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☆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。

第37号

４月月例会で交流成果事例発表をしていただきました

　３月度実績：66、978千円（232件）最近交流実績が目標
の３５０件をクリアーしません小さな取引でも報告してくださ
い。メンバーに紹介いただいた商談はその紹介していただ
いた会員名で報告できます。又ゲストの方との取引は事
務局でも構いません。
今月の月例会での交流成果事例発表は、福岡県立龍徳
高等学校様より九電ビジネスフロント様へ生徒さんの教育
の依頼を受け出前講座が実施されたことを発表していた
だきました。

総合司会の内田さん
世話人代表挨拶の石川さん
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・株式会社西日本日中旅行社

  日中国交回復以前の1964年（昭和39年）に中国を専業的に取り扱う旅行社として設立されました　（株）日中旅行社（本
社　東京）から、1989年（平成元年）分離独立し、弊社が設立されました。弊社は、西日本地区において中国への航空券
手配、中国査証手配、及び個人・団体の旅行企画手配など中国と関わり合いが幅広いサービスを提供しております。

緊急提案

新会員の紹介

　第６８回（0９年４月度）月例会

担当：厚生事業委員会　　開催会場：福岡サンパレス
開催日時：2009年４月９日（木）

・株式会社サンエイシステム

  総合設備エンジニアリング企業を目指す技術集団です。 空調換気設備工事を中心に電気設備工事・弱電設備(映像・音
響＝AV）と情報通信設備（LAN等）あらゆる施工技術を駆使し後のメンテナンスまで幅広く対応しています。

４月月例会は２００名近くの皆様に参加いただき、会場いっぱいの熱気あふれる開催となりました。交流会
では厚生事業委員会の企画でテーブルごとのチームでゲームを楽しみいっそうの交流を深めました。

・株式会社丸信

・株式会社ＩＮＡＸエンジニアリング

・株式会社ニモカ

  「包装資材（トレー・ラップ）」「シール印刷」「紙器（パッケージ）」の３つの事業を柱に九州一円のスーパーや食品メーカー、
酒造業のお客様へ資材と供給をタイムリーに行ない、お客様の業績への貢献と確固たる信頼関係を築いています。

　INAXエンジニアリングはINAXグループの一員として様々な生活空間において環境美を提供しています。お客様の真の
満足を考え行動し、優れた技術と豊かな人間性を有する集団であり続けます。INAX商品の販売、施工、及びリフォーム
事業を主に展開しています。INAXの先進の商品を主に打ち合わせから図面作成、施工を経て竣工引き渡しに至るまで
の全てをサポート。高品質な施工による確実なサービス提供を行っています。

　「nimoca」は、西鉄が発行するＩＣカード乗車券を発行管理を行っています。
西鉄バス・電車の乗車はもちろん、お買い物にも利用でき、ポイントもたまるカードです。タッチするだけで支払いが完了
しますので、小銭の受け渡しがなくスムーズな決済が可能です。
店舗様におかれましてはnimoca導入により、決済時間の短縮、レジ管理業務の軽減、新規来店の動機付けにつなが
る･･･などの効果が期待されます。また、nimocaホームページやメールマガジンによる店舗情報の発信、nimocaを利用さ
れたお客様のデータ分析によるマーケティング、ボーナスポイント付与システムの活用など、販促面でのサポートも行っ
ております。

2009年4月9日

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員　各位

　ＦＢＫ研修委員会
委員長　　児嶋正勝

　　日頃よりＦＢＫの発展にご努力頂き、誠に有難うございます。
　　５月の月例会は企業見学会になっています。候補地をアンケートにより募集した結果、多数の候補地から絞り、
　　今回も貸切バスでの移動による会員企業の見学と、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽの本拠地福岡ﾔﾌｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞｰﾑを訪問します。
　　又、プロ野球球団「ソフトバンクホークス」の取締役小林様（元ロッテ投手）による講演会も行います。
　　お忙しい中とは存じますが、個人ではなかなか見学したり講演を聴くことができませんので、是非、多くの方が
　　参加していただきますようお願いいたします。

記

１．開催日 ５月２１日（木）
２．集合場所と時間　
　①見学会 　博多駅筑紫口　　１２時３０分　（博多駅受付：ホテルセントラーザ横のコンビニの前）

　　・昼食は各人済ましてからご参加下さい。　貸切バスを利用します。（西鉄バス）

　②講演会 　福岡ヤフージャパンドーム　入口　ｽｰﾊﾟｰゲート5　グループシートゾーン　　１７時３０分
　　月例会 　　・福岡市中央区地行浜2-2-2

３．施設企業見学
①１３：３０　～　１４：５０ 　　福岡女子商業高等学校　訪問　（那珂川町）
②１５：１０　～　１６：１０　　　ＪＲ新幹線車両基地　見学　　（那珂川町）
③１６：５５　～　１７：２０　　　福岡ヤフージャパンドーム　見学　（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ、和みシート、シスコシートなど）

４・講演会　　　場所 　福岡ヤフージャパンドーム　入口　ｽｰﾊﾟｰゲート5　グループシートゾーン　5階ホール
１７：３０～１８：１５ 　　福岡ソフトバンクホークス　小林取締役（元ロッテ投手）講演

　　「プロ野球　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽの戦略　」　　　
５．月例会　　　場所 　福岡ヤフージャパンドーム　入口　ｽｰﾊﾟｰゲート5　グループシートゾーン　5階ホール
　　　議事 １８：２０～１９：００ ・代表世話人挨拶　　　

・新入会員、ゲストの紹介
･交流成果発表、新会員企業ＰＲ、緊急提案、
・各委員会、分科会からの連絡　・次回月例会の案内　＜広報委員会＞

６．交流会 １９：１０～２０：３０ 場所：ドーム内　鷹正　４階（月例会の５階ホールの１階下）
・名刺交換や会社ＰＲ・自己ＰＲによる交流

７．参加費用 　①～③　バスでの企業見学会参加者　　５，０００円（月例会参加費+バス代、ﾄﾞｰﾑ見学代込み）
　④の講演会及び月例会のみ参加者　　　４，０００円

8．確認事項
●各訪問先と時間調整中のため、時間の変更が発生する場合があります。
●出欠は４月３０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。貸切バス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、緊急提案ご希望の方は、４月３０日までにメールにて事務局へお申込ください。
●チラシ等の配布希望の方は講演会の前までに交流会会場のテーブルの上に配布してください。
●会費はお一人５，０００円（月例会・バス代）、４，０００円（月例会のみ）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

第６９回（09年5月度）　月例会『企業見学会』のご案内

・株式会社社員教育研究所

・株式会社丸島園

　創業９０年の歴史を持つ老舗として、茶業界の先駆者として前進しております。又平成１４年に玉露の産地八女郡星
野村に高級茶専門店として星野茶を主力として株式会社星の蔵を立ち上げ、現在星野茶を利用した商品開発に力を
入れています。「星の蔵茶うどん」「星野伝統玉露」などヘルシーでおいしい緑茶関連商品作りに励んでいます。ぜひ一
度ご賞味頂きますようお願い申し上げます。

　社員教育のパイオニアとして４０年、全国より経営者の熱い指示を頂き現在に至っております。新人から経営者まで
ヒューマンスキル・ビジネススキルを強化する為、合宿訓練・セミナー・DVD等による視聴覚教材の３つの柱を相互補完
し、全国に９つの拠点と600名を同時に研修できる施設を静岡県は富士の裾野に3箇所有しております。特に合宿訓練
を主体とした「管理者養成学校」は常時８つのコースを開催し、３０年を迎えるに至りました。

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００9年３月度交流成果
２３２件　６６,９７７,９０２円

累計件数　　　　　　１６、７７２件
累計金額　　６５億１，７５５万円

交流事例発表

日本食品(株) 九州三井不動産販売

宗像グリーン(株)

福太郎天神テルラ(株)

(株)山口油屋福太郎

福岡ソフトバンクホークス
マーケティング(株)

ピーアンドディービジネス(株)

　　５月度の月例会「企業見学会」の説明をされる新研修
委員委員会委員長の「日産プリンス福岡販売」の児嶋さ
ん、今後ともよろしくお願いたします。（旧墨屋委員長退
会により代わりました）

５月月例会は企業見学会です！

新
会
員

企
業
Ｐ
Ｒ

１．ＦＢＫへ入会した感想について
２．ＦＢＫ入会の成果について
３．企画行事について
　　3-1月例会
　　3-2イベントに関する意見
　　3-3各イベントに関する意見
　　3-4新規活動について
４． ホームページについて
５．メールマガジンについて
６．ＦBK運営組織に関する意見・要望
　　６-1世話人会への意見・要望（複数回答可）
　　６-2　２００９年度ＦＢＫの運営に世話人となる事を希望しますか？
　　６-3　２００９年度各委員会の委員長となる事を希望しますか？
７．ＦＢK活動への参加について
　　７-1 08年度月例会出席状況について
　　７-2 入会一年目(08/9～現在)の方にお尋ねします。
８．ＦＢＫ活動全般について

０９年活動充実アンケートにご協力ください

総務委員会では０９年度の活動に向け例年の
通りアンケート調査を行います。予定期間は４月
２０日から１ヶ月の予定とし、昨年までより長い期
間を設定しています。月例会参加や訪問等を積
極的にされている方やそうでない方も、長い方も
新会員の方もよろしくお願いたします。
アンケートはＦＢＫホームページの会員専用で、
　　　４月２０より開始予定。

上野総務委員長

◎住宅ローン減税額が過去最大級に拡大
◎住民税も控除の対象に
　　住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない方
　　については、所得税から控除しきれない額について、翌年度分の個
　　人住民税から控除されるようになります。
◎省エネ・バリアフリー改修をした場合（特定増改築等特別控除）
　　　固定資産税は約３分の１減額されます。（１年のみ）
◎長期優良住宅（２００年住宅）を新築・取得した場合の所得税額の特別
　　控除の創設
　　長期優良住宅の新築等を行い、居住の用に供した場合、標準的な
　　性能強化費用相当額（上限：1,000万円）の10％相当額が、その年
　　分の所得税額から控除されます。
　　その年分の所得税額から控除しきれない金額がある場合には、翌
　　年分に繰り越して控除できます。
　　○住宅ローン減税制度とは選択制となります。
　　○居住用財産の買換え等の特例との重複適用が可能です。

◎既存住宅の改修工事（省エネ改修、バリアフリー改
　　修、耐震改修）をした場合の所得税額の特別控除
　　の創設等
１、省エネ改修
２、バリアフリー改修
　　固定資産税は約３分の１減額されます（１年のみ）
３、耐震改修
　　なお、ローンを組んだ部分があれば、住宅ローン控除
　　もダブルでうけられます。
　　固定資産税は約2分の1減額されます
　　　（平成21年は改修後3年間）
◎相続時精算課税制度を利用する。
　　居住用住宅を購入するときに、親から援助してもらう
　　と、最大3,500万円まで贈与税がかかりません。（翌年
　　に3月15日までに申告が必要）
ただし、
　　① 将来の相続時に相続財産に加算される。
　　② この制度を選択すると、翌年以降のすべての贈与
　　　　について申告義務あり。
　　　　　などのデメリットもあります。
　　なお、550万円までの贈与税非課税の制度（住宅取
　　得資金贈与の特例）は廃止されています

＝交流会

緊急提案の内容は
ＦＢＫホームページ
の「ＦＢＫ耳より情
報」をご覧ください

交流会ではテーブルごとにチームを
組みクイズに挑戦！メンバー一丸と
なって協力しました。回答が違い再
挑戦のところもあり、２問の点数で賞
品を・・・

交流会司会の沢辺さんと徳永さん

厚生事業委員会と中締の江頭さん

講座風景

今月は２社の新会
員ＰＲを行っていた
だきました。今後と
も頑張っていただい
て交流成果を上げ
ていただきたいと思
います。


