2022 年 1 月 28 日
各

位
株式会社福井銀行
株式会社福邦銀行
『福井銀行×福邦銀行フレッシャーズセミナー2022』開催のお知らせ
株式会社福井銀行（頭取 林 正博）と株式会社福邦銀行（頭取

渡邉 健雄）は、2022 年 4 月

7 日（木）、8 日(金)に『福井銀行×福邦銀行フレッシャーズセミナー2022』を下記のとおり開催
しますのでお知らせいたします。
本セミナーは、地域のお取引先企業の新社会人の方を対象として、仕事に対する考え方やモチ
ベーションアップ、ビジネスマナーを学ぶ充実した講演内容となっております。
両行が連携し、地域のお取引先企業の人財育成ニーズにお応えすることで、これからも「地域
産業の育成・発展」と「地域社会への貢献」に向けての取組みをより一層発展させていくよう努
めてまいります。
記
【セミナー概要】
開催日時

2022年4月7日（木）、8日（金）※どちらかお選びください。
13：00 ～ 16：20（ 開場

12：30 ）

参加方法

会場：福井銀行本店ビル 2階ホール

または

オンライン（ YouTube ）

定員

会場定員：100名 、オンライン定員：制限はございません
＜第 1 部＞ 講演会
「飲食業界レジェンドが語る、楽しく生きることこそ人生だ！
～マーケティング思考を使って人生を豊かにする秘訣～」
講師：株式会社ビジネス・バリュー・クリエイションズ

内容

代表取締役

山本

康博氏

＜第 2 部＞ マナーセミナー
「心をつかむビジネスマナー

～しっている？している？～」

講師：株式会社福井キャピタル＆コンンサルティング
ヒューマンスキルコンサルタント

西村

喜美氏

会場・オンラインともに お1人さま 1,100円（税込）
受講料

※2022年3月11日時点で福井銀行または福邦銀行の「Big Advance」会員の
お客さまは無料です。

※その他、くわしい内容については、別紙をご覧ください。
以 上

福井銀行

福邦銀行

フレッシャーズセミナー

2022

新社会人としての一歩を踏み出すみなさまを応援する、充実したプログラムになっております。
みなさまのご参加をお待ちしております。

第１部：講演会

飲料業界レジェンドが語る、楽しく生きることこそ人生だ！
〜マーケティング思考を使って人生を豊かにする秘訣〜
講師：株式会社ビジネス・バリュー・クリエイションズ 代表取締役 山本 康博 氏
日本初、缶入りエナジードリンク
「リアルゴールド」
がなぜ誕生したのか？現場で売れなければ即コンビニから撤去。
そういった過酷な競争の中で、勝てる商品を生み出す技がマーケティング。
これを人生にも応用しない手はありません。
生活にもマーケティングを持ち込み、豊かな人生を送りましょう。実際の開発秘話も交えながら、
どうやったら豊かで意義
のある人生を送れるかお話しします。

【講師紹介】 山本

康博 （やまもと

やすひろ）氏

1965年東京都生まれ。
21歳でアメリカ留学から帰国して株式会社伊藤園入社。
その後、
日本コカ・コーラ株式会社、
JTを経て独立。
常に顧客観点から仕事をするように心がけており、何も無いところからヒット商品やブランドマネージャー組織を作り出す達人。予算
ゼロでもヒット商品を世に出した叩き上げキャリア現役ブランドマーケッターであり、現在も複数メーカーで活躍中です。

第２部：マナーセミナー

心をつかむビジネスマナー 〜しっている？している？〜
講師：株式会社福井キャピタル＆コンサルティング ヒューマンスキルコンサルタント

西村 喜美 氏

ビジネスは人とのご縁により広がり、信頼関係の上に成り立ちます。
そのため相手にどのような印象を持たれるかはとて
も重要です。
ちょっとした言動が人間関係に影響を及ぼします。社会人に必要なコミュニケーションの要となるマナーの
根幹についてお話しします。

【講師紹介】 西村

喜美（にしむら

よしみ）氏

1958年福井市生まれ。
福井銀行で長年にわたり人事に所属し研修を担当。
現在は、
株式会社福井キャピタル&コンサルティングに
籍を置き、民間企業・官公庁・医療関係などにヒューマンスキルコンサルタントとして、延べ6,000人の人材育成に関わっています。
コロナ時代の今だからこそ求められる
「心の伝わるマナー」
の普及に努めています。

日時

2022年4月7日
（木）
・8日
（金） 1 3：0 0 〜 1 6：2 0（ 開 場 1 2：3 0 ）
※両日、
同一内容ですので、
どちらかお選びください。

参加
方法

会場：福井銀行本店ビル2階ホール または オンライン
（YouTube）

定員

会場定員：100名

申込
締切

2022年3月11日
（金）

受講料

申込
方法

オンライン定員：制限ございません
※会場でのご参加については、定員になり次第、締切とさせていただきます。

会場・オンライン ともに お1人さま 1,100円

(税込）

※2022 年 3 月 11 日時点で福井銀行または福邦銀行の「Big Advance」会員のお客さまは受講料無料です。
※申込締切日以降に請求書等を郵送いたしますので、お振込みをお願いいたします。（振込手数料無料）
※受講料のお振込入金後は返金いたしかねますので、予めご了承ください。

福井銀行ホームページまたは「Fukui Big Advance」「Fukuho Big Advance」会員サイトよりお申込みください。
● 福井銀行ホームページ
福井

福邦

フレッシャーズセミナー 2022

●「Big Advance」会員サイト

会員サイトにログインの上「セミナー情報」よりお申込みください。

福井銀行

福邦銀行
2022

フレッシャーズセミナー
●スケジュール
時

間

12：30〜

スケジュール
開場、受付開始

13：00〜13：05

開講あいさつ

13：05〜14：35

第１部：講演会
テーマ：飲料業界レジェンドが語る、楽しく生きることこそ人生だ！
〜マーケティング思考を使って人生を豊かにする秘訣〜
講 師：株式会社ビジネス・バリュー・クリエイションズ
代表取締役 山本 康博 氏

14：35〜14：45

休憩

14：45〜16：15

第２部：マナーセミナー
テーマ：心をつかむビジネスマナー
〜しっている？している？〜
講 師：株式会社福井キャピタル＆コンサルティング
ヒューマンスキルコンサルタント 西村 喜美 氏

16：15〜16：20

閉講あいさつ

福井銀行本店ビル 2 階ホール

TEL：0776-26-9828

メトロ会館さま

フジタ
スポーツさま

ATM
コーナー

福井銀行
本店ビル

福井県
繊協ビルさま

大名町

至 幸橋

会場で受講される際は、安心・安全にご参加いただけるように以下の対策を
実施させていただきます。
・マスクの着用・アルコール消毒のご協力をお願いいたします。
・非接触体温計での検温をさせていただきます。（発熱など体調不良の方は
ご参加をご遠慮いただく場合がございます。）
・会場は座席間隔を空け、常時ドアを開放し換気を実施させていただきます。
・新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、オンラインのみの開催と
させていただく場合がございます。

16

セブン
イレブンさま

フェニックス通り

＜新型コロナウイルス感染症対策について＞

福井パレスホテル
さま
つるき
佐佳枝支店さま

見吉屋さま
お客さま
駐車場 (台 )

住所：福井県福井市順化1丁目1番1号

吉田医院さま

福井城址大名町

●会場案内

●オンライン 案 内

オンライン視聴のお客さまには、受講料ご入金後に視聴用URLをお申込み時のメールアドレスにお送りいたします。
セミナー前日までに視聴確認を必ずお願いいたします。
＜免責事項＞
◆オンライン視聴（YouTube）
にかかるインターネット通信料などはお客さまご負担となります。
◆受講者側のシステムトラブルにより画像・音声に乱れが生じた場合、主催者は視聴可否について責任を負いません。
◆セミナーの録音・録画、撮影やセミナー資料の複製、転用等は固くお断りいたします。

●注意事項

◆講演内容、
タイムスケジュールは事前の予告なく変更となる場合がございます。

お問い合わせ先

0120-291-552

サービス番号／ ２ １ ※音声に従ってサービス番号を入力してください。
受付時間／平日９：００〜１７：００
（銀行休業日を除く）

0120-683-294

受付時間／平日９：００〜１９：００
（銀行休業日を除く）

