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講演動画の
 WEB配信サービス
当日の講演を収録し、講演終了後1ヶ月

間無料でWEB配信しています。配信期

間の延長をご希望される場合は、有償

の延長プランもご利用いただけます。

配信延長期間（有償プランを選択可）

更新不要

計

20ポイント

－

プランEL
（買取プラン）

自動更新
（1年更新※1）

計

15ポイント

8,200円

プランL

自動更新
（1年更新※1）

計

10ポイント

8,400円

プランM

自動更新
（1年更新※1）

計

5ポイント

8,600円

プランS

計

103,200円
計

201,600円
計

295,200円
計

400,000円

－

プランF

無料配信期間

無制限+36ヶ月+24ヶ月+12ヶ月1ヶ月

無料

WEB配信システム

月額
（税込）

期間
総額
（税込）

期間
総額

現金払い

ユニオンパック
（割引料金プラン）

ライセンス提供条件

　
お
支
払
い
方
法

主催者が
システム手配※2弊所システム利用（利用料無料）

※1) 延長期限の30日前～期限前日までにお申し出がない場合に自動更新されます。当初選択されたプランのライセンス料の1年分が適用されます。

※2) YouTubeでも限定モードで配信できます（限定モードとはURLを知っている方が視聴できる設定です。YouTubeのアカウントはご用意ください）

※ 表内の金額は2時間講演の場合の料金です。

※ 1時間延長の都度、0.5倍の料金が加算されます。

　 例）3時間講演：1.5倍／4時間講演：2倍

まとめ買い割引プラン ユニオンパック

2回以上の講演を開催される団体様向けの割引プラ

ンです。複数講演分のポイントをまとめてご購入い

ただくことで、講演料金が割安になります。

複数講演を一括前払いすると割安になります。

講演数が多くなるほど割引率が高くなります。

割
引
の
例

プランJ

2回分 まとめ買い

2時間講演
1回あたり 194,600円
3時間講演
1回あたり 291,900円

プランI

6回分 まとめ買い

2時間講演
1回あたり 148,400円
3時間講演
1回あたり 222,600円

プランH

10回分 まとめ買い

2時間講演
1回あたり 125,400円
3時間講演
1回あたり 188,100円

正規料金（税込）

2時間講演

330,000円
3時間講演

495,000円

1ポイント
あたり単価（税込）

ポイント
有効期間

7,260円 60講演 40講演

8,200円 51講演 34講演

9,300円 42講演 28講演

10,290円 33講演 22講演

10,860円 27講演 18講演

11,440円 21講演 14講演

12,330円 15講演 10講演

12,540円 10講演 6講演

14,840円 6講演 4講演

19,460円 2講演 1講演

2時間講演なら
（10ポイントご利用）

3時間講演なら
（15ポイントご利用）

プ
ラ
ン（
登
録
ポ
イ
ン
ト
数
）

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

600 ポイント

510 ポイント

420 ポイント

330 ポイント

270 ポイント

210 ポイント

150 ポイント

100 ポイント

60 ポイント

20 ポイント

プラン一覧

3年

1年

ユニオンパック導入規約 （2019年10月1日改定）

■対象団体
●労働組合、認可共済、労使共済、厚生年金基金、健康保険組合等の非営利活動団体に限
ります。

■ポイント管理
●ポイント管理団体ごとに団体登録手数料26,200円を申し受けます（税込、初回のみ）。
●ポイントは登録団体ごとに管理されます。
●ポイントは他団体へ無償譲渡できますが、有償譲渡（再頒布）は禁止しています。
●単組毎の登録を基本としますが、労連、産別、地協単位の登録も可能です。
●単組支部単位のポイント登録も可能です。
●組織統合等によるポイント移管もお受けしています。
●一度に600ポイント以上のポイント登録をご希望される場合、100ポイント単位で承り
ます。
●ポイントを消化した日の翌日から3年が経過した場合は団体登録が抹消されます。

■ポイント有効期限の起算日
●初めてポイントを使用した日（開封日という）の翌月から起算します。
●ただし、ポイント購入日から未使用のまま2年を経過した場合は、その翌日に開封した
ものとみなします。

■お支払方法
●現金または銀行振込が原則です。
●初回講演の前日までに支払いを完了してください（前日を過ぎると正規料金扱いとなり
ます）。
●ポイント有効期限内における分割払いも可能です。手数料（ポイント登録総額の3.5%）
がかかります。

■その他
●実費（交通費・宿泊費）は別途申し受けます。
●開催日より45日以上前の予約が必要です。
●キャンセル手数料は開催日までの残日数が15日以上の場合は無料、15日未満の場合は
●必要ポイント全額となります。
●必要ポイントは毎年4月1日に改訂いたします。

通常、2時間330,000円の講演料金が、初回に限り半額以下の

145,200円に！ 弊所の講演をお気軽に体験いただけます。

初回限定お試しキャンペーン

弊所の講演を他労組にご紹介いただくと、紹介された団体は初

回の講演が2時間145,200円の特別料金に！ さらに、紹介した団

体は2時間の講演を1回無料で開催いただけます！

ご紹介キャンペーン
2時間の講演が1回無料！
紹介した団体

A労組

FREE

初回講演が特別料金に！

56%OFF
紹介された団体

B労組

ご紹介

※講演料は紹介された団体に直接請求いたします（請求先は紹介した団体に変更できません）。

複数講演分のポイントをまとめてご購入いただくと、1回あたりの講演料金がお得になります。

最大78%OFFまとめ買い割引プラン

※記載の金額はすべて税込（消費税率10%の場合）です／キャンペーンは予告なく終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

正規
料金 330,000円例えば、2時間講演を1回開催する場合… のところ

ま
と
め
買
い
割
引
で

プランJ

2回分 まとめ買い
プランI

6回分 まとめ買い
プランH

10回分 まとめ買い

プランD

33回分 まとめ買い

2時間講演1回あたり

102,900円
69%
OFF

プランA

60回分 まとめ買い

78%
OFF2時間講演1回あたり

72,600円

まとめ買い割引プランの詳細は裏面で！

2時間講演1回あたり

194,600円
41%
OFF 2時間講演1回あたり

148,400円
55%
OFF 2時間講演1回あたり

125,400円
62%
OFF

56%OFF

FPI-J 生活経済研究所®長野

2019年10月版

講演割引プランのご案内
生活経済研究所®長野の講演をお気軽に体験いただける、初回限定のお試しプランをご用意しました。

また、他労組や関連団体にご紹介いただくと、紹介した団体も紹介された団体も

お得に講演を開催できる「ご紹介キャンペーン」も新たに登場。

この機会に、弊所の講演をぜひご体験ください。

　中面で人気講演を
公開中！
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… 演題番号 ｜ 講演固有のナンバリングです。お問い合わせの際などにお伝えいただくとスムーズです。#◯◯
※各講演の詳細や掲載されていない講演については、無料でお配りしている演題一覧冊子をご覧いただくか、弊所
までお問い合わせください。　※講演タイトル、内容等は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

これからの資産管理と資産運用

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。

#33 確定拠出年金運用セミナー＜基礎編＞

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方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判断できるようになります。

#53

1から学ぶ：暗号通貨（仮想通貨）

近年急速に広がっている仮想通貨。大手金融機関や中央銀行が将来の活
用を検討する一方で、投機的な動きに懸念を持つ意見も絶えません。いっ
たい仮想通貨とは何なのか？その仕組みと実態を基本から学びます。

#48 確定拠出年金運用セミナー＜中級編＞

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。

#54

早く知りたかった！一生役立つお金の構造

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おさえ、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。

#46 はじめて学ぶ：行動ファイナンス

資産運用は、技術的な問題だけでなく人間心理が大きく関わります。資産
運用に関わる人の意思決定にはどのような傾向があるのかを知り、次なる
行動に生かす講演です。

#49

資
産
運
用

○○の制度と賢い保障の掛け方

万一の際に必要なお金をすべて自分で準備する必要はありません。公的保
障と企業内保障・職域保障でまかなわれる部分があるからです。公的保障
を丁寧に解説し、企業内保障・職域保障を徹底活用する保障設計セミナー
です。

#1 自分で計算しよう！医療の必要保障額

適正に掛けることが何よりも大切なのは医療保障も変わりありません。高
額療養費や傷病手当金などの公的保障・企業内保障を解説し、自分できち
んと適正な医療保障額を計算する実践型セミナーです。

#8

自分で計算しよう！わが家の必要保障額

生命保障は適正に掛けることが何よりも大切です。掛け過ぎている人は減
らし、不足している人は保障を増やしましょう。他人に教わるのではなく、自
分できちんと適正額を計算する実践型セミナーです。

#3 不妊治療にかかるお金の話

不妊治療の実施件数は増え続け、いまや20人に1人が体外受精による新生
児です。治療を受ける女性の4割が40歳以上で、時間と費用の面で大きな
負担となっています。本セミナーでは、不妊治療費用とその対策を学びま
す。

#20

医療保障（共済・保険）の考え方と商品知識

誰もが気になる医療保障。なかでも一生涯守ってくれる終身医療保障を学
びます。本当に優れているのはどの保障団体なのか？比較を交えつつ良し
悪しを見極める普遍的な術を身につけます。

#7 がん保険の考え方と商品知識

日本人の死因第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障
について、商品選択のポイントや加入方法を学び、ご自身で最適ながん保
障を選択できるようになるためのセミナーです。

#29

生
命
保
障
・
医
療
保
障

住宅取得の基礎知識（ローン編）

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で
す。銀行や住宅会社に頼らずにご自身で適正額を求め、住宅ローンを有利に
活用するテクニックをマスターします。

#15 失敗しない家づくりゴールデンルール

住宅購入の失敗は、住宅会社、不動産業者、銀行や保険代理店等の相互の
関わり方を含め、業界構造に無知なことに起因します。家づくりの主導権を
売り手側から買い手側に取り戻す行動指針を、元住宅営業マンが伝授しま
す。

#19

住宅取得の基礎知識（諸費用編）

住宅取得費を抑えるためには、諸費用を事前に把握することが必須です。本
セミナーでは、初心者でも事前に諸費用を算出し、住宅取得の目的に沿って
賢く安価に住宅を取得するコツをお伝えします。

#17 子育てにかかるお金の備え

子どもにかかるお金の話として、教育費と保障（個人賠責、医療保障）を学
びます。効率的なお金の貯め方、売れ筋の医療共済・医療保険を比較するこ
とで、自らが考えて行動に移せるようにします。

#23 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、今まで誰も教えてくれなかった教育費対策
を学びます。返さなくていい奨学金の一覧も公開します。

#24

住
宅
・
子
育
て

火災・地震保障の考え方と商品知識

火災保障と地震保障体系立てて学び、いざ災害が発生したときに、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商品が有
利なのか？共済と保険の違いはどこにあるのか？有利な選択ができるよう
になります。

#40 自動車補償の考え方と商品知識

自動車補償は、いざ事故に遭遇して初めて自分の加入内容を知るケースが
ほとんどです。「こんなはずじゃなかった」とならないためにも、自動車補償
の加入方法と商品の選び方を学びます。

#45

自然災害の備えと共済・保険の選び方

近年増え続ける水災・風災・雪害・地震といった自然災害へどのように備え
たらよいのかを学びます。給付に着目して各共済や保険を分析・比較し、選
び方も身に付けます。

#41

損
害
保
障

知って得する年金セミナー

「私はもらえるの？」「いくらもらえるの？」老後の公的年金を基礎から学
び、退職後の生活を疑似体験します。退職時に貯蓄はいくら必要なのか、退
職後も働くべきなのか、そのためにはどうすればいいかが学べます。

#25 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、相続の基礎知識を押さえ、事前に
備えておくべき5つのポイントをお伝えします。

#36

帳票から読み解く：年金と税金

社会人になると毎年一度必ず目にしながらも、その中身を正しく理解しない
ままになっている帳票が「ねんきん定期便」や「源泉徴収票」です。読み解き
方を学び、生活に役立てるための講演です。

#26 相続後のうつす/やめる/もらう手続き

相続税は100人中7人しか課せられませんが、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。このセミナーには、いざという時に困
らないために、相続が発生する前から備えられる要素が満載です。

#37

セカンドライフを見据えたお金との向き合い方

20年以上に及ぶとい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。併せて、
退職後の資産管理や資産運用の基礎も押さえます。

#27 贈与にまつわる誤解と賢い対策

「贈与」という言葉は知っていても、いざ実行に移すと多くの疑問がでてくる
ものです。想定外の納税に備えるため贈与の本質を学び、ご自身で正しく判
断できるようになるためのセミナーです。最新の特例制度も学びます。

#35

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ

知って備える：介護の基本

いつ自分に降りかかってくる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ます。誤解されがちな介護保険を正しく体
系立てて学び、いまから準備するセミナーです。

#30 介護と仕事の両立対策

公的介護保険制度を事前に知り、経済的・精神的負担を抑制することに加
え、増加する「介護離職」の問題も取り上げます。現役世代がいかに老親介
護とかかわるべきか、介護と仕事の両立について考察します。

#31

介
護

執
行
部
・
書
記
局
向
け

労働組合における保障設計の実践

労働組合の団体向け共済の特性を理論的に学びます。組織加入や全員一
律加入の導入・拡充はどのように展開すれば最大効果を発揮できるのか？
組合員や議決等でも効用を伝えやすくなります。

#68 組合員を惹きつける話法（講演技法）

労働組合でセミナーを実施される方を対象とする演題です。分かりやすく
伝えるプレゼンテーション技術に特化し、弊所が積み上げてきた心がけ（舞
台裏）を開示します。「話法をきちんと学んでおきたい」という執行部や書記
局にお勧めです。

#84

若年層における保障設計の推進

保障離れが進むといわれる若年層に対する共済推進を考えます。若年層の
加入実態や周辺環境を正しく把握し、有効なアプローチ手法（話法）やロ
ジックを習得します。また、属人性を無くすために、組織内での仕組み化を
目指します。

#75 個別相談・セミナーの組み立て方

個別相談やセミナー講師の実践スキル向上させるセミナーです。個別相談
とセミナーの組み立ては別物に見えますが、ニーズ推察力が必須な点では
共通のスキルが求められます。また、知識を組織内で共有する手法について
も学びます。

#85

はじめて学ぶ：労働保険

日常では馴染みの薄い労働保険ですが、必要保障額を算出するにあたり、
企業内保障と併せて知るべき国の制度です。労働組合の現場で活用すべ
く、基本用語から労働基準法、労災法、雇用保険法について学びます。

#89

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

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。お金を増やすことで
豊かな生活が実現し、初めて意味があります。上手な家計はいかにして成り
立つのか。統計を基に家計コントロールを真正面から学びます。

#9 いくらまで掛けてもいいの？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
考えずにお金を使う人とでは、人生の豊かさが大きく分かれます。お金に振
り回されない人生を送るためのセミナーです。

#58

はじめて学ぶ：税金の基礎

「パート収入は103万円までに抑えた方がよいのか？」世に出回る俗説が本
当なのかどうかは、税金を学ぶと自分で正しく判断でき、豊かに生きる人生
の選択ができるようになります。

#38

はじめて学ぶ：携帯電話料金の見直し

「携帯電話料金を見直したいが、どこから手を付けたらいいかわからない」
という悩みを解消し、ご自身で最適プランの選択や格安SIMも視野に他社
への乗り換えができるようになるためのセミナーです。

#10 ライフプランと貯蓄の基礎知識

「一生でどれだけのお金を貯められるか」を計算することで、社会人は当初
から相当なペースで貯蓄をしていく必要があることに気づきます。貯蓄でき
る時期を知り、お金を上手にコントロールする術を学びます。

#60

おひとり様のライフプラン

全国の世帯総数の約3割を占める単独世帯（おひとり様）。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の立て方を考えます。

#14 テーマ　セレクト型セミナー

お金周りで頻繁に寄せられる質問をカードにして参加者に配布し、参加者
がセレクトした聞きたいカードを講師が解説します。会場ごとに選ばれる
カードが変わるため熱気を帯びるセミナーです。また、主催者には参加者の
ニーズ把握にも役立ちます。

#62

人気・新作講演一覧 弊所の講演ラインナップの中でも人気のタイトルや、新しく追加になったタイトルをご紹介します。

QRコードからWEB動画で概要解説をご覧いただけます。
… 過去3年間とも上位10位にランクイン中の人気タイトル … 新しく加わった新作タイトル


