リニューアルオープン

受講案内

WEBから学べる

家計の見直しセミナー
生活経済研究所長野のセミナーをご自宅からWEB受講いただけるサー
ビスです。常時、最新の20タイトルをオンデマンド配信中。セミナーテキ
ストもダウンロードできるので、会場と同じように受講いただけます。

受講スタイルに合わせて2つのプランから選択いただけます。
「A：単体受講プラン」は、お好きなセミナーをその都度選んで
受講できるプランです。
「B：年間パスポートプラン」は、1年分のセミナーすべてを受講できるお得なプランです。

A：単体受講プラン

B：年間パスポートプラン

プラン概要

すべてのセミナーから選んで受講

1年間すべてのセミナーが見放題（計60タイトル）※1

受講料金

8,640円／回

108,000円／年

受講可能期間

各セミナーお申込みから14日間※3

各セミナー配信開始から約半年間※1

セミナーテキスト

PDFダウンロード

PDFダウンロード＋ご自宅までお届け※4

公開収録への参加

有料※5

無料でご参加いただけます（同伴者１名も無料）※5

年間パスポート

「 家計の見直しセミナー」
ポイント

1

3 つのポイント
ポイント

充実 のセミナーラインナップ

2

全国の主要な労働組合から高い評価を得るセミナーの中から、さらに
厳選したラインナップを年間40タイトルお届けします。保険からライ
フプラン、資産運用、介護まで、充実のコンテンツをお楽しみください。

ポイント

3

1年間すべてのセミナーを受講できる
便利でお得なパスポート
毎月1タイトル以上受講するなら年間パスポートがお得です。

お申込みはサイトから https://fpi-j.tv

鮮度の高い期間限定WEB配信

毎回最新の情報をお届けするため、セミナーはすべて半年間の期間限
定配信です※1。法律の改正、見積もり金額などの変化も反映するため、
同じセミナーでも受講する度に新しい発見があります※2。

金融商品を販売しないスタイル

最 新 2 0 タイトル＋
この先1年間に公 開の
4 0 タイトルが見 放 題 ※1

生活経済研究所長野は、金融機関や保険会社の販売代理店ではあり
ません。講師陣、スタッフ全員が金融・保険商品を一切販売しないこと
をお約束します。安心してご参加ください。

実際にセミナーを受講された方から、高い満足度を得ています。

と合わせて98.2%の
「とても満足」と回答しました。「まあまあ満足」
受講者にご満足いただいています。
90.9% 受講者の90.9%が
※2013年８月〜2016年2月の間に受講された方を対象にしたアンケートから集計／５段階評価

受講者の方からいただいた生の声はWEBサイトで公開しています。

「家計の見直しセミナー」は、こんな方におすすめです。
お金周りに共通する「構造」を理解したい方
一過性のものではなく、将来に渡って活かせるお金の知識を身につけたい方
一般向けのセミナーでは満足できず、より専門的な知識を習得したい方
ご自身も講演やセミナーを開催し、そのスキルを高めたい方

お申込み
お問い合わせ
はこちら

利用者登録をして無料セミナーを受講しよう！

https://fpi-j.tv

全セミナーの
受 講スケジュール は
中面へ！

お問い合わせ（平日9:00〜18:00）

0263-88-6480

〒390-0852 長野県松本市島立303-1 松本ヤマトビル6F
TEL.0263-88-6480 FAX.0263-88-6481 http://www.fpi-j.com

受 講 料金 が
1回1, 8 0 0 円 相当に
（単体 受 講より約 79％お得 ）

受講はかんたん3ステップ
1

2

3

WEBサイトから利用者登録（無料）

まずはWEBサイトから無料の利用者登録をお済ませください（初回のみ）。
登録後、無料体験セミナーの受講やお申込みが可能になります。

セミナーのお申込み

印 刷テキストを
受 講 期 間 開 始前に
ご自宅まで 配 送 ※4

公 開 収 録にも無 料で
ご参 加いただけます
（同 伴 者１名も無 料）※5

受講者の声
著名なファイナンシャル・プランナーの
みなさんから感想をいただきました。
竹川 美奈子 さま

前野

彩 さま

鈴木

菱田

雅生 さま

LIFE MAP,LLC 代表
ファイナンシャル・ジャーナリスト

株式会社Cras 代表取締役
FPオフィス will 代表

クレジットカード決済で簡単にお申込みいただけます。

対応ブランド：VISA／AMERICAN EXPRESS／Diners／Master／JCB

受講開始

決済が完了すると、すぐにセミナー映像の視聴とセミナーテキストのダウン
ロードが可能になります。期間中はいつでも、何度でも受講いただけます。

労働組合執行部の方へ

さや子 さま

株式会社ライフヴェーラ
代表取締役

ライフアセットコンサルティング
株式会社 代表取締役

感想はWEBサイトで公開中！

ライフサポート活動にお役立ていただける「労働組合向けプラン」をご用意しています。
基本料金108,000円（年間）＋組合員数 129円で組合員にWEB配信できます。詳細はお問い合わせください。

★記載の金額はすべて税込です。 ※1）同時期に視聴いただけるセミナーは20タイトル（約半年分）です。新しいセミナーが配信されるたびに古いセミナーから視聴いただけなくなります。 ※2）セミナー
は1年度を1サイクルとして、原則翌年度も同タイトルを配信しますが、新作タイトルの追加、配信スケジュールの入れ替え、講師の変更のほか、制度改正や見積もりの更新等を反映し都度収録を行います。
※3）配信終了日の14日前以後にお申込みの場合、受講可能な期間が14日間よりも短くなる場合があります。 ※4）セミナーテキストの発送は、お申込み後に新しく公開されるセミナー分からとなります。
お申込みのタイミングによっては、テキストの到着がセミナーの配信開始後となる場合があります。 ※5）公開収録への参加には、お電話またはEメールで事前のお申込みが必要です。

講師陣

「家計の見直しセミナー」受講スケジュール（2017年4月〜2018年3月）

※受講スケジュールは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

WEB公開日

4/4

AM10:00

私的年金の考え方と商品知識

4/18

AM10:00

個人年金や団体年金をはじめとした私的年金の比較方法を学びます。また、保険会社で推奨される個人年金の代
わりに終身保険を利用する手法の妥当性と実効性も検証します。

5/2

AM10:00

いくらまでかけてもいいの？住宅・教育費・遺族保障

人生の三大支出には相場があります。それをふまえてお金を使う人と、何も考えない人では人生の豊かさが大きく
わかれます。お金に振り回されない人生を送るためには？

人生の選択肢は人それぞれですが、多くの人に関係するライフイベントを中心に、将来お金が必要になったときに
後悔しないためのお金の管理方法や生活設計の秘訣をわかりやすくお伝えします。

出遅れNISAお助けガイド

5/23

AM10:00

確定拠出年金制度（DC）の導入時には、過去分の退職金をDC口座に移管して運用するか、一時金として前払い受
け取りするかが選べます。どちらが自分にとって有利かを判断できるようになるためのセミナーです。

はじめて学ぶ:通信費の見直し

確定拠出年金運用セミナー＜基礎編＞

6/6

AM10:00

職場で自分の退職金を運用しなければならないけれど、どうしたらいいかさっぱりわからないという向けのセミ
ナーです。エクセルを使って投資信託の良し悪しを自分で評価できるようになります。

セカンドライフを見据えたお金の活用法

20年以上に及ぶと言われる退職後のセカンドライフを、経済的な不安なく過ごすために何を準備すればいいの
かを考えるための講演です。退職後の資産管理や資産運用の基本も押さえます。

確定拠出年金運用セミナー＜中級編＞※1

WEB公開日

6/20

AM10:00

複数の投資信託に分散投資すると、株式や債券の騰落によってバランスが崩れます。その際のバランス調整（リバ
ランス）の手法を知り、リスクを抑えつつ収益をより上げやすくする方法を学ぶセミナーです。

知って備える:ラストプランニング

誰にでも訪れる「死」を真正面から考え、遺された家族が円満にすごすためには自身がどう備えたらいいかを学び
ます。

7/11

AM10:00

確定拠出年金制度（DC）は会社側が掛金を拠出しますが、自分のお金で掛金を上乗せできる「マッチング拠出制
度」があります。メリットとデメリットを押さえ、制度利用の向き不向きをご自身で判断できるようにします。

はじめて学ぶ：生命保険・医療保険の基礎

「内容がよくわからない」と言いながら、多くの人が加入している生命保険や医療保険の基礎を学びます。保障の
必要性や商品選択のポイントなどを踏まえ、保障の全体像を理解するためのセミナーです。

はじめて学ぶ：個人型確定拠出年金

WEB公開日

8/1

AM10:00

確定拠出年金法の改正により、専業主婦や公務員も確定拠出年金制度を利用できるようになりました。改正内容
の整理し、対象者ごとの注意点や賢い運用方法をお伝えします。

おひとり様のライフプラン

おひとり様が不安に感じる収入、老親介護、自身の老後生活等のリスクとそれに対する備えを学び、働き方やライ
フプランを考えます。

住宅取得の基礎知識（ローン編）

WEB公開日

8/15

AM10:00

住宅取得はいかに借入額を適正に設定するかが成功と失敗の分岐点。銀行に頼らずご自身で適正額を求めて、住
宅ローンを有利に活用する方法をマスターします。

相続を争族にしないための５つのポイント

相続に対する備えを怠ると、親族間でトラブルが発生し「争族」に発展するケースがあります。そうならないため
に、事前に備えておくべき5つのポイントをお伝えします。

住宅取得の基礎知識（諸費用編）

WEB公開日

9/5

AM10:00

9/19

14:00〜

住宅を安く買うコツとして、諸費用を事前に把握することが大切です。本セミナーでは初心者の方でも事前に諸
費用を算出し、住宅取得の目的に沿った賢く安価に住宅を取得するコツをお伝えします。

知って備える:高齢者の財産管理

高齢化社会においては、高齢者の財産を誰がどのように管理するかは大きな課題です。相続や信託といった方法
も踏まえ、高齢者の適切な財産管理を学びます。

※1）
「確定拠出年金運用セミナー＜中級編＞」は「確定拠出年金運用セミナー＜基礎編＞」を受講された方向けの内容です。

住宅ローンは、それぞれの方がどんなローンを借りているのかによって返済総額も取るべき対策も違います。ご自
身で住宅ローンを点検し、今後の返済計画を見直しができるようになるための講演です。

知って備える：制度改正の活用法

「結局何が変わったの？」
「普段の生活に何か影響があるの？」制度改正のたびに寄せられる質問です。最新の改
正情報を押さえ、賢く活用するための方法を学びます。

生命保険証券の見方・考え方

4/9

WEB公開日

10:00〜

10/3

公開収録

AM10:00

4/9

14:00〜

初めての方でも生命保険証券を読めるようにします。いくら払って、いくら受け取れるのかがわかるので、損か得
かが判断できるようになります。

教育費の準備と対策

「教育費はいくら貯めればいいの？」
「どうやって貯めればいいの？」教育資金の準備や奨学金の活用など、誰も教
えてくれない教育費を学びます。返さなくてもいい奨学金の一覧も公開します。

知って備える：介護の基本

公開収録

4/23

WEB公開日

10:00〜

10/24

AM10:00

4/23

いつご自身に降りかかってくるのかわからない老親介護。公的介護保険も事前に備えておけば有利に活用できる
ので、体系立てて学んでいまから準備するセミナーです。

これからの資産管理と資産運用

14:00〜

経済状況が刻々と変化する昨今、自分の資産をどう管理しどう運用していくかが問われています。本セミナーで
は、現在の経済状況を把握するとともに、今の時代に合わせた資産防衛術をお伝えします。

公開収録

職場で探そう！グループ保険・団体共済

5/14

WEB公開日

10:00〜

11/21

AM10:00

5/14

14:00〜

職場で加入する団体生命共済やグループ保険の特徴、個人加入の保険に比べ掛金が安くなる仕組みを学びます。
また、団体共済とグループ保険の両方が使えて迷うとときは効率的な使い方を学びます。

はじめて学ぶ：ふるさと納税

「ふるさと納税ってお得なの？」
「いくらまで寄付できるの？」といった疑問を解消し、ご自分で損得が計算できる
ようになるためのセミナーです。ふるさと納税に関する税金の基礎知識も押さえます。

知って得する年金セミナー

公開収録

5/28

WEB公開日

10:00〜

12/12

公開収録

AM10:00

5/28

「わたしはもらえるの？」
「いくらもらえるの？」老後の年金を基礎から学び、退職後の生活を疑似体験します。退
職時には貯蓄はいくら必要なのか、そのためにはどうすればいいかが学べます。

はじめて学ぶ：経済知識の基礎

14:00〜

日常生活と深い関わりがある経済の基礎知識が学べます。基本的な用語の解説から、現在の経済状況の背景ま
で、世の中の出来事を題材に親しみやすくお伝えします。

公開収録

自動車補償の考え方と商品知識

6/11

WEB公開日

10:00〜

12/26

公開収録

AM10:00

6/11

自動車保険はいざ事故に遭遇して初めて自分の入っていた保険内容を知るのがほとんど。
「 こんなはずじゃな
かった」とならないように自動車保険の加入方法と商品選びを学びます。

実践！ライフプランニング

14:00〜

世の中には困ってからあわてて考える人と困らないように備える人がいます。将来のご自身の家計を予測し、貯め
体質になるセミナーです。

公開収録

医療保障の考え方と商品知識

7/2

10:00〜

公開収録

7/2

２０１８年

確定拠出年金:マッチング拠出の選択

WEB公開日

3/26

公開収録

「通信費を見直したいが、どこから手を付けたら良いかわからない」という悩みを解消し、ご自身で最適プランの
選択や他社への乗り換えができるようになるためのセミナーです。
※1

WEB公開日

WEB公開日
AM10:00

公開収録

銀行や証券会社からNISAの案内がくるので気になるけれど、いまさら聞けないというあなたのためのセミナーで
す。初めての人でもどの商品を使えばNISAを活用できるのか学びます。

確定拠出年金導入セミナー

WEB公開日

10:00〜

住宅ローンの見直し成功術

公開収録

資産家も優良企業も、お金を上手にコントロールする人たちは世界の歴史から相互扶助を学んでいます。経済的
な効果が高い世界の相互扶助を学び、日常生活にどう活かすかを考えます。

10年後に差がつく！生活設計の立て方

WEB公開日

3/26

公開収録

世界の相互扶助からお金を学ぼう

WEB公開日

公開収録

２０１７年

２０１７年

自分で計算しよう！わが家の必要保障額

生命保険は適正にかけることが何よりも大切。掛け過ぎな人は減らし、不足する人は保障を増やしましょう。人に
教わらず、自分できちんと適正額を計算できるようになるセミナーです。

WEB公開日

1/23

AM10:00

14:00〜

10:00〜

公開収録

7/23

お金をふやせる！家計簿のつけ方

家計簿はただつけているだけでは意味がありません。お金がふやせて豊かな生活につなげて初めて意味がありま
す。上手な家計のコントロールを真正面から学びます。

はじめて学ぶ:税金の基礎

公開収録

7/23

誰もが気になる医療保険。なかでも一生守ってくれる終身医療保険を学びます。本当に優れているのはどの会社
の保険？ずばりの商品も登場します。

WEB公開日

2/6

AM10:00

「パート収入は103万円までに抑えた方がいい？」世にでまわる俗説が本当なのかどうかは税金を学ぶと自分で
判断でき、豊かに生きる人生の選択ができるようになります。

相続後のうつす/やめる/もらう手続き

14:00〜

相続税は100人中7人しかかかりませんが、相続後の手続きは100人中100人全員がしなければなりません。この
セミナーは相続が発生する前から備えられる要素が満載です。

公開収録

はじめて学ぶ：お金のふやし方

8/6

10:00〜

公開収録

8/6

WEB公開日

2/27

AM10:00

株式、債券、投資信託を広く学ぶためのセミナーです。ただし、運用そのものではなく、勤労者向けの投資の基本
を押さえ、その過程で、資産形成に必須となる「お金の構造」をマスターします。

子育てにかかるお金の備え

14:00〜

妊娠から未就学児までの子育てにかかるお金について学びます。前半は不妊治療への助成金や児童手当などの
公的支援制度、後半は将来に備え無理なく教育費を準備するコツをお伝えします。

公開収録

火災・地震保障の考え方と商品知識

8/27

10:00〜

公開収録

8/27

14:00〜

WEB公開日

3/13

AM10:00

火災保険と地震保険を体系立てて学び、いざ、災害が発生した時に、きちんと守ってくれる加入方法をおさえま
す。また、初めての方でもどの保険が有利なのか比較できる力が身につきます。

がん保険の考え方と商品知識

日本人の死因の第1位であるがん。治療費等の備えとして活用できるがん保険について、商品選択のポイントや加
入方法を学び、ご自身で最適な商品を選択できるようになるためのセミナーです。

全国各地で活躍中の講師陣が丁寧にわかりやすく解説いたします。
公開収録

9/10

10:00〜

公開収録

9/10

14:00〜

公開収録

9/24

マイホームと
住宅ローンのプロフェッサー

市川

貴博

1998年より住宅会社のトップセールスとして
活躍する傍ら、顧客の住宅ローンとライフプラ
ンを真剣に考えFP資格を取得。300件を超す
労働者のマイホーム取得をサポート。2011年に
生活経済研究所長野に参画。全国で労働組合
コンサルタントとして活動中。

金融知識の伝道師

栗本

大介

資格学校、生命保険会社を経てFPとして独立。
団体や大学を中心に年間100回超の講演を継
続。日本FP協会滋賀支部長、滋賀県金融広報
アドバイザーを歴任。金融庁より｢金融知識普
及功績者｣の表彰を受ける。WEB上でFPスクー
ルを開校するなど、FP知識の普及に尽力中。

10:00〜

公開収録

9/24

14:00〜

公開収録

10/15

10:00〜

公開収録

10/15

損害保険の柔術士

関口

輝

住宅メーカーから損害保険会社への転職を経
る中で、”顧客にお金の真実が全く伝えられて
いない現状”を目の当たりにし、生活経済研究
所長野に参画。2004年日本FP協会長野支部
副支部長就任。非営利活動団体を中心にお金
の真実を伝えるべく活動中。

資産運用の貴公子

滝沢

翔吾

1991年長野県生まれ。2014年信州大学経済
学部卒業、生活経済研究所長野に入所。23歳
でAFP資格を取得。”若い人にこそお金の知識
を”をモットーに、全国の大手企業労働組合を
中心に講演活動を行っている。現在、FP専門誌
「Financial Adviser」で連載中。

14:00〜

公開収録

11/12

10:00〜

公開収録

11/12

14:00〜

公開収録

保障設計運動の
エグゼクティブ

塚原

哲

精密機器メーカーに入社後、労働組合役員に就
任。｢組合員の可処分所得の最大化｣を目的とし
てライフサポート活動を展開。
2001年生活経済
研究所長野を設立。労働組合業界でライフサ
ポート活動専門の実行援助コンサルタントとし
て全国で活動。
現在、
日本経済新聞等で執筆中。

財務コンサルティングの
極み

宮下

貴博

大学卒業後会計事務所に入所。AFP、CFP資格
を取得し、2000年に日本ＦＰ協会長野支部幹
事に就任。2001年生活経済研究所長野設立。
全国でFPセミナー講師、FPコンサルティング、
労働組合コンサルティング、金融システムコン
サルティングを展開中。

12/3

10:00〜

ラスト・プランニングの
アテンダント

公開収録

山田

12/3

14:00〜

静江

大学卒業後都市銀行に入社。会計事務所、独立
FP会社勤務を経て2001年FPとして独立。セミ
ナー講師や執筆･監修、FP関連業務の企画等
を行っている。FPがつくったエンディングノート
の草分けである「ラスト・プランニングノート」
の企画・執筆、普及活動等も行う。著書多数。

公開収録

12/17

10:00〜

公開収録

12/17

受講者の声

14:00〜

公開収録

1/14

講演を受講された方から、たくさ
んの感想をいただいています。

10:00〜

公開収録

1/14

14:00〜

公開収録

1/28

労組役員（神奈川）

10:00〜

公開収録

1/28

14:00〜

労組役員・FP（東京）

公開収録

2/18

10:00〜

公開収録

2/18

14:00〜

公開収録

3/4

10:00〜

公開収録

3/4

14:00〜

労組役員・FP（東京）
「お金をためる家計簿のつけ方」をこれほ
ど体系的に学んだことはありませんでし
た。自分でも教わった方法で家計簿をつけ
てみようと思いました。

とても具体的・数値がわかりやすく、とて
も参考になりました。以前のセミナーと合
わせ、大変充実しました。ありがとうござい
ました。

保険会社のセールストークではない本当
の保険の中身の話が聞けてよかったと思
います。数千円のセミナー料で一生分の保
険料を削減する方法を考えられそうです。

保険をすすめるときに、どのくらいの保障
が必要か知りたいと聞かれるので、今日の
セミナーは大変参考になりました。これか
らは自信を持ってお伝えして行けます。

