
 

 

 

 

【ＣＭＣＷｅｂセミナー NO.4～No.7】 

テーマ「コンプライアンスの実務」 
本Webセミナーは、金融機関の全役職員に関わるコンプライアンスについて、最低限、知っておきた

い「コンプライアンスの基礎」、「反社会的勢力対応とマネー・ローンダリン

グ等対策の基礎」、「金融商品販売に係るコンプライアンスの基礎」、「個人情

報保護・守秘義務の基礎」を解説します。 

金融機関の全役職員を対象としています。ぜひこの機会にご検討ください。 

４編（本）で構成されています。１本だけでも、同時に2本以上でもお申し込みが可能です。 
 

募集受付期間：２０１８年９月１日～２０１９年６月３０日 

    講師： 金融監査コンプライアンス研究所  代表 宇佐美 豊 氏 

のぞみ総合法律事務所      弁護士 川西 拓人 氏 

                弁護士 吉田 桂公 氏 

                弁護士 安田 栄哲 氏 

講師のご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催：ＣＭＣ 
Computer Based Management College 

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｎｉｋｋｉｎ．ｃｏ．ｊｐ/cmc．ｈｔｍｌ 

 

受講生募集!!    ネットで受講するCMC Web セミナー   
 
「仕事の関係でセミナーには出席できないが勉強したい」「受講料以外に交通費、宿泊費がかかるので費用

負担が大変で受講できない」「団体で受けたいが同日に全員を出席させられない」という人が、視聴期間内

なら「いつでも」「どこからでも」受講できるWebセミナーです。 

宇佐美 豊 氏 1986年東海銀行（現 三菱UFJ銀行）入行。国内営業店勤務を経て、本部で不良債権の回収・管理業

務、内部監査等に関する企画や金融当局との対応、銀行全体の内部統制構築等の業務に従事。2006年4月より十六銀行

に在籍。2016年9月より現職。 

川西 拓人 氏 2002年京都大学法学部卒業、03年弁護士法人御堂筋法律事務所入所。08年金融庁検査局出向（金融

証券検査官、専門検査官）。10年弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所。15年よりのぞみ総合法律事務所。地銀協コ

ンプライアンス検定試験問題作成委員、金融事業者におけるコンプライアンス委員、社外役員等を現任。 

吉田 桂公 氏 2002年司法試験合格。03年東京大学法学部卒業。04年のぞみ総合法律事務所入所。06年～07年日本

銀行決済機構局、07年～09年金融庁検査局に出向。要取扱業務は、金融レギュレーション対応（保険業法、銀行法、金

融商品取引法等）、訴訟・金融ＡＤＲ対応等。金融事業者における社外役員等を現任。 

安田 栄哲 氏 2010年早稲田大学法学部卒業、13年慶應義塾大学法科大学院卒業、同年9月司法試験合格。15年東

京神谷町綜合法律事務所に入所し、金融機関に駐在。17年よりのぞみ総合法律事務所。慶應義塾大学法科大学院民事手

続法講師を現任。 



 

☆受講料の取扱い 

・個人支払いの「個人申し込み」と法人支払いの「法人申し込み」の２種類があります。 

☆視聴（受講）までの流れ 

 個人でのお申し込み  ⇒ １．申込受付後、請求書を郵送  → ２．受講料をお振込み  

→ ３．入金確認後にメールアドレスへＩＤ・パスワード・操作説明を送付  

→ ４．視聴データ・資料データを送付 → ５．視聴開始 

 法人でのお申し込み  ⇒ １．申込受付後、請求書を連絡責任者へ郵送（原則、1カ月以内にお振込み

ください） → ２．受講者のメールアドレスへＩＤ・パスワード・操作説明を送付  

→ ３．受講者へ視聴データ・資料データを送付 → ４．視聴開始 

※詳しくは、お申し込み方法（個人・法人）をご覧ください。 

☆お申し込み前に視聴が可能であることを必ず確認してください 

 ・Web セミナーは、株式会社 V-CUBE（ブイキューブ）の V-CUBE One を採用しています。 

＜ 推奨動作環境について＞ 

視聴されますパソコン及びモバイルの動作環境については、ブイキューブの推奨動作環境サイト

（https://jp.vcube.com/support/requirements/req_seminar.html）でご確認ください。 

そのほか、ネットワークセキュリティーの設定などで、参加できないことがございますので、ブイキ

ューブの接続テストサイト（http://ondemand.seminar.vcube.com/checker/）でご確認ください。 

 ※お問い合わせは全て CMC へお願いします。 

 ℡：０３－３２６１－４５５０ （受付時間は、平日の９：００～１７：００） 

お問い合わせの内容により、V-CUBE のカスタマーサポートの連絡先をお伝えします。 

☆スマートフォン・タブレットからもご視聴いただけます 

・ご視聴いただくには、V-CUBE セミナーアプリケーションのインストール（無料）が必要になります。 

（https://jp.vcube.com/service/seminar/overview/mobile.html）よりダウンロードしてください。 

☆サンプル動画をご確認することができます 

( https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/v/e9ad8496bcbfe85a535495efb55195518ef5a348 ) 

※スマートフォン・タブレットから視聴される場合は、アプリケーションをインストールしてください。 

☆その他注意事項 

 ・視聴を開始した後のキャンセルは出来ません。 

 ・プリンタが無いため資料が印刷できないなどで、紙ベースで資料が欲しい方は 1,080 円（消費税込み）で

受付しますので、申し込みの際に、備考欄へ「資料印刷希望」とご記入ください。受講料にプラスして請求書

を発行させていただきます。なお、資料は視聴開始日に到着するようにご自宅へ郵送いたしますが、モノク

ロ印刷となります。 

☆受講料 

・１編（本） １０，８００円（定価 １０，０００円、消費税 ８００円） 

☆お振込先 

 三菱ＵＦＪ銀行 市ヶ谷支店 普通預金 口座番号：0374961 口座名義：カ）シーエムシー 

 ※銀行振込の手数料はお客様でご負担をお願いいたします。 

 



コンプラインスの実務 

「コンプライアンスの基礎編」（51分）        講師：宇佐美 豊 氏 

１．なぜコンプライアンスが定着しないのか 

(1) コンプライアンスに対する本音・意識 

(2) コンプライアンス教育 

(3) 上司・先輩のコンプライアンスに係る 

  態度や行動 

(4) 経営陣のコンプライアンスに対する思い 

２．金融機関におけるコンプライアンス 

 (1) 社会からの期待 

 (2) 免許制であるということ 

 (3) 不変のものではない？ 

３．コンプライアンスを実践しないと 

 (1) 社会・当局からの制裁 

 (2) その他 

 

「反社会的勢力対応とﾏﾈｰ・ﾛｰﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ（ﾏﾈﾛﾝ）等対策の基礎編」（53分） 
   講師：川西 拓人 氏

１．反社会的勢力対応について＜前編＞ 

(1) 反社会的勢力とは 

 (2) 反社対応に関する基本的な考え方 

１．反社会的勢力対応について＜後編＞ 

 (3) 反社対応のポイント～適切な事前審査～ 

 (4) 反社対応のポイント～事後検証～ 

 (5) 反社対応のポイント～取引解消～ 

 (6) 反社対応のポイント～不当要求への対処～ 

２．マネロン等対策について＜前編＞ 

 (1) マネロン等対策が求められる背景  

(2) マネロン等対策に関する国際的な取組み 

２．マネロン等対策について＜後編＞ 

(3) 犯収法等における取引時確認 

 (4) 疑わしい取引の届出 

 (5) マネロン等対策の態勢整備 

  (6) マネロンガイドラインについて 

 

「金融商品販売に係るコンプライアンスの基礎編」（63分）講師：吉田 桂公 氏

１．「適合性原則」と「説明義務」 

 (1) 適合性原則 

 (2) 説明義務 

２．保険募集に関する規制＜前編＞ 

 (1) 意向把握義務 

 (2) 保険商品の比較・推奨に関する規制 

２．保険募集に関する規制＜後編＞ 

 (3) 弊害防止措置 

３．高齢者対応 

 (1) リスク商品 

 (2) 保険商品 

４．「顧客本位の業務運営に関する原則」 

 (1)「顧客本位の業務運営に関する原則」 

の策定経緯 

 (2)「顧客本位の業務運営に関する原則」 

のポイント  

 

「個人情報保護・守秘義務の基礎編」（51分）     講師：安田 栄哲 氏

１．個人情報保護＜前編＞ 

 (1) 「個人情報」「個人データ」等の定義 

 (2) 個人情報保護に関する規制の概要 

１．個人情報保護＜中編＞ 

 (3) 金融機関における実務上の留意点  

１．個人情報保護＜後編＞ 

 (4) 情報漏えい等の際の対応 

２．守秘義務＜前編＞ 

 (1) 「守秘義務」とは 

 (2) 守秘義務と個人情報保護の関係 

２．守秘義務＜後編＞ 

 (3) 金融機関における実務上の留意点  



＜ 個人でのお申し込み ＞ 
◆紙（ＦＡＸ）でのお申し込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Web からのお申し込み 

 

 

 

 

 

◆その他注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込み受付後、請求書をご自宅に送付いたします。 

↓ 

お申し込み 

↓ 

視聴開始 

（注意）2 本以上を同時に申し込みされる場合、各セミナーの□（チェック）欄に 

     チェックを入れてください。 

お振込み 

↓ 

１．入金確認後、申込時にご記入いただきましたメールアドレス宛にＩＤ・パスワード・操

作説明書を送付しますので、届いているか必ずご確認ください。お振込み後、1 週間経

過しても届かない場合はご連絡ください。 

 ＣＭＣＷｅｂセミナー係 
 TEL 03-3261-4550（平日 9:00～17:00） E-mail：cmcWeb@nikkin.co.jp 

２．上記送付後、【V-CUBE One】より視聴データ（資料データ含む）を送信します。 
 ※配信終了期限が表示されていますのでご確認ください。視聴ならびに資料の印刷は、視

聴データが届いた翌週水曜日の視聴開始日からになりますのでご注意ください。 

↓ 

視聴期間は、視聴データ到着日の翌週水曜日から 12 日間です。 

但し、3 本以上を同時に申し込みされた場合は 19 日間になります。 

弊社ホームページ（https://www.nikkin.co.jp/cmc.html）からお申し込みください。 

紙でのお申し込みと流れは同じですが、入力の際に下記につきましてご注意ください。 

（注意事項） 

※2 本以上を同時に申し込みされる場合は、受講するセミナーの               欄 

  全てにチェックを付けて、該当セミナーのいずれか一つの【Web 申込はこちら】を押してください。 

（注意）「振込手数料」は、お客さまでご負担をお願いします。 

１．視聴が可能であることを必ず確認してからお申し込みください。 

２．講義資料につきまして、印刷は可能ですがデータのダウンロードはできません。 

３．発行したＩＤ・パスワードは、他の人への貸与等は禁止です。 

４．講義資料は本人使用に限り認め、コピー等の複製および外部への持ち出しを禁止します。

５．同時間帯に多くの方が集中して視聴されている場合、アクセス制限により視聴できない

ことがあります。その場合は、時間をおいて再度アクセスをお願いします。混雑により

アクセスが思うようにできず、視聴に支障をきたした場合はご連絡ください。 

  ＣＭＣＷｅｂセミナー係 TEL 03-3261-4550（平日 9:00～17:00） 
６．プリンタが無いため資料が印刷できないなどで、紙ベースで資料が欲しい方は 1,080 円

（消費税込み）で受付しますので、申し込みの際に、備考欄へ「資料印刷希望」とご記

入ください。受講料にプラスして請求書を発行させていただきます。資料は、視聴開始

日に到着するように郵送いたしますが、モノクロ印刷となります。 



＜ 法人でのお申し込み方法 ＞ 

◆紙（ＦＡＸ）の申込書による申し込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Web からの申し込み 

 

 

 

 

 

◆法人による一括申し込みについて 

法人として20人分など一括してお申し込みする場合は、受講者欄に法人名をご記入のうえ、受講人数 
を備考欄にご記入ください。連絡責任者あてにご連絡して対応を協議させていただきます。 

◆その他注意事項 

 

 

 

 

 

 

↓ 

お申し込み 

↓ 

視聴開始 

（注意）「連絡責任者」欄を記入することで法人申込となります。 

弊社ホームページ（https://www.nikkin.co.jp/cmc.html）からお申し込みください。 

紙でのお申し込みと流れは同じですが、入力の際に下記につきましてご注意ください。 

（注意事項） 

※2 本以上を同時に申し込みされる場合は、受講するセミナーの               欄全て 

  にチェックを付けて、該当セミナーのいずれか一つの【Web 申込はこちら】を押してください。 

※備考欄に連絡責任者の所属先・氏名・電話番号を記入することで法人申込となります。 

１．視聴が可能であることを必ず確認してからお申し込みください。 

２．講義資料につきまして、印刷は可能ですがデータのダウンロードはできません。 

３．発行したＩＤ・パスワードは、他の人への貸与等は禁止です。 

４．講義資料は本人使用に限り認め、コピー等の複製および外部への持ち出しを禁止します。

５．同時間帯に多くの方が集中して視聴されている場合、アクセス制限により視聴できない

ことがあります。その場合は、時間をおいて再度アクセスをお願いします。混雑により

アクセスが思うようにできず、視聴に支障をきたした場合は視聴されているご本様より

ご連絡ください。 

  ＣＭＣＷｅｂセミナー係 TEL 03-3261-4550（平日 9:00～17:00） 

視聴期間は、視聴データ到着日の翌週水曜日から 12 日間です。 

但し、3 本以上を同時に申し込みされた場合は 19 日間になります。 

お申し込み後、 

１．連絡責任者に請求書を送付します。（原則、1 カ月以内にお振込みをお願いします） 
２．受講者のメールアドレスにＩＤ・パスワード・操作説明を送付します。 
３．上記送付後、【V-CUBE One】より視聴データ（資料データ含む）を受講者のメールアド

レスに送付します。配信終了期限が表示されていますのでご確認ください。視聴開始なら

びに資料の印刷は、視聴データが届いた翌週水曜日の視聴開始日からになりますのでご注

意ください。 
４．ＩＤ・パスワード・操作説明・視聴データ・資料データが、お申し込み後、1 週間経過し

ても届かない場合、視聴されるご本人様よりＣＭＣへご連絡ください。 
 ＣＭＣＷｅｂセミナー係 
  TEL 03-3261-4550（平日 9:00～17:00） E-mail：cmcWeb@nikkin.co.jp 

（注意）連絡責任者の方は、お申し込みをする前に受講者へ上記２・３が届くこと、ならびに

上記４の内容につきまして必ずお伝えください。念のため、請求書にもその旨記載し

たものを同封いたします。 



 

【申込書】 ※視聴が可能であることをご確認のうえお申し込みください。 

       ※該当セミナーの□欄にチェックをしてください。 

・「コンプライアンスの基礎編」                （２０１８８００２） 

・「反社会的勢力対応とマネー・ローンダリング等対策の基礎編」 （２０１８８００３） 

・「金融商品販売に係るコンプライアンスの基礎編」       （２０１８８００４） 

・「個人情報保護・守秘義務の基礎編」             （２０１８８００５） 

 

申込書の送付先：ＦＡＸ（０３－３２６１－４５７０）  ［このままＦＡＸして下さい］ 

CMCWeb セミナー 「コンプライアンスの実務」を申し込みます 

お勤め先名： 

※請求先が法人の場合はお勤め先の住所をご記入ください。 

住所：（〒   －    ） 

 

※請求先が法人の場合は必ずご記入ください。連絡責任者あてに請求書を送付いたします。 

※個人でお申し込みの場合は記入しないでください。 

連絡責任者：                           ＴＥＬ 

部署・役職：                           ＦＡＸ 

フリガナ メールアドレス 

受講者氏名 （電話番号） 

  

 
ＴＥＬ（                      ）

  

 
ＴＥＬ（                      ）

 
 

 
ＴＥＬ（                      ）

 

備  考 
 

※ＣＭＣのホームページから Web での申し込みができます。 

 

 

 

 


