
ログインページ 初回ログイン方法ご案内

最初のアクセス時には、パスワード変更が必須です。
その際には、ご登録のメールアドレスでご本人様確認のためのURLのお受取りが必要となります。

GSクラブ会員番号を5桁で入力
((例))会員番号が10番の方は
「00010」と入力

http://www.gsclub-member.com

インターネット閲覧ソフトのアドレスバーに、下記URLを入力してください。
次回以降、すぐにアクセスできるよう「お気に入りに追加」をしていただくと幸いでございます。
では、GSクラブ会員様専用ホームページを是非お試しください。

誕生月日を4桁で入力
((例))誕生日が5月15日の方は
「0515」と入力

2

1

ご本人確認完了するとログインページに進めます。
新しいパスワードでログイン。

▶ トップページへ

5

新しいパスワードを設定し「送信する」をクリック。
ご登録のメールアドレスに、件名
「GSクラブ パスワード変更のご本人確認」でメール
が届きます。本文内URLをクリックし、ご本人確認
を完了させてください。

4

以降は、このログイン画面に「ユーザID」「パスワード」を
入力し、「ログイン」をクリックするとすぐに

トップページへ進みます。

「ログイン」をクリック
パスワード変更のページに進みます。

3

※迷惑メールフィルター等で受信を制限されている場合は、
ホームページ自動配信メール（gsclubreply@gmail.com）
が受信できるよう、設定変更をお願いいたします。

※ご本人確認のためのメールが届かなかったり、ご登録の
メールアドレスがご不明な場合は、サポートデスクまで
ご連絡ください。

ご利用方法問合せやご意見ご要望は
サポートデスクまでお気軽に
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登録情報変更

トップページでは、サポートデスクにご登録いただいている個人
情報一部をご確認いただけますが、より詳細情報を確認なさ
りたい場合は「登録情報変更」をクリックし、確認ページへ。
個人情報変更手続申請も可能です。
サポート業務申込状況に応じて、各種金融機関へご登録の
情報変更申請も同時に承ります。

その他アクセス方法▶メニュー「サポート関連」サブメニュー
「登録情報確認/変更手続申請」

1

1

2

2

勉強コンテンツ3

様々なコンテンツをご用意しております。

▶動画セミナー…資産運用の本質を理解したい方、一歩踏み込ん

だ勉強をしたい方等は、是非ご自身のペースでご視聴ください。撮
りおろし動画もございます。

▶GS勉強会…スタッフがFacebookを活用した自主的学習の場
「GS勉強会」を作り、研鑽しております。ここには社外の関係者の
方も時に参加され、主として弊社代表の中村が作成した経済・金
融関係資料を教材に、各人が見解・感想を自由に投稿する等し
ております。その「GS勉強会」投稿をホームページでも掲載。FBアカ
ウントをお持ちでない方もご覧いただけます。

▶資産シミュレーション…老後に関わる資金を計算できます。物価

上昇した場合の生活費等、具体的な金額を知ることで、ご自身の
資産形成について改めて考えるきっかけとして、お役立ていただけま
す。

▶オススメ図書…セミナー講師が年金・社会保障制度、経済全般
について参考にしている図書をご紹介。
等。

3 5

IFA関連5

特別勘定商品の運用を一任できる各アドバイザーの過去の実績
を掲載しております。また、アドバイザー発行の市場振替り・見通し
レポートや、撮りおろし動画も。
※特別勘定商品事務手続サポート申込の方対象です。

マニュアル5ページ目で、詳細をご紹介

お申込情報

サポート関連

▶海外銀行口座活用…インターネットバンキングの様々なマニュア
ルや、ATM操作方法をはじめ、手続、トラブル対処法、また、
HSBCから届く通知サンプル等についてご案内させていただいており
ます。
※海外銀行口座開設/活用サポート申込の方対象です。

等。

4

4

サポートデスクへお申込いただいている各種サポート業務
申込情報を確認なさりたい場合は、「お申込情報」をクリック
し、「サポート業務申込情報」確認ページへ

その他アクセス方法▶メニュー「サポート関連」サブメニュー
「サポート業務申込情報」

トップページ いろいろリンクご案内

このようなことができます

ログイン後のページです。

ホームページにアップされたことや
セミナー開催情報などを掲載

http://www.gsclub-member.com
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マニュアル3ページ目では、
「サポート業務申込情報」ページの詳細をご紹介


マニュアル4ページ目では、
「登録情報確認/変更手続申請」ページの詳細をご紹介


マニュアル6ページ目で、詳細をご紹介

マニュアル7ページ目で、詳細をご紹介

マニュアル8ページ目で、詳細をご紹介

チャットボットもご利用いただけるようになりました!!
ホームページ内の検索や、手続についてご案内します。

是非話しかけてみてください。

https://gsclub-member.com/


運用状況を確認したい

運用状況は各アドバイザー又はプロバイダーのホームページより
ご確認いただけます。閲覧方法のマニュアルもご用意しました。

2不明な英文レターが届いたので、内容を知りたい

プロバイダーや海外銀行から直接お客様へ届くレター言語は
英語や中国語となります。プラン毎に届くと思われるレターの解説
付きサンプルのうち、お問合せが多いレターをご用意しました。
お手元に届いたレターと照し合せると、内容をご判断いただけます。
引き続き掲載レター種類も増やして参ります。

1

1

サポート業務申込情報確認ページ サポートデスクにお申込みいただいているプラン契約状態をご確認いただけます

このようなことができます https://gsclub-member.com/info/support.php
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▶メニュー「サポート関連」サブメニュー「サポート業務申込情報」

1

２ ２

特別勘定商品表示例 一般勘定商品表示例

https://gsclub-member.com/info/support.php


3

変更必要箇所を修正し、「次へ」をクリック。

登録情報変更の流れに沿って、必要事項を入力・選択してください。

STEP2 変更内容の確認

STEP1で修正した内容を確認し、「申請する」をクリック。

STEP3 変更申請の完了

サポート業務申込状況によって手続をご手配します。
同時に、申請内容をお客様宛に自動メール送信します。

STEP1 登録情報の変更

後日(2営業日以降)、ホームページ上で情報が更新されているか確認4

このようなことができます

※金融機関へのご登録情報変更には、正式な書類提出が必要となります。
手続書類をサポートデスクよりご案内いたします。

https://gsclub-member.com/info
登録個人情報確認ページ サポートデスクにご登録いただいている個人情報を確認、また金融機関へご登録の変更手続申請もいただけます

「情報を変更する」をクリック2

【登録情報変更が必要な場合】
該当のお手続きの流れを
ご確認ください
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サポートデスクへご登録の
個人情報が表示されます

▶メニュー「サポート関連」サブメニュー「登録情報確認/変更手続申請」

1

https://gsclub-member.com/info


https://gsclub-member.com/movie.php
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動画セミナー 資産形成セミナー基礎編から、特別講師をお招きした特別講演セミナー、また、会員専用HPでしか見られない撮りおろし動画も

▶メニュー「勉強コンテンツ」サブメニュー「動画セミナー」

いろいろページご紹介

様々なテーマの撮りおろし
動画もございます！

セミナー動画を
随時アップしていきます

easy

https://gsclub-member.com/movie.php
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https://gsclub-member.com/gsstudy.php
GS勉強会 経済・金融関係資料や、資産形成・経済教育に関する弊社としての見解をアップしています

▶メニュー「勉強コンテンツ」サブメニュー「GS勉強会」

いろいろページご紹介

【投稿例】
「経営の王道=資産運用の王道」
「投資案件の見極めとリスク･リターン」
「常識を疑う株価の上昇と下落」
等多数

FBアカウントがない方も
会員専用HPでは「GS勉強会」

をご覧いただけます

easy

https://gsclub-member.com/gsstudy.php


いろいろページご紹介 https://gsclub-member.com/simulation
資産シミュレーション 老後に関わる資金を計算できます
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各STEP毎の金額を把握できます

【PDCAサイクルのすすめ】
ここでは、自分の思い描く老後のために、
実際どの程度のお金が必要で、いくら不足
するのか、そして今からどうしたらよいのか、
いわゆる計画(PLAN)の立て方のご説明となり
ます。
・PLAN(P) 計画し、
・DO(D) 実行し、
・CHECK(C) 点検して、
・ACTION(A) 見直し
を繰り返し行い、ご自身のゴール(目標)に到達
できるよう、随時精度を上げていきましょう。

▶メニュー「勉強コンテンツ」サブメニュー「資産シミュレーション」

easy

https://gsclub-member.com/simulation
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海外銀行活用ページ 海外銀行に関する様々な情報をご確認いただけます(サポート申込の方対象です)

いろいろページご紹介 https://gsclub-member.com/banksupport.php

よくいただくご質問をもとに、手続方法や
トラブル対処法、また、HSBCから届く
通知サンプル等を掲載しております

▶メニュー「サポート関連」サブメニュー「海外銀行口座活用」

操作方法を動画や
マニュアルでご紹介

https://gsclub-member.com/banksupport.php


パスワード変更方法 パスワード変更をされる場合

「パスワード変更」をクリック。1

パスワード再発行方法 ログインパスワードをお忘れの場合

「パスワードをお忘れの方」をクリック1

GSクラブ会員番号を5桁で入力
((例))会員番号が10番の方は
「00010」と入力

誕生月日を4桁で入力
((例))誕生日が5月15日の方は
「0515」と入力

3

2

「送信する」をクリック。
ご登録のメールアドレスに、件名
「GSクラブ ログインパスワード変更」
でメールが届きます。本文内の
新しいパスワードをご確認ください。

4

「ログインページに戻る」をクリック5

GSクラブ会員番号を5桁で入力
((例))会員番号が10番の方は
「00010」と入力

新しいパスワードを入力7

6

「ログイン」をクリック8

https://gsclub-member.com/

お好きなパスワードを入力。
半角英数字6文字以上でお決めく
ださい。

確認のため、 と同じパスワードを
入力。

3

2

「変更する」をクリック。
次回以降は変更後のパスワードで
ログインいただけます。

4

2

▶ログイン画面からの操作となります。 ▶ログイン後、最初の画面からの操作となります。

※迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ等で受信を制限されている場合はHP自動配信ﾒｰﾙ（gsclubreply@gmail.com）が受信できるよう設定変更をお願いいたします。
※ご本人確認のためのﾒｰﾙが届かなかったり、ご登録のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽがご不明な場合は、サポートデスクまでご連絡ください。
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