
 

 

 

令和４年 1０月１４日 

 

九州各県の経済同友会 会員各位 

                               九州経済同友会 

事務局長 縄田 真澄 

 

「九州経済同友会 会員合同懇談会」のご案内 
 

令和４年度の会員合同懇談会は、「ＤＸの先進事例に学ぶ」をテーマに視察会を開催いたします。 

ＤＸによる最先端の取り組み、成果を挙げた企業等を視察することで、会員企業のＤＸへの取り

組みをより一層推進する機会といたします。 

行程は、１泊２日で実施し１日目の夜は懇親会を開催いたします。九州各地の同友会会員との交

流を深めて頂ければと思います。 

多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。（代理の方も参加可能です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加申し込み方法】 

※別紙「会員合同懇談会参加申込書」に必要事項を記入いただき、1１月１１日(金)までに FAX

またはメールにて 九電旅行サービス(九電産業㈱ 旅行部)へご送信下さい。 

 FAX   ０９２－７８１－１６３２ 

 メール  hideo_gosho@kyudensangyo.co.jp 

【視察内容の問合せ】福岡経済同友会 竹上・案浦 TEL092-721-4901（土日祝休務）  

【申込・支払等の問合せ】九電産業㈱旅行部 五所 TEL092-731-4891(10:00～17:00) 

 携帯 080-2709-0696(土日祝休務) 

※参加申し込み後に取り消される場合は、１２月２日(金)17:00 までに、その旨ご連絡下さい。 

それ以降の連絡につきましては、費用を負担いただきます。 

 

【実 施 日】 令和４年１２月１４日（水）～１５日（木） 

【集  合】 １２月１４日（１日目） ※以下３ヵ所のいずれかにお集まりください 

●宮崎空港 東側団体バスプール      13:20(13:30 発) 

        ●ＪＲ宮崎駅 東口バスターミナル     13:30(13:40 発) 

        ●宮崎観光ホテル 東館 2 階「日向
ひ む か

」   13:50 

       １２月１５日（２日目） 

        ●宮崎観光ホテル 東館ロビー            8:10 ( 8:20 発) 

【行  程】 別紙「令和４年度 九州経済同友会 会員合同懇談会開催概要」を 

       ご参照下さい。 

【懇親会場】 宮崎観光ホテル 東館３階「翠燿
すいよう

」  

宮崎県宮崎市松山 1-1-1 電話：0985-27-1212 

【費    用】 ３万１千円程度  ①懇親会費 10,000 円 ③昼食代 3,000 円 

②宿 泊 費 18,000 円 

       ※上記費用につきましては、後日旅行会社よりご請求いたします。 



 

 

令和４年度 九州経済同友会 会員合同懇談会開催概要 

 

１ テーマ：「ＤＸの先進事例に学ぶ」 

２ 開催日：令和４年１２月１４日（水）～１５日（木） 

３ 視察の概要： 

１日目＜12 月 14 日＞ 

   〇ＷＡＳＨハウス㈱（宮崎市新栄町 86-1） 

    講話：「洗濯乾燥を無料にする DX」 

        講師：ＷＡＳＨハウス㈱ 代表取締役社長 児玉康孝氏 

視察：①IoT を活用した本社一括集中管理システム他 

②ＷＡＳＨハウス店舗(本社コールセンターと青葉店の遠隔操作実演） 

③宮崎工場・災害用移動式ランドリー車 

２日目＜12 月 15 日＞ 

〇㈱オファサポート（宮崎市大字島之内 3535 番地 2） 

    講話：「Safety Mobility Service ～生涯現役社会の実現へ～」 

        講師：㈱オファサポート 代表取締役社長 服部幸雄氏 

視察：AI 型自動車運転評価システムから運転寿命・健康寿命までをソリューション 

として捉えたプラットフォーム事業の説明及び運転体験(数名) 

４ スケジュール 

【１２／１４（水）】 Ａ～Ｃのいずれかにお集まりください 

時 刻 行  程 

13:20 Ａ 宮崎空港東側団体バスプール集合 ※貸切バス 13:30 発 

13:30 Ｂ JR 宮崎駅東口バスターミナル集合 ※貸切バス 13:40 発 

13:50 Ｃ 宮崎観光ホテル東館２階「日向」集合  

14:00～ 

15:00 
宮崎観光ホテルにて WASH ハウス講話  

15:20～ 

17:30 
現地にて WASH ハウス視察  

18:30～ 

20:00 
宮崎観光ホテルにて懇親会  

【１２／１５（木）】 

時 刻 行  程 

8:10 宮崎観光ホテル東館ロビー集合 ※貸切バス 8:20 発 

9:00～ 

11:00 
オファサポート講話・視察  

11:30～ 

12:40 
昼食（会場は調整中）  

12:45 解散（昼食会場内）  

12:50～ 

13:15 
宮崎空港／JR 宮崎駅 送り  



 

九電旅行サービス(九電産業㈱旅行部) 五所(ｺﾞｼｮ) 行  
 FAX ０９２－７８１－１６３２  ﾒｰﾙ hideo_gosho@kyudensangyo.co.jp 
TEL 092-731-4891(10:00～17:00) 携帯 080-2709-0696 ※土･日･祝日休務 

令和４年度会員合同懇談会 参加申込書 

 参加の方のみ、11 月 11 日(金)までにＦＡＸまたはメールにてご送信下さい。 

■12 月１4 日（水）の行事（各項目、いずれかに○をお付け下さい  ※は記入不要） 

①視察会 Ａ 参加 Ｂ 不参加 

②集合場所 Ａ 宮崎空港 Ｂ ＪＲ宮崎駅 Ｃ 宮崎観光ホテル 

③視察の移動手段 
※貸切バスのみとなります 

（社用車はホテルに駐車下さい） 
 

④懇親会 Ａ 参加 Ｂ 不参加 

⑤宿泊手配  Ａ 必要（宮崎観光ホテル） Ｂ 不要（不泊・各自手配） 

⑥部屋タイプ  Ａ 禁煙 Ｂ 喫煙 

■12 月１5 日（木）の行事（各項目、いずれかに ○をお付け下さい） 

①視察会  Ａ 参加  Ｂ 不参加 

   ↓ 「A 参加」の方のみ、以下の欄を記入下さい。 

②視察の移動手段  A 貸切バス  B 社用車等利用 

③昼食  A 必要  B 不要 

 

④離団場所 
Ａ 宮崎空港 Ｂ ＪＲ宮崎駅 Ｃ 昼食会場 

        
D オファサポート 

（視察会場） 
                   

※２日目よりご参加の方で貸切バスをご利用の場合は、宮崎観光ホテルに 8:10 までにご集合下さい。 

 

■参加者の氏名、連絡先等について 

所属同友会〔       〕経済同友会  

ご参加者について（いずれかに○） 
（  会員本人  ・  代理参加  ） 

会社名： 
 
                                        

ご参加者               （ふりがな） 

 

  お役職              ご氏名                      

会社住所：（〒    -       ）※請求書送付先の住所をご記入下さい 

 

                                        

 

TEL：                FAX：                

 

申込ご担当者：部署          お役職          ご氏名           

メールアドレス：                       

＜ご確認＞お支払いに口座登録が必要な場合は前もって九電産業旅行部へお知らせ下さい。 
※差し支えのない方は、当日の緊急連絡先（携帯番号など）をご記入下さい。 

 

 


