
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ごうぎん経営者クラブサービス利用者様は、無料でご利用できます。（申し込み不要） 
利用期間：2022年 7月１日～2023年 6月 30日 

【利用手順】 
① 「ごうぎん経営者クラブ TOP画面」にアクセスします。 
② 「インターネット・セミナーサービス」のインターネット・セミナーの視聴はこちらをクリックします。 
③ ログイン ID（会員番号 ※） とパスワードを入力してログインします。 
④ 視聴したいコンテンツを選んで「動画を再生ボタン」をクリックします。 

▲ごうぎん経営者クラブ TOP画面 

 

 

▲インターネット・セミナーTOP画面 

インターネット・セミナー ログイン方法 

▲セミナー一覧画面 

■ログイン ID 

（ごうぎん経営者クラブ会員番号 13桁） 

ごうぎん経営者クラブサービス利用者様限定 

利用者様限定 

無料 

https://www.goukei.com/ 

インターネット・セミナーサービス 
スマホ・タブレット対応 

iOS/Android対応 

申し込み不要。インターネットに接続できるＰＣ・スマホ/タブレットがあれば、 
「何時でも、何処でも、好きなだけ」セミナー視聴できます。 

山陰合同銀行では、ごうぎん経営者クラブサービス利用者様限定でオンデマンド視聴（ネット配信）による 
「インターネット・セミナー」サービスを提供しております。時間・場所を選ばず、多彩なコンテンツの中から
利用者様がお好きなテーマを柔軟に選ぶことができるサービスです。是非ご利用ください。 

お問い合わせ先   山陰合同銀行 ごうぎん経営者クラブ事務局 担当 島田・斎藤・神庭
TEL:0120-31-5138 平日 9：00～17：00（銀行休業日を除く） 

※ 会員番号は毎月送付している雑誌セットの宛名台紙に記載しておりますが、ご不明の場合は、ごうぎん経営者クラブ事務局へお問い合わせください。 

 

（ログイン ID、パスワードを会員様以外にお知らせするのはご遠慮ください） 

ごうぎん経営者クラブ 
 

こんな方に最適です 

セミナーは受講したいけど 
忙しくて時間がない！ 

24時間いつでも 
ご利用いただけます。 

継続的に社員研修を 
行いたい！ 

勉強会（社内研修）などに 
ご活用いただけます。 

受講したいセミナーが 
開催していない！ 

600本以上の豊富な 
ラインナップから自由に選べます。 

■パスワード 

※ホームページレイアウトは変更になっている場合がございます。 

TEL:0120-31-5138


 

 

 

新人研修・若手社員 
人材育成のための一番化戦略 髙田  稔 32分 
心を届けるビジネスメールの基礎知識 高嶋  幸太 47分 
紙芝居で学ぶ  社員研修セミナー 藤堂  武久 35分 

相手を不快にさせない 言葉遣いの実践講座 池田 泰美 51分 

落語で学ぶ～社員研修編～ 木﨑 海洋 48分 

電話応対マナー《パート 1・パート 2》 大井 澄子 61分 

ワンランク上の電話応対マナー 大井 澄子 51 分 
これだけは知っておきたいビジネスマナー 
全 4 回シリーズ 

山本 衣奈子 172 分 

社会人として知っておきたい 
メールの基本マナー 

岩見 誠 39分 

 中間管理職 
職場における管理職の登用と育成の「3 つの壁」 冨田  香織 38分 

強いチームをつくるための部下の育て方 冨田  香織 37分 

やらされ仕事がやりたい仕事に！ 
自律型人材の育て方 

三宅 哲之 45分 

必ず伝わる文章を書こう（前後編） 磯崎 博史 76分 

コミュニケーションが変われば毎日が変わる 北 宏志 38 分 

部下を能動的に動かせる 
上司のための「承認力」の身につけかた 

吉田 幸弘 51 分 

目つきが変わる！いまどき社員の育て方 丹野 耕介 44 分 

「人事・総務担当者の生産性を高める」 研修 田添  忠彦 104分 

 管理職・経営層 
ハラスメント講座 尾花  彰 67分 

リーダーの基本力講座 （１） 松﨑  俊道 21分 
超入門！元刑事が教える 
面接で役立つネット情報の集め方 

森  雅人 25分 

お金を掛けずに出来る人材募集戦略 小林  毅 39分 

仕事も人生も“負け”にまけるな 新田  渉世 38分 

健康経営を目指して生産性を上げる 原  マサヒコ 29分 

若手社員を定着させるとっておきの上司力   前川  由希子 15分 
「人のちから」 を最大限に引き出す 
中小企業のための新卒採用セミナｰ 

本多  夏帆 53分 

欲しい人材に響く！  「求人票」の書き方 野間  信行 48分 

感情マネジメント 高村 幸治 7 分 
仕事も社員のヤル気も模様替え 
快適なオフィス空間のつくりかた 

本山 千絵 27 分 

営業部強化、成功の法則 
～御社の営業がよくなる方法～ 

藤本 篤志 112 分 

中小企業こそもっとインターネットを有効活用できる 村上 肇 95 分 

 

インボイス制度の概要と電子帳簿保存法のポイント 川口  宏之 78分 

初心者でもよくわかる！簿記・経理入門セミナー 小野  恵 83分 

新しい働き方を考える～こんな支援策があるの？～ 増田  豊 45分 

人事労務  基礎講座 野澤  直子 98分 
あなたの会社の準備はお済みですか？ 
コロナ禍で求められる労務の備え 

野澤  直子 103分 

社長と会社にお金を残すためのバランスシート経営 海生 裕明 110分 

コロナショックを乗り切る！中小企業の資金繰り術 横山 悟一 59 分 

会社のお金の悩み解決講座 1～2回 仲光 和之 26 分 
社長の「想い」が次世代につながる 
カンタンすぎる人事評価制度 

山本 昌幸 49 分 

改正労働基準法で今すぐ始めるべき 
実務対応のポイント 

赤澤 将 43 分 

リスクを減らしてピンチをチャンスに 
変える会社のつくり方（前編・後編）  

藤堂 武久 60 分 

 

人材育成 一般経営 

※ 掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です。 
また、タイトルは予告なく変更する場合がございます。 

ごうぎん経営者クラブサービス  

「インターネット・セミナー」サービス 

豊富なセミナーコンテンツの中から「見たいセミナーを、見たいときに、好きなだけ」視聴する事ができます。 

<公開中コンテンツ一例> 

サイバー担当元刑事が教える 
あなたの知らないネッ ト犯罪の手口と企業対応 

森  雅人 33分 

刑事（デカ）すぎるスキルをビジネスに 森  透匡 41分 

資金繰り表と事業再構築でコロナ危機を乗り越える 横山  悟一 31分 
「鎌倉殿の 13人」 主人公 
北条義時に学ぶナンバー２学  （前編） 

福永  雅文 40分 

中小企業の SDGs経営入門 小野瀬  由一 49分 

渋沢栄一の「論語と算盤」に学ぶ企業経営 瀧津  孝 55分 

ダイバーシティがイノベーションを促進する 長内  厚 27分 
社長業入門セミナー第１回  
「中小企業のオーナー社長の仕事・責任とは？」 

黒須  靖史 19分 

コロナ禍で販路開拓につなげる 
オンライン商談成功の秘訣  

富田  良治 20分 

間違いだらけの DX と製造業の事業戦略 長内  厚 39分 

渋沢栄一に学ぶ「論語と算盤」 福永  雅文 77分 
新しい時代を切り開く！ 
～上杉鷹山に学ぶ危機突破力 

岡田  晃 36分 

“ちょうど良い”働き方改革 雅樂川  陽子 29分 

SDGs をめぐる動き 浜田 節子 38 分 
パート１   明日を創る 
～コロナ危機を乗り越えるためのマネジメント 

中平  次郎 28分 

 
労務・経理 


