
山梨ちゅうぎん経営者クラブ

会員情報サービスのご案内
サービス内容が更に充実！



各種セミナー

フォーラム

講演会・セミナーの開催

階層別、職能別セミナーを通じて、幅広いテーマを提供していきます。

サービス
拡 充！

現行14回▶40回
程度に拡充します。

新人／若手 中堅／管理職 経営者／経営幹部

リーダー・女性リーダー養成

問題解決力の向上

CSクレーム対応

業務改善・効率化

コーチング・チーム力向上

部下指導・育成

ビジネスマナー

営業力強化

コミュニケーション研修

意識・行動変革

経営戦略・経営計画

コンプライアンス

業績管理・目標管理

採用強化・働き方改革

主なセミナー構成

講演会・セミナー・各種サービス

●様々な分野で活躍する著名経営者、著名人による経営講演会を山梨県内２地区
（甲府・富士吉田）、東京地区で開催します。年間６回程度開催していきます。
●講演会終了後、会員同士の情報交換・交流の場として交流会を開催します。
●経営講演会、交流会ともに会員さままたは会員企業の方が、無料でご参加いただけます。

●企業経営、経営戦略、税務・法務、人材育成など実務を中心としたセミナーを、実力
ある一流講師に依頼し、山梨県内と東京地区で年間4０回程度開催します。
●低料金でご参加いただけます。

・経営者向けセミナー ・実務担当者向けセミナー ・経営後継者向けセミナー

階層別セミナー

営業・マーケティング 経理・財務 総務・労務・人事

決算書分析

税務・法務

部門戦略策定

業績管理・目標管理

原価管理

提案力

会話・交渉力

プレゼンテーション

マーケティング

労務管理

リスクマネジメント

コスト削減

人材育成・採用

職能別セミナー



基本的なビジネスマナーやマインド、ビジネススキルなど、チームの一
員として期待される基本的な役割を果たせるようになるためのスキル
を学ぶ講座です。職場での基礎スキルの復習や新入社員の育成、フォ
ローアップなどに効果的です。
(例)仕事と責任、モチベーション、キャリアの考え方、ビジネス電話 等

基礎的なスキルに加えて、人を動かし、仕事で成果を上げるために欠
かせないコミュニケーションや論理的思考の技術を学ぶ講座です。
若手・中堅社員のレベルアップに最適です。

(例)人を動かす技術、タイムマネジメント、説得の技術、質問の技術 等

ビジネスマンの基本スキルを学ぶライブラリー
若手・中堅社員に
求められるスキルを学ぶライブラリー

職場のチームリーダーとして、また次期管理者として身に着けておき
たい、人と組織を動かしチームで成果を上げていくために必要なスキ
ルを学ぶ講座です。
(例)戦略思考、部下の育成、チームビルディング、マネジメントの基本 等

管理者に求められる人と組織を動かすスキルに加えて、戦略構築や
組織とビジネスの現状把握、分析、見直しをしていくためのスキルを
学ぶ講座です。
(例)全社戦略、収益性分析、ニーズとSTP、成長戦略とイノベーション 等

管理職としての必要スキルを学ぶ 経営者・幹部としての必要スキルを学ぶ

マイクロe-ラーニング SmartOJT Libraryのコンテンツが無料でご利用いただけます。

見ればわかる！スマホで学べる！e-Learning ライブラリー

POINT 
01

POINT 
02

POINT 
03

継続的な教育環境・
インフラが
構築できる！

“映像” だから、
 見ればわかる！

“映像” だから、
 独りで学べる！

スマホでも、
PC、タブレットでも

ビデオ教材が学び放題！

貴社の社内研修・集合研修の
代替に最適のWebライブラリー

　現場の人材育成と組織強化のスピードアップと
柔軟な展開を可能にします。

“マイクロeラーニング”だから、
　　　　　　学びやすく効果的。効率的。

「SmartOJT Library」を構成するコンテンツは、ほとんどが５分以下のマイクロラーニングです。マイクロラーニング
だから必要な時に必要なことが効率的、効果的に学べます。

「マイクロe-ラーニング SmartOJT Library」 とは、現場の人材育成とOJTを新入社員から管理者まで階層別・職
能別にカバーするオンライン教育サービスです。高いコストパフォーマンスと豊富なコンテンツで、効率的、効果的
な人材育成と現場の戦力アップを実現します。

新
サービス！



ニュース＆トピック

ダイヤモンド社のビジネス情報サイト「ダイヤモンド・オンライン」
の中から、企業経営に役立つニュースをご提供します。

ダイヤモンドニュース
ダイヤモンド社のビジネス情報サイト「ダイヤモンド・オンライン」
の中から、企業経営に役立つレポートをご提供します。

ダイヤモンドレポート

コラム＆レポート

経営課題解決のヒントになる情報か
ら業種に特化した専門情報まで、わか
りやすくまとめたビジネスレポートを
常時2,000本ご用意しています。

ビジネスレポート
主要180業種について、公的機関等が
発表した最新の統計データをもとに、
業界情報や経営に役立つ情報をまとめ
た業界別分析レポートです。

業界情報180
税務関連の最新情報やニュース解説を
ご提供します。

税務関連ニュース

「経営企画」、「総務・人事」、「経理」、「営業・販売」、「生産・技術」
のジャンルから、企業の経営者、従業員が抱える経営課題
を解説する特集記事をご提供します。

経営課題解決ナビ
企業経営に有益な法改正情報や公的施策に関する情報を、
1枚程度のレポートにしてご提供します。

中小企業政策ニュース

仕事に直結するニュースを、業界別や地域別、新技術・新製品・
人の動き等に分類して毎日お届けします。時間をかけず
に必要な情報だけを把握いただけます。

産業別ニュース21
企業経営に役立つ日刊工業新聞掲載の特集記事や解説記事を、
毎週1本ご提供します。

業界動向フォーカス

日経BPコンテンツ（提供方法の変更）

専門家による最新の経営トピックスの解説と、経営者・専門
家による講演のダイジェストなどを収録した「トップの情報
CD」をインターネットで聴取できるようになりました。MP３
形式の音声ファイルをお手元のPCに保存できます。トップ
の情報CDの利便性が向上しました。
（CDの郵送は中止しました。）

トップの情報CDダウンロードサービス
日経BPの発行する雑誌から、先を読むために必要な
記事、日頃の経営の実務に役立つ記事、社長のオフタイムを
充実させるための記事などを、厳選してお届けします。日
経BP社の注目記事が利用しやすくなりました。
（情報誌の郵送は中止しました。）

日経BPマガジンコンテンツ

経営情報提供サービス 新
サービス！



株式相場の見通し、個別銘柄の概況等
をご提供します。

市況情報（株式）
株式投資の基本をQ&A形式でご覧
いただけます。

株式入門
主要通貨の為替チャートをご覧いただけ
ます。

主要通貨相場・チャート

為替用語辞典や外国為替の基礎知識
をご覧いただけます。

為替入門
マーケットに精通したコメンテーターが
相場の見通しをコメントします。

分析&レポート（為替）

投資信託用語辞典や投資信託の基礎
講座をご覧いただけます。

投信入門
金利・債券、国内・海外商品先物、エネ
ルギーの最新情報をご提供します。

金融情報（金利・債券・商品）

投資信託価格情報・ETF価格情報・投信
ランキングを閲覧できます。

投信価格情報

ビジネスツール

企業の実務に役立つビジネス文書の雛型や行政機関等への申請
届出書をダウンロードできるサービスです。現在、約2,000の
書式を収録しています。

シート・テンプレート
ビジネスにすぐ役立つサイトをご紹介するリンク集です。

ビジネスリンク集

公的金融情報

金融情報サービス

公的資金の基本的な活用方法を解説します。
（例）公的金融支援策の種類と主な金融支援、中小企業および

小規模企業の定義、雇用関係の補助金・助成金等の概要、
中小企業技術革新制度の概要、中小企業向け公的融資の
概要　等

公的資金の活用について
中小企業が受給しやすい補助金・助成金(50本)を厳選して
ご紹介します。

主要公的金融支援策50

新聞や雑誌の記事や企業情報をはじめ、地図・不動産情報や科学技術文献情報など、多くの情報を集めた多彩なデータベースを
簡単に検索できます（サービス名：G-Search（データベースサービス））。日本国内および世界の企業情報やグループ情報、財務
情報・連結財務情報等、多才な企業情報をインターネット上でご照会いただけます（サービス名：tsr-van2（インターネット企
業情報サービス））。

ビジネスリサーチ

補助金のお知らせやイベントのご案内などの新鮮な情報をご紹介します。
助成金制度・公募最新情報

価値ある情報で
貴社発展のお手伝いをさせていただきます。

新
サービス！



地域・海外情報

ビジネスマッチング

ビジネスチャンスや経営ノウハウに関する様々な情報を入手
できるサービスです。

マネジメントサポートサービス
結婚・教育・住宅取得などの5大イベントに加え、マイカー購入・
保険加入などの費用に関する情報をご紹介します。

生涯イベント最新データ

新商品、新サービス、最新技術の動向や企業がサイト会員に
紹介したい自社の商品・サービス情報をご提供します。

トレンド情報
全国で開催される主要見本市・展示会の情報をご提供します。
全国主要見本市・展示会一覧

IT導入による業務の効率化、情報収集・共有化等、経営環境の
レベルアップを提案・支援するサービスです(サービス名：総合
支援サービス)。各種クラウドサービスをマーケットプレイス型
Webサイト（「N-town」）からワンストップで提供を受ける
ことができます（サービス名：N-town（エヌタウン））。

IT化支援サービス
IT化検討に欠かせない基礎的な用語について、分かりやすく
説明します（サービス名：IT用語辞典）。インターネット利用者
にとっての利便性向上のため、情報セキュリティに関する情報を
集約しています（サービス名：ここからセキュリティ！）。

IT基礎講座

サイト会員の経営に関する様々な悩みを
相談いただくサービスです。気軽にご利
用いただき、企業経営にお役立ていた
だけます。

経営相談窓口
自社の財務データを入力するだけで、
即時に財務状況と経営危険度を把握
できるシステムです。

経営自己診断システム
中小企業やベンチャー企業の経営に関
する問題解決のヒントをQ＆A形式で
解説します。

ビジネスQ＆A
経営サポート

営業・ITサポート

全国の地方銀行が作成している地域経済や地場産業動向に
関する調査レポートを毎月ご提供します。

地銀調査レポート
世界各国の貿易・投資に関する確かな情報統合サイトです。
基本的な貿易制度や関税制度の調査や輸出入の注意点の
確認等にご利用いただけます。

ジェトロ海外情報ファイル

会員同士でビジネスパートナー・営業先をマッチングするビジネスマッチングサービスをご提供しております。

契約書、プレゼン資料、マニュアルレポートなどのビジネス・IR資料の翻訳のほか、製品取扱説明書やカタログ、ソフトウェア
ローカリゼーションなどの技術翻訳、印刷物、ビデオ、DVDの制作などあらゆる翻訳に対応します。

翻訳・通訳

会員特典

ビジネスに役立つビジネス関連図書やビジネス雑誌など
を会員特別料金でご提供します。

ビジネス図書・ビデオ斡旋
マーケティング、マネージメント、ビジネスマナー、パソコン
操作などのeラーニングを会員特別料金でご提供します
（サービス名：Webトレーナーパーソナル）。

通信教育

39種類のコンテンツをご用意。スマホでの利用も
可能になり、利便性が向上しました。

新
サービス！



経営支援サービス

経営支援サービス

経営戦略、財務診断、資金調達、人事・労務管理など会員の
皆さまからの経営相談に、山梨中央銀行コンサルティング営業
部の総勢50名余りの専門スタッフが、直接訪問しお応えし
ます。
（有償となる場合がございます。）

経営コンサルティングサービス
CNSサイトの経営サポートコンテンツより「経営自己診断
システム」で、貴社の財務データを入力するだけで、即時に
財務状況や経営内容を把握できます。

財務診断サービス

・株式公開 ・M&A ・事業承継 ・ISO認証取得 ・不動産有効
活用相談 ・税務相談 ・年金相談 ・市場調査など各種コン
サルティングサービスをご用意していますので、ぜひご活用
ください。様々な経営課題に山梨中央銀行および山梨中央
銀行グループ会社の専門スタッフが適切なサービスをアド
バイスします。
（有償となる場合がございます。）

各種コンサルティングサービス
｢ビジネスネットワークプラザ｣に貴社の会社紹介情報、取扱
商品情報等を掲載します。

商談情報発信サービス

サービス
拡 充！



「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」事務局
〔TEL〕055-224-1110　〔FAX〕055-224-2018　〔受付時間〕9：00 ～17：00（平日）　〔HP〕 https://www.yamanashibank.co.jp/CLUB/


