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ビジネスチャンスを拡げたい（交流）1

　会員企業や当所役員等が一堂に集い、交流・懇談を深めて
いただく場です。情報交換・人脈拡大の場としてぜひご活用
ください。（2020年度の開催については、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、開催の可否や方法などを検討中）

〈2019年度開催実績〉
日　時●2019年8月5日 
場　所●天神スカイホール

●普段会えない業種、企業の方と会うことができた。 
●ビジネスに繋がる話ができた。 
●アポイントが取りにくい方とお話ができた。

夏の会員交流会
様々な業種・規模の事業者が集う大交流会

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

問総務・人事グループ ☎092-441-1110

参加者数 292社・425名

　当所の各種事業・サービスを紹介するとともに、当所役員
も参加（予定）し、会員同士が気軽に交流・懇親いただけます。

（2020年度の開催については、新型コロナウイルス感染症の
影響により、開催の可否や方法などを検討中）
第1部●当所事業ガイダンス
第2部●新入会員交流会
会場内に商品・パンフレット等
を陳列した展示スペースを設置
しますので企業PRが可能です。

〈2019年度開催実績〉
日　時●2019年11月15日

●今後のビジネスにつながりそうな出逢いがあった。 
●希望職種の方と交流できた。
●次回訪問の約束ができた。

新入会員交流会
新入会員同士のネットワークづくり

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

会員限定会員限定 参加者数 104社・122名

VOICE

　年頭にあたり、日本経済と地域企業のますますの繁栄を願
い、新年祝賀会を毎年開催しています。会員の皆様をはじ
め、各界よりご参加くださる多くの皆様と、年の初めのひと
ときをお楽しみください。

〈2020年度開催予定〉
日　時●2021年1月5日㈫
　　　　12:00～13:30
場　所●ホテルオークラ福岡
参加費●6,000円（予定）
　　　　－立食パーティ形式－

新年祝賀会　
一年のはじまりは会議所から

会員限定 参加者数 1,300名

　福岡商工会議所会員の皆様は、業種ごとに部会に所属されます
が、一部の部会では交流会懇談会に加えて講演会を開催していま
す。部会よりご案内いたしますので、ふるってご参加ください。

〈2019年度開催例〉
卸売商業部会●講演会・交流会（一部抜粋）
 ・「官兵衛の福岡城物語」と「新幹線物流について」（講演会のみ）
講師：石井幸孝氏・NPO法人 福岡城市民の会　理事長
 ・「働く女性のためのオフィスメイク実践セミナー」
講師：古川ユキ氏・㈱ダリア本社営業部コスメ部
理財部会●講演会

「2020年不動産市場の展望と課題～転換期を迎えた市場。
 五輪後に向けての対応策～」
講師：幸田昌則氏・ネットワーク88代表 不動産市況アナリスト
小売商業部会●講演会・交流会

「ゲオホールディングスのビジネスモデル
 ～直営出店を続ける理由」
講師：遠藤結蔵氏・㈱ゲオホールディングス 代表取締役社長
観光・飲食部会●講演会
ラグビーワールドカップ開幕直前‼

「インバウンド（欧米豪）対策セミナー」
講師：吉川廣司氏・（一社）ジャパンショッピングツーリズム協会

（JSTO）事務局長
運輸・港湾・貿易部会●講演会

「30年後の福岡空港
 ～東アジア・トップクラスの国際空港を目指して～」
講師：北中 剛史氏・福岡国際空港㈱ 執行役員 経営企画本部長
食料・水産部会●講演会・交流会
食い倒れの街・大阪のシンボル「黒門市場」について
講師：山本善規氏・黒門市場商店街振興組合 理事長
工業部会●交流会
ビジネス交流会
情報・文化・サービス部会●講演会（一部抜粋）
福商「おもてなし」コンクール基調講演
魅力ある職場づくりはあなたから
講師：永江靜加氏・㈱インターナショナル エア アカデミー 代表取締役会長

各種部会交流会・講演会
業種ごとの交流の場

一部会員限定

VOICE

福岡市を中心とした約16,000社の会員ネットワークを活かし、様々な交流会を
開催しています。人の輪の中に、沢山のビジネスチャンスが眠っています。ふ
るってご参加ください。

人的ネットワークの拡大

※開催時期については、ホームページ等でご案内いたします。
※会員数・参加者数などは2020年6月現在、あるいは2019年度実績。

INDEX

▲

様々な業種の企業が集う交流会
　 • 夏の会員交流会　P.05▲

福岡商工会議所に入会して3年以内の企業を対象
　 • 新入会員交流会　Ｐ.05▲

県下最大規模の賀詞交歓会
　 • 新年祝賀会　Ｐ.05
▶毎回異なるテーマ・内容を設定して開催する
　中小規模の交流会
　 • 異業種交流会　Ｐ.05

▲

女性経営者が対象
　 • 福岡商工会議所女性会　Ｐ.06▲

経営者だけでなく、地場企業の社員も
　参加する活発な交流会
　 • 福商ビジネス倶楽部　Ｐ.06▲

支店企業の支店長を対象とした
　メンバーシップ制交流会
　 • 支店長会　P.06▲

その他
　 • 部会講演会、懇談会　Ｐ.06　
　 • 各種交流懇談会

　「名刺交換会」、「情報交換」による、共通事項に関心を持っ
た会員同士の情報共有のための交流会です。

〈2020年度開催予定〉
withコロナ時代の総務・人事交流会

「人材採用・教育の進め方」
日　時●①オンライン交流会
　　　　　2020年７月10日㈮
　　　　②リアル（対面）での交流会
　　　　　2020年７月16日㈭
定　員●①②各20名
参加費●①無料　②1,000円

異業種交流会「リレーションズ」
毎回異なるテーマで開催する中～小規模の交流会

問会員組織・共済グループ ☎092-441-1114

参加者数 178社・207名

　地域経済社会における女性リーダー同士の有益なネット
ワーク作りのための交流会です。
入会資格●女性経営者及び女性役員の方
年 会 費●25,000円
活　　動●月１回程度例会があります。（講演会・視察等）

女性会
女性経営者同士のネットワーク

問経営支援グループ ☎092-441-2170

会員限定 会員数 79名

●自己研鑽の場としてはもちろん、異業種間での交流を
深め、相互に高めあう場としてご活用ください。

MESSAGE

　若手ビジネスパーソンのメンバーシップ制クラブです。
　異業種交流をメインとした月に一度の例会（講演会・勉強
会等）を通して自己研鑽を図るとともに、情報交換や人脈拡
大などネットワークづくりを促します。
　「ゲスト参加」でお試し参加もできます。
年会費●10,000円（必要に応じ、実費負担をお願いする場

合があります）

●福商ビジネス倶楽部は若手ビジネスパーソンの交流会
ですが、誰でもオープンに参加でき、心からのビジネス
の仲間を作ることができます。また、福岡商工会議所の
ネットワークや組織力を生かした人脈作りも可能です。
福商ビジネス倶楽部は会員の皆様が中心に企画できる例
会もありますし、自分次第でたくさんの出会いや成果を
上げることができる会です。一緒に参加し、盛り上げて
いきませんか？（福商ビジネス倶楽部　代表幹事）

福商ビジネス倶楽部
ビジネスパーソンの交流の場

問福商ビジネス倶楽部事務局（産業振興部内） ☎092-441-1119

会員限定 メンバー 146名

VOICE

■参加資格
　福岡商工会議所会員で20歳以上45歳以下のビジネス
パーソン。
　※46歳以上の方も賛助会員としてご入会いただけます。
■賛助会員とは
　総会における議決権および幹事就任など、倶楽部全体
の運営への参加資格はございませんが、その他倶楽部例
会や企画会議等には45歳以下の会員の方と同様にご参加
いただけます。

当所ホームページに実績を掲載しております。

　支店長の皆様に福岡でのネットワークを広げていただくた
めの交流会です。
入会資格●福岡市内に本社機能を有しない企業（出先機関）

の代表者の方
年 会 費●60,000円
活　　動●年間10回程度例会

があります。

●福岡の歴史・文化・食に触れる貴重な体験ができる上、
様々な業種の支店長と親しくなってビジネスにも繋がっ
ています。

支店長会
支店長同士のネットワーク

会員限定 加盟社数 80社

VOICE
問地域振興グループ ☎092-441-1118

■活動実績（2019.4～2020.2）

五島列島視察会
ゴルフコンペ
スーパーボックスでの野球観戦による交流会
博多祇園山笠追い山ならし見学会
夏の会員交流会（会議所主催）への参加　
定時総会　収支報告・収支予算・事業計画など
ゴルフコンペ
さんゆう会との合同ゴルフコンペ
柳橋連合市場魅力発見ツアーと九州国立博物館特別展鑑賞会
博多をどり観劇会
忘年会（桜坂　観山荘）
太宰府天満宮参拝
支店長交流会

23名
22名
42名
45名
18名
47名
16名
13名
25名
84名
48名
35名
71名

参加者数

6月

7月

９月

10月

11月

12月

１月
２月

例会　めんたいぴりり～博多座版～ 未来永劫編 鑑賞
定時総会
第51回九州商工会議所女性会連合会総会熊本大会
第51回全国商工会議所女性会連合会鹿児島全国大会
例会　講演会「外国人労働者の雇用等について」
例会　講演会「福岡の街づくりと増税後について」
第21回出会い応援パーティ
例会　日帰りツアー
令和２年新年会
例会　講演会「女性経営者としての心づもり」

４月
５月
６月

９月

10月

11月

１月
２月

〈2019年実績〉（一部抜粋）
会員限定
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ですが、誰でもオープンに参加でき、心からのビジネス
の仲間を作ることができます。また、福岡商工会議所の
ネットワークや組織力を生かした人脈作りも可能です。
福商ビジネス倶楽部は会員の皆様が中心に企画できる例
会もありますし、自分次第でたくさんの出会いや成果を
上げることができる会です。一緒に参加し、盛り上げて
いきませんか？（福商ビジネス倶楽部　代表幹事）

福商ビジネス倶楽部
ビジネスパーソンの交流の場

問福商ビジネス倶楽部事務局（産業振興部内） ☎092-441-1119

会員限定 メンバー 146名

VOICE

■参加資格
　福岡商工会議所会員で20歳以上45歳以下のビジネス
パーソン。
　※46歳以上の方も賛助会員としてご入会いただけます。
■賛助会員とは
　総会における議決権および幹事就任など、倶楽部全体
の運営への参加資格はございませんが、その他倶楽部例
会や企画会議等には45歳以下の会員の方と同様にご参加
いただけます。

当所ホームページに実績を掲載しております。

　支店長の皆様に福岡でのネットワークを広げていただくた
めの交流会です。
入会資格●福岡市内に本社機能を有しない企業（出先機関）

の代表者の方
年 会 費●60,000円
活　　動●年間10回程度例会

があります。

●福岡の歴史・文化・食に触れる貴重な体験ができる上、
様々な業種の支店長と親しくなってビジネスにも繋がっ
ています。

支店長会
支店長同士のネットワーク

会員限定 加盟社数 80社

VOICE
問地域振興グループ ☎092-441-1118

■活動実績（2019.4～2020.2）

五島列島視察会
ゴルフコンペ
スーパーボックスでの野球観戦による交流会
博多祇園山笠追い山ならし見学会
夏の会員交流会（会議所主催）への参加　
定時総会　収支報告・収支予算・事業計画など
ゴルフコンペ
さんゆう会との合同ゴルフコンペ
柳橋連合市場魅力発見ツアーと九州国立博物館特別展鑑賞会
博多をどり観劇会
忘年会（桜坂　観山荘）
太宰府天満宮参拝
支店長交流会

23名
22名
42名
45名
18名
47名
16名
13名
25名
84名
48名
35名
71名

参加者数

6月

7月

９月

10月

11月

12月

１月
２月

例会　めんたいぴりり～博多座版～ 未来永劫編 鑑賞
定時総会
第51回九州商工会議所女性会連合会総会熊本大会
第51回全国商工会議所女性会連合会鹿児島全国大会
例会　講演会「外国人労働者の雇用等について」
例会　講演会「福岡の街づくりと増税後について」
第21回出会い応援パーティ
例会　日帰りツアー
令和２年新年会
例会　講演会「女性経営者としての心づもり」

４月
５月
６月

９月

10月

11月

１月
２月

〈2019年実績〉（一部抜粋）
会員限定


