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月刊福岡ビジネス協議会

優良企業1000社の会員を目指すビックパワーネットワーク

この内容は下記のＦＢＫ　ＷＥＢサイトで

ご覧いただけます。

http://www.fbknet.com
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総合司会は河野さん  新メンバー・ゲスト紹介

大塚家具（鈴木さん）・・・博多リ
バレインにショールームあり。Ｆ
ＢＫ会員は、自由に見学してくだ
さい。強みは家具の豊富な品揃
えと国内 低価格保証です。

 エクセニシムラ(小林さ
ん)・・・物流包装・強化
段ボール商品の紹介。
色々作成できますご提
案を！

　FBK会員数が、減少している。７月末２８５社だったのが、現在２６９
社となっています。企業環境の厳しさからだと思います。各社が、ＦＢ
Ｋ交流実績を増やして欲しいし、そしてその実績をＰＲして、ＦＢＫメン
バーが増えるよう、協力して欲しい。また、 近、月例会の出席者も
減ってきている。各位委員会で参加増えるように呼びかけてくださ
い。１２月の月例会今日以上の参加を是非働きかけてください。
　本日の月例会のブースお見合い大会に積極的に参加して下さい。

 司会進行：松山さん（ケアリング）
 乾杯挨拶：古賀さん（福岡西鉄タクシー）
 中締め：川口さん（日立コンシューマ・マーケティン
グ）
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交流会

挨拶は石川代表世話人

アルテパートナーズ（大
原さん）・・・会計事務
所。アンケート協力お願
いします。

 ミリオン（秋本さん）・・・
本格派ハム・ソーセー
ジ・九重夢ポークハムギ
フトセット等

 福岡女子商業高校「女
子商マルシェ」11月28日
（土）29日(日)開催。ぜ
ひ多くの方のご来場
を！

 ケアリング（松山さ
ん）・・・介護サービス事
業。新型インフルエンザ
対策マスク及び感染予
防商品紹介と用品即
売。

会場提供挨拶：磯村さん
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 展示ブースコーナーで
は６社、福岡天神テル
ラ、福岡女子商業高校、
ケアリング、ミリオン、山
口油屋福太郎、日比谷
花壇さまが展示即売会を
実施。

 第１回目は、ステージに向かって左側の列企業が訪問する側とし 第2回目は、反対側の右側の列企業が訪
問する側とし、展示ブースを含め活発な交流が行われました。

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

285
594

1,343

2,269

2,985

4,428

6,881
6,831

6,520

1 1 104

3,441

3,832

5,065

5,685

6,082

18,407
18,175

16,785

1,754

13,412

15,144

11,383

7,281

9,354

5,653

3,060

6 9 157
333 892

4,246

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

百万円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

件百万円 件

９月３月
２００５

９月３月
２００５

９月３月
２００３

９月 ９月 ３月
２００６

８月
２００２

３月
2007

９月 ３月
2008

９月９月 ３月
2009

２００9年１０月度交流成果
232件　4９,964,157円

累計件数　　　　　　１８、407件
累計金額　　６８億８，１２６万円

10月

キャンペーン期間中です訪問は積極的に行っていますか！

　 10月度実績：取引件数221件、39,970千円。ウェブサイトの入力は、前月に遡ってできます。ぜひ入
力をお願いします。 実施中のよか値マル得キャンペーンについては相互訪問の活性化が目的。１２
月までの期間です。有効に使って成果に結び付けてほしい。
　月例会で交流成果事例として、日立キャピタルオートリースさんよりリッツ5さんとの実績紹介をして
いただきました。



福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員様　各位

ＦＢＫ財務委員会 
委員長　中野久米夫

　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。
１２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。
今年最後の月例会として忘年会を兼ねており、恒例のビンゴ大会なども行いますので、
是非たくさんの会員の方々のご参加を、宜しくお願い申し上げます。

１．日時 平成２１年１２月１０日（木）　　１７：００～２０：３０

入会説明会は、１５：３０～１６：３０　に実施致します。
　※新入会員の方、ゲストの方のご参加をお待ちしています。
　※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．場所 ＫＫＲホテル博多
福岡市中央区薬院4－21－1 電話：092-521-1361
　　　★入会説明会：同じ　

３．議事
　　１７：００～１７：０３ 代表世話人挨拶　　石川代表世話人（３分）
　　１７：０４～１７：０６ 会場責任者ご挨拶　ＫＫＲホテル博多（３分）
　　１７：０７～１７：５０ ・ゲスト、新メンバーの紹介（５分）

・交流成果発表（３分）
・緊急提案　（2分×先着５社以内）
・士業ワンポイントセミナー（１５分）
　　※講師：福岡中央労務管理センター　黒土先生　　テーマ：在職老齢年金のしくみ

・各委員会、分科会からの連絡（５分）
・次回月例会の案内（5分）・・・事業推進企画委員会

　　１７:５０～１８：１５ ・新会員企業ＰＲ　　１社５分　×　５社以内
　　アデコ（株）、（株）アンソネット、（株）読売西部アイエス、

　　税理士法人第一総合会計、（株）ソフトサービス

　　１８:１５～１８：２５ ・一般企業ＰＲ　１社１０分　×　１社

　　ヤマト機販株式会社

　　１８：３０～１９：００ ・分散会（自己紹介コメントメモを１０枚づつ忘れずにお持ち下さい）
　　１９：１０～２０：３０ ・交流会

　・KBCラジオチャリティ・ミュージック・ソンの趣旨説明と募金活動

　・ビンゴ大会

※緊急提案ご希望の方は、１１月３０日までにメールにて事務局へお申込ください。
　　先着５社に限ります。早めにお申込下さい。

※好評の物販を今回も実施する予定ですのでご希望の会員様は事務局まで
　　ご連絡ください。（多くの会員様の出店を希望します）

※忘年会を兼ねております。ビンゴ大会を予定していますので、
　カレンダー、手帳、販促品など景品のご提供頂けるものがあれば、当日会場へお持ち下さい。

４．確認事項
●懇親会参加費は　４，０００円になります。なるべく釣銭がいらないようにお願いします。
●出欠は１１月３０日（月）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。）

●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。
●「分散会」を実施致しますので「自己紹介コメントメモ」を各自１０枚程ご持参ください。

以上

第７４回（１２月度）月例会のご案内

2009年11月吉日

事業推進拡販委員会より　　「よか値マル得キャンペーン」頑張ってますか！

 よか値マル得キャンペーン（10～12月）の進捗状
況。相互訪問強化月間ですが、活動訪問計画の入
力が少ないようです。先月１件。今月２件。毎月１５
日入力締切りです。よろしくお願いいたします。
 キャンペーン商品提供が３６０件。景品希望入力
がまだ、２３０件。１２月までの応募よろしくお願いし
ます。

ゴルフ愛好会会長迫田さん

第9回の開催を下記日時・場所で行います。
（前回が平日でしたので今回は土曜日開催です）
出欠をホームページからご入力お願いします。
新規加入会員募集中です。ベテランもスタートしたかたも！
　■会場：夜須高原カントリークラブ（朝倉郡筑前町）
　■日程：12月12日（土）　10：13～　ＯＵＴ／ＩＮ同時
　■組数：10組予定　（※九重町から８名参加予定）
　■費用：参加費・・・3,000円（賞品・パーティ費）

　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

ゴルフ愛好会　第9回ゴルフコンペを開催いたします！

委員長の瀧口さん

財務委員会より１２月度の月例会のご案内



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

□■□■□■□■□■□■□■

 座長交替挨拶。毎月分科会実施。合同でＦＢＫ会員の物流現場見学を実施予
定。物流参加企業のＰＲ誌を今後も発行していきます。

謡曲愛好会会長山田さん

物流分科会の新座長は日産フォークリフト九州の小川さん（右写真）に変わりました。

　日本の三大伝統演劇（能楽・歌舞伎・人形浄瑠璃）の一つ能楽を通し、会員個々の趣味を広
め、健康の増大、知的興味を深め、伝統（地域）文化の継承を図ります。趣味を通して相互親
睦を深めましょう！
１．開催日程及び会費：　毎月　第1水曜日、第3水曜日　月２回予定　（会費月/５，０００円）
２．講師：能楽師（シテ方観世流　準職分）　木月　晶子先生
３．申し込み先：　山田秀志 090-3194-1697
　　北原富雄 080-3971-5813 大里 務 090-9562-4813

謡曲愛好会　　「謡曲愛好会」会員募集中　１月月例会で初披露を行います！

物流分科会　物流現場見学会を行なっています、一緒に問題解決をしましょう！

☆新会員のご紹介

決算・税務申告書作成、相続対策、税務相談、会計・記帳業務、M&A相談、事業承継相談、企業再生相談、経
営改善相談、銀行返済猶予相談、資金調達相談　【事務所の特徴】①企業の財務を予測し財務戦略を立案す
るソフト「融次郎」を独自に開発し、企業の与信判断、及び経営戦略・経営改善・銀行借入申込・銀行返済猶予
資料等を作成して業務に活用しています。②エクセルで作成した記録を簡単に取り込み、正式の帳簿を作成す
る会計ソフト「社長の経理」を独自に開発し、多くの企業の自主記帳のお役に立っています

情報技術で感動を！不可能を可能にするＩＴプロフェッショナル集団「ソフトサービス」
システムの企画提案から設計、開発、運用、保守までをトータルにサポート
5つの事業分野(制御、ビジネス、医療、ネットワーク、コンサル)でソリューションを展開しています。
主な内容
•制御システム開発（設計、製造）/組込み/リアルタイム製品販売/関連技術開発/•画像処理システム構築
•システムインテグレーション/•コンサルティング（ＥＲＰ，情報分析、スケジューラ、セキュリティ）
•ビジネスソリューション（生産管理、販売管理、図面管理等）/•医療・介護システム開発・販売/•ネットワークシス
テム構築、保守サービス

・建設業界向け事務備品・ＯＡ機器レンタル、不動産業界向け備品・家具レンタル、イベント業界向け備品レンタ
ル・会場設営業務、一般企業向け備品レンタル、リサイクルショップ「リスタ」運営、事務所引越代行業務

・株式会社ソフトサービス

・広友リース株式会社

・税理士法人第一総合会計
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