出展企業・団体一覧（五十音順）
AIG 富士生命保険株式会社

■企業ＰＲ
富士火災海上保険株式会社の子会社として事業を開始し
て以来、2013年に保険業界の世界的リーダーであるAIG
のグループ会社として「AIG富士生命保険株式会社」に
社名を変更し、現在に至ります。2015年度においては、
病気やケガで入院した場合に一時金をお支払いする
『医療ベスト・ゴールド』、法人向け商品『生活障がい定期
保険』
を発売しました。常にお客さまの目線で考え、お客さ
まのニーズを起点としたアイディアをもとに独自性豊かな
商品・サービスを開発し、提供することに努めております。
■出展内容
「11分の1」
この数字は何の数字だと思いますか？今、
日本
人女性の11人に1人が生涯のうちに乳がんにかかると言わ
れています。女性のがんのトップですが、早期発見できれ
ば治癒率が高い病気です。乳がんが「見つかること」は恐い
かもしれません。
しかし
「見つかること」
よりも
「知らないまま」
過ごすことの方が本当に恐いのではないでしょうか。当社
ブースでは乳がん触診体験コーナーを設置いたします。
ぜひ触診モデルで「しこり」
を体験いただき、乳がんの早期
発見の大切さ、
万が一の備えについて考えてみませんか？

株式会社 東京アプレイザル

■企業ＰＲ
当社は1981年に創業した不動産鑑定と年間200講座を
超えるセミナー事業を中心とする会社です。
鑑定業務においては数千件の実績があり、
とくに相続に
精通したエキスパートを揃えており、相続分野ではトップ
クラスの実績を有しております。
セミナー事業部門では、相続・資産税実務・事業承継など、
高度な技能と知識を要求される士業および専門家の方々
を対象に、社会情勢や税制改正の動きなどに目配りを
しながら、
「 基本の徹底」
「 最新情報の入手」
「 豊富な実務
経験にもとづく事例紹介」などを重視した講座を展開する
よう図っております。
■出展内容
当社の不動産鑑定部門が得意分野とする「広大地判定」に
ついて、今春出版した書籍【実例でわかる！広大地評価〜
制度理解と適用判断】
（清文社）を会場ブースにて展示販売
し、
『広大地判定に関わる無料机上診断』の制度をご紹介し
ます。また、年間200講座を超える専門家向けセミナーの
講座案内およびスケジュールを展示すると共に、定期的に
大阪にて法律・税務・相続・事業承継などについてのセミ
ナーを開催している
「大阪定額クラブ」の制度（毎月3講座の
セミナーを実施しています）についてもご案内いたします。

FPK 研修センター株式会社

■企業ＰＲ
〜FPK研修センターは、平成6年の開設以来、皆様に支え
られ、FP一筋22年！〜
独立系FP専門会社を母体として
「社会に役立つFP実務者
の育成とFPの啓蒙」を目的に、FP資格取得と仕事や生活
などに活かせる知識と心の習得に主眼を置いた教育を
続けています。これまでのAFP認定研修等の受講者は
約21,000人、
またCFP®資格試験対策講座等の受験講者は
延べ9,000人以上を輩出し、長年のFP教育経験から生まれ
たオリジナル教材、継続研修及びライフプランソフトなど
は、皆様のお役に立つと確信しております。
■出展内容
〜期間限定FPフェア価格にて申込み実施中〜手にとって
ご覧ください。
①CFP®精選過去問題集：アマゾン「CFP®・ファイナンシャルプラ
ンナー」検索で常に上位。いまやCFP®試験には必須アイテム。
②CFP®通信講座：充実の教材で合格への近道を。
レベルにあわ
せて4コースを準備。
③WEB継続単位取得講座：自宅で最大60単位取得可能！お値段
5,300円。(1単位換算88円）
④KMC会員募集：FPの実務•実践を会員サービスでバックアップ。
⑤ライフプランニングソフト

日経メディアマーケティング株式会社

■企業ＰＲ
当社は日本経済新聞社の100％子会社で「日本経済新
聞 電子版」や「日経テレコン」など日経グループを中心
としたさまざまなデジタルコンテンツを販売しています。
当社が取り扱うサービス数は100種類以上。信頼性の
高い情報をお客様のニーズに合わせてご提供できる
ことが強みで、一般事業会社、金融機関、官公庁、教育
機関など業界・業種を問わず幅広い分野でサービスを
ご活用いただいています。
■出展内容
新聞の信頼性と、デジタルならではの速報性・機能を兼
ね備えた「日本経済新聞 電子版」。サービス開始以降、
非常に多くのお客様にご利用いただいています。日経
の朝刊・夕刊に掲載される記事はもちろん、電子版オリ
ジナルの記事・コラムを豊富に収録。また記事の検索
やアラート機 能 を 使えば 、お 探しの 情 報 を 効 率 的 に
探し出すことができます。当ブースにお立ち寄りいただ
いた方には、お得な申込特典をご用意しています。ぜひ
お気軽にお立ち寄りください。

株式会社 近代セールス社

■企業ＰＲ
当社は創業60周年を迎える金融総合出版社です。
月刊誌
『FinancialAdviser』
をはじめ『近代セールス』
『バンクビジ
ネス』などの定期刊行物、FP関連書籍の発刊および通信
教育、
『FP手帳』
『ファイナンシャル・デスクダイアリー』など
の各種手帳、セミナー、研修など金融機関の営業現揚で
役立つ情報、教育教材の提供など、金融に関する情報・
教育の分野で独自の商品・サービスを展開しています。
■出展内容
◎2017年版『FP手帳』FPビジネスに欠かせない専用ダイ
アリーとして毎年利用者が拡大。特別価格2,000円にて
販売いたします。
◎月刊誌『FinancialAdviser』の紹介。
◎通信教育『FPフォローアップ講座』の紹介
◎出版書籍では金融商品、税金、年金のポケットブック
3点をはじめ、
ご来場の皆様の活動に役立つFP関連書
籍を多数とりそろえ割引価格でご提供します。

株式会社 ノースアイランド

独立行政法人 勤労者退職金共済機構

■企業ＰＲ
勤労者退職金共済機構は、独力では退職金共済制度を
確立することが困難な中小企業を支援する中小企業退職
金共済制度および、勤労者自身の計画的な貯蓄による
財産形成と住宅取得の促進を事業主を通じて支援する
勤労者財産形成促進制度を運営し、社内の福利厚生を
充実させることで働く方々が意欲をもって安心して働く
ことができ、事業主の方々にとっても優秀な人材確保が
図られるようさまざまな取組みを行っています。
FPフェアでは、
このうち勤労者財産形成促進制度について
皆様にご紹介します。
■出展内容
働く方の資産形成を国と事業主が支援する勤労者財産形
成促進制度（財形制度）は、
「 財形貯蓄制度」
と
「財形持家
融資制度」から構成されております。
その財形制度につい
て、制度内容や制度導入によるメリットを事業主様の立場
から、また、勤労者様の立場から分かりやすくご案内し
ます。この ほ か 、
「 人 生 の イベントに 必 要 な お か ね の
平均額」
をパネルで展示し、FPの方を始め、来場者の方に
とって役立つ資料を用意しておりますので、ぜひこの機会
に当機構ブースにお立ち寄りください。

株式会社ビービーシー

TAC 株式会社

■企業ＰＲ
「資格の学校TAC」及び「Wセミナー」のブランドで、公認
会計士・税理士をはじめとして不動産鑑定士・中小企業診
断士・社会保険労務士・公務員
（国家総合職・国家一般職・
地方上級、警察官・消防官、理系技術職等）
・司法試験・
司法書士などの資格試験に対する受験指導を行い、高い
合格実績をあげています。FPについても、AFP資格および
CFP®資格に加えて、FP技能検定3・2・1級すべての試験に
対応した講座を実施しています。
■出展内容
FPとして実践力を要請するFP実務講座、知識の維持・
更新に役立つ継続教育研修講座、AFP資格からのステ
ップアップを目指すCFP®資格試験対策講座などのご紹介
をいたします。

一般財団法人 ゆうちょ財団

■企業ＰＲ
弊社は創業31年目
（2004年より社名を㈱ノースアイランド
に変更）
を迎えるFP会社の老舗で、
日本における本格的な
FPサービスの普及と定着に務めています。FPがいつでも
身近にいる生活の実現と、ライフプランをベースとした
自己選択の重要性を広めるべく、FP教育にも注力してい
ます。
また、弊社が創業以来培ってきたノウハウの数々を
FPサポートとして個人向け・企業向け・金融機関向けに
提供しています。
特にWebを通じての情報発信や継続研修、
FP相談に役立つiPad等のツールの提供をはじめとしたFP
向け会員サービスは実践的であると好評を博しています。

■企業ＰＲ
株式会社ビービーシーは昭和50年の創業以来、士業の
先生方の業務支援ソフトの開発・販売を行っています。
昨今よく耳にする
「士業連携の重要性」。弊社が展開する
「2in1winシステム」では、
「 士業ネットワークの拡大」を
スローガンに掲 げ、士 業 間で のソフトウェアを通した
スムーズな連携を目指して、
より優しく、
より高度な機能を
ご案内しています。従来の司法書士、土地家屋調査士の
先生だけに留まらず、税理士、弁護士、行政書士から金融
機関や不動産会社の担当者まで、多くのユーザー様に
支えられ、未来に向けて成長を続けています！

■企業ＰＲ
一般財団法人ゆうちょ財団は、個人の貯蓄活動や郵便局
等のサービスの利用増進に関する調査研究、研究助成の
ほか、手紙文化の発展に関する事業、国際ボランティア
活動支援ならびに金融教育・相談等の公益事業を推進
しています。
このうち金融教育・相談等事業では、知的障がい等のある
人に対するお金の管理や金融被害防止のための金銭管理
講座の開催や、大規模災害の被災者等に対する無料相談
会の開催などを行っています。
また、NPO法人等の活動に
係る活動費の助成を行う活動助成事業も実施しています。

■出展内容
Webで受講できる継続研修「FP単位とる蔵」、FP向け会員
サービス「i-land liver」のサービス内容をお伝えします。
Web版継続研修「FP単位とる蔵」は経験豊かな講師陣を
揃え、
ご希望のセミナーを自由にお選びいただけます。15単
位3,000円、30単位5,500円と低価格ながらも、弊社の永年
にわたるセミナー実績を基に高品質な研修を提供いたしま
す。FP向け会員サービス「i-land liver」では「FP単位とる蔵」
のポイント付与、相談時にPCやスマホで使えるFPアプリ、
情 報レジュメのダウンロード サ ー ビス 、顧 客 用 マ ネ ー
レポート等、
FPビジネスに役立つ情報についてご紹介します。

■出展内容
「 相 続 は 1 0 0 通りで もソフトはこれ 一 つ！」をキャッチ
コピーに掲げる2in1win相続管理システムのご紹介です。
申告書作成はもちろん、節税シミュレーション、提案書作
成、かげ地、株式の自動計算や登記情報取り込み等便利
な機能が当ソフト一つですべてお使いいただけます。
導入済みの先生からは「圧巻です！」
との声をいただく
ことも！また注目分野の「成年後見システム」
もご用意して
います。当日はぜひ、実際に見て触って、その驚きの機能
を体感してください。
もちろん弊社の他ソフトもご覧いた
だけます。出展ブースにてお待ちしております！

■出展内容
①知的障がい等のある人のお金の管理や親なき後の
対 策 などを 内 容とする「 知 的 障 が い 者 等 に 対 する
金融教育講座」の紹介
②知的障がい等のある人を対象にした金融教育講座の
講師や啓発活動等を実施する人を養成する
「金融教育
支援員養成講座」の紹介
③NPO法人等が実施する金融相談会・金融教育等の活動
に係る活動費を助成する
「活動助成事業」の募集案内
④FP向け継続教育セミナー・講座の案内

