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≪ お客様紹介運動・ナイスギフト販売で JTB北海道を応援しよう！！ ≫≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTB北海道を応援しよう！！　≫

＝ ナイスギフト販売のご協力お願い ＝
お祝い イベントの景品等々に ナイスギフトのご利用をお願いします

　＝　ナイスギフト販売のご協力お願い　＝
お祝い・イベントの景品等々に、ナイスギフトのご利用をお願いします。

ナイスギフト券の購入で、デパート・ショッピングセンターでのお支払いにご協力をお願いします。ナイスギフト券の購入で、デパ ト ショッピングセンタ でのお支払いにご協力をお願いします。

お客様紹介運動 月 実績速報 お客様紹介運動　 ８月の実績速報 お客様紹介運動　 ８月の実績速報

８月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします　８月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします。

紹介者は 村川 義次さん国内１件 野澤 重喜さん国内１件 田中 志おりさん海外１件紹介者は、村川　義次さん国内１件、野澤　重喜さん国内１件、田中　志おりさん海外１件、

金子 唯雄さん海外５件でした。金子　唯雄さん海外５件でした。

ご紹介有難うございましたご紹介有難うございました。　

件 数 販 売 額 （千円）販 売 人 員件　数

前年良否

販　売　額 （千円）

前年良否

販　売　人　員

前年比前年比 前年良否前年比前年良否前年良否 前年比前年比 前年良否前年比

８月 ％ ％133 3 千円人件 21％ 150 08 2件 人 6 1366 447 2 078 37 千円８月 ％ ％133.3 千円人件 21％ 150.08 2件 人 6,1366,447 2,078.37 千円

100 028 ％件 ％ 人件累計 93 3 ％ 0114△ 2 人 千円千円19 628 224 5 10 886100.028 ％件 ％ 人件累計 93.3 ％ 0114△ 2 人 千円千円19,628 224.5 10,886

ギ 実績速報ナイスギフト ８月の実績速報　ナイスギフト　８月の実績速報

８月のナイスギフトの販売速報をお知らせします　８月のナイスギフトの販売速報をお知らせします。

販売頂 た会員は 青島 繁夫さん 件 南 忠光さん 件 岡本 勝彦さん 件 川原 直行さん 件販売頂いた会員は、青島　繁夫さん1件、南口　忠光さん２件、岡本　勝彦さん１件、川原　直行さん１件、販売頂 会員 、青島 繁夫 件、南 光 件、岡本 勝 件、川原 直行 件、

本 龍昭さん1件、沼田 裕次さん１件、浅川 敏雄さん１件、菅原 裕二さん１件でした。本　龍昭さん1件、沼田　裕次さん１件、浅川　敏雄さん１件、菅原　裕二さん１件でした。

販売ご協力有難うございました販売ご協力有難うございました。

件 数 販 売 額 （円）

前年良否前年比

件　数

前年比

販　売　額 （円）

前年良否前年良否前年比 前年比 前年良否

件 ％ 255 000 78 5 円8 △ 70 000△ 1８月 88 9 円 ％件件 ％ 255,000 78.5 円8 △ 70,000△ 1８月 88.9 円 ％件

累計 円％ 432 0000 126 8％40 件 2 045 000件 円100 0累計 円％ 432,0000 126.8％40 件 2,045,000件 円100.0

＊『お客様紹介運動』 『ナイスギフト』 速報は JTB北海道本社へ月末迄に報告された実績です＊『お客様紹介運動』、『ナイスギフト』 速報は、JTB北海道本社へ月末迄に報告された実績です。

翌 報告さ 実績 次 「 客様紹介運動 「 ギ 売 加算集計 す翌月に報告された実績は、次月の「お客様紹介運動 」、 「 ナイスギフト販売 」に加算集計します。翌月に報告された実績は、次月 お客様紹介運動 」、 ナイ ギ ト販売 」に加算集計します。

訃報 お悔やみ申し上げます 訃報　・・・・　お悔やみ申し上げます訃報 お悔やみ申 げ す

向江 政市さんが平成 年 月 享年 歳に ご逝去されま た■ 向江　政市さんが平成２９年８月８日、享年９９歳にてご逝去されました。向江 政市 平成 年 月 日、享年 歳に 逝去 れ 。
大正７年生まれの向江 政市さんは支部会員のなかで 年長でありました。大正７年生まれの向江　政市さんは支部会員のなかで 年長でありました。
葬儀終了後 ＢＯＢ会事務局への訃報連絡により会員の皆様への連絡は出来ませんでした  葬儀終了後、ＢＯＢ会事務局への訃報連絡により会員の皆様への連絡は出来ませんでした。
ご家族（娘さん）にお伺いしたところ ご自宅にて静かに息を引き取られたとの事でしたご家族（娘さん）にお伺いしたところ、ご自宅にて静かに息を引き取られたとの事でした。
訃報を受け ＢＯＢ会より香典 供花を霊前 お届けしました訃報を受け、ＢＯＢ会より香典・供花を霊前へお届けしました。訃報 香 供 届
故人の在りし日を偲び会員一同哀悼の意を捧げたいと思います。故人の在りし日を偲び会員 同哀悼の意を捧げたいと思います。

合掌合掌
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BOB会サマーパーティの開催報告　BOB会サマ パ ティの開催報告

≪８/２２ ＢＯＢ会 サマーパーティが開催される ≫≪８/２２ ＢＯＢ会　サマーパーティが開催される ≫

８月２２日（火）ホテルサンルートニュー札幌で ＢＯＢ会員２７名と（株）JTB北海道から毛利営業部長をはじめ　８月２２日（火）ホテルサンルートニュー札幌で、ＢＯＢ会員２７名と（株）JTB北海道から毛利営業部長をはじめ

とする本社役職者 名及び札幌支店 さ ぽろ大通店 役職者 名 出席を ただき 計 名でサ パとする本社役職者３名及び札幌支店・さっぽろ大通店の役職者６名の出席をいただき、計３６名でサマーパーす 本社役職者 名及 札幌支店 店 役職者 名 出席 、計 名

ティが開催されました。ティが開催されました。

佐々木俊行理事の司会・進行のもと、まず、茂木支部長より本日のパーティにJTB北海道よりご来賓として９名　佐々木俊行理事の司会 進行のもと、まず、茂木支部長より本日のパ ティにJTB北海道よりご来賓として９名

の役職者にご出席いただいたことと 日頃から支部活動にご支援・ご協力をいただいていることに対して御礼がの役職者にご出席いただいたことと、日頃から支部活動にご支援・ご協力をいただいていることに対して御礼が

述 ら 後 会さ 青木哲朗会員 紹介があ述べられた後、６月に入会された青木哲朗会員の紹介がありました。述 られた後、 月に入会された青木哲朗会員 紹介がありました。

また 支部活動は概ね計画通りに推移しているが ９月の日帰り旅行の参加及び本部主催の全国フォトコン　また、支部活動は概ね計画通りに推移しているが、９月の日帰り旅行の参加及び本部主催の全国フォトコン

テスト 全国俳句大会 の応募についての協力依頼がありましたテスト・全国俳句大会への応募についての協力依頼がありました。

ご来賓挨拶では ＪＴＢ北海道毛利営業部長よりＪＴＢグループに対する日頃の支援の御礼と営業概況及び　ご来賓挨拶では、ＪＴＢ北海道毛利営業部長よりＪＴＢグループに対する日頃の支援の御礼と営業概況及び

ＪＴＢグループの組織再編についての説明後、ＪＴＢ北海道としての１０年を振り返り有終の美を飾りたいとの決意ＪＴＢグル プの組織再編についての説明後、ＪＴＢ北海道としての１０年を振り返り有終の美を飾りたいとの決意

が述べられました そして 「お客様紹介運動」の更なる協力依頼があった後 「ＢＯＢ会員のご健勝を祈念して」が述べられました。そして、「お客様紹介運動」の更なる協力依頼があった後、「ＢＯＢ会員のご健勝を祈念して」

との祝杯の発声で開宴となりました  との祝杯の発声で開宴となりました。 

８月に入り愚図ついた天気が続いている中でしたが 冷えた生ビ ルで喉を潤しながら各テ ブルでは　８月に入り愚図ついた天気が続いている中でしたが、冷えた生ビールで喉を潤しながら各テーブルでは

お互いの近況や趣味・健康状態等についての話で盛り上がっておりました。お互いの近況や趣味 健康状態等についての話で盛り上がっておりました。

また 出席されたＪＴＢ北海道の皆様とは現役時代の思い出等が語られコミュニｹｰｼｮﾝを図っておられました　また、出席されたＪＴＢ北海道の皆様とは現役時代の思い出等が語られコミュニｹｰｼｮﾝを図っておられました。

和やかに宴が盛り上がる中 今年も出席者の中で 年長の髙橋勲会員の中締めでお開きとなりました　和やかに宴が盛り上がる中、今年も出席者の中で 年長の髙橋勲会員の中締めでお開きとなりました。

◆サマーパーティ ご来賓 （敬称略）

（株） 北海道

◆サマーパーティ　ご来賓　（敬称略）

（株）JTB北海道（株）J 北

営業部長・店頭事業部長 毛利 勇二 札幌支店 店頭営業課長 藤枝 有香営業部長・店頭事業部長 毛利　勇二 札幌支店 店頭営業課長 藤枝　有香

店頭事業部 販売促進担当部長 渋田 美由樹 札幌支店 グループリーダー 青柳 弥生店頭事業部 販売促進担当部長 渋田　美由樹 札幌支店　グループリーダー 青柳　弥生

法人営業課長（スポーツビジネス推進担当）村田　剛 札幌支店　グループリーダー 久木　綾法人営業課長（スポ ツビジネス推進担当）村田　剛 札幌支店　グル プリ ダ 久木　綾

札幌支店 支店長 加藤 武 さっぽろ大通店 副店長 鷹田真紗子札幌支店　支店長 加藤　武 さっぽろ大通店 副店長 鷹田真紗子

さ ぽろ大通店 グル プリ ダ 吉野 真由さっぽろ大通店　グループリーダー 吉野　真由　

席◆サマーパーティ　出席会員　（敬称略・あいうえお順）◆サ ティ　出席会員　（敬称略 あいうえお順）

青木　哲朗 青島　繁夫 安藤　 廣 池田　清光 井上　研一 井村 　孝青木　哲朗 青島　繁夫 安藤　 廣 池田　清光 井上　研 井村 　孝

内田 光太郎 岡本 勝彦 角田 季雄 加藤 茂敏 川口 美智子 小林 治内田 光太郎 岡本　勝彦 角田　季雄 加藤　茂敏 川口　美智子 小林 　治

佐久 克彦 佐 木 俊行 佐 木 幹人 佐 木 三枝 菅原 裕 髙橋 勲佐久　克彦 佐々木 俊行 佐々木　幹人 佐々木 三枝 菅原　裕二 髙橋 　勲佐久 克彦 佐 木 俊行 佐 木 幹人 佐 木 枝 菅原 裕 髙橋 勲

田中 義昌 長谷川 正昭 馬場 利吉 広川 健司 堀内 悦子 村川 義次田中　義昌 長谷川　正昭 馬場　利吉 広川　健司 堀内　悦子 村川　義次

茂木 政雄 八木 米蔵 渡邊 廣茂木　政雄 八木  米蔵 渡邊    廣 

以上会員２７名以上会員２７名

茂木支部長より開会 挨拶 毛利部長より来賓挨拶と乾杯 発声茂木支部長より開会の挨拶 毛利部長より来賓挨拶と乾杯の発声
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≪地区懇親会のお知らせ≫≪地区懇親会のお知らせ≫

例年１１月で開催しておりました はまなす会・ライラック会の地区懇親会は今年度も合同で開催を予定して例年１１月で開催しておりました、はまなす会・ライラック会の地区懇親会は今年度も合同で開催を予定して

おりますが 諸般の事情により 開催時期を２０１８年３月開催に変更したいと考えておりますおりますが、諸般の事情により、開催時期を２０１８年３月開催に変更したいと考えております。

１月には詳細をご連絡できると思いますので、宜しくお願い致します。１月には詳細をご連絡できると思いますので、宜しくお願い致します。

『JTB旅の絵ごよみ』 のBOB会員へ配布のお知らせ 『JTB旅の絵ごよみ』 のBOB会員へ配布のお知らせ

今年もＢＯＢ会員へ ２０１８年版 「 JTB旅の絵ごよみ 」 １本を無料配布の予定です今年もＢＯＢ会員へ、２０１８年版 「 JTB旅の絵ごよみ 」 １本を無料配布の予定です。

月発刊 支部だより第 号（ / 発送予定） 同封発送 予定１２月発刊の支部だより第１４４号（１２/８発送予定）に同封発送の予定。月発刊 支部だより第 号（ / 発送予定）に同封発送 予定。

『JTB旅の絵ごよみ』 ２０１８年版 発売のご案内 『JTB旅の絵ごよみ』 　２０１８年版　　発売のご案内J 絵 年版 案

『旅 絵ごよみ 年版』１．『旅の絵ごよみ　２０１８年版』１．『旅 絵ごよみ　２０１８年版』
ＢＯＢ価格 ８６４円（税込）※通常価格1 080円ＢＯＢ価格　８６４円（税込）※通常価格1,080円

送料（国内）1箇所 の送付につき３６０円 (本数に関係なく)送料（国内）1箇所への送付につき３６０円　(本数に関係なく)

※10本以上一括納品の場合は送料サービス(0円)とさせていただきます。※10本以上 括納品の場合は送料サ ビス(0円)とさせていただきます。

仕様 Ａ２変形版・縦615mm×横390mm 13枚綴（表紙含）仕様　Ａ２変形版・縦615mm×横390mm　13枚綴（表紙含）

２ お申込み方法２．お申込み方法
予約は、「本数・お客様のお名前・ご住所・電話番号」をご記入のうえ、予約は、「本数 お客様のお名前 ご住所 電話番号」をご記入のうえ、

下記宛てFAXまたはメールにてお申込みください下記宛てFAXまたはメールにてお申込みください。

そ 後お申込用紙と振替用紙をお送り お支払確認後  その後お申込用紙と振替用紙をお送りしお支払確認後、そ 後お申込用紙 振替用紙をお送り お支払確認後、

ご指定の住所にお届けいたしますご指定の住所にお届けいたします。

お支払確認後 ご指定の住所にお届けいたしますお支払確認後、ご指定の住所にお届けいたします。

表紙のイメージになります商品の発送開始は、11月中旬を予定しております。 表紙のイメージになります商品の発送開始は、11月中旬を予定しております。

※複数個所へお送りする場合は同封の用紙でお知らせください
表紙のイメージになります。

変更が有った場合はご容赦く※複数個所へお送りする場合は同封の用紙でお知らせください。

※お求めはお近く 書店でもご注文 ただけます(定価 円税込)

表紙のイメージになります。

変更が有った場合はご容赦く

ださい。※お求めはお近くの書店でもご注文いただけます(定価1,080円税込)、

表紙のイメ ジになります。

変更が有った場合はご容赦く

ださい。求 く 書店 け す(定価 , 円税 )、

送料無料。

表紙のイメ ジになります。

変更が有った場合はご容赦く

ださい。

送料無料。

ご注文は ２０１７年９月１日（金）より１０月３１日（火）までとさせていただきますご注文は、２０１７年９月１日（金）より１０月３１日（火）までとさせていただきます。

締切を過ぎても在庫が有る場合もございますので、お問い合わせください。締切を過ぎても在庫が有る場合もございますので、お問い合わせください。

３ お問合せ先 ㈱ＪＴＢパブリッシング 営業部 直販課 担当:佐々木 太田３．お問合せ先 ㈱ＪＴＢパブリッシング　営業部　直販課　担当:佐々木、太田

お申込み先 〒162 8448 東京都新宿区払方町２５ ５お申込み先 〒162-8448　東京都新宿区払方町２５－５

電話：０３－６８８８－７８９４　　FAX：０３－６８８８－７８２９電話：０３ ６８８８ ７８９４　　FAX：０３ ６８８８ ７８２９

メール： tosho3@rurubu ne jpメール： 　tosho3@rurubu.ne.jp 

件名 「旅 絵ごよみ 宛て件名：「旅の絵ごよみ」宛て件名 旅 絵
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