスフロント　野下　直樹
　　総務委員長　（株）日立製作所　宮根進
　　組織拡大委員長　日産特販(株)　前田　茂春
　　組織充実委員長　(株)落合天弘堂　河野　巧

議案の説明（原田さん）
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　介護福祉分科会を中心にＦＢＫ５周年記念事業の
一貫として「福岡ビジネス協議会　５周年記念特別
講演会」を開催いたします。チケットは事務局まで
お問い合わせください。
　■講演会
　　　日時：１１月２３日（祭日）
　　　開催場所：福岡国際会議場
　　　テーマ：「健康」
　　　講師： 【第１部】　マラソンランナー・タレント
　　　　　　　　　　　　　　　　谷川真理
　　　　　　　【第２部】　全国骨髄バンク
　　　　　　　　　　　　　　推進連絡協議会
　　　　　　　　　　　　　　会長　大谷貴子
　　■【同時開催】　骨髄バンク登録キャンペーン
　　　　　　　　　　　　講師著書の販売・サイン会
　　　　　　　　　　　　健康器具の展示会他
　
　～１０００名を目標に集客いたします。
　　　　　　　　　　　　　御協力お願い致します～
　

　　ＦＢＫ設立５周年記念事業「特別講演会」　　開催日：平成１９年１１月２３日（祝日）

ＷＥＢで応
募　ＪＣＢギフト券

１等　３万円　　１名
２等　１万円　　４名
３等　５千円　１５名
４等　３千円　８０名

１８号ー2

担当委員会

場所（候補） メインテーマ 入会説明会 セミナー 企業ＰＲ

2007年9月13日 (木)
全員

（ソラリア西鉄ホテル）

2007年10月11日 (木)
事業推進拡販委員会 キャンペーン決起大会

協賛社による商談会
入会説明会
15：30～16：30

緊急提案

2007年11月8日 (木)
組織充実委員会 全社ブースお見合大会

（士業ブース：無料相談コーナーも作る）
入会説明会
15：30～16：30

緊急提案

2007年12月13日 (木)
財務委員会 キャンペーン進行状況

忘年会を兼ねた懇親会
入会説明会
15：30～16：30

士業ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｾﾐﾅｰ 緊急提案
企業ＰＲ

2008年1月10日 (木)
事業推進企画委員会 キャンペーン最終結果報告

大抽選会、新春賀詞交歓会
入会説明会
15：30～16：30

緊急提案
企業ＰＲ

2008年2月14日 (木)
組織拡大委員会 分散会ゲスト大会

（各社原則１名ゲスト同伴）
入会説明会
15：30～16：30

士業ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｾﾐﾅｰ 緊急提案
企業ＰＲ

2008年3月13日 (木)
ＷＥＢ委員会 定例会 入会説明会

15：30～16：30
緊急提案
企業ＰＲ

2008年4月10日 (木)
厚生事業委員会 定例会 入会説明会

15：30～16：30
士業ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｾﾐﾅｰ 緊急提案

企業ＰＲ

2008年5月15日 (木)
研修委員会

会員企業見学会（日帰り又は1泊） 緊急提案

2008年6月12日 (木) 広報委員会 企業お見合大会
入会説明会
15：30～16：30

緊急提案

2008年7月10日 (木)
総務委員会 アンケート分析結果・活動報告・活動計画検

討
入会説明会
15：30～16：30

緊急提案
企業ＰＲ

2007年8月

2008年9月11日 (木)
全員 ◎第６回定期総会・講演会

　　表彰式（皆勤賞・会員推薦貢献者）

開催日

夏休み（世話人会のみ第一木曜日開催）

内容

◎第５回定期総会（役員一部改選）、表彰式（会員推薦・皆勤賞）、講演会
　　福岡政財界の来賓、マスコミご招待

1.月刊福岡ビジネス協議会の継続発行
2.新ロゴマーク採用による ホームページデザインの変更
3.企業検索、商品検索データ登録の充実
4.メールマガジン検討
5.ホームページマニュアル、Ｑ＆Ａの充実

1.産学連携機構九州、福岡県、福岡市との情報交換会
の検討
2.ＦＢＫ会員校を対象とした企業合同説明会の開催検討
3.２００６年度アンケートによる分科会希望を参考に推進
【設立希望分科会】 ●ＦＢＫ事務局事業検討分科会 ●
語学分科会（英語･中国語･韓国語など） ●環境サービ
ス分科会　　　●社会活動分科会 ●教育分科会
●ビジネスメーキング分科会

1.２００７年度交流成果目標　報告件数月３００件→年間
３６００件　金額１０億
2.皆勤企業パーフェクト賞の継続実施　⇒　次年度総会
で表彰
3.２００６年度参加ゼロ（５３社）参加１回のみ（２２社）へ
の対策検討

1.入出金管理の継続 　２００７/８月に2007年度の
会費請求書を全会員に発送
2.収支予算に基づき財務運営

1.総務委員会はＦＢＫ活動の要であり、世話人
会・各委員会及び分科会と連携して 体制の強
化と活動の充実を図る。
2.１１月に開催される「５周年記念講演会」への
支援活動を行う。

1.当面の目標である会員数３００社の早期達成
2.企業推薦ランキング上位の会員企業を表彰
3.入会審査を通った企業（入会推進中企業） の
フォローアップ

1.第５回　よか値マル得キャンペーンの実施と運営
パンフレットは５周年記念号とし見開きに５年間のヒ
ストリーを掲載 全ＦＢＫ会員会社の業種別紹介をメイ
ンとし、協賛会社は募集しない 期間を０７年１０月～
１２月の３ヶ月とし、９月下旬にはパンフレットを配布
する 全会員の参加意識を強化し、交流成果直結型
キャンペーンとする
2.物販・サービスを主力とする会員会社の展示即売
会。 ●小規模商談会・・・月例会時に同時開催 ●中
規模商談会・・・日立フェア、日産フェア、その他会員
企業フェアとのタイアップ ●大規模商談会・・・特設会
場を借り切る。会員企業従業員家族まで動員

1.「入会の案内」パンフレットの改訂第5版作成
2.写真入会員名簿の改訂第5版作成
3.第７回企業お見合い大会の開催

1.企業見学会を実施により新たなビジネスの接点の
検討や提携を生み出す場としたい。 今回は福岡東
部に絞ってアンケート実施（2005年度福岡西部、
2006年度福岡南部）
2.創立５周年を迎え、海外研修を企画・検討する。 準
備として中国に関する知識を深める為の「中国ビジ
ネス研修会」を立ち上げ、 ２００８年１０月の北京・大
連訪問を目指す。

1.前回ボーリング大会の参加が少なかったので イベント
は別日程で検討
2.５周年記念行事とし、家族参加型のイベント計画
（ボーリング･ハイキング・ボランティアなど） 土日などに
記念行事として企画

　０７年度主な活動内容

広報委員会

組織拡大委員会

事業推進拡販委員会

研修委員会

厚生事業委員会

総務委員会 財務委員会

組織充実委員会

事業推進企画委員会

ＷＥＢ委員会

０７年度の各委員会の実行計画ですみんなで達成しましょう！

総会で
前田総務委
員長の代表
説明がおこな
われました。

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員様　各位
平成１９年９月吉日

　　　　　　事業推進拡販委員会　

　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。
１０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。
当月は、事業推進拡販委員会が担当いたします。
リッツファイブで　　月例会および懇親会の同一会場開催となります。
ご自分の所属委員会を再度ご確認の上、受付をお間違えのないようご注意ください。
今回も、たくさんの会員様のご参加を、宜しくお願い申し上げます。

１．日時 １０月　１１日（木）　　１７：００～
（入会説明会は、１５：３０～１６：３０）参加希望会社一括で実施致します。
リッツファイブ内に説明会の会場を準備致しております。（当日ご確認ください。）

２．場所 リッツファイブ　（１階）
福岡市博多区美野島１－１　　　　　Tel　０９２－４７２－１１２２（代）

月例会　：　懇親会とも　同会場にて行います。

３．議事 １７：００～１７：０５ 代表世話人挨拶　　　世話人代表

１７：０５～１７：１０ リッツファイブ　責任者挨拶

１７：１０～１８：３０ ・新入会員、ゲストの紹介
･交流成果発表
・キャンペーン詳細説明
（前回との相違点を中心に）
・緊急提案（一社当り　　2分以内／　５社以内）
・５周年記念事業の説明(事務局）
・各委員会、分科会からの連絡
・次回月例会の案内　＜組織充実委員会＞
・新入会員紹介コーナー（６社予定/１社５分）
※ロビーにて

を実施いたします。

１８：２５～１９：２０ ・分散会

１９：３０～２１：００ ・懇親会　

４．確認事項
●出欠は９月２５日（火）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。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。）

●緊急提案ご希望の方は、９月２８日までにメールにて事務局へお申込ください。
●新入会員の方は５分間のＰＲの準備をお願いします。
●当日の物販商談会出店希望の会社は９月末までに事務局にお申込ください。
●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。
●今回も「古切手」「使用済プリカ」の回収をいたします。ご協力ください。
●「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。
●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。

以上

第５２回（１０月度）月例会のご案内

物販商談会

第
３
部
懇
親
会

新入会員推薦表彰

月例会出席皆勤賞

推薦者 推薦数
1 株式会社新華通信ネットジャパン 5
2 株式会社テクニカルライト 4
3 正興ＩＴソリューション株式会社 4
4 株式会社正興電機製作所 3
5 九州日立空調株式会社 3
6 川邊事務所 3
7 日立キャピタルオートリース株式会社 3
8 福太郎天神テルラ株式会社 3

会員名 会員名

1 株式会社九州日立情報システムズ 14 日産プリンス福岡販売株式会社

2 株式会社九州日立ソリューションズ 15 日本通信工業株式会社

3 株式会社九電ビジネスフロント 16 株式会社ネスト

4 株式会社極東エレテック 17 博多運輸株式会社

5 株式会社サニクリーン九州 18 日立キャピタルオートリース株式会社

6 シス・コンピューティング株式会社 19 日立コンシューマ・マーケティング株式会社

7 株式会社新華通信ネットジャパン 20 日立情報通信エンジニアリング株式会社

8 正興ＩＴソリューション株式会社 21 株式会社日立製作所

9 株式会社正興商会 22 福岡電装機器株式会社

10 株式会社正興電機製作所 23 福岡西鉄タクシー株式会社

11 株式会社テクニカルライト 24 福太郎天神テルラ株式会社

12 西鉄運輸株式会社 25 株式会社益正グループ

13 日産キャリアサービス株式会社 26 株式会社山口油屋福太郎

春光懇話会副会長
　川手　生巳也様 乾杯は初代代表世話人　宮原　正様

懇親交流会司会
（高宗さん池内さん）

中締めの皆さんみんなでサンバのリズムで踊りました。あれ様子がすこし変ですね！

新しい写真入名簿を配布する
広報委員会の皆様（左）

５周年記念特別講演会のチ
ケットを販売する介護福祉分
科会の皆さん(右）

表彰式がおこなわれました
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麻生知事挨拶代読
福岡県商工部

次長　松家　繁様


