ゆうちょ財団 教育出版部 【 ＦＡＸ．０３－５２７５－１８０５ 】

「ＦＰ継続教育セミナー」受講申込書

ゆうちょ財団
※※

お申込みにあたっては、下記の①・②の手続きを行ってください

① 受講者データの登録

※※

（本紙を ＦＡＸ送信 又は 郵送にてご案内ください）
お申込み日:

年

月

日

講座名
複数講座を
まとめて
記入可

平成

日 程

年

月

日（

）

：

１講座につき

～
受講料

4,000円（税込み）

（フリガナ）

氏 名

○
○

性
別
〒

男性
女性

都道
府県

－

現住所

電話番号

－

－

← 日中ご連絡が取れる連絡先をご記入ください

ＰＣメールアドレス
● 日本ＦＰ協会会員の方へ

□ ＡＦＰ

継続教育研修として受講を希望される場合は種別をご案内ください

□ ＣＦＰ

※ ここでいただきました個人情報は、講座受講の目的以外に使用することはございません。

② 受講料のお振込み （ゆうちょ銀行間での送金の場合）
◎ ゆうちょ銀行・郵便局備付けの「郵便振替払込取扱票」にて、受講料をお振込みください。
（振込み手数料は、受講者負担となります）

＜記入例＞

◎ 通信欄に、”日程（○/○）、講座名”をご記入ください。

【 口座記号・番号 】 ００１３０ - ３ - ２７０００
【 加入者名 】

ゆうちょ財団 ・ 教育出版

※ 複数名でお申し込みされる場合
”氏名、人数”をご記入いただき、
「ご依頼人」欄には、代表者１名分
の住所等をご記入ください。

ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振り込みされる場合は、口座番号が異なりますのでお問合せください
※注意※ 受講申込み後、受講者の事情による取消しが発生した場合、既払い受講料は
原則 ご返金いたしません。後日、当該セミナー資料を郵送させていただきます。
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

◆ 事務局記入欄
受付日

入 金 確 認

案内書

備

考

受 講 番 号

「ＦＰ継続教育セミナー」

お申込み方法

◆ 当方では、下記２点の確認をもって「受付完了」としております。

① 別紙「受講申込書」の返信
② 受講料の着金

（ＦＡＸ又は郵送、メール添付等にてご返信ください）

（当日の現金授受は受付しておりませんので、事前にお振込みください）

※ 受講料の振込口座は、受講申込書の中段に記載しております。
なお、ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込を希望される方は、口座番号が異なるため ご連絡ください。
◆ 実施日の５日前までに「受付完了」された方には、受講シート及び会場案内をご郵送いたします。
なお、直近でお申込みされた方については、ＦＡＸ等でご案内いたします。
◆ 受講申込み後、受講者の事情による取消しが派生した場合、既払い受講料については、原則 返金
いたしません(後日、当該レジュメを郵送いたします）。
参加が不確定な場合は、実施５日前までにご入金ください。
◆ 本セミナーは、日本ＦＰ協会の認定会員でなくとも受講いただけます。

お問合せ先

一般財団法人 ゆうちょ財団

教育出版部

〒101-0061 東京都千代田区三崎町 ３－７－４
TEL．０３－５２７５－１８１１ ／ FAX．０３－５２７５－１８０５
★ 会場案内
会場名

交通情報

（ ）内は、徒歩時間

住所・連絡先

文京シビックセンター ●東京メトロ 丸の内線 ≫≫後楽園駅 ４ｂまたは５番出口（３分）
・
●東京メトロ 南北線 ≫≫後楽園駅 ５番出口（３分）
文京シビックホール
●都営地下鉄 三田線・大江戸線 ≫≫春日駅 文京シビックセンター連絡通路

〒112-0003
文京区春日１－１６－２１

●東京メトロ 丸の内線 ≫≫茗荷谷駅 １番出口（10分）
アカデミー茗台
○ 都バス[都02] ・[都02乙]系統 ≫≫停留所： 小石川４丁目（3分）
【茗台中学校併設】

〒112-0003
文京区春日 ２－９－５

ＴＥＬ．０３－５８０３－１１１３

ＴＥＬ．０３－３８１７－８３０６

●東京メトロ 有楽町線
アカデミー音羽

≫≫護国寺駅 １番出口（２分）

○ 都バス[上58] ・[都02乙]系統

≫≫停留所： 護国寺正門前（3分）

〒112-0012
文京区大塚５－４０－１５
ＴＥＬ．０３－５９７６－１２９０

◆ＪＲ 山手線 ・中央線
ちよだプラット
フォーム・スクウェア

●東京メトロ 東西線

≫≫神田駅 西口（12分）
≫≫竹橋駅 ３ｂ出口（2分）

●東京メトロ 千代田線・半蔵門線・丸の内線

●東京メトロ 丸の内線
文京区民センター ●東京メトロ 南北線

≫≫後楽園駅 ４ｂまたは５番出口（６分）
≫≫後楽園駅 ５番出口（６分）

●都営地下鉄 三田線・大江戸線
◆ ＪＲ山手線／埼京線／宇都宮線
渋谷区立
勤労福祉会館

≫≫大手町駅 Ｃ２出口（8分）

≫≫春日駅 Ａ２出口（２分）
≫≫渋谷駅 中央口（８分）

◆ 東京メトロ 半蔵門線／銀座線／副都心線

≫≫渋谷駅 ７番出口（８分）

〒101-0054
千代田区神田錦町 ３－２１
ＴＥＬ．０３－３２３３－１５１１
〒113-0033
文京区本郷 ４－１５－１４
ＴＥＬ．０３－３８１４－６７３１
〒150-0041
渋谷区神南 １－１９－８
ＴＥＬ．０３－３４６２－２５１１

◆ ＪＲ総武線
貸会議室 内海

大阪 開催

≫≫水道橋駅 西口（２分）

● 都営地下鉄 三田線

≫≫水道橋駅 Ａ２出口（８分）

● 東京メトロ 丸の内線

≫≫後楽園駅 ３番出口（13分）

● 地下鉄・谷町線

≫≫天神橋筋六丁目駅 ３号出口より連絡通路あり

● 近鉄線・ＪＲ環状線
大阪市立
住まい情報センター

≫≫天満駅 天神橋筋商店街を北へ 【徒歩 ７分】

〒101-0061
千代田区三崎町３-６-１５
ＴＥＬ．０３－３２６１－００１７
〒543-0073 大阪市
北区天満橋 ６－４－２０
ＴＥＬ．０６-６２４２－１１６０

「ＦＰ継続教育セミナー」一覧
★ ２０１７年 ９月～２０１７年 １０月実施セミナー
日程

時間

会

場

アカデミー音羽

27

9/9
（土）

10：00～
13：00 【 3F・学習室Ａ】

28

9/9
（土）

アカデミー音羽
13：30～
16：30 【 3F・学習室Ａ】

29

9/16
（土）

文京 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
10：00～
13：00 【 ４Ｆ・会議室Ｂ】

30

9/16
（土）

文京 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
13：30～
16：30 【 ４Ｆ・会議室Ｂ】

31

9/23
（土）

文京 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
10：00～
13：00 【 ４Ｆ・会議室Ｂ】

32

9/23
（土）

文京 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
13：30～
16：30 【 ４Ｆ・会議室Ｂ】

33

10/7
（土）

文京 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
10：00～
13：00 【 ４Ｆ・会議室Ｂ】

34

10/7
（土）

文京 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
13：30～
16：30 【 ４Ｆ・会議室Ｂ】

35

10/14
（土）

文京 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
10：00～
13：00 【 ４Ｆ・会議室Ｂ】

10/14
（土）

文京 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
13：30～
16：30 【 ４Ｆ・会議室Ｂ】

36

37

38

10/21
（土）

10：00～ 文京シビックホール
13：00 【 ３Ｆ・会議室１】

10/21
（土）

13：30～ 文京シビックホール
16：30 【 ３Ｆ・会議室１】
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※ 受講料は、一律 4,000円（税込み）です。

講座名（テーマ）

講師

課目・単位

伊藤 亮太

金融
★★★

守岡 和彦

相続
★★★

中野 克彦

金融
★★★

小野 玲子

ライフ
★★★

小松 英二

金融
★★★

小松 英二

リスク
★★★

松川 紀代

リスク
★★★

岡田 禎子

金融
★★★

佐藤 正明

タックス
★★★

佐藤 正明

ライフ
★★★

守岡 和彦

相続
★★★

置鮎 謙治

不動産
★★★

これを聞けば、
先進国・新興国経済と投資のポイントがわかる！
● 講座開始直前までの先進国（日米欧）・新興国（中国・インド・
ロシア・ブラジル中心）の経済状況を確認しながら、経済動向と
為替動向を基に、今後の投資ポイントを解説！

「贈与」の仕組み・特例を有効活用しよう！
● 贈与の制度・仕組みや課税方法などの基礎知識のほか、贈
与の特例を活用した効果的な贈与の方法（おしどり贈与、住宅
資金贈与など）を分かりやすく解説します

投資アドバイスに欠かせない！
金融マーケットの基礎知識
● 目を見張る速さで変化投資環境にＦＰとして、日本経済や世
界経済は必須の基礎知識！「経済」と聞くと難しく考えがちです
が、３時間で基本をマスターできるよう分かり易く・楽しく解説！

知っておきたい！ 働く女性のライフプラン
～ 働き方・出産育児・介護など ～
● 共稼ぎが一般的になり、女性の働き方は家計をも左右する
大きな問題に･･･雇用形態、育児休業明けの復帰、介護休業も
含めて、制度概要や実態を分かり易く解説！

図解で学ぶ！
投資判断に欠かせない地政学の基礎知識
● 激動の政界経済を深く理解するには、「地政学」の視点も必
要！。米国・欧州・中国など、地政学リスクの現況と背景を整理
しながら、今後の投資判断における留意点を見ていきます！

長寿・高齢社会で変わる
生命・医療保険と介護・就業不能への備え
● 高齢化により商品も多様化する中、収入・費用を補てんする
保険も登場。変化する生命・医療保険の事情、就業不能や介護
に備える保険の使い方等、ＦＰ相談に役立てる情報を共有！

病気・ケガによる療養のためのマネープランづくり
● 病気・ｹｶﾞによる長期療養が必要な時は、"守りのﾏﾈｰﾌﾟﾗﾝ”
でリスクを最小限に抑えなければなりません。保険給付金請求
の相談等で提案できるﾌﾟﾗﾝについて実例を交えてﾎﾟｲﾝﾄ解説

いま、注目の「ＥＴＦ」市場と活用法について
● ＥＴＦは個人資産の形成・長期投資・短期売買と便利な商
品！市場の拡大状況や仕組み・活用法を、ﾌｨﾝﾃｯｸ(ﾛﾎﾞｯﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞ
ｲｻﾞｰによる商品選択等）との関わりも含めてﾎﾟｲﾝﾄ解説

平成２９年度税制改正のポイントを理解しよう！
● 平成２９年度税制改正において、相談事として多い項目：所
得税・法人税を中心に、ＦＰとして理解しておきたい改正点・ポイ
ントを解りやすく解説します

最近の年金・健康保険・介護保険・雇用保険等
の制度変更について
● 昨今の年金制度や健康・介護・雇用保険等の制度改正につ
いて確認しながら、ＦＰとしてお客さまへの説明方法など、ポイン
トを押さえて解説します

相続税、今知っておくべきこと
～もはや相続税は身近な税金に～
● Ｈ27年の相続税改正により、相続税申告件数は前年比のほ
ぼ２倍（13万件超）に！ 相続税対策は富裕層だけの話ではな
く、より身近となった相続設計についてポイントを解説

人生の各ステージにおける不動産コンサルティング
～本当の不動産有効活用とは～
● 「一部の人しか関係ない」と思いがちですが、不動産活用は
多くの方の人生の各場面で関わっています！不動産との関わ
り、有効活用のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞについて、その進め方を考察！

一般財団法人 ゆうちょ財団

教育出版部

〒101-0061 東京都千代田区三崎町 ３－７－４
TEL．０３－５２７５－１８１１ ／ FAX．０３－５２７５－１８０５

※

オンライン予約サイトでも、お申込みいただけます

※

● 「オンライン予約システム」へのアクセス方法
http://www.yu-cho-f.jp
ゆうちょ財団 ホームページ（ＴＯＰ画面）

⇒

「ＦＰ継続教育セミナー」をクリック

⇒
「オンライン予約サイト」をクリック ＝

平成25年度 セミナー申込み【オンライン予約】をクリック

https://fp.yucho-fa.com/index.html

＜予約の流れ＞
予約確認
メール受信

セミナー予約

受講料の
振込み

予約完了
メール受信

仮予約中です

※ オンライン予約で受付した場合、以後の確認・連絡はメールで行いますので、

必ずＰＣメールの

アドレスを予約画面に入力 してください（携帯メール不可）。
※ 一度、ご予約されたセミナーの変更（キャンセル）については、実施５日前まではオンライン上

で受付ます（以降は、電話等にてご連絡ください）。

♪

毎月セミナーを開催しています！
ぜひ、ご利用ください

ゆうちょ財団では、継続教育研修「通信セミナー」も随時開講！
お申込み方法は、財団ホームページにて ご確認ください
◎ 年金相談に強くなる講座

【課目：ライフ】
取得単位

受講料： 10,000円（税込み）
ＡＦＰ：7.5単位

／

ＣＦＰ：15単位

◆ 年金の基本から学習したい、年金知識の現行化を図りたい、年金相談に強くなりたい方々の
ために、年金の基礎知識から応用知識まで体系的に学習できます。

◎ ＣＦＰ(ｒ)資格取得対策講座 【課目：全６分野】

受講料：11,000円（税込み）～

取得単位

ＡＦＰ：１課目あたり 7.5単位

★ ㈱東京ファイナンシャル・プランナーズとの提携講座

◆ 「ＣＦＰ®資格審査試験」合格のために必要な知識を整理・習得できるよう、図解・図表を用い、
効率的に学習を進めることができます。 １課目からでも、受講できます。

◎ よくわかる！ 確定拠出年金制度とアドバイス・ポイント ＝Ｅ-ラーニング
【課目：金融】 受講料：8,000円（税込み） 取得単位 ＡＦＰ／ＣＦＰ：5単位
◆ 利用者範囲が拡大された『個人型確定拠出年金（ｉＤｅｃｏ）』の制度概要や利用時の留意点
等をアドバイス・ポイントを踏まえて学習できます。

