
 お客様紹介運動　 １月の実績速報

　１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、工藤　京子さん海外１件でした。

　ご紹介有難うございました。　

 ナイスギフト　１月の実績速報

　１月のナイスギフトの販売速報をお知らせします。

販売頂いた会員は、蛯原　宣子さん１件、佐藤　敏明さん１件、岡本　勝彦さん1件、大場　豊彦さん１件、

青島　繁夫さん1件、宮崎　和彦さん１件でした。

販売ご協力有難うございました。

＊『お客様紹介運動』、『ナイスギフト』 速報は、(株)JTB　札幌事務所へ月末迄に報告された実績です。

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。
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△ 75,000１月 6 円

累計 49 件 66.2 ％ △ 25 件 1,911,000 円

件 108,000 円 59.0 ％

59.5 ％ △ 1,303,000 円

1

83 人 56.5 ％ △ 64

1

千円

件　数 販　売　額 （円）

前年比 前年良否 前年比 前年良否

人 16,263 千円 72.6 ％ △ 6,143件

△ 1 件

件 120.0 ％

人 ％

累計 23 件 54.8 ％ △ 19

913 千円 45.9１月 1 件 50.0 ％ 3 人 42.9 ％ △ 4

≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTB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。

△ 1,077

件　数 販　売　人　員 販　売　額 （千円）

前年比 前年良否 前年比 前年良否 前年比 前年良否

千円
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 　平成年で最後となる北海道支部新年交礼会は、去る1月11日（金）ホテルサンルートニュー札幌において

会員46名と（株）ＪＴＢより笹本北海道広域代表、渋谷北海道仕入商品企画部長、加藤北海道中央エリア長、

小林人事担当マネージャーをご来賓に迎えて総勢50名で開催されました。

　宮本理事の司会進行で開会し、青島支部長より年末年始は穏やかな天候に恵まれ会員とご家族皆様が

新年を迎えられたことへの慶びの言葉と、(株)ＪＴＢより4名のご出席をいただいた御礼が述べられました。

昨年は全国的に自然災害が多く、北海道おいても胆振東部地震の発生で佐々木浩会員の自宅が被災さ

れ、交礼会へ出席された佐々木会員へお見舞いの言葉が述べられました。

恒例の年男・年女（亥年）の紹介では本会に出席の虎谷会員・角田会員を全員でお祝いし、1月号のBOB

新聞で帯広出身で奈良県在住の山本一子会員が一昨年のマスターズ競泳リレー部門で世界4位のタイム

となり、新年の抱負として今年はメダルを目指す抱負の記事掲載を紹介しました。

　続いて、ご来賓挨拶では(株)ＪＴＢ笹本北海道広域代表より、「お客様紹介運動」などのJTB支援に対する

お礼に続き、JTBの決算見込みでは上期においては個人店舗など低迷により苦戦をしたが、今年度決算で

は全社ベースで目標予算達成見込みの報告がされました。 　又、今年は9月開催のＷ杯ラグビーや11月に

ニセコ地区で開催されるＧ20、更には2020年の東京オリンピック・パラリンピックでのビジネスチャンスが述べ

られた後、「ＢＯＢ会員のご健勝とＪＴＢグループの発展を祈念して」　の祝杯で開宴しました。

　交礼会の各テーブルではお互いの近況・健康等についての話題で盛り上がる中、中締めは支部会員で

最年長の松本克士会員のユーモア溢れるお話と、「一本締め」でお開きとなりました。

参加者名

ご来賓 （株）JTB 法人事業本部　北海道事業部長兼北海道広域代表 笹本　潤一　様

個人事業本部　国内仕入商品事業部　北海道仕入商品企画部長 渋谷　和憲　様

リテール事業部　北海道中央エリア長 加藤 　武　   様

人事部　人事担当マネージャー 小林　純一郎　様

会員（五十音順・敬称略）

青島　繁夫 石川  義勝 氏家　　甫 内田 光太郎 蛯原　宣子 及川　孝悦
大木　美智子 大島　博美 岡本　勝彦 沖　　武士 角田　季雄 上ケ嶋  桂一

川口　美智子 川原　直行 小林　博育 小森　堂男 坂田 　勲 佐々木　浩

佐々木　幹人 佐々木 三枝 庄司　忠逸 庄司　勇逸 菅原　裕二 菅生　国明

関　裕紀子 髙橋　　勲 高谷　秀昭 虎谷　一秀 永江　　元 野澤　重喜

長谷川　正昭 馬場　利吉 廣川　健司 本多　洋 本保　一敏 本間　好明

松本　克士 宮本　武二 村川　義次 茂木  政雄 本　　 龍昭 本　　 寛章

森山　光範 八木  米蔵 山口　孝 渡邊　　廣 (以上　会員４6名)

＊宮本理事の司会で進行。

＊青島支部長の開会の挨拶。

＊笹本代表の祝辞

　祝杯の音頭で開宴
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≪　２０１9年　北海道支部新年交礼会開催　≫



笹本広域代表 ・ 青島　繁夫さん 青島　繁夫さん・渋谷商品企画部長 髙橋　勲さん・笹本広域代表

大木　美智子さん・上ケ嶋  桂一さん 本多　洋さん・庄司　勇逸さん 松本　克士さん・髙橋　勲さん

川原　直行さん・村川　義次さん 角田　季雄さん・本　 龍昭さん 長谷川　正昭さん・本間　好明さん

石川  義勝さん・佐々木　幹人さん 氏家　　甫さん 八木  米蔵さん・佐々木　浩さん

庄司　勇逸さん・川原　直行さん 村川　義次さん・加藤中央エリア長 蛯原　宣子さん・関　裕紀子さん

岡本　勝彦さん
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永江　　元さん・虎谷　一秀さん 本保　一敏さん・小森　堂男さん 氏家　　甫さん・本多　洋さん

佐々木 三枝さん・川口　美智子さん 本多　洋さん 佐々木　幹人さん・八木  米蔵さん

庄司　忠逸さん・大島　博美さん 加藤中央エリア長・廣川　健司さん 野澤　重喜さん・菅生　国明さん

本多　洋さん・庄司　勇逸さん 茂木  政雄さん・本　 寛章さん 川口　美智子さん・庄司　忠逸さん

大島　博美さん・蛯原　宣子さん 内田 光太郎さん・馬場　利吉さん 廣川　健司さん・坂田 　勲さん
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渡邊　　廣さん・小林　博育さん 小森　堂男さん・森山　光範さん 高谷　秀昭さん・佐々木 三枝さん

宮本　武二さん 山口　孝さん 川口　美智子さん

小森　堂男・小林担当マネージャー 菅原　裕二さん・廣川　健司さん 蛯原　宣子さん・関　裕紀子さん

坂田 　　勲さん 岡本　勝彦さん

最年長の松本　克士会員より中締めの挨拶
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 地区懇親会開催のご案内

・ライラック会 （中央区、北区、東区、石狩市）

・はまなす会 （西区、手稲区、小樽市）

日時　：　平成３１年３月０８日（金）　１７：３０より

場所　：　『おたる亭　本店』　　（座敷にて椅子テーブル席）

札幌市中央区南４条西３丁目ニュー北星ビル９階　　　　ＴＥＬ：０１１-２４１－６２００　

＊昨年開催と同じお店です。

会費　：　３,５００円 （2時間・飲み放題、BOB会北海道支部よりの補助金充当による会費）

幹事　：　佐々木　三枝、川口　美智子

《出欠の連絡》　該当地区会員の方に、出欠返信はがきを同封しています。

当、支部だよりに同封の 「出欠・返信はがき」 にて２月２２日（金）までにご返信ください。

・こぶし会 （豊平区-2・清田区-1・白石区・厚別区・江別市・北広島市・恵庭市・岩見沢市・千歳市）

・すずらん会 （南区・豊平区-1・清田区-2）

日時　：　平成３１年３月１３日（水）　　１７：３０ より

場所　：　『 北の喰処　ふじ蔵 』

札幌市中央区南６条西６丁目　ライオンビル太陽館　１階 ＴＥＬ ： ０１１－５３１－６４８８

(地下鉄南北線”すすきの駅”より徒歩約７分、東向きのビルです）   ＊昨年開催と同じ日本料理店です。

会費　：　３,５００円 （2時間・飲み放題、BOB会北海道支部よりの補助金充当による会費）

幹事　： 広川　健司、菅生　国明

《出欠の連絡》　該当地区会員の方に、出欠返信はがきを同封しています。

当、支部だよりに同封の 「出欠・返信はがき」 にて２月28日（木）までにご返信ください。
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≪ 　「ライラック会」・「はまなす会」”合同地区懇親会”　開催のご案内　≫

≪　「こぶし会」・「すずらん会」”地区合同懇親会”開催のご案内　≫


