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ご利用ガイド
百五経営情報クラブ Answer105 は、
インターネットが持つ即時性・双方向性を最大限に活用した
いつでもどこでも、欲しい経済・経営情報を、スピーディーに提供し、
かつ会員の皆様のご交流をめざす総合サービスです。
三菱 UFJ 銀行および全国有力地方銀行の取引先企業が参加し
日本最大級のビジネスマッチングの場としてもご活用いただけます。
皆様の企業の革新、発展、取引拡大のために、どうぞお役立てください。
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の総合トップ画面

インターネットサイトの構成
　  　　　　  　は大きく 2つのコーナーからなり、
必要に応じた情報を素早く収集、検索できるように構成されています。

百五経営情報コーナー 百五CNS情報コーナー
百五経営情報コーナーは、「知識・情報スクエア」「調査スクエ
ア」「相談スクエア」「商談スクエア」「支店の窓スクエア」「コ
ミュニティスクエア」の6つのスクエアと「デジタル法令＆文
例」「助成金補助金診断ナビ」などで構成されています。

「ニュース＆トピック」「コラム＆レポート」「公的金融情報」
「金融情報サービス」「経営サポート」「地域／海外情報」、ビ
ジネスに役立つ6つのコンテンツをご紹介しております。
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百五経営情報
コーナー

百五ＣＮＳ情報
コーナー

知識・情報スクエア

調査スクエア
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商談スクエア
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コミュニティスクエア

デジタル法令＆文例

助成金補助金診断ナビ

研修用動画

DVD無料貸出サービス

TSR REPORT割引サービス

【百五CNS情報コーナートップ画面】【百五経営情報コーナートップ画面】

知識・情報スクエア 調査スクエア
相談スクエア 商談スクエア
支店の窓スクエア コミュニティスクエア

デジタル法令＆文例 助成金補助金診断ナビ



1

Eメールから　　  　　　 へのアクセス方法

　  　　　　　  では、Ｅメールを通じて、
さまざまな情報をお届けするサービスも行っております。1

1

アクセス方法
ブラウザのアドレス欄 　　　　　　　に　  　　　　　　　  のホームページアドレス
https://www.105cs.jp を入力します。

2 ご覧になりたいコーナーのタイトルをクリックしてください。

便利なアクセス方法
Answer105 のアドレスをブラ
ウザのお気に入りに登録してい
ただくと、都度アドレスを入力
しなくても Answer105 にア
クセスできます。

便利な機能
ログインの際にID・パスワード
を保存することで、次回からの
ID・パスワードの選択が可能と
なります。

2

百五経営情報コーナー 百五CNS情報コーナー

3 ログイン画面が表示されますので、ユーザーIDとパスワードを入力し、
ログインボタン（またはGO、OK）をクリックしてください。

のユーザー ID・パスワードをご存知ですか？

ユーザーID・パスワードは半角で入力してください。また、大文字・小文字の別にご注意ください。
※百五経営情報クラブご入会時にユーザー IDとパスワードを郵送させていただいております。

ユーザーIDとパスワードがご不明の方は次のいずれかの方法で百五経営情報クラブ事務局へお問い合わせください。

百五経営情報コーナーログイン画面 百五CNS情報コーナーログイン画面

０５９-２２８-９１０５ help@105cs.jp電話での
お問い合わせ

メールでの
お問い合わせ

Answer105へのアクセス方法、基本設定

2 Eメールサービスの基本設定

百五経営情報コーナーの情報スクエア、百五スクエ
アに新しく掲載された情報（新着情報）をまとめて、
メールでお知らせします。

情報スクエア新着メール
百五経営情報コーナーの商談スクエアに新しく登録
された「企業情報」「商談」をまとめて、メールでお知
らせします。

商談スクエア新着メール

Eメールサービスは受信の要否を選べます。百五経営情報コーナーの画面右上にある「マイページ」をクリックし、
メニューの中から「メール配信停止・受信設定の変更」を選択して、それぞれのメールについて、設定してください。

Eメールサービス

Eメール受信方法の設定

①Eメール本文のURLをクリック ②ユーザーID・パスワードを入力
E メール本文に記載されているURL をクリックしてく
ださい。

ログイン画面が表示されますので、Answer105 の
ユーザー IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタン
をクリックしてください。

最新の情報が
毎日、メールで
手に入る！！

Answer105への
アクセス方法、基本設定

ユーザー ID・パスワードの
お問い合わせ方法

クリック クリック

https://www.105cs.jp

知識・情報スクエア 調査スクエア

相談スクエア 商談スクエア

支店の窓スクエア コミュニティスクエア

デジタル法令＆文例 助成金補助金診断ナビ



百五経営情報コーナー

百五経営情報コーナーは、「知識・情報」「調査」「相談」「商談」「支
店の窓」「コミュニティ」の６つのスクエアと「デジタル法令＆文
例」「助成金補助金診断ナビ」などで構成されています。

【サイト内検索】
百五経営情報コーナー
の情報を一括してキー
ワード検索できます。
検索条件を絞り込むこと
もできます。

便利な機能A
【保存した条件】
検索条件を保存すること
ができ、同条件での検索
が簡単に行えます。

便利な機能B
 百五銀行グループから最新の情報をお届けします
「支店の窓スクエア」へGO！ P.13

セミナー、講演会の情報から
身近な話題まで5

「DVD無料貸出サービス」へGO! P.17

一斉研修から自己啓発まで使える
DVDが無料で利用できます！10

「デジタル法令＆文例」へGO！

書類作成に使えるテンプレートや
イラストが無料で利用できます！

P.14

7

「助成金補助金診断ナビ」へGO！

助成金・補助金を無料で検索し、
自社で使えるか診断できます！

P.15

8

「研修用動画」へGO! P.16

研修やスキルアップに使える
動画が無料で利用できます！9

 ネットならではの交流が楽しめる
「コミュニティスクエア」へGO！ P.13

経営上の悩みから趣味の
話題まで、フリートークで6

 24 時間、経営上の問題を解決する
「相談スクエア」へGO！ P.9～10

お気軽にネットで無料相談が
できます！ 3

 企業・業界・市場などの調査・
 情報収集に定評あるサービスを利用する
「調査スクエア」へGO！ P.7～8

各種調査結果や情報の検索が
割安で利用できます！ 2

 日本最大級のビジネスマッチングサイト
「商談スクエア」へGO！

貴社の製品・サービスを全国に
アピール！

P.11～12

4
「TSR REPORT
割引サービス」へGO! P.18

東京商工リサーチの国内企業情報
レポートを割引料金で利用できます！ 11

 欲しい情報を収集する
「知識・情報スクエア」へGO！ P.5～6

会議やスピーチのネタに困ったら・・・
ビジネスに役立つ情報が満載！ 1

3 4



1

2
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最新の経営手法・資産活用のノウハウから、人事労務・法
務・税務・財務会計など実務に関連する各種制度の解説やビ
ジネスに必須の情報・レポートを掲載しています。

日本経済や主要産業の調査分析・見通し、各種経済指標・産業
指標データ、著名なエコノミストの経済コラムなどを掲載して
います。

経営・実務 経済・産業

1 知識・情報スクエア
ビジネスに役立つ情報を毎日更新しています。
カテゴリ別にわかりやすく整理・収録されており、過去の内容もいつでもご覧いただけます。

【知識・情報スクエアトップ画面】

知識・情報スクエアの主なカテゴリ

よく読まれている
コンテンツ

〈経営・実務の一例〉 〈経済・産業の一例〉

第一線で活躍する専門家のコラムや注目企業のトップへのイン
タビューなどを掲載しています。また、トレンド情報やヒット
商品紹介など、時流を読み解く情報も掲載しています。

世界各地の政治・経済情報やニュース・トピックス、貿易・国
際税務・海外駐在などに関する実務ガイド、海外投資・貿易に
際しての国別の情報・ガイドなどを掲載しています。

コラム 海外

〈コラムの一例〉 〈海外の一例〉

市況情報、相場見通し、テクニカルチャート分析、アナリス
トによるコメンタリー、三菱UFJ銀行直物公表相場の速報・
過去データなどを掲載しています。

マーケット

〈マーケットの一例〉

週間、月間で全カテゴリを通じて
読まれたコンテンツを表示しています。

百五経営情報コーナー 百五経営情報コーナー

1

2
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2 調査スクエア
企業・業界・市場などの調査・情報収集に定評あるサービスをラインナップ！（一部有料）
様々なビジネスシーンで有効にご活用ください。
【調査スクエアトップ画面】

データベースサービス
帝国データバンク、東京商工リサーチなどの企業情報
が検索可能！約 150 紙誌の新聞・雑誌記事バックナ
ンバーも検索可能！取引先の調査や情報収集に最適！
ビジネスに不可欠なツールです。
※ご利用には別途Webからのお申込みが必要です。
※約3営業日でサービスがお使いいただけるIDを郵送します。

必要な時にいつでも、帝国データバンク・東京商工リサーチ
などの企業情報を入手・閲覧可能！評点などの企業評価をイ
ンターネット上で即閲覧。もちろん印刷も可能です。

百五経営情報コーナー 百五経営情報コーナー

ビジネスに直結！
G-search の 3つの活用ポイント！

企業情報を素早く、簡単に入手可能！

全国紙はもちろん、地方紙、専門誌、雑誌のバックナンバー
を収録。業界動向のチェックはもちろん、取引先や関係会社
の記事のチェック、内部統制にも役立ちます。

約150種類の新聞・雑誌記事を収録！

入会金、月額固定費用など維持費が不要。
使った分だけ課金される完全従量料金制で、与信コストの
削減に役立ちます。

※通常年会費3,000円（税別）が、
　百五経営情報クラブ特別会員様に限り無料。

維持費なし！与信調査コストを安く！

point
1

point
2

point
3

与信調査コストを削減します！
● 百五経営情報クラブ特別会員様は年会費無料※

● 維持費不要！
● 必要な時、使った分だけお支払い！（従量料金制）

従量料金制 （出力される情報によって単価は異なります）
帝国データバンク企業情報

東京商工リサーチ企業情報

リスモンG－与信ナビ（企業リスク格付）

朝日新聞記事情報

1,600円／１件

1,200円／1件

950円／１件

見出し5円、本文100円／１件

G-Searchデータベースサービス ヘルプデスク
TEL：03-3452-1243　FAX：03-3452-1246
E-mail:gsh-gdb-help@cs.jp.fujitsu.com
※百五経営情報クラブ特別会員である旨をお伝えください。

優遇料金
インターネットリサーチ（ジーサーチ）

インターネット調査会社と提携し、200万人のパネル
に素早くアンケート調査を 10％割引料金で実施可能
です。トレンド、競合商品、消費者ニーズの調査など、
事業戦略の構築、商品開発を力強くサポートします。

優遇料金

（エフケイ‐マーズ）
富士経済グループの市場調査レポートを入手できる
サービスです。市場把握に必要な情報を安価に取得
できます。利用にあたって従量制の料金が必要になり
ます。お申込は、百五経営情報クラブ事務局までお願
いいたします。

優遇料金

（マーケティング情報パック）
富士経済グループが Webで提供するサービスで、
1,500品目以上の個別市場調査をはじめ、家計調査、
アンケートデータなど横断的に検索・即チェックでき
るマーケティング情報サービスです。無料で閲覧でき
ます。

無 料

業種別審査事典
日本の全企業・全業種を網羅、徹底した業界調査の
基本書で、業界動向や業務・商品知識が、最新のデー
タ・情報に基づいて徹底分析された記載で充実して
います。

無 料
年会費・入会金無料

（税別）

1
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3 相談スクエア
経営、財務、人事、海外進出等、ビジネスに関するさまざまな疑問、悩みを無料でご相談
いただけます。
インターネットの利点を活かし、スピーディーにご回答いたします。
また、検索機能（相談 FAQ）でよくあるご質問についての回答事例をご利用いただけます。

【相談スクエアトップ画面】

相談する
①「相談スクエア」トップページの「相談する」ボタンをクリック。
②相談の入力画面が表示されますので「相談カテゴリー」を選
択し、「ご相談タイトル」「内容」を記入して「次へ」ボタンをク
リック。

　入力内容の確認画面の「OK」ボタンをクリックすれば登録
完了。

　※ご相談内容は非公開です。

相談への回答
 ・ご相談に対する回答は、おおむね3日以内（土・日・祝日を除く）です。
　ご登録のメールアドレスにその旨の「お知らせメール」をお送りします。
 ・お知らせメールに記載されているURLをクリックし、ID・パスワードを入力すると、回答を
　ご覧いただけます。
　また、相談スクエアトップページの「回答を見る（相談履歴）」ボタンからも回答をご覧いただけます。
　※ご相談内容によっては、電話、FAX等にて回答やご連絡を差し上げる場合があります。
　※ご相談内容によっては、回答できない場合や、回答に時間を要する場合があります。この場合は、ご連絡いたします。

FAQカテゴリ一覧／新着順一覧
これまでに寄せられた相談から、皆様のお役に立ちそうなものを
編集し、「相談 FAQ」としてデータベースにしています。
　　　
・「相談 FAQ・情報スクエアを調べる」コーナーで、キーワードによる
検索ができます。

・「相談 FAQ」はカテゴリー別に、分類してあります。
　カテゴリー名をクリックするとタイトルが一覧表示され、「相談と回
答」の内容をご覧いただけます。

百五総合研究所のコンサルティング業務
  地域活性化のご支援
地域活性化に関する調査実績と、大学や行政・各種団体等と
の幅広いネットワークのもと、地域企業および産業、社会の発
展に向けた計画・ビジョンの策定、コンサルティングを行います。
また、経営改善手法や事業計画策定、金融等に関するノウハ
ウを活用し、公共サービスへ民間活力を導入するための可能性
調査やコンサルティングを行います。

  各種調査の受託
アンケート調査、ヒアリング調査、統計データの整理・分析、ワー
クショップの開催など、公共・民間を問わず、必要な調査を的
確に実施いたします。
　
　　
  教育・研修の講師派遣
「組織を活性化させたい」「職員の能力を引き上げたい」など様々
な悩みを解決いたします。教育・研修を企画・提案し、経験豊
富な講師を派遣いたします。

  経営改善のご支援
これまで培ってきたノウハウを活かし、事業者の皆様が抱える
問題について、さまざまな視点から分析・評価を行います。原
因を明らかにし、経営改善に向けた戦略や計画を立案し、アド
バイス・ご支援いたします。

 
  賃金・人事・雇用管理のご指導
組織の活性化や業績の向上に直結する人事制度について、三
重県内、愛知県内の企業の皆様とのお付き合いの中で培ったノ
ウハウをもとに、制度の整備・設計をお手伝いいたします。
　　　

  各種診断サービスの実施
コンサルティング業務で蓄積したノウハウや手法を活かし、的
確な分析・評価を行います。これまで気づかなかった現状を分
かりやすく分析し、経営課題を明らかにいたします。経営計画
の策定、ビジョンづくりにもお役立ちいたします。

※ご相談について、守秘義務を遵守いたします。外部にご相談情報が漏えいすることはございません。

百五経営情報コーナー 百五経営情報コーナー
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4 商談スクエア
商談スクエアは、4 万社以上からなる日本最
大級のビジネスマッチングサイトです。
自社の概要を「企業情報」として、商品・サー
ビスについての具体的な売買ニーズを「商談」
として、ご登録いただけます。また、ニーズ
にマッチした企業に対してコンタクトをとる
ことも可能です。
各地の銀行のお取引先が参加されており、全
国規模での商談が可能です。

【商談スクエアトップ画面】

百五経営情報コーナー 百五経営情報コーナー

商談スクエアトップ画面

【企業情報の登録】

【登録情報のWebへの掲載・Eメールでのご案内】

【コンタクトと返信方法】

「商談スクエア」トップページの企業情報
「登録」ボタンをクリックし、企業情報を
入力。
企業情報登録画面は、会社名、住所など
の基本データが会員データベースを基
にあらかじめ表示されていますので、必
要に応じて変更してください。

【商談の登録】
続いて「商談」も登録できます。
商談「登録」ボタンをクリックし、商談内
容を入力。

「商談」は最大10件まで登録でき、画像
の掲載も可能です。

百五銀行

十六銀行（岐阜）

八十二銀行（長野）

秋田銀行

北海道銀行

青森銀行

岩手銀行

常陽銀行（茨城）

三菱UFJ銀行

静岡銀行

愛知銀行

南都銀行（奈良）

百十四銀行（香川）

中国銀行（岡山）

広島銀行

福岡銀行
十八親和銀行
熊本銀行

ふくおか
フィナンシャル
グループ

無料で
全国の企業と
商談ができます。

　登録情報は、「商談スクエア」トップページの「新着情報」、「新着企業」に即時掲載されます。
　また、登録日の翌日、Ｅメール「商談スクエア新着情報のお知らせ」でも紹介されます。
　Eメール記載のURLをクリックすると該当企業の「企業情報」「商談」をご覧いただけます。

・コンタクトの内容はメールで通知されます。メールの
URLリンクをクリックすると、詳細画面が表示されます。

・掲載ボタンをクリックするとメールが返信され、商談がス
タートします。

・「企業情報」「商談」の詳細画面の下部にコンタクト記入
欄があります。コンタクトタイトル、メッセージを記入して、
「この内容でコンタクトする」ボタンをクリックします。
・コンタクトの内容は、相手先にEメールで通知されます。

他企業へのコンタクト他企業からのコンタクト

商談スクエアの仕組み 商談スクエアのフロー
・商談スクエアのご利用は無料です。
・掲載されている情報は、全会員が
　閲覧でき、コンタクトすることが
　できます。
・コンタクト内容は、第三者に閲覧
　されることはございません。
・他社からコンタクトがあった場合
は、極力返信をお願いいたします。

商談
スクエア
②情報掲載

①登録 商談
スクエア

商談成立

④
コンタクト

⑤返信

③メール

他社

自社

自社 相手先

商談スクエアでのコンタクトの他、
電話などで直接やりとりすることも
できます。

コンタクト開始

3 1

2

4

3

が
提携する全国の銀行
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百五経営情報コーナー 百五経営情報コーナー

7 デジタル法令＆文例
ビジネス文書、法令様式・書式、イラスト・写真素材、統計年鑑データベースなど、多数のビジネス
コンテンツを無料でご利用いただけます。

【デジタル法令＆文例トップ画面】

デジタル法令＆文例のアクセス方法

百五経営情報コーナーの画面右上にある
「デジタル法令＆文例」ボタンをクリック。

検索コーナー
キーワード、文書番号での目的の文書・書式を検索できます。

テンプレート一覧
会社運営に必要な様々な書式を「社内規程」「利益計画」「資
金繰り管理」「月次実績管理」「事業報告書」「契約書」「議事
録」「申請・承認ルール」のテーマ別に解説付きでご提供して
います。

イラスト素材一覧
「ビジネス」「季節」「パーソナル」「背景・フレーム」「写真」の5
つの分類から選択でき、素材は全てJPG形式でご提供してい
ます。分類を選択後、利用したい画像の「ダウンロード」ボタ
ンをクリックし、任意の場所に保存することができます。

5 支店の窓スクエア
百五銀行および百五グループ各社と会員の皆様とのコミュニケーションの場です。
三重県・愛知県内で開催の講演会やセミナーのご案内、地域の最新情報などをご提供いたします。
【支店の窓スクエアトップ画面】

百五銀行からのお知らせ
百五銀行の商品やサービスのご案内を掲載
しています。

1

1

6 コミュニティスクエア
全国の会員の皆様の情報交換の場です。
ハンドルネーム（ニックネーム）で参加いただけますので経営
上の悩みから趣味の話題まで、気軽に本音のトークをお楽し
みください。
各地の銀行のお取引先との交流が可能です。
【コミュニティスクエアトップ画面】

　■投稿の流れ
ハンドルネームを登録
まずはハンドルネームを登録します。

質問・フリートークを投稿
質問は本スクエア上に掲載されます。

答えられる人が回答を記入
質問を見て、回答できそうだと思ったユー
ザーが、随時書き込みます。

回答に対して、
返事もしくは補足をする
回答に対して情報を追加する必要があれ
ば、補足を記入してください。

回答を締め切る
疑問が解決した時点で、質問者は回答を締
め切ります。1

1

2

2

1

2

3
1

2

3

クリック

クリック
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8 助成金補助金診断ナビ

百五経営情報コーナー

9 研修用動画配信サービス
集合研修や指導の補助ツールとして活用できる研修用ビデオを、無料でいつでも
WEB視聴できるライブラリです。

百五経営情報コーナー

16

WEB で簡単な質問に答えるだけで受給可能性のある助成金・補助金を無料で診断できるサービスです。最新の助成
金・補助金に関するニュースのほか、診断結果をもとに専門家への無料相談や受給申請のご依頼（有料）も可能です。

助成金補助金の受診診断は
「無料診断開始する」をクリック。助成金補助金  診断ナビ 検索 画面

案内画面の中央にある
「　 助成金補助金診断ナビを開く」ボタンをクリック。

助成金・補助金の受給診断は

助成金補助金診断ナビのアクセス方法

百五経営情報コーナーの画面右上にある
「　 助成金補助金診断ナビ」ボタンをクリック。

検索方法は
3種類から
選択可能

■企業情報入力から検索 ■課題・目的から検索 ■助成金・補助金一覧から検索
自社の企業情報（業種、資本金、従業員数、設立
後の年数、本店所在地 など）に該当する項目を
選択することにより、受給できる可能性のある
助成金・補助金情報を探すことができます。

課題や目的（従業員を採用する、海外展開、設備投
資 など）を選択後、業種、地域、受給金額、募集時期
の項目を選択することにより、受給できる可能性の
ある助成金・補助金情報を探すことができます。

厚生労働省、経済産業省、国土交通省などの
公的機関や都道府県が募集をしている助成
金・補助金の名称から目的にあった助成金・
補助金を探すことができます。

 検索したい項目をクリック！

クリック

クリック

研修用動画配信サービスのアクセス方法

百五経営情報コーナーの画面右上にある
「研修用動画」ボタンをクリック。

ライブラリ名をクリックして各ライブラリの
目次ページを開き、「開始」をクリックして動画を再生します。

タイトルまたは「開始」ボタンを
クリックして動画を再生します。

※ブラウザは最新のものに更新してください。

クリック
クリック

案内画面中央にある
「ご利用はこちらから」ボタンをクリック

研修用動画サービス

つの5魅力 階層別に 4つのライブ
ラリを設定。それぞれの

階層に必要な
コンテンツをご用意 !

特別会員であれば
全コンテンツを
無料で視聴可能に !

時間・場所を選ばず
パソコン、スマホ、
タブレットがあれば

研修可能 !

ドラマ仕立ての内容で、
体験的に学ぶことが

できる !

カテゴリごとに
「コンテンツ学習・
理解度テスト」で

学習効果が確認できる !

サービスの特徴 助成金補助金診断ナビ　サービスの流れ

●インターネットを接続できる環境
があれば、場所を選ばずに無料で
簡易診断ができます。

●最新情報のサイト更新は、毎月
10日、25日の2回となります。
　（土日祝日の場合は翌日）

●官庁、全国の都道府県の助成金
補助金情報を探すことができ
ます。

●助成金補助金の相談は無料
　（プロの専門相談員が対応）

●申請手続きもプロの専門相談員
がお手伝いします。（有料）

受
給
可
能
性
の
あ
る
助
成
金
・
補
助
金
の
検
索

相
談
・
検
討

ご
契
約
・
書
類
チ
ェッ
ク
・
申
請

「無料診断開始する」ボタンを
クリック

「助成金一覧」から
興味のあるものを選択

「診断結果」で
最大受給可能額を確認

「検索方法」を選択

専門家へ相談依頼する

相  談

専門家へ有料サポートの依頼

審査・申請手続き

助成金・補助金の受給

専門家によるアドバイスや
申請書類のチェック簡単な質問に回答する

無料
無料

有料

クリック
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10 DVD 無料貸出サービス
新入社員や若手・中堅社員向け研修用教材をはじめ、人事・コンプライアンスなど
社内研修に役立つ幅広いジャンルのDVDを、無料でお気軽にご利用いただけます。

百五経営情報コーナー

11 TSR REPORT 割引サービス
株式会社東京商工リサーチの国内企業情報レポート「TSR REPORT」を、会員割引料金で
ご提供いたします。新規お取引先や販売先の与信管理コスト削減に、是非ご活用ください。

百五経営情報コーナー
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東京商工リサーチの国内企業リポート「TSR  
REPORT」は、国内で最も歴史のある企業情報レ
ポートです。企業を財務や業績面などさまざまな項
目から評価し、格付け・取引情報をはじめ、1年以内
の倒産確率を示す「リスクスコア」ほか幅広い企業情
報を網羅しています。評価項目200項目以上の圧倒
的な情報量に加え、各項目に図表やグラフを多き利
用した見やすいレイアウトが特徴です。

百五経営情報コーナーの画面右側にある
「TSR REPORT割引サービス」ボタンをクリック。

お客様情報とご要望、ご依頼内容を入力し、
「登録」ボタンをクリックします。
登録後は株式会社東京商工リサーチより

ご入力いただいたご連絡先までご連絡を差し上げます。

「特別会員」を選択し、
「DVD No.」「キーワード」「カテゴリー」からDVDを検索します。

「DVD貸出一覧」ボタンをクリックすると、
全タイトルの一覧をご覧いただけます。

DVD無料貸出サービスのアクセス方法

百五経営情報コーナーの画面右上にある
「DVD無料貸出サービス」ボタンをクリック。

貸出DVD検索結果からご希望のDVDを□し
「チェックしたDVDを借りる」ボタンをクリックします。

会社名等必要事項を入力し、「確認画面」ボタンをクリックします。
入力内容を確認したら、「送信する」ボタンをクリックして完了です。

TSR REPORT割引サービスのアクセス方法

案内画面中央にある
「ご利用はこちらから」ボタンをクリック

約 500本をご用意 !

●本サービスのご利用は無料
●貸出期間は 8日間
●Answer105 もしくは
　当社ホームページから
　お申し込みください

貸出タイトルの一例
●実践！ビジネスマナーのすべて
●ケースで考える「社会人としての働き方
●新・管理者の使命と役割
●よくかる情報セキュリティ講座
●職場のハラスメント再点検

クリック

クリック

クリック

クリック

オススメ
ポイント
オススメ
ポイント
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百五CNS情報コーナー

ニュース＆トピック、金融情報サービス、経営サポートなど、
タイムリーな情報を中心にお役立ち情報を発信いたします。

【百五CNS情報コーナートップ画面】

ニュース＆トピック
ダイヤモンドニュース、ダイヤ
モンドレポート、産業別ニュー
ス 21、業界動向フォーカスな
ど、ビジネスにおけるお役立ち
情報を入手いただけます。

コラム＆レポート
ビジネスレポート、コンサルティ
ングリポート、業界情報 180、
経営課題解決ナビ、中小企業政
策ニュースなど、さらに一歩深
く理解するためのコラム・レ
ポートを提供しています。

公的金融情報
公的資金の活用について、主要
公的金融支援策50、助成金精度・
公募最新情報では具体的・実用
的な情報を紹介しています。

金融情報サービス
株式・為替・投資信託などの日々
のレートや相場見通しなどを紹
介。また、初心者の方にも、理
解いただけるように用語辞典、
入門講座も用意しています。

経営サポート
経営自己診断システム、ビジネ
ス Q＆A、マネジメントサポー
トサービス、生涯イベント最新
データなど、より具体的なお役
立ち情報を発信いたします。

地域／海外情報
地方銀行のネットワークなどを
活用して、地域の経済情報を提
供（地銀調査レポート）。また、
ジェトロと提携して、海外情報
も掲載しています。

地銀ネットワーク
サービス（CNS）が
提供する情報
サイトです。

＜ニュース＆トピックスの一例＞ 　＜コラム＆レポートの一例＞

受講期間は1年間（毎年5月・11月開講）。期間中は対象講座をお好きなだけ受講できます。Answer105トップ画面からExcel
専用申込書をダウンロード。必要事項を入力のうえ、指定の締切日までに三菱UFJリサーチ&コンサルティング社にEメールに
てお送りください。

※会員企業様でお取りまとめの上、お申し込みください（従業員様個人からの直接申し込
みはできません。）
※特別会員様には通信教育ガイドブックを発送しております。お手元に見当たらない場合は、
百五総合研究所会員事業部までご連絡ください。

複数の有名
通信教育会社から、
横断的に選りすぐり
のタイトルを
集めています

ビジネスマナー
からマネジメントまで、
新入社員様から経営幹部・
管理職様を対象に、

充実したラインナップを
取り揃えております

特別会員様向けに、
割引価格と
なっております
（一部除く）

通信教育講座（198講座）とeラーニング講座（107講座）をご提供しております。



〒514-8666　三重県津市岩田21番27号

2020.7

［URL］ httpｓ://www.105cs.jp　［E-mail］  help@105cs.jp
［TEL］ 059-228-9105（代表）　［FAX］ 059-228-9380（代表）

百五総合研究所
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