
 

 

2018 年 10 月 1 日 

各 位 

株式会社第四北越フィナンシャルグループ 

 

第四北越フィナンシャルグループによるお客さまの利便性向上に向けた取り組みの開始について 

 

 株式会社第四北越フィナンシャルグループ（代表取締役社長 並木 富士雄）の第四銀行および北越銀行

（以下、両行）ならびに両行のグループ会社は、「スタートアップ１８０」（※）におけるお客さまの利便

性向上に向けた取り組みを開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

※「スタートアップ１８０（いち・はち・まる）」 

・第四北越フィナンシャルグループでは、設立から２０２１年３月までの２年半で取組む第一次中期経営

計画のうち、設立から６ヶ月（１８０日）間について、経営統合によるシナジー施策を迅速かつ集中的

に実施していくための最重要活動期間と位置づけ、名称を「スタートアップ１８０」としております。 

・スタートアップ１８０では、統合記念キャンペーンの実施や両行ネットワークの拡充効果の還元を実現

するための諸施策を通じてお客さまの利便性向上を図るとともに、両行の組織融和に向けたグループ内

施策に取り組んでまいります。 

 

記 

 

１．両行ネットワークの拡充効果のお客さまへの還元 

（１）ＡＴＭ等にかかる諸手数料の改定 

・２０１９年１月４日（金）より、両行のＡＴＭにおける両行キャッシュカードのご利用手数料を全利

用時間で無料とします。 

・また、同じく２０１９年１月４日（金）より、両行間の振込手数料を現行の「他行扱」手数料から「本

支店扱」手数料に引下げるとともに、両行間の外国為替送金手数料を引下げます。 

・なお、上記に伴い、両行のキャッシュカードによるコンビニＡＴＭのご利用手数料につきましては、 

２０１９年４月１日（月）より、体系を変更いたします。 

 ・詳細につきましては、別紙１「ＡＴＭ等にかかる諸手数料改定のお知らせ」または両行のホームペー

ジをご覧ください。 

 

２．統合記念キャンペーン 

（１）「第四北越フィナンシャルグループ設立記念 バランスパックキャンペーン」の実施 

・第四銀行または北越銀行の店頭で「株式投資信託」を１０万円以上お申し込みをいただいた個人のお

客さまに、株式投資信託のお申し込み金額まで定期預金の金利を上乗せするキャンペーンを実施いた

します。 

・キャンペーン期間：２０１８年１０月１日（月）～２０１８年１１月３０日（金） 

・詳細につきましては、別紙２「（１）第四北越フィナンシャルグループ設立記念 バランスパックキャ

ンペーン」をご覧ください。  

  

（２）「第四北越フィナンシャルグループ設立記念 にいがたの『いいね！』プレゼントキャンペーン」の実施 

 ・キャンペーン期間中に第四証券の取扱商品を新規ご入金でご購入いただいたお客さまに、２００万円

を１口として新潟県内の特産品を抽選で２００名様にプレゼントいたします。 

 ・キャンペーン期間：２０１８年１０月１日（月）～２０１８年１２月２８日（金） 

 ・詳細につきましては、別紙２「（２）第四北越フィナンシャルグループ設立記念 にいがたの『いいね！』

プレゼントキャンペーン」をご覧ください。 



３．セミナー等の共同開催 

（１）「第四北越フィナンシャルグループ設立記念 資産運用セミナー」の開催 

 ・両行のお客さまの資産形成を支援するため、新潟・長岡において資産運用セミナーを両行共同で開催

いたします。 

 ・詳細につきましては、別紙２「（３）第四北越フィナンシャルグループ設立記念 資産運用セミナー」

をご覧ください。 

 

（２）グループ内シンクタンクが主催する講演会への各シンクタンク会員の相互ご優待  

・ホクギン経済研究所と新潟経済社会リサーチセンターは、両シンクタンクが主催する講演会への両会

員の相互ご優待を実施いたします。 

 ・詳細につきましては、別紙２「（４）グループ内シンクタンクが主催する講演会」をご覧ください。 

 

４．商品・サービスの相互紹介・活用 

（１）北越銀行と第四証券による金融商品仲介業務の提携開始 

 ・北越銀行と第四証券が業務提携し、金融商品仲介業務を２０１８年１０月１日（月）より開始いたし

ます。 

 ・第四銀行と第四証券では既に金融商品仲介業務を行っておりますが、今後は北越銀行のお客さまも同

行を通じて第四証券が取り扱う商品をお取引いただけるようになります。 

 ・詳細につきましては、別紙２「（５）北越銀行と第四証券の金融商品仲介業務の提携」をご覧ください。 

 

（２）「第四北越フィナンシャルグループ 『人財』育成サポートプログラム」の開始 

・だいし経営コンサルティングとホクギン経済研究所による「第四北越フィナンシャルグループ『人財』

育成サポートプログラム」の取扱いを２０１８年１１月より開始いたします。 

 ・階層別に新入社員、若手社員、中堅社員、初級管理者を対象とした研修コースをご用意し、新潟県内

事業者の共通課題である「人財の育成」に貢献してまいります。 

 ・詳細につきましては、別紙２「（６）第四北越フィナンシャルグループ 『人財』育成サポートプログ

ラム」をご覧ください。 

 

 

 

以上 

 



 

 

2018 年 10 月 1日 

ＡＴＭ等にかかる諸手数料改定のお知らせ 

 

第四銀行および北越銀行では２０１９年１月４日以降、ＡＴＭ等にかかる諸手数料を改定することと

いたしましたので、お知らせいたします（改定実施日が一律ではありませんので、ご注意ください）。 

 

〔〔〔〔２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年１１１１月月月月４４４４日日日日((((金金金金))))からのからのからのからの変更変更変更変更〕〕〕〕    

１．第四銀行および北越銀行のＡＴＭ合計３１０ヶ所

※1

のご利用手数料の無料化  

  第四銀行および北越銀行のＡＴＭ合計３１０ヶ所

※1

において、第四銀行および北越銀行のキャッシ

ュカードによるご利用手数料を、ご利用日、ご利用時間にかかわらず「いつでも、どなたでも、何回

ご利用いただいても」無料とし、第四北越フィナンシャルグループのネットワークによる利便性をお

客さまにご提供します。 

※1 第四銀行ＡＴＭ設置拠点１９７ヶ所、北越銀行ＡＴＭ設置拠点１１３ヶ所 

⇒合計３１０ヶ所に拡大します。      （2018 年 10 月 1日現在） 

２．第四銀行・北越銀行間の振込手数料および外国為替送金手数料の引下げ 

  第四銀行・北越銀行間の振込手数料を、現行の「他行扱」手数料から「自行本支店扱」手数料に引

下げるとともに、第四銀行・北越銀行間の外国為替送金手数料も引下げ、お客さまの手数料のご負担

軽減を図ります。 

 

〔〔〔〔２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日((((月月月月) ) ) ) からのからのからのからの変更変更変更変更〕〕〕〕    

３．コンビニＡＴＭのご利用手数料の引上げ   

  第四銀行および北越銀行のキャッシュカードによるコンビニＡＴＭ

※2
のご利用につきましては、こ

れまでその利用コストを両行が負担し、北越銀行はすべての時間帯のお引き出しおよびお預け入れ、

第四銀行は平日日中のお引出し、すべての時間帯のお預入れについてご利用手数料を「無料」として

まいりましたが、コンビニＡＴＭにおける両行の経費負担が増加している現状をふまえ、今後も適切

なサービスをご提供させていただくため、２０１９年４月１日より各時間帯毎に設定した手数料を頂

戴いたします。 

※2 対象のコンビニＡＴＭ   

第四銀行：ローソン銀行、セブン銀行  北越銀行：セブン銀行、イーネット 

４．第四銀行のＡＴＭ利用手数料無料優遇の取扱終了   

  第四銀行および北越銀行のＡＴＭのご利用手数料無料化、ならびにコンビニＡＴＭのご利用手数料

有料化にあわせ、第四銀行では、「だいしウイリンクＪＣＢカード」および「だいしポイントサービス」

によるＡＴＭ利用手数料無料優遇のお取扱いを終了させていただきます。 

 

なお、２０２１年１月（予定）

※3

の両行合併およびシステム統合を踏まえ、お客さまサービス向上

の観点から新たな対応を検討してまいります。 

※3 両行合併およびシステム統合のスケジュールは、２０１８年１０月時点の予定であり、変更の可 

能性があります。 

以上 

別紙１ 



 

Ⅰ．２０１９年１⽉４日（⾦）からの改定内容 
 

◆第四銀⾏ＡＴＭ（北越銀⾏ＡＴＭ）での 

              ＡＴＭご利⽤⼿数料の無料化  
2019年1⽉3日（木）まで 2019年1⽉4日（⾦）から

お預入れお引出し お預入れ お引出し

無料
（無料）

無料
(利⽤不可)

上記以外

無料
(利⽤不可)

無料
(108円)

平日
8:45〜18:00

108円
(216円)  

※上記は、第四銀⾏のカードをご利⽤の際の⼿数料です。 

※（  ）は、北越銀⾏ ATM ご利⽤時の利⽤⼿数料です。 

※お預入れは、第四銀⾏ ATM は第四カードのみ、北越銀⾏ 

ATM は北越カードのみご利⽤いただけます（⾃⾏カード

以外ではお預入れはご利⽤いただけません）。 

 

◆第四銀⾏・北越銀⾏間の外国為替送⾦⼿数料の引下げ 

１，５００円
２，０００円

無料
北越銀⾏宛

2019年1⽉3日（木）まで 2019年1⽉4日（⾦）から

２，５００円
北越銀⾏からの被仕向送⾦

 

 

 

 

◆ローソン銀⾏ＡＴＭでのＡＴＭご利⽤⼿数料の引上げ 

平日8:45〜18:00
無料

無料
２１６円 ２１６円
１０８円

2019年4⽉1日（⽉）から

上記以外 １０８円
１０８円

2019年3⽉31日（日）まで

お引出しお引出し お預入れ お預入れ

 ※上記は、第四銀⾏のカードをご利⽤の際の⼿数料です。 

※お振込みの際は、別途振込⼿数料がかかります。 

 

◆セブン銀⾏ＡＴＭでのＡＴＭご利⽤⼿数料の引上げ 

１０８円 ２１６円 ２１６円

2019年3⽉31日（日）まで 2019年4⽉1日（⽉）から

お預入れお引出し お預入れ
１０８円平日8:45〜18:00 無料

無料
１０８円
お引出し

上記以外

※上記は、第四銀⾏のカードをご利⽤の際の⼿数料です。 

 

 

 

 

 

 

 

◆第四銀⾏から北越銀⾏宛の振込⼿数料の引下げ 

無料

窓口 ６４８円 ８６４円

給与
振込

EB・FD/MT
窓口

１０８円
２１６円

定額⾃動送⾦

２７０円

FAXメイト ５４０円 ７５６円 １０８円 ３２４円
４３２円 ６４８円

2019年1⽉3日（木）まで 2019年1⽉4日（⾦）から

ATM
キャッシュカード ３２４円 ５４０円 １０８円

５４０円 ７５６円

現⾦

FD/MT

だいしダイレクト

３２４円

１０８円 ３２４円
３２４円 ５４０円

無料

１０８円

６４８円 １０８円

３２４円

３２４円

3万円未満 3万円以上 3万円未満 3万円以上
２７０円

６４８円 １０８円
３２４円 ５４０円 １０８円
４３２円

４３２円だいしIB、その他EBｻｰﾋﾞｽ

 ※「ATM」は第四銀⾏ ATM、ローソン銀⾏ ATM が対象です。 

※「現⾦振込」は、 

・第四銀⾏ＡＴＭでは、平日 8:45〜18:00 以外は、別途

時間外⼿数料(108 円)がかかります。 

・ローソン銀⾏ ATM では、ご利⽤いただけません。 

※「給与振込」は持込(伝送)時限内受付時の１件当り⼿数料 

です。時限経過後受付時の⼿数料は窓口へお問合せ下さい。 

 

 
 

◆ＡＴＭご利⽤⼿数料無料優遇の取扱終了 

  ※対象：第四銀⾏、ローソン銀⾏、セブン銀⾏各ＡＴＭ 

ウィリンクカード
ポイントサービス

2019年3⽉31日（日）まで 2019年4⽉1日（⽉）から

⼀定の条件で無料優遇 無料優遇の取扱終了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．２０１９年４⽉１日（⽉）からの改定内容 

＜お問い合わせ先＞ 
だいしコールセンター ０１２０－８６－４４６４ 

〔無料通話〕受付時間 9:00〜20:00（銀⾏休業日を除く） 
※⼀部の IP 電話等フリーダイヤルをご利⽤いただけない場合は 
025－226－6595 へ（通話料はお客さまのご負担となります） 

2018 年 10 ⽉ 1 日現在 

 

別紙１ 



＜各⼿数料の変更内容の詳細は、裏⾯をご覧ください＞ 

 

 

 

◆第四銀⾏ＡＴＭでの利⽤⼿数料の無料化                 

※上記は、北越銀⾏のカードを第四銀⾏ＡＴＭでご利⽤いただ

く際の⼿数料です。 

 

北越銀⾏ＡＴＭでの利⽤⼿数料は、引き続き 

「全時間帯無料」です。 

 

 

◆北越銀⾏・第四銀⾏間の外国為替送⾦⼿数料の 

引き下げ 

 

 

 

 

◆セブン銀⾏ＡＴＭでの利⽤⼿数料の引き上げ 

※上記は、北越銀⾏のカードをご利⽤の際の⼿数料です。 

※お振り込みの際は、別途振込⼿数料が必要となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆北越銀⾏から第四銀⾏宛の振込⼿数料の引き下げ 

※ATM は、北越銀⾏ ATM、セブン銀⾏ ATM が対象です。 

※ATM での現⾦によるお振り込みで平日 8:45〜18:00 以外 

は別途時間外⼿数料(108 円)が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

◆イーネットＡＴＭでの利⽤⼿数料の引き上げ 

 ※上記は、北越銀⾏のカードをご利⽤の際の⼿数料です。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．２０１９年４⽉１日（⽉）からの改定内容 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
北越銀⾏ 営業統括部 ０１２０－７３２－１２２ 

〔無料通話〕受付時間 9:00〜17:00（銀⾏休業日を除く） 

Ⅰ．２０１９年１⽉４日（⾦）からの改定内容 

2019年1⽉3日
（木）まで

2019年1⽉4日
（⾦）から

３万円未満 ３２４円 １０８円
３万円以上 ５４０円 ２７０円
３万円未満 ４３２円 １０８円
３万円以上 ６４８円 ３２４円
３万円未満 ６４８円 ３２４円
３万円以上 ８６４円 ５４０円
３万円未満 ３２４円 １０８円
３万円以上 ５４０円 ２７０円
３万円未満 ４３２円 １０８円
３万円以上 ６４８円 ３２４円
３万円未満 ４３２円 １０８円
３万円以上 ６４８円 ３２４円
３万円未満 ６４８円 ２１６円
３万円以上 ８６４円 ４３２円

２１６円 無料

 Ｗｅｂ－ＨＯＴ
 ＨＯＴ・ジュニアＨＯＴ

 ＦＤ・ＭＴ

 ⾃動送⾦

 給与振込 

 ＡＴＭ
 キャッシュカード

 現⾦

 窓口

 ｅネットバンキング

お引き出し お預け入れ お引き出し お預け入れ
平日8:45〜

18:00
１０８円

上記以外 ２１６円
利⽤不可 利⽤不可

2019年1⽉3日（木）まで 2019年1⽉4日（⾦）から

無料

お引き出し お預け入れ お引き出し お預け入れ
平日8:45〜

18:00
１０８円 １０８円

上記以外 ２１６円 ２１６円

2019年3⽉31日（日）まで 2019年4⽉1日（⽉）から

無料無料

お引き出し お預け入れ お引き出し お預け入れ
平日8:45〜

18:00
１０８円 １０８円 １０８円

上記以外 ２１６円 ２１６円 ２１６円

2019年3⽉31日（日）まで 2019年4⽉1日（⽉）から

無料

2018/09/28                     

窓口

Web-
HOT

第四銀⾏宛
送⾦

第四銀⾏からの被仕向送⾦

３，５００円 ２，０００円

2019年1⽉3日（木）まで 2019年1⽉4日（⾦）から

４，０００円

受取⾦額の1/20％
(ミニマム 1,500円)

２，０００円

無料

2018 年 10 ⽉ 1 日現在 
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（１） 第四北越フィナンシャルグループ設立記念 バランスパックキャンペーン（第四銀行・北越銀行） 

キャンペーン期間 ２０１８年１０月１日（月）～２０１８年１１月３０日（金） 

ご利用いただける方 

第四銀行または北越銀行の店頭で株式投資信託

※

を１０万円以上お申

し込みいただいた個人のお客さま（株式投資信託の申込金額は申込手

数料を含みます。） 

定期預金 

対 象 
店頭にて株式投資信託

※

をお申し込みいただき、翌月末までにお預け

入れいただいた、同一名義の円貨定期預金 

適用金利 

【店頭表示金利＋２．０％】（税引後 年＋１．５９３７％） 

 ○すでに投資信託口座をお持ちのお客さまが、株式投資信託

※

を購

入された場合 

【店頭表示金利＋５．０％】（税引後 年＋３．９８４２５％） 

 ○新たに投資信託口座を開設いただいたお客さまが、株式投資信託

※

を購入された場合 

 ○ＮＩＳＡ口座またはジュニアＮＩＳＡ口座にて株式投資信託

※

を

お申し込みいただいた場合 

預入金額 １円以上、株式投資信託

※

のお申し込み金額（含む申込手数料）まで 

預入期間 ３ヵ月（上乗せ金利は当初３ヵ月のみ適用されます。） 

ご注意いただきたい事項 
店頭窓口のみでのお取り扱いとなります。 

インターネットバンキングやＡＴＭでのお申し込みは出来ません。 

第四銀行・北越銀行の店頭にチラシをご用意しております。 

※第四銀行は、「日経２２５ノーロードオープン」および「スマート・クオリティ・オープン」を対象外と

させていただきます。 

【本件に関するお問い合わせ先】 

 第四銀行 営業統括部：渡辺（徹）、松縄（０２５）２２２－４１１１（内線４２１６、４２１９） 

 北越銀行 営業統括部：川合、大野   （０２５８）３５－３１１１（内線１８１０、１８２０） 

 

 

（２） 第四北越フィナンシャルグループ設立記念 にいがたの『いいね！』プレゼントキャンペーン（第四証券） 

キャンペーン期間 ２０１８年１０月１日（月）～２０１８年１２月２８日（金） 

内容 

・個人のお客さまから第四証券のキャンペーン対象商品を新規に２００万円以上 

ご購入いただいた場合、新潟県内の特産品を抽選で２００名様にプレゼントい

たします。 

・抽選に外れたお客様には、もれなくカタログギフトをプレゼントいたします。 

商品内容 

①  温泉ペア宿泊券（１泊２日） １０名様 

②  ステーキハンバーグ・すき焼き肉詰め合わせギフト ２０名様 

③  冬季限定酒呑みくらべセット ４０名様 

④  鮭詰め合わせセット ５０名様 

⑤  海鮮美味三昧 ４０名様 

 ⑥ 共通すし券 １０，０００円分 ４０名様 

【本件に関するお問い合わせ先】 

第四証券 営業企画部：八木、永原 ０２５８－３５－２２１５ 
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（３） 第四北越フィナンシャルグループ設立記念 資産運用セミナー（第四銀行・北越銀行） 

日程 ２０１８年１０月２０日（土） ２０１８年１１月４日（日） 

講師 ピクテ投信投資顧問（株） 

執行役員 投資戦略部長 塚本 卓治氏 

レオス・キャピタルワークス（株） 

代表取締役社長ＣＩＯ 藤野 英人氏 

会場 

 ・ 

時間 

新潟：ＡＮＡクラウンプラザホテル 

   （１０：００～１１：００） 

長岡：北越銀行本店 講堂 

   （１４：００～１５：００） 

新潟：ホテルオークラ新潟 

   （１０：００～１１：３０） 

長岡：北越銀行本店 講堂 

   （１４：００～１５：３０） 

内容 「世界の富裕層が取り入れている 

ピクテの資産保全術とは」 

「守りながらふやす！ 

  長期投資で資産づくり」 

定員  新潟会場：１５０名 長岡会場：１５０名 

（各会場 申し込み先着順） 

新潟会場：１５０名 長岡会場：１５０名 

（各会場 申し込み先着順） 

２０１８年１０月開催のセミナーにつきましては、第四銀行・北越銀行の店頭にチラシをご用意しており

ます。１１月開催のセミナーにつきましては、店頭でのチラシによるご案内を今後開始する予定です。 

【本件に関するお問い合わせ先】 

第四銀行 コンサルティング推進部：富田（０２５）２２２－４１１１（内線４４６１） 

 北越銀行 営業統括部      ：大野（０２５８）３５－３１１１（内線１８２０） 

 

 

（４） グループ内シンクタンクが主催する講演会（ホクギン経済研究所・新潟経済社会リサーチセンター） 

� 新潟経済社会リサーチセンター 設立４５周年「記念講演会」 

日時 ２０１８年１０月２５日（木）１４:００～１５:３０（開場１３:３０） 

会場 ホテル イタリア軒 ３階 サンマルコ （新潟市中央区西堀通 7 番町 1574 番地） 

テーマ 「生き方雑記帖」 

講師 山本 一力 氏 （直木賞作家） 

参加費 一般財団法人新潟経済社会リサーチセンター賛助会員 無料 

株式会社ホクギン経済研究所会員 無料 

会員でない方 ２，０００円（税込み） 

定員 ２００名 

� ホクギン経営者講演会 

日時 ２０１８年１０月２６日（金）１５:３０～１７:００（開場１４:４５） 

会場 デュオ・セレッソ （上越市西城町 3-5-20） 

テーマ 「よろこびを力に」 

講師 有森 裕子 氏 （元マラソンランナー） 

参加費 株式会社ホクギン経済研究所会員 無料 

一般財団法人新潟経済社会リサーチセンター賛助会員 無料 

会員でない方 ５，４００円（税込み） 

定員 １００名 

【本件に関するお問い合わせ先】 

ホクギン経済研究所     ：渡邉、小林 ０２５８－３９－７３０２ 

新潟経済社会リサーチセンター：駒野、倉田 ０２５－２４６－３２１１ 

 

 

 



  別紙２ 

 

（５） 北越銀行と第四証券の金融商品仲介業務の提携（北越銀行・第四証券） 

取扱内容 多様な資産運用ニーズのある北越銀行のお客さまに対して、第四証券が取

り扱う金融商品の仲介を行います。 

取扱店舗 北越銀行の下記１６店舗 

本店営業部、長岡東支店、新町支店、直江津支店、高田支店、見附支店、

柏崎支店、三条支店、新発田支店、新潟支店、古町支店、新潟駅前支店、

南新潟支店、燕支店、十日町支店、六日町支店 

（今後順次取扱店舗を拡大予定） 

取扱開始日 ２０１８年１０月１日（月） 

【本件に関するお問い合わせ先】 

 北越銀行 営業統括部：川合、大野 ０２５８－３５－３１１１（内線１８１０、１８２０） 

第四証券 営業企画部：八木、永原 ０２５８－３５－２２１５ 

 

 

（６） 第四北越フィナンシャルグループ 『人財』育成サポートプログラム 

（だいし経営コンサルティング・ホクギン経済研究所） 

・県内事業者の共通課題である「人財の育成」に貢献するため、階層別に新入社員、若手社員、中堅社

員、初級管理者を対象とした研修コースを用意いたしました。 

� 開催スケジュール 

・２０１８年１１月より、下記の研修コースを開催いたします。 

・２０１９年度以降、順次研修メニューを拡充してまいります。 

【２０１８年１１月以降開催予定の研修コース一覧】 

研修コース 主な対象 日程 会場 

ステップアップセミナー  （１日コース） 若手社員 

入社 1～3年目程度 

2018 年 11 月 新潟・長岡 

ステップアップセミナー  （２日コース） 2018 年 12 月 新潟・長岡 

スキルアップセミナー   （２日コース） 

中堅社員 

入社 3～5年目程度 

2019 年 1月 新潟・長岡 

マネジメント基礎セミナー （２日コース） 
初級管理者 

チームリーダー、主任、

係長、課長及び候補者 

2019 年 1月 県央 

リーダーシップ養成セミナー（１日コース） 2019 年 2月 新潟・長岡 

新入社員セミナー     （１日コース） 

新入社員 

2019 年 4月 新潟・長岡 

新入社員セミナー     （２日コース） 2019年 3, 4月 新潟・長岡・上越 

２０１８年１１月の「ステップアップセミナー（１日コース）」は既に募集を開始しております。 

各コース共、開催日の約２ヶ月前に募集チラシの配布を開始いたします。 

【本件に関するお問い合わせ先】 

 だいし経営コンサルティング：田井、笹木 ０２５－２２６－７６０５ 

 ホクギン経済研究所    ：渡邉、小林 ０２５８－３９－７３０２ 

 

以上 


