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シグマベイスキャピタル株式会社　事業案内 巻末

サンプル教材をご提供します

法人のお客様を対象にお申込みをご検討いただくためのサンプルをご提

供しています。

請求方法につきましては、弊社 HP「通信教育」にてご確認ください。

https://www.sigmabase.co.jp/correspondence/order_c.html

※ 個人のお客様は対象外とさせていただきます。ご了承ください。
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※税込表示（消費税率 8％で表示しています）

（か月） （円）

 　マークがついている講座は、e ラーニング講座です。

　マークがついている講座は、日本 FP 協会の継続教育対象講座です。

e
FP

FH 不動産評価入門コース ★★★ 2.5 16,200 14

RM リバースモゲージ入門コース ★★ 1 9,720  15

不動産評価

CB コーポレート・ファイナンス入門コース ★ 2 13,500 13

CF コーポレート・ファイナンス基礎コース ★★★★ 3.5 20,520  13

KZ 企業会計と財務分析Σ３級コース ★★★ 3.5 15,120 14

企業財務

ZK 実践株式コース ★ 1 16,200 6

BB 2 時間で分かる債券の基礎コース ★ 1 7,560 6

SB 債券銘柄の選び方初級コース ★ 3 23,760 7

P3 債券・株式・ポートフォリオ入門コース ★★★★ 3 21,600 7

J3 国債投資Σ３級コース ★★★ 3.5 20,520  8

TB テクニカル分析初級コース ★★ 2 9,720  8

TI テクニカル分析中級コース ★★★ 1 16,200  9

TC テクニカル・ファンダメンタルコンビネーション分析コース ★★★ 2 19,440 9

FB ファンダメンタル分析初級コース ★★ 2 13,500 10

FI ファンダメンタル分析中級コース ★★★★ 2 16,200 10

BT 行動経済学で学ぶトレード心理と戦略コース ★★ 3 22,140 11

SU Excel で学ぶ市場の数学コース ★★★ 1 10,800 11

FK ファイナンス基礎コース ★★★ 3 58,320 12

FK1 ファイナンス基礎コース　Part1 ★★★ 3 19,440 12

FK2 ファイナンス基礎コース　Part2 ★★★ 3 19,440 12

FK3 ファイナンス基礎コース　Part3 ★★★ 3 19,440 12

投資・リスク管理

ER 経済・景気・相場の読み方コース ★ 3 17,660 4

KB 金融マーケット入門コース ★ 3 18,200 4

KS 金融証券ビジネスの基礎知識コース ★ 3 21,600 5

BD 債券数理／デリバティブ入門コース ★★ 3 19,820 5

金融基礎知識

コード コース名 難易度 期間 受講料
※

備考 頁

講座一覧
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e

e FP

e FP

e FP

e FP

金融数理

金融英語

その他

M3 金融数理Σ３級コース ★★★★ 3 21,600 15

EF 英語で学ぶ金融基礎知識コース ★★★★ 3.5 21,600 22

BG 貿易実務のための外国為替コース ★★★ 3 22,680 23

KI 知っておきたい介護・医療・相続の 新事情コース ★★ 2 16,200  23

AK 「預かり資産獲得プログラム」コース ★★ 1 15,120  24

DK 誰でも使える「確定拠出年金」コース ★ 1 6,480  24

e
e
e
e
e

GA2 二種外務員 短合格コース - 2 11,340 25

GA1 一種外務員 短合格コース - 2 11,340  25

- PB コーディネーター資格取得コース - 3 - 26

- プライマリー PB 資格取得コース - 6 - 26

- シニア PB 資格取得コース - 6 -  26

資格試験対策

コード コース名 難易度 期間 受講料
※

備考 頁

※税込表示（消費税率 8％で表示しています）

（か月） （円）

 　マークがついている講座は、e ラーニング講座です。

　マークがついている講座は、日本 FP 協会の継続教育対象講座です。

e
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FP
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FP

FP
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e FP

e FP

e FP

FP

FP

デリバティブ等金融商品

NB 日経 225 オプション・トレーディング初級コース ★★ 2 23,760 16

NI 日経 225 オプション・トレーディング中級コース ★★★★ 2 34,560  16

D3 デリバティブ（金融派生商品）入門コース ★★ 3 12,960 　17

F3 フューチャー業務初級コース ★★★ 2.5 16,200 　17

O3 オプション業務Σ３級コース ★★★ 3.5 20,520 18

O2 Excel ファイル付き　オプション業務Σ２級コース ★★★★★ 3 30,240 18

S3 スワップ業務Σ３級コース ★★★ 3.5 20,520 19

S2 Excel ファイル付き　スワップ業務Σ２級コース ★★★★★ 3 30,240 19

SG 仕組み債・外債超入門コース ★★★ 3 20,520 20

SI 1 か月で学ぶ仕組み債コース ★★★★ 1 10,800 20

SK 仕組み債の知識Σ２級コース ★★★★★ 3.5 25,920 21

SZ 証券化業務Σ３級コース ★★★ 3.5 24,840 　21

CD クレジット・デリバティブΣ３級コース ★★★ 3.5 24,840 　22



FP

カリキュラム

e ラーニング講座

経済・景気・相場の読み方コース

ねらいと特色 対象者

本コースではまず、普段何気なく使っている「経済・景気が良くなっている、悪くなっ

ている」という表現がどのような根拠によるかを解説します。

次にそのような判断に基づき、政府や中央銀行である日銀がどのような行動をとるの

かを学習します。

後に、経済の血流・血圧ともいえる金利・株価・為替相場がどのように反応するの

かを理解する知識を修得します。

ビジネスパーソン全員

特に、新人やマーケット業務に携わる方

　　第１章　経済・景気の読み方

　１．経済を見る視点

　２．GDPと計算方法

　３．GDPと三面等価の原則

　４．GDP統計とGDPデフレーター

　５．GDPの内訳分析

　６．政府の月例経済報告

　７．日銀短観による景気判断

　８．景気動向指数による景気判断

　９．生産・分配・雇用面からの分析

１０．金利と物価

　　第２章　政府と日銀の経済政策

１１．景気対策（財政政策と金融政策）

１２．日銀当座預金と決済機能

１３．準備預金制度

１４．マネーストック

１５．銀行と信用創造

１６．日銀の金融政策

１７．海外取引と経済・景気の関係

　　第３章　経済・景気と相場の関係

１８．為替レートと貿易・金融取引の関係

１９．景気、金利、株価、為替の動きの関係

２０．株価は景気を映す鏡

難易度 ★☆☆☆☆
受講期間 3 か月

動画 約 4 時間

テキスト 1 冊

テスト 1 回

受講料 17,660 円（税込）

ビジネスや投資の基本はこれでバッチリ！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

4

カリキュラム

　　第１章　金融マーケット概観

　１．金融とは

　２．金融取引の種類

　３．金融市場の分類

　　第２章　短期金融市場

　１．短期金融市場とは

　２．日銀と短期金融市場の関係

　３．日銀の金融政策と経済の関係

　４．インターバンク市場

　５．オープン市場

　　第３章　長期金融市場（１）債券市場

　１．債券とは何か

　２．債券の種類

　３．国債について

　４．債券の発行市場

　５．債券の売買

ねらいと特色 対象者

各種金融マーケットについての基礎知識をたくさんの図解入りで学習できます。

短期金融マーケット（コール・手形市場、オープン市場）、公社債市場、株式市場、

外国為替市場の仕組みと具体的取引内容・機能について学びます。

マーケット業務に携わるビジネスパーソン

金融機関に入社する予定、入社したばかりの新人の方

「経済・景気・相場の読み方コース」を受講した方

　　第４章　長期金融市場（２）株式市場

　１．株式とは

　２．株式の種類

　３．株式の発行

　４．株式の流通市場

　５．株価指数

　６．投資指標

　　第５章　外国為替市場

　１．市場の仕組みと建値方法

　２．スポット取引

　３．手数料

e ラーニング講座

金融マーケット入門コース
難易度 ★☆☆☆☆

いろいろなマーケットの仕組みが分かる！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

受講期間 3 か月

動画 約 3 時間

テキスト　1 冊

テスト 1 回

受講料 18,200 円（税込）　

課目：金融　単位：AFP 6.0 / CFP 6.0

FP 課目：金融　単位：AFP 6.5 / CFP 6.5



FP 課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 15.0

カリキュラム

e ラーニング講座

金融証券ビジネスの基礎知識コース

ねらいと特色 対象者

金融マーケットの も基礎的で重要な金利についての考え方や計算方法、また、その

基礎的な商品より派生するデリバティブについて解説します。

理論的だけではなく実務面もきちんと身に付けられるよう、構成しています。

具体例など豊富に用いることで、前提知識を持たない人でも理解しやすい内容となっ

ています。

新たにマーケット部門へ配属された金融機関の方

金融商品・派生商品作成に関わる業務に携わる方

金融証券ビジネスに初めて関わる方

金融関連システム開発関係者

「経済・景気・相場の読み方コース」「金融マーケット

入門コース」を受講され、次のステップに進みたい方

　　第１章　金利と収益率計算の基本

　１．金利表示

　２．単利と複利

　３．収益率

　　第２章　債券利回り

　１．債券利回りの計算

　２．スポット・レート

　３．フォワード・レート

　　第３章　金融商品の理論価格

　１．理論価格

　２．現在価値とディスカウント・ファクター

　３．ディスカウント・ファクターと

スポット・レート

　　第４章　デリバティブとは

　１．デリバティブ取引の概要

　　第５章　スワップ取引

　１．スワップ取引とは

　２．金利スワップ

　３．通貨スワップ

　　第６章　先物取引

　１．先物取引とは

　２．フューチャー取引

　３．先物の理論価格

　　第７章　オプション取引

　１．オプション取引とは

　２．オプション取引の損益

　３．オプション価格に影響を与える要因

　４．日経平均オプション

　５．オプション・ストラテジー

難易度 ★☆☆☆☆
受講期間 3 か月

テキスト 3 冊

テスト 3 回

受講料 21,600 円（税込）

金融基礎力がぐっと身に付く！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

債券数理／デリバティブ入門コース

ねらいと特色 対象者

金融パーソンとして知っておくべき基本知識を凝縮した内容です。 

丁寧に説明するスタイルで、どなたも無理なく学ぶことができます。

『日銀の金融政策』や『財務諸表』の見方、『債券数理』、『デリバティブ』など、

初学者には障壁の高い項目は特に丁寧に説明しています。

金融機関に入社する予定、入社したばかりの新人の方

事業会社の財務部門の方などで金融の基本を学びたい方

分かり易いテキストで金融や経済を基礎から学びたい方

　　第１分冊　経済と株式の基礎知識

Ⅰ　経済の基礎知識

　１．経済のしくみ

　２．景気のしくみ

　３．物価のしくみ

　４．金融のしくみ

　５．グローバル経済

Ⅱ　株式の基礎知識

　１．株式の基礎

　２．企業財務諸表入門

　３．株式分析指標入門

　４．株価チャート入門

　　第２分冊　債券と債券数理・外国為替

・投資信託の基礎知識

Ⅰ　債券と債券数理の基礎知識

　１．債券の基礎知識

　２．債券数理の基礎

　３．債券投資のリスク

Ⅱ　外国為替の基礎知識

　１． ｢外国為替｣とは何か？

　２．外国為替市場

　３．外国為替のレート表示

Ⅲ　投資信託の基礎知識

　１．投資信託の基礎知識

　２．投資信託の種類

　３．投資信託実務用語の解説

　　第３分冊　デリバティブの基礎知識 

Ⅰ　スワップの基礎知識

　１．スワップ取引　２．金利スワップ

　３．金利スワップの利用方法

　４．通貨スワップ

　５．スワップ・プライシング理論入門

Ⅱ　フューチャーの基礎知識

　１．フューチャー取引

　２．フューチャー取引の仕組みと制度

　３．代表的なフューチャー取引

　４．フューチャーの価格

Ⅲ　オプションの基礎知識

　１．オプション取引

　２．オプション取引の仕組みと損益

　３．代表的なオプション取引

　４．オプションの価格

難易度 ★★☆☆☆
受講期間 3 か月

動画 約 3 時間

テキスト 1 冊

添削課題 1 回

受講料 19,820 円（税込）

カリキュラム

3 時間でまずこれだけは！

課目：金融　単位：AFP 6.5 / CFP 6.5FP

5

詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。



FP 課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 15.0

FPe ラーニング講座

２時間で分かる債券の基礎コース
難易度 ★☆☆☆☆

債券の基礎はこれでバッチリ！

課目：金融　単位：AFP 3.5 / CFP 3.5

債券について、基本的事項から利回り、取引実務まで、誰でも身につけておきたい

内容を凝縮しています。

債券について分かりやすく学ぶことができます。講義時間はわずか２時間で、非常

にコンパクトな講座です。

コンパクトな講座ですが、利回りの計算方法とその意味や、債券の価格が何故変動

するかといった、初心者がつまづきがちなポイントを丁寧に解説しています。

金融機関に入社したばかりの新人の方 

これからＦＰや証券アナリストの学習を始める方

債券について分かりやすい教材をお探しの方

カリキュラム

e ラーニング講座

実践株式コース

ねらいと特色 対象者

株の基礎知識から自分で投資運用できるまでを学びます。

オリジナルテキストと修了テストにより、マイペースで確実にスキルを習得できます。

これから株式投資を始めようとお考えの方

金融機関に入社する予定、入社したばかりの新人の方

　　第１章　株式投資の魅力

　　第２章　賢者は歴史に学ぶ

　　第３章　株式投資に必要な金額は？

　　第４章　株の怖さを知っておこう

　　第５章　基本的な用語をマスターして

おこう

　　第６章　儲かる株の探し方１

（どういう手法があるか）

　１．自分で調査し納得したものを買う

　　　（ボトムアップ・アプローチ）

　２．どういう時に株は上がるの？

（トップダウン・アプローチ）

　３．確率５割以上を目指すこと

（テクニカル分析）

第７章　儲かる株の探し方２（ボトムアッ

プ・アプローチ その１）

　　第８章　儲かる株の探し方３（ボトムアッ

プ・アプローチ その２）

　　第９章　儲かる株の探し方４

（トップダウン・アプローチ）

　　第 10 章　儲かる株の探し方５

（テクニカル分析 その１）

　　第 11 章　儲かる株の探し方６

（テクニカル分析 その２）

　　第 12 章　売る時はどうしたらいいの？

　１．難しい売りどきの決め方

　２．損切りの仕方

　３．やっと買値に戻った場合

　４．思った以上に株価が上昇した場合

　５．動かない株の場合

　６．業績の良い会社の場合

　７．評価損も損のうち

　　第 13 章　ちょっと高度な売買手法

　　第 14 章　株価が上がる以外の得する話

　　補講　口座の開き方

難易度 ★☆☆☆☆
受講期間 1 か月

テキスト※ 1 冊

テスト 1 回

受講料 16,200 円（税込）

口座開設から分析方法までやさしく説明します！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

※テキストは PDF ダウンロード形式です

紙媒体は付属しません
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ねらいと特色 対象者

　　第１章　債券の基礎

 １．債券とは何か

 ２．実際の債券の例

 ３．債券の特徴

 ４．債券の種類

　　第２章　債券の価格変動のしくみ

 １．債券の価格は何故変動するか

 ２．「信用リスク」の問題

 ３．格付けについて（補足）

　　第３章　債券の利回り

 １．債券の利回りとは

 ２．単利利回りの計算式

 ３．単利利回りの意味

 ４．利回りから価格を計算する

 ５．利回りと価格の関係

 ６．複利利回り（参考）

　　第４章　債券の実務知識

 １．債券の発行方式

 ２．債券の売買

 ３．経過利息

　　第５章　主な債券の種類と特徴

 １．国債

 ２．地方債

 ３．政府関係機関債

 ４．事業債

 ５．外債

受講期間 1 か月

動画 約 2 時間

テキスト・スライド　各 1 冊

テスト 1 回

受講料 7,560 円（税込）

カリキュラム

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。



カリキュラム

受講期間 3 か月

テキスト 3 冊

添削課題 3 回

受講料 21,600 円（税込）

債券・株式・ポートフォリオ入門コース
難易度 ★★★★☆

証券アナリスト「証券分析」はこれでバッチリ！

ねらいと特色 対象者

証券アナリスト１次試験の「証券分析」にほぼ沿った内容となっています。

β値の意味やデュレーションなど、実務的にも重要な知識を重点的に説明しています。

証券アナリスト試験の証券分析が苦手だという方

しっかりと基礎から証券分析を学びたいという方

投資顧問、運用業務に携わる方

カリキュラム

　　第１分冊　債券

１．債券投資のための基本となる金利計算

２．債券の価格とその計算方法

３．債券の利回りとその計算方法

４．イールド・カーブの知識

５．債券投資のリスク

６．債券のデュアレーションとその利用方法

　　第３分冊　ポートフォリオⅡ& 株式

＜ポートフォリオⅡ＞

１．市場モデル (Market Model)

２．資本資産評価モデル

　　(Capital Asset Pricing Model)

３．ポートフォリオのパフォーマンス評価

＜株式＞

１．株式の投資尺度

２．株式評価モデル

３．株式の投資収益率

　　第２分冊　ポートフォリオⅠ

１．証券分析の基礎

２．ポートフォリオの｢収益率の期待値｣とリス

ク｢収益率の分散・標準偏差｣

３．投資機会集合と最適ポートフォリオ

４．  ｢収益率の期待値｣と｢収益率の分散・標準

　　偏差｣の推定

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 15.0FP

　　第１章　基礎知識編

　１．債券市場と債券投資

　２．個人向け国債・地方債投資

　３．社債の分類

　４．個人向け社債の銘柄

　５．個人向け社債の動向

　６．債券の利回りと既発債市場の仕組み

　７．債券の信用リスク

　８．債券の格付け

　９．国債スプレッドと格付け遷移リスク

１０．格付け別利回り曲線

１１．債券の市場リスクと流動性リスク

　　第２章　ケーススタディ編

　１．国債、地方債投資

　２．普通社債投資（オリックス第 178 回）

　３．普通社債投資（楽天第 2 回）

　４．普通社債投資（小田急電鉄第 65 回）

　５．普通社債投資（近畿日本鉄道第 84 回）

　６．普通社債投資（クレディセゾン第 52 回）

　７．普通社債投資（東芝第 60 回）

　８．普通社債投資（四国電力第 283 回）

　９．普通社債投資（ソフトバンク第 45 回）

１０．普通社債投資（ソフトバンク第 46 回）

１１．ソフトバンク普通社債の分析

ねらいと特色 対象者

途中売却が難しい債券投資の最重要ポイントとなる銘柄選びについて学習します。

様々な種類（国債、地方債、社債、サムライ債、ユーロ債、外貨建て債など）や付

与される条件（社債間限定同順位特約付、期限前償還条項付、劣後特約付きなど）

について解説しています。 

特別な「仕組み」を持つ仕組債についても解説しています。 

たくさんの選択肢から投資家の選好を満たす選定の基礎知識と方法が修得できます。

証券会社の債券営業、銀行の国債窓販業務に携わる方

投資機関として債券運用に携わる方

１２．期限前償還条項付社債（劣後特約付）

 　　  投資とベイルイン特約

１３．サムライ債投資

１４．外貨建て社債投資

１５．ノックインタイプの仕組債投資

e ラーニング講座

債券銘柄の選び方初級コース
難易度 ★☆☆☆☆

債券営業・債券運用の必須知識！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

受講期間 3 か月

動画 約 4 時間 30 分

テキスト　1 冊

テスト 1 回

受講料 23,760 円（税込）　

7

詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 9.0FP



国債投資Σ３級コース

ねらいと特色 対象者

利回りの分析からスポット･イールドの算出、デュレーションの意味と使い方まで、

債券投資の基本が理解できます。

一般債は対象に含まれないのでクレジット投資の議論は対象外ですが、債券投資

のみならず、金利商品全般の理解に役立つ内容です。

債券投資の基本理論を学びたい方

デリバティブや投資理論の勉強の第一歩としてきっちり

金利の勉強をしたい方

　　第１分冊　国債市場と国債の価格

Ⅰ　国債市場と市場のしくみ

　１．国債市場の規模と国債の種類

　２．国債の発行市場と流通市場

　３．国債の相場表

Ⅱ　債券投資のための基本となる金利計算方法

　１．収益率

　２．単利計算と複利計算 

　３．時間選好・時間価値 

　４．キャッシュ・フローの時間価値 

　５．スポット・レート 

Ⅲ　債券の価格とその計算方法 

　１．債券価格計算の基礎 

　２．利払い期の途中における債券価格の算出 

　３．スポット・レート変化と債券価格変化の

　　　関係 

　　第２分冊　国債の利回りとイールド・カーブ

Ⅰ　債券の利回りとその計算方法

　１．債券利回りの種類

　２．最終利回りの計算

Ⅱ　イールド・カーブの知識

　１．イールド・カーブの種類

　２．利回りの期間構造理論

　３．スポット・レート曲線から最終利回り曲

　　　線、パー・レート曲線への展開

　　第３分冊　投資戦略策定の基礎 

Ⅰ　債券価格の金利感応度

　１．価格と最終利回りの関係

　２．価格変化額と価格変化率

　３．金利感応度に及ぼすクーポン効果と残存

　　　期間効果

Ⅱ　債券のデュアレーションとその利用方法

　１．マコーレイ・デュアレーション

　２．修正デュアレーション

　３．債券価格の金利感応度指標としての修正

　　　デュアレーション

　４．債券ポートフォリオのデュアレーション

Ⅲ　イールド・カーブ変化と時間経過への対応

　１．修正デュアレーションの効用と限界

　２．スポット・レート曲線変化と時間経過の

　　　総合判断

Ⅳ　国債投資の ALM 

　１．国債投資の ALM とは 

　２．国債投資の ALM の諸手法 

難易度 ★★★☆☆
受講期間 3.5 か月

テキスト 3 冊

添削課題 4 回

受講料 20,520 円（税込）

カリキュラム

債券投資とは何かがわかります！

テクニカル分析初級コース
難易度 ★★☆☆☆

基礎から学ぶ！

ねらいと特色 対象者

テクニカル分析を体系的、網羅的に学ぶことのできる講座です。

具体例やチャートなどを豊富に盛り込み、実践的に学ぶことができます。

テクニカル分析を基礎から学びたい方

テクニカル分析を体系的に学びたい方

カリキュラム

　　第１部　トレンド分析からローソク足分析

まで

　１．テクニカル分析のアプローチ法と分類

　２．4 本値と最高値・最安値

　３．メジャー・トレンドとマイナー・トレンド

　４．トレンドの形成

　５．パターン

　６．パターンの利用法

　７．バーチャートとローソク足

　８．ローソク足の見方① ～基本

　９．ローソク足の見方②

～ 1 本のローソク足

１０．ローソク足の見方③

～ 2 本以上のローソク足

１１．ギャップ

　　第２部　移動平均からさまざまな応用分析

まで

１２．移動平均線 

１３．擬似モメンタム系テクニカル分析 

１４．モメンタム分析系テクニカル分析 

１５．ROC 

１６．オシレーター 

１７．RSI 

１８．チャイキンズ・ボラティリティ 

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 7.5FP
e ラーニング講座

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

１９．出来高 

２０．逆ウォッチ曲線 

２１．OBV 

２２．複数の技法の組み合わせ 

２３．グランビルの日々指数

　（短期テクニカル法則）

受講期間 2 か月

動画 約 4 時間

テキスト 1 冊

テスト 1 回

受講料 9,720 円（税込）

※従来の「テクニカル分析Σ３級コース」を e ラーニング講座として全面改訂しました。
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FP 課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 11.0

FPe ラーニング講座

テクニカル・ファンダメンタル
コンビネーション分析コース

ねらいと特色 対象者

証券分析で代表的なテクニカルとファンダメンタルを組み合わせた判断方法が習得

できます。

証券分析で代表的な２つのテクニックですが、それぞれを学習している人は多くい

るものの、具体的に組み合わせて分析を行うことについて理解している人は多くあ

りません。２つのテクニックを組み合わせることで見えてくる投資におけるポイン

トなど、具体的・実践的に解説いたします。

難易度 ★★★☆☆
受講期間 2 か月

動画 約 5 時間

テキスト　1 冊

テスト 1 回

受講料 19,440 円（税込）

　　第１章　投資と投機の違い

　　第２章　長期投資で見るべきポイント

　　第３章　投資期間の読み方

　　第４章　日経平均株価の値動きのパターン

　　第５章　ファンダメンタルの要因からみる

ローソク足の見方

　　第６章　2 つのテクニックから見る短期の

値動きの読み方

　　第７章　テクニカル指標

　（トレンド追随型指標）

　　第８章　テクニカル指標

（オシレーター系指標）

カリキュラム

２つのテクニックを組み合わせ、相乗的に活かす！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

課目：金融　単位：AFP 6.0 / CFP 6.0

カリキュラム

e ラーニング講座

テクニカル分析中級コース

ねらいと特色 対象者

チャートの神髄をお教えします。

株式投資を始めたがチャートの意味を知らない初心者から、改めてチャートの活用を

考えたいベテランまで、満足いただける内容です。

オリジナルテキストと修了テストにより、マイペースで確実にスキルを習得できます。

初心者から投資経験が豊富なベテランまで

　　第１章　復習・ローソク足

　１．テクニカル

　２．テクニカル分析と効率的市場

　３．チャートとは？

　４．ローソク足の形状と意味

　５．ローソク足の組み合わせ

　　第２章　トレンド・移動平均線・パラボリ

クス SAR

　１．トレンド（方向）の判断

　２．トレンド・ライン

　３．２通りの保ち合い

　４．移動平均線

　５．移動平均線のクロス

　６．乖離率と乖離度

　７．パラボリック・タイム・プライス

　　第３章　ボリンジャーバンド・ストキャス

ティクス・ＭＡＣＤ・ＲＳＩ

　１．ボリンジャーバンド

　２．ストキャスティクス

　３．ＭＡＣＤ

　４．ＲＳＩ

　　第４章　一目均衡表

　１．一目均衡表

　２．一目均衡表の特徴

　３．「三役好転」と「三役逆転」

　４．時間論

　５．対波動論

　６．水準論

　　第５章　出来高分析・総括

　１．出来高分析

　２．ボリュームレシオ

　３．逆ウォッチ曲線

　４．総括　＝検証＝

　５．総括　＝テクニカル指標の複合＝

難易度 ★★★☆☆
受講期間 1 か月

テキスト※ 1 冊

テスト 1 回

受講料 16,200 円（税込）

メジャーなテクニックを一気に攻略！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

※テキストは PDF ダウンロード形式です

紙媒体は付属しません
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詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。

2018 年度新規

証券会社営業担当者

計画的に運用を考えている個人投資家の方

習得した知識を実際に投資で活用したいと考えている方

NISA 活用や中長期投資を考えている方

FP・PB の方



証券会社営業担当者 法人営業担当者

ファンダメンタル分析を実務に活用したい方

ファンド運用担当者、株式トレーダー

NISA 活用や中長期投資を考えている方

FP・PB の方

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

e ラーニング講座

難易度 ★★☆☆☆
投資に必要な企業分析のテクニックを学ぶ 受講期間 2 か月

動画 約 5 時間 40 分

テキスト　1 冊

テスト 1 回

受講料 13,500 円（税込）　

課目：金融　単位：AFP 7.0 / CFP 7.0FP

FP

10

カリキュラム

　　第１部　株式投資の鉄則を知る 

　１．景気と株価の関係をしっかりとらえる 

　２．経済危機が多発する世の中になった 

　３．「危機は喜々として」迎える 

　４．株式投資における２大原則

　５．景気とは何か、景気の実体を把握する

　６．景気の７つの側面 

　７．景気局面のどこで買い、どこで売るべきか

　８．景気と選挙、経済と政治の関係は無視できない

　　第２部　景気敏感株のとらえ方

　１．景気敏感株とは

　２．景気敏感株が「景気に敏感な」理由

　３．投資のタイミングが重要、底値買いを熟慮する

　４．景気の反転（それが株価の反転）をどのよう

　　　に見い出すか

　５．価格動向の変化にも目を凝らすべきである

　６．資産形成に最もふさわしい習性、２～４倍

　　　の波動を繰り返す

　７．景気敏感株のそれぞれの取り扱い品目

　　第３部　成長株のとらえ方

　１．成長企業とは何か

　２．成長企業の成長は「時代の変化」によって

　　　もたらされる

　３．成長企業の成長とは「売上高の成長」である

　４．何が企業の成長をもたらすのか、成長力の

　　　源泉を考える

　５．新しい時代の到来、成長とは「新しさの追求」

　６．「構造的な変化」をとらえる～人口動態

　７．少しだけお手軽な「成長株の発掘法」

　　第４部　バリュー株のとらえ方

　１．株価のバリューは PBR で測る、低 PBR 銘

　　　柄を考える

　２．投資尺度としての PBR

　３．PBR が有効な時期、有効でない時期

　４．PBR を用いたバリュー投資で重視すべき財

　　　務指標

　５．配当利回りがバリュー指標として有効な理由

　６．配当利回りを狙うべき銘柄は何か

　７．高利回り銘柄でチェックすべき指標

　８．高利回り銘柄でさらにチェックすべき項目

　　第５部　売買テクニックに関する覚書

　１．買うべきタイミング、売るべきタイミング

　２．出来高の最小値に注目する

　３．出来高の最大値に着目する

ねらいと特色 対象者

財務分析について、PER など個別の指標は既に多くの人が理解しています。

しかし、習得した知識を実際に活用できている人は多くありません。

本講座は、個別の指標について、日々変化するマーケットの状況の中、企業の財務

内の変化における注意点や、ニュースなどの活用法について解説いたします。

e ラーニング講座

ファンダメンタル分析中級コース
難易度 ★★★★☆

実務に活用できるテクニックを習得！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 8.5

受講期間 2 か月

動画 約 5 時間 30 分

テキスト　1 冊

テスト 1 回

受講料 16,200 円（税込）

ねらいと特色 対象者

株価は企業価値の反映と言われます。企業価値とは何か、またどのような考え方で

計算されるのかを学びます。

財務諸表から求められる ROA、ROE などの主要財務指標の意味と読み方を学びます。

特徴的な動きをしている 15 銘柄の株価分析と予測の仕方をケーススタディ形式で行

います。

証券アナリストを目指す方

決算短信・財務諸表を投資に活用したい方

ファンド運用担当者、株式トレーダー、法人担当者、

IPO・M&A 担当者

　　第 1 章　基礎知識編

　１．景気と株価の関係

　２．損益計算書

　３．貸借対照表

　４．キャッシュフロー計算書

　５．企業活動とフリーキャッシュフロー

　６．自己資本コスト、負債のコスト、

　　　WACC

　７．自己資本コストの求め方

　８．企業価値の求め方

　９．ROE、PER、PBR と相互関係

１０．ROE と PBR の日米比較

１１．ROE とペイアウト（配当・自社株買い）

　　　政策

１２．ROE と成長戦略・事業戦略の関係

１３．OOA,ROA,ROE と最適資本構成

１４．企業価値と ROE の関係

１５．ROE 重視の落とし穴、OOA と ROA も

　　　同時にチェック！

１６．ウォーレン・バフェットから学ぶ投資ス

タイル

１７．JPX 日経インデックス 400

　　　（JPX 日経 400）

　　第２章　ケーススタディ編

１８．企業情報と入手方法

１９．川崎汽船（9107）

２０．アマダ（6113）

２１．サンゲツ（8130）

２２．富士フィルム HD（ 4901）

２３．ファナック（6954）

２４．東京海上 HD （8766）

２５．伊藤忠商事（8001）

２６．三井化学（4183）

２７．キッコーマン（2801）

など

カリキュラム

2018 年度新規

ファンダメンタル分析初級コース



カリキュラム

　　序章　トレードの成功に必要なもの

　１．トレードを長期的な成功に導く要因は何か

　　第１章　マーケットの本質を探る

　２．マーケットはどれほど合理的か

　３．マーケットは正しいか、それとも間違って

　　　いるか

　４．予想は当たらない

　５．効率的な市場

　６．市場のフィードバック機能

　７．二つのフィードバックの関係

　８．長期的トレードの可能性

　９．バブルへの対処法

１０．相場は必然的に行き過ぎる

　　第２章　人間の心理構造を知らなければ

トレードの本当の意味は分からない

１１．少し儲けて大きく損をする

１２．プロスペクト理論が示唆する投資家心理

１３．人間の心理的バイアスが相場を形作る

１４．予想どおりに不合理

　　第３章　トレードにおける真の収益源とそれ

を捉えるための諸原則

１５．トレーディングの収益源の探究

１６．ランダムではない真のトレンド

１７．トレンドの反転に備える

１８．ロスカットとプロフィット・テイク

１９．ポジション・テイクの原則

ねらいと特色 対象者

行動経済学の観点から、マーケットの本質を探ります。 

トレードをするうえで是非とも身につけたい「考え方」や「長期的成功のための極意」を

体系的にステップ・バイ・ステップで学ぶことができます。

他人の、そして自分の中にも、気づかぬうちに存在する心理的バイアスを理解したうえで、

利食い・損切りなど、トレードの原則を知ることができます。 

行動経済学や行動ファイナンスに興味を持ち、それをトレー

ドの戦略に活かしたい方 

マーケットの本質を理解したうえで、投資戦略のレベル

アップを図りたい方

今まで学んだトレード手法に疑問や限界を感じている方、

あるいは、「経験」と「勘」に頼るトレード手法から脱却

したいと考えている方

　　第４章　合理的に利益を上げる勝ち組投資家

の投資戦略とリスク

２０．リスクプレミアム

２１．分散投資と周期性の考慮

２２．市場のミスプライスを突く

２３．ドリームファンド、LTCMの破たん

２４．市場の瞬間的ミスプライスを突く

２５．長期的非合理性

　　第５章　「敗者のゲーム」と「ぼろ儲け」

２６．敗者のゲーム

２７．ぼろ儲けには何が必要か

２８．非対称の収益機会の事例

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

e ラーニング講座

行動経済学で学ぶトレード心理と戦略コース
難易度 ★★☆☆☆

マーケットの動きを心理面から読み解く 受講期間 3 か月

動画 約 4 時間 10 分

テキスト・スライド　各 1 冊

テスト 1 回

受講料 22,140 円（税込）　

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 10.5FP

FP

カリキュラム

　　第１章　市場の数学基礎

　１．収益計算の基礎

　２．収益分布

　３．標準偏差

　　第２章　確率分布理解の急所

　１．二項分布

　２．正規分布

　３．ポワソン分布

　　第３章　価格変動の統計分析

　１．相関

　２．回帰

　　第４章　金利計算の実務

　１．利息計算のポイント

　２．利息計算の抽象化

ねらいと特色 対象者

金融市場の実務に不可欠な数学を、数式の成り立ちまで懇切丁寧に解説します。

Excel を利用して具体的な数値をはじき出す演習をします。

金融市場の話題がふんだんに盛り込まれているので、数学と実務との接点が理解で

きます。

指定教材と Excel を利用した演習で金融数学のスキルが着実に習得できます。

これから金融機関への就職・再就職を希望されている方

仕事柄金融に対して基礎知識を必要とされる方

金融市場に興味関心のある方

より金融実務に適した計算方法を知りたい方

もちろん実際にマーケットの現場にいる方も

　　付録　理論を技術に変える古典力学

　１．価格変動性分析入門

　２．テイラー展開と二項展開

　　数学付録

　１．指数と対数

　２．正規分布、標準正規分布、対数正規分布

＜演習用エクセル＞

第１章～第４章のそれぞれについて、演習用の

Excel シートが付属します。

e ラーニング講座

Excel で学ぶ市場の数学コース
難易度 ★★★☆☆

数学と実務の接点が分かる！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

課目：金融　単位：AFP 6.0 / CFP 6.0

受講期間 1 か月

テキスト※ 1 冊

テスト 1 回

受講料 10,800 円（税込）

※テキストは PDF ダウンロード形式です

紙媒体は付属しません

※この講座では数学の基礎的な知識が必要です。カリキュラムをご確認いただいた上でお申し込みください。
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詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。



難易度 ★★★☆☆

科目名 課目 認定単位（AFP ／ CFP）

ファイナンス基礎コース 金融 7.5 ／ 15.0

ファイナンス基礎コース　Part1 金融 6.0 ／ 6.0

ファイナンス基礎コース　Part2 金融 7.5 ／ 7.5

ファイナンス基礎コース　Part3 金融 7.5 ／ 8.0

FP 継続教育

FP 課目：金融　単位：（本頁下段参照）

科目名 動画時間 テキスト テスト

ファイナンス基礎コース 約 13.5 時間 ３冊 ３回

ファイナンス基礎コース　Part1 約 4.5 時間 1 冊 １回

ファイナンス基礎コース　Part2 約 4.5 時間 1 冊 １回

ファイナンス基礎コース　Part3 約 4.5 時間 1 冊 １回

教材構成

科目名 受講期間 受講料（税込）

ファイナンス基礎コース ３か月 58,320 円

ファイナンス基礎コース　Part1 ３か月 19,440 円

ファイナンス基礎コース　Part2 ３か月 19,440 円

ファイナンス基礎コース　Part3 ３か月 19,440 円

ラインナップ

当講座は

Part ごとに受講すること

もできます

ファイナンス理論を学び始めたが、内容が難しくなかなか勉強が進ま

ないという方

証券アナリストの勉強を始める、あるい始めたばかりの方

難しいファイナンス理論のポイントを効率的に学びたいというニーズ

をお持ちの方

ファイナンス理論のポイントをやさしく解説！

ファイナンス理論を学ぶ上で基礎となる知識を、入門レベルから網羅

的に習得することができます。

長年にわたるシグマインベストメントスクールの教育ノウハウによ

り、難しい内容についても、ポイントを分かりやすく学ぶことができ

ます。

金融の実務との関わりを念頭において説明が行われますので、実際に

金融業務に役立つ理論的知識を習得することができます。

「Part1」は、ファイナンス理論を学ぶ上で特に重要な金利及び債券

数理の知識を基礎からじっくり学んでいただけます。豊富な演習問題

と丁寧な解説で飛躍的に理解が進むことでしょう。

「Part2」は、苦手な方も多い確率統計分野の知識を分かりやすく、

効率的に学んでいただけます。VaR などリスク管理の基礎知識も同

時に修得できます。

「Part3」は、企業価値評価などのコーポレート・ファイナンス理論

の基礎をコンパクトに学んでいただけます。実務でも重要な理論のポ

イントがスムーズに理解できるよう工夫された内容です。

e ラーニング講座

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

ファイナンス基礎コース

ねらいと特色 対象者

カリキュラム

I．金利と金利計算に関する基礎知識

　１．金利に関する基礎知識

　２．金利計算の基本

II．債券投資と債券利回りに関する基礎知識

　１．債券の基礎知識（確認事項）

　２．債券利回り

III．債券と金融商品の理論価格の考え方

　１．「現在価値（Present Value）」とは

　２．現在価値算出の実務的手法

Part1 金利・債券数理の基本
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I．確率・統計の基本知識

　１．金融業務における確率・統計知識の

　　　必要性

　２．もっとも基本となる確率･統計の基礎

　　　概念の説明

II．金融リスク管理の基本

　１．金融リスクの種類

　２．リスク量をどう表現するか～バラツキで

リスク量を表現～

　３．ＶaＲの基本概念

　４．正規分布とリスク定量化

　５．資産間の相関性とリスク

　６．バーゼル規制とは

III．リスク管理と感応度

１．「感応度」の概念と意義

２．債券の利回りと価格についての整理

３．デュレーション概念の意味と意義

４．デュレーションの数学的背景【参考】

Part2 確率・統計／リスク管理の基礎

I．コーポレート・ファイナンス理論の

フレームワーク

　１．「コーポレート・ファイナンス」で扱う

　　　問題

　２．コーポレート・ファイナンスによる企業

　　　の捉え方

II．投資評価の考え方

　１．IRR

　２．NPV による投資判断

　３．NPV による投資判断と IRR による投資

　　　判断

III．配当割引モデルによる株価算出

　１．配当割引モデル

　２．サステイナブル収益率

IV．企業価値評価の考え方

　１．企業価値の考え方

　２．ＤＣＦ法による企業価値計算のポイント

　３．キャッシュフローについての考え方

　４．企業価値評価の具体的な計算手法

　５．マルチプル法（類似企業比較法）

V．資本コストの考え方

　１．加重平均資本コスト（WACC）

　２．ＣＡＰＭ理論の概要

VI．負債の利用と企業価値

　１．ＭＭ理論概要

　２．負債を導入した場合の企業価値

Part3 コーポレート・ファイナンス

※修了要件について

すべての Part をまと

めて受講する場合、修了

テストはすべての Part

で 70 点以上取得する必

要があります（平均 70

点以上ではありません）。



コーポレート・ファイナンス基礎コース

ねらいと特色 対象者

ＤＣＦを中心とする企業価値評価の考え方、キャッシュフローの把握方法、ＭＭ理論

などの中心テーマを効率的、かつ系統だって学ぶことができます。

計算例をふんだんに盛り込み、数理的なテーマもわかりやすく学ぶことができます。

EXCEL 関数の使い方の説明もあります。

コーポレート･ファイナンスの基本を効率的に学びたい方

証券アナリスト試験の証券分析が苦手だという方

株式・企業価値評価、Ｍ＆Ａなどのビジネスに関わる方

　　第１分冊　ファイナンスの基礎

Ⅰ　企業をとりまく環境

　１．企業の意思決定と経営目的

　２．企業価値の 大化

　３．企業の意思決定とコーポレート・ファイ

ナンス

Ⅱ　資産価値の評価

　１．貨幣価値の時間換算

　２．正味現在価値 (NPV) と内部収益率 (IRR)

　３．金融商品の評価

Ⅲ　リスクとリターンの関係

　１．ファイナンス理論におけるリスクの概念

　２．ポートフォリオのリスク

　３．CAPM の概要

　４． β値

　　第２分冊　企業価値と企業の投資判断

Ⅰ　企業会計原則と財務諸表

　　（会計データの利用）

　１．損益計算書と貸借対照表の基本

　２．損益計算書と貸借対照表の各項目

　３．キャッシュフロー計算書

Ⅱ　資本コストと企業価値計算

　１．企業価値評価の基本的な手法

　２．企業価値評価の基本的な枠組み

　３．フリーキャッシュフロー

　４．資本コスト

　５．企業価値の計算

Ⅲ　企業の意思決定 その 1 ～投資判断

　１．キャッシュフロー予測

　２．投資決定の方法

　　第３分冊　企業の資本構成と配当政策 

Ⅰ　企業の意思決定 その 2 ～資本構成

　１．伝統派の見解による資本構成と企業価値

　２．MM 理論

　３．MM 理論と株主資本コスト

　４．法人税を考慮した場合の資本構成と

　　　企業価値・資本コスト

　５．経営不振下での企業行動と財務制限条項

　６．多様化する資金調達手段

Ⅱ　企業の意思決定 その 3 ～配当政策

　１．MM の無関連性命題

　２．税金がある場合の配当政策

　３．株式分割と自社株取得

　４．メッセージ性仮説

　５．現実の配当政策

難易度 ★★★★☆
受講期間 3.5 か月

テキスト 3 冊

添削課題 4 回

受講料 20,520 円（税込）

カリキュラム

基礎からきっちり学べる！
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詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。

受講期間 2 か月

動画 約５時間 20 分

テキスト 1 冊

テスト 1 回

受講料 13,500 円（税込）

コーポレート・ファイナンス入門コース
難易度 ★☆☆☆☆

ビジネスの素養として、これだけは！
2018 年度新規

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

e ラーニング講座

ねらいと特色 対象者

これからファイナンス（コーポレート・ファイナンス：CF）を学習する方へ、その

第一歩となる講座です。

歴史的な背景や、現在のあり方など、押さえておきたいポイントを分かりやすく解

説します。

コーポレート・ファイナンスの概要を学びたい方

金融機関の法人営業・担当者

事業戦略などを考える経営企画部門の担当者

証券アナリスト資格に興味を持っている方

カリキュラム

　　第１部　ファイナンスの基礎知識

　１．資金移転機能

　２．金利

　３．銀行の機能

　４． 通貨とマネーストック

　５． 資金決済システム

　　第２部　ファイナンスのための各種市場と

相場形成

　１．株式市場と株価

　２．債券市場と債券価格・利回り

　３．為替市場と為替レート

　４．デリバティブ市場とデリバティブの価格

　　第３部　実践コーポレート・ファイナンス

　１．CF 全体を考察する

　２．CF とは何か

　３．CF の多様性

　４．CF における資金調達

　５．CF における資金運用

　６．CF における運用と調達のマッチング

　７．CF と企業財務諸表の収益性指標

　８．CF と金融機関

　９．CF と証券会社

１０．CF と企業統治

１１．CF と株式価値評価

１２．CF と企業格付け

１３．CF と国際経営

１４．資本コスト

１５．ROE（自己資本利益率）

１６．EVA（経済的付加価値）による評価

１７．MVA（市場付加価値）による評価

１８．大型化する M&A とコーポレート・ファ

イナンス

１９．メインバンク制度の推移

２０．株式持合関係の変遷

２１．ゼロ金利・マイナス金利下におけるコー

　　　ポレート・ファイナンス



不動産評価入門コース

ねらいと特色 対象者

不動産評価の基本的な考え方と具体的な手法を学べます。

具体的な計算例で、実務的に不動産評価を学べます。

金融機関で不動産に関わるビジネスに携わる方

不動産評価の基本とポイントを実務的に学びたい方

　　第１分冊

Ⅰ　対象不動産の確定と確認

　１．不動産の確定

　２．不動産の確認

　３．不動産登記簿謄本の見方

Ⅱ　不動産の利用と制限

　１．用途地域

　２．建ぺい率と容積率

　３．実際の都市計画の例

　４．道路について

Ⅲ　土地の公的評価制度の性格と意義

　１．公的評価の種類と意義

　２．公的評価の水準

　３．公的評価の調べ方

Ⅳ　評価手法を適用するための基礎知識

　１．価格形成要因

　２．価格時点

　３．用途的地域

　４．最有効使用

Ⅴ　評価手法の概要

　１．評価手法の種類と意義

　２．取引事例比較法

　３．原価法

　４．収益還元法

　　第２分冊 

Ⅰ　取引事例比較法

　１．取引事例比較法の適用

　２．地価公示価格、基準地価格との比較

　３．格差の要因と格差率

Ⅱ　原価法

　１．再調達原価

　２．減価修正

Ⅲ　収益還元法

　１．総収入・総費用等の項目決定

　２．直接還元法の適用の仕方

　３．DCF 法の適用の仕方

難易度 ★★★☆☆
受講期間 2.5 か月

テキスト 2 冊

添削課題 3 回

受講料 16,200 円（税込）

カリキュラム

基本とポイントはこれでバッチリ！

課目：不動産　単位：AFP 7.5 / CFP 11.5FP

受講期間 3.5 か月

テキスト 3 冊

添削課題 4 回

受講料 15,120 円（税込）

企業会計と財務分析Σ３級コース
難易度 ★★★☆☆

企業会計と財務分析を効率的に学びたい人に！
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ねらいと特色 対象者

企業が行う会計の仕組みと、決算書等から企業の財務内容を分析するための知識が学べる

テキストです。

会計の原理的な話から始まり、実際の企業会計におけるポイント事項、そして決算書から

企業を分析するための各種財務指標の見方等、これ一冊で金融パーソンに必要な財務諸表

の知識が学べます。

効率的、かつ網羅的に企業財務を学びたい方

金融実務的な視点で企業会計を実践的に学びたい方

証券アナリスト試験の財務分析が苦手だという方

　　第１分冊　企業会計 Part1

Ⅰ　企業会計の基礎

　１．企業会計の枠組み

　２．企業会計の基盤

Ⅱ　貸借対照表

　１．資産

　２．負債

　３．純資産

　　第２分冊　企業会計 Part2

Ⅰ　損益計算書

　１．損益の計算

　２．損益計算書の各項目

Ⅱ　キャッシュフロー計算書

　１．対象と様式

　２．キャッシュフロー計算書の作成

Ⅲ　株主資本等変動計算書

　１．株主資本等変動計算書の様式

　２．クリーン・サープラス

Ⅳ　連結財務諸表

　１．企業集団と企業結合

　２．連結財務諸表の作成

　　第３分冊　財務分析

Ⅰ　財務分析とは

　１．財務分析とは

　２．財務分析の手法

Ⅱ　収益性分析

　１．売上高利益率

　２．資本利益率

　３．損益分岐点分析

　４．売上高費用率分析

Ⅲ　財務安定性分析

　１．財務構造の分析　２．その他の比率

　３．キャッシュフロー分析

Ⅳ　効率性・生産性・成長性分析

　１．効率性分析　２．生産性分析

　３．成長性分析　４．デュポン・システム

Ⅴ　財務分析パターンの認識

Ⅵ　財務分析の実地応用（１）

　１．モデル企業の状況

　２．財務分析の実行

Ⅶ　財務分析の実地応用（２）

　１．分析の実行

　２．分析結果の解釈　３．結果の表示

Ⅷ　財務分析の立ち位置

　１．企業会計の動向と財務分析の関係

　２．財務分析と企業分析の関係

カリキュラム



金融数理Σ３級コース

ねらいと特色 対象者

金融に必要な数理知識を基本から効率的に学べるテキストです。

必要な数理知識を厳選し、完全に理解していただきたい部分は省かず説明し、

ざっくりとで良い部分は直観的に説明しています。

数値による計算例をふんだんに取り入れ具体的に理解できるようにしています。

証券アナリスト試験の金融数理が苦手という方

金融数理のファースト･ステップ教材を探している方

金融数理を学びたいが数学が苦手という方

　　第１分冊　金利と債券利回り／

現在価値算出に関する計算

Ⅰ　金利計算

　１．単利／複利計算　２．連続複利について

　３．EXCEL による計算例

Ⅱ　債券利回り

　１．債券の価格変動

　２．単利利回り／複利利回り

　３．複利利回りの意味

　４．等比数列の概念と和の公式

　５．スポット･レート

Ⅲ　現在価値計算

　１．金融商品の価格の考え方

　２．元利均等弁済額の算出

　３．永久年金の現在価値計算

　４．配当割引モデル

　　第２分冊　微分／積分計算

Ⅰ　微分とは

　１．デュレーションとは

　２．微分とは　３．導関数の求め方

Ⅱ　デュレーションの導出と利用

　１．デュレーションの導出

　２．デュレーションの意味

Ⅲ　いろいろなデュレーションとその意味

　１．修正デュレーション

　２．マコーレー・デュレーション

　３．デュレーション概念による債券特性の分析

Ⅳ　感応度に関するその他の話題

　１．オプションのデルタ　２．コンベクシティ

Ⅴ　積分

　１．原始関数と不定積分　２．定積分

　３．あらためて定積分の定義

　　第３分冊　確率／統計

Ⅰ　確率の基礎

　１．確率変数・確率分布の概念

　２．期待値

　３．分散と標準偏差

Ⅱ　確率変数間の関係の把握

　１．共分散と相関係数

Ⅲ　ポートフォリオのリスク

　１．ポートフォリオのリスク計算

　２．独立な確率変数という概念

Ⅳ　連続型の確率変数の概念と正規分布

　１．連続型の確率変数とは

　２．正規分布

　３．VaR の考え方

難易度 ★★★★☆
受講期間 3 か月

テキスト 3 冊

添削課題 3 回

受講料 21,600 円（税込）

カリキュラム

これから金融数理を学ぶ方
証券アナリスト試験にチャレンジする方に！
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詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。

受講期間 1 か月

動画 約４時間 23 分

テキスト 1 冊

テスト 1 回

受講料 9,720 円（税込）

リバースモゲージ入門コース
難易度 ★★☆☆☆

住まいと収入、二つの不安を解消！
2018 年度新規

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

e ラーニング講座

カリキュラム

　　第１部　リバースモーゲージについて

　１．リバースモーゲージについて

　２．政府が最近力を入れてきた背景

　３．日本国内での歴史と当時の概要

　４．高齢者からご相談が多い事例

　５．将来の不安で多い３つの内容

　６．公的年金制度の重要ポイント

　７．輝く人生を送るための人生プランとは

　８．最新の導入例

　９．リバースモーゲージのメリットと問題点

　　第２部　リバースモーゲージを活用するた

めには

　１．どういう場合に有効か

　２．リバースモーゲージのニーズ

　３．リバースモーゲージの注意点

　４．各金融機関の中での共通点

　５．活用があまり進まない背景

　６．今後の展望　

ねらいと特色 対象者

リバースモーゲージを理解し、顧客に提案を行うための知識を構築する講座です。

老後の生活設計において、必要な住まいと生活費を確保する手段として注目される

「リバースモーゲージ」について、住居である不動産の活用におけるメリット・デメ

リットを説明します。

FPの方がお客様へ具体的な提案を行うことを前提に、ライフプランの設計からリバー

スモーゲージの導入までを想定した、実践的なプログラムとなっています。

銀行など営業担当者

FP の方

不動産関係者

老後に備えライフプランを検討している方

　　第３部　お客様のライフプランをかなえる

様々な方法

　１．移住・住みかえ支援機構（JTI）

　２．リフォーム

　３．持ち家と賃貸の比較

　４．更地の評価手法

　５．登記簿の仕組み

　６．顧客と面談する際の注意点

　７．建物

　８．不動産の有効活用

課目：不動産　単位：AFP：4.5 ／ CFP：4.5FP



カリキュラム

　　第 1 章　理論的な準備

　１．プレミアムの決定要因と計算式

① プレミアムを「確率的に」見積もるという

こと

② ボラティリティとプレミアム

③ オプション価格を計算してみましょう

コラム「日経平均リンク債とその影響」

第２章　リスク管理の基礎

　１．プレミアムと感応度

① 日経平均先物価格（日経平均現物）と

プレミアムの関係 1（デルタ）

② 日経平均先物価格（日経平均現物）と

プレミアムの関係 2（ガンマ）

③ デルタとガンマによるプレミアム変化の

近似

④ ボラティリティとプレミアムの関係（ベガ）

⑤ 満期までの期間とプレミアムの関係

 （セータ）

⑥ 補足：満期までの金利とプレミアムの関係

 （ロー）

　２．実践的なグリークスとオプションのリスク

　　　管理

① グリークスを使ったオプション価格の

シミュレーション

② グリークスを使ったポートフォリオリスク

の把握

ねらいと特色 対象者

日経 225 オプション取引の実践的なリスク管理を学ぶ講座です。 

初歩的な感応度である「デルタ」「ガンマ」「セータ」「ベガ」を使ったリスク管理を、実

際の取引データから学べます。 

数式による理論的な解説をできる限り避け、実践的な理解を目指しています。 

個人のトレーダーで感応度によるリスク管理を勉強し始めた方や、金融機関でオプション

の感応度を実務的に理解したい方に最適です。 

講義で使用しているエクセルシートをダウンロードして、ご利用いただくことが出来ます。

オプション取引をヘッジ目的や相場観に合わせて使いたい方

デルタやガンマ、ベガ、セータは知っていても実際の利

用方法がピンとこない方（ミドルバックなどでフロント

のリスク管理がよく理解できない方） 

原資産、ボラティリティ、時間といったオプションの変

動要因をしっかり把握したい方

　３．市場の変化とオプションのリスク管理

① デルタヘッジとガンマ・トレーディング戦略

② ボラティリティ（ベガリスク）による

トレーディング戦略

③ ボラティリティ・サーフェス

 （Volatility Surface）

コラム「１年や SQ 日をどう考えるか」

e ラーニング講座

日経 225 オプション・トレーディング中級コース
難易度 ★★★★☆

実践的なトレーディングに役立つ

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

e ラーニング講座

日経 225 オプション・トレーディング初級コース

ねらいと特色 対象者

日経 225 オプション取引に焦点を絞り、トレーディングに応用するため書かれた

入門および初級編の講座です。

ブラック・ショールズ式など数式は極力避け、実践的でありながらオプションと

いう商品の特性、それに基づいたトレーディング戦略を詳しく丁寧に説明します。

個人のトレーダーでオプションを勉強したい方や金融機関でリテールを担当し、日

経 225 オプション取引の基本を知りたい方に最適です。

日経 225 オプション取引を始めたい方

日経 225 先物取引は知っているがオプションはよく

わからない方

オプションの基本的な利用方法や戦術を知りたい方

　　第 1 章　日経平均オプションの入門の準備

　１．日経平均オプションとは

　２．日経平均オプションの具体例

　３． ペイオフ・ダイアグラム

満期時点の日経平均とオプション

の関係

　４．日経平均オプション取引の基本的な

テクニカルターム

　５．証拠金とオプションの売買の関係

　　第２章　日経平均オプション入門

　１．日経平均オプションの概要

　２．日経平均オプション価格の特徴

① 行使価格別にみるコールとプットの

価格の違い

② 日経平均株価とオプション価格の関係

③ 日経平均オプションと満期の関係

コラム「オプション理論とブラックマンデー」

第３章　日経平均オプション初級編

　１．基本的な投資戦略

① アンカバー・ポジション

② ヘッジ戦略

③ スプレッド戦略

④ コンビネーション戦略

　２．プレミアムの本質価値と時間価値

① 本質価値と時間価値

② タイム・ディケイ

③ イン・ザ・マネー、アット・ザ・マネー、

アウト・オブ・ザ・マネー

　３．コールとプットと先物の大事な関係

コラム「日経平均リンク債」

難易度 ★★☆☆☆
受講期間 2 か月

動画 約 8 時間 10 分

テキスト・スライド　各 1 冊

テスト 1 回

受講料 23,760 円（税込）

カリキュラム

実践的なトレーディングに役立つ

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

受講期間 2 か月

動画 約 9 時間 40 分

テキスト・スライド　各 1 冊

テスト 1 回

受講料 34,560 円（税込）　

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 10.0FP

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 14.0FP
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デリバティブ（金融派生商品）入門コース

ねらいと特色 対象者

デリバティブ取引をできるだけわかりやすく説明したテキストです。

デリバティブ初学者の方のために、基礎の基礎から丁寧に説明しています。

代表的なデリバティブ商品の基本的な仕組みや使い方が理解できます。

１からデリバティブを学びたい方

金融の知識が全般に乏しい方でデリバティブを学びたい方

ざっくりと「デリバティブとは何か」を学びたい方

　　第１分冊　スワップ取引

１．スワップっていったいなんだろう？

２．金利スワップ取引って

　　　いったいなんだろう？

３．通貨スワップ取引って

　　　いったいなんだろう？

４．スワップ取引はどのように

　　　ビジネスに活用されているのだろう？

５．新商品開発へのスワップ取引の活用

　　第２分冊　フューチャー取引

１．フューチャー取引って

　　　いったいなんだろう？

２．フューチャー取引には

　　　どんな約束ごとがあるんだろう？

３．日経平均株価フューチャー取引、東証株価

　　指数フューチャー取引･長期国債フュー

チャー取引っていったいなんだろう？

４．フューチャーの価格って

　　　どうやって決まるんだろう？

５．フューチャー取引なんて

　　　なぜやるんだろう？

６．フューチャー取引はどのように

　　　ビジネスに活用されているのだろう？

　　第３分冊　オプション取引 

１．オプションっていったいなんだろう？

２．オプション取引でよくでてくる言葉と

　　その意味

３．オプションの機能って

　　　いったいなんだろう？

４．プレミアムって

　　　どういうふうに決まるんだろう？

５．オプション取引は

　　　いったいどう決済するんだろう？

６．我国の代表的オプション

７．オプション取引なんてなぜやるんだろう？

難易度 ★★☆☆☆
受講期間 3 か月

テキスト 3 冊

添削課題 3 回

受講料 12,960 円（税込）

カリキュラム

誰でもわかるデリバティブ！

受講期間 2.5 か月

テキスト 2 冊

添削課題 3 回

受講料 16,200 円（税込）

フューチャー業務初級コース
難易度 ★★★☆☆

いろいろなフューチャーをしっかりと理解！

ねらいと特色 対象者

フューチャー（先物）について、理論及び具体的な商品の特徴と構造が基本から

学べます。

実際の商品を使って説明が行われているので実践的な知識が身に付きます。

フューチャー業務について一通りの知識を得たい方

実際の各種フューチャー商品の特徴や、制度も含めた

仕組みをきちんと理解したい方

カリキュラム

　　第１分冊　フューチャーの基礎知識

Ⅰ　フューチャーの基礎

　１．フューチャーとフォワード

　２．フューチャーの原資産とフューチャーの

　　　寿命

　３．フューチャーにおけるポジション概念と

　　　決済

　４．フューチャー・マーケットの基本的仕組み

　５．フューチャーの投資収益率と投資リスク

　６．フューチャーの存在意義

　７．フューチャーの歴史と種類

　　第２分冊　フューチャー取引の実務への

活用

Ⅰ　フューチャーを使ったヘッジングの

　　一般理論

Ⅱ　債券フューチャーの活用方法

Ⅲ　ユーロ円金利フューチャーの活用方法

Ⅳ　株価指数フューチャーの活用方法

Ⅴ　フューチャー取引の金融商品への活用例

Ⅱ　商品フューチャーの価格決定の仕組み

　１．お金の時間価値―現在価値と将来価値

　２．フューチャー価格の決まり方

　３．フューチャー価格の基本公式

　４．保有費用を考慮に入れた場合のフュー

チャー価格

Ⅲ　金融フューチャーの価格決定の仕組み 

　１．商品フューチャーと金融フューチャーの

　　　相違点

　２．金融フューチャー価格決定のメカニズム

　３．債券フューチャー価格と

コンバージョン・ファクター

　４．フューチャー価格決定要因―まとめ
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詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 15.0FP



オプション業務Σ３級コース

ねらいと特色 対象者

オプション取引の基本的なしくみ、損益発生の仕組み、投資戦略などを学ぶことができます。

一般に難解と言われるオプション取引を丁寧に基本から説明しているので、無理なく取引

の本質と特徴を学ぶことができます。

難しい数式はほとんど出てきません。数学が苦手な方でも楽に勉強できます。

オプション取引を初歩から学びたい方

オプション取引の金融における利用法など実務的に

オプション取引を知りたい方

　　第１分冊　オプション取引／オプション・

プレミアムの基礎知識

　１．オプション取引の歴史

　２．多彩なオプションの概要

　３．オプション取引とは

　４．基本的なオプション投資戦略と

　　　ペイオフ・ダイアグラム

　５．プレミアムの本質価値と時間価値

　６．オプション・プレミアムの決定要因

　７．満期日における株価と

オプション・プレミアムの価値

　８．2 項モデルによる

オプション・プレミアムの算出

　９．プット・コールパリティ

　　第２分冊　ブラック＝ショールズ式の活用

とオプション投資戦略

　１．ブラック＝ショールズ式とは 

　２．ブラック＝ショールズ式による

オプション・プレミアムの算出

　３．オプション取引におけるボラティリティ

　　　の重要性 

　４．決定要因とプレミアムの関係を用いた

　　　戦略 

　５．複数のオプション・ポジションの

　　　各種感応度分析と戦略 

　６．オプションを用いたヘッジ戦略 

　７．オプションを用いた裁定取引 

　　第３分冊　オプション市場の仕組みと

オプション取引の応用

　１．金融オプション取引市場と種類 

　２．株価指数オプション取引の仕組み 

　３．国債オプション取引の仕組み 

　４．通貨オプション取引の仕組み 

　５．オプション取引の応用 

　６．第 2 世代のオプション取引

　（経路依存型オプションなど） 

難易度 ★★★☆☆
受講期間 3.5 か月

テキスト 3 冊

添削課題 4 回

受講料 20,520 円（税込）

カリキュラム

オプションの基本はこれで学ぼう！

受講期間 3 か月

テキスト 3 冊、CD-ROM 1 枚

添削課題 3 回

受講料 30,240 円（税込）

Excel ファイル付き オプション業務Σ２級コース
難易度 ★★★★★

難しい“オプション理論”もグングンわかる！

ねらいと特色 対象者

オプション評価の基本的な考え方やリスク管理手法、仕組み商品への利用例など、

一般の金融パーソンに必要なオプション知識はこれで十分です。

ＣＤ－ＲＯＭに収められた豊富な計算例で、難しい数式なども、抵抗なく学ぶこと

ができ、実践的な知識が身に付くように配慮されています。

オプション取引の理論や仕組みを理解したい方

本格的な金融工学の勉強を始めるためのファースト･

ステップ教材を探している方

金融機関のデリバティブ業務に携わる方

カリキュラム

　　第１分冊　リスク中立評価法による

オプション・プレミアムの評価

　１．無裁定理論とは

　２．２項モデルによるプレミアムの算出

　３．リスク中立評価法によるプレミアムの

　　　算出

　４．ブラック＝ショールズモデルとその応用

　５．オプションを理解するために必要な数学

　　　知識

　　第３分冊　更なるオプションの理解と

実際の金融商品への応用

　１．ボラティリティについて

　２．エキゾチック・オプションについて

　３．実際の商品への応用例

　　第２分冊　オプション感応度と

その活用方法

　１．オプション感応度とは

　２．デルタについて

　３．ガンマについて

　４．セータについて

　５．ベガについて

　６．ローについて

　７．感応度の活用方法
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スワップ業務Σ３級コース

ねらいと特色 対象者

スワップ取引の基本的なしくみや、金融における利用法などが理解できます。

スワップ取引、契約の具体例などが多数盛り込まれており、実務的な知識が身に付

きます。

時価評価やリスク管理についても基本的な考え方の説明があります。

スワップ取引を初歩から学びたい方

スワップ取引の金融における利用法など実務的にス

ワップ取引を知りたい方

　　第１分冊　スワップ取引の基礎知識

Ⅰ　導入～スワップ取引とは

　１． スワップ取引とは

　２． スワップ取引とはどんな取引か

Ⅱ　スワップ取引の基礎知識

　１． 主なスワップ取引の種類

　２． 金利スワップの基礎知識

　３． 通貨スワップの基本知識

　４． スワップ取引の歴史

　５． スワップ・マーケットの基礎知識

Ⅲ　スワップ取引はどのように利用されるのか

　１． 変動金利と固定金利の交換

　２． キャッシュ・フローの通貨を変換

　３． 仕組商品組成のツール

　４． 金融機関とスワップ取引

　　第２分冊　スワップの評価とリスク管理

Ⅰ　金融商品の理論価格計算

　１． 金融商品の価格算出の考え方

　２． 現在価値算出の実務的手法

Ⅱ　スワップ・プライシングの基本的な考え方

　１． スワップの「価格」の特徴

　２． 具体的なディスカウント・ファクター

　　　計算方法

　３． 各種スワップの評価例

Ⅲ　スワップ取引のリスク分析

　１． スワップ取引の金利リスクとそのヘッジ

　２． 金利スワップのリスクの性質

　　第３分冊　カウンターパーティリスク／

スワップ周辺取引

Ⅰ　スワップ取引の信用リスク

　（カウンターパーティリスク）

１． スワップ取引の信用リスクの性質

２． カウンターパーティリスクへの対応

３． ＣＶＡとＤＶＡ

Ⅱ　その他のスワップ / スワップ関連取引

　１． 各種スワップ取引

　２． クレジット・デフォルト・スワップ

　　　（ＣＤＳ）

　３． キャップ／フロア取引

　４． スワップション

難易度 ★★★☆☆
受講期間 3.5 か月

テキスト 3 冊

添削課題 4 回

受講料 20,520 円（税込）

カリキュラム

スワップの基本はこれで学ぼう！

受講期間 3 か月

テキスト 3 冊、CD-ROM 1 枚

添削課題 3 回

受講料 30,240 円（税込）

Excel ファイル付き スワップ業務Σ２級コース
難易度 ★★★★★

これでスワップを完全マスター！

ねらいと特色 対象者

スワップの時価評価の考え方と技法、リスク管理手法など、これ一冊でスワップ取

引がマスターできます。

ＣＤ－ＲＯＭに収められた豊富な計算例や演習で、非常に実践的かつ具体的にスワッ

プ取引の理論と仕組みが理解できるようになっています。

スワップ取引の理論や仕組みをしっかりと理解したい方

金融機関のデリバティブ業務に携わる方

デリバティブ関係のシステム開発に携わる方

カリキュラム

　　第１分冊　金利・債券の基本知識とスワッ

プ・プライシングの考え方

Ⅰ　スワップの基礎知識（確認事項） 

　１．スワップ取引の種類

　２．LIBOR とスワップ・レートについて

　３．プレーン・バニラ・スワップの例

Ⅱ　スワップを理解するための債券数理

　１．単利と複利

　２．債券利回り

　３．フォワード・レート

　４．利付債と割引債の関係

Ⅲ　スワップを理解するための債券数理

　１．スワップの時価の捉え方

　２．キャッシュ・フローの時価の考え方

　３．スワップ評価で使用するディスカウント

・ファクターの求め方

　　第３分冊　スワップのリスク管理の実際と

周辺取引

Ⅰ　スワップ取引の市場リスク

　１．市場（マーケット）リスク管理とは 

　２．既存金利スワップのリスク管理方法に

　　　ついて

　３．スワップ・ポートフォリオの金利感応度

　　　の計測

　４．ヘッジの考え方とヘッジ・ポートフォリ

オの構築

Ⅱ　スワップの信用リスクとスワップ評価の

　　新しい潮流

　１．近年のデリバティブ市場の変化

　２．評価手法の変化

Ⅲ　スワップ取引の周辺取引

　１．スワップション取引とは

　２．キャップ／フロア取引とは など

　　第２分冊　スワップ・プライシングの実践

と仕組み商品の分析

Ⅰ　LIBOR 金利の評価方法

　１．LIBOR 金利の現在価値

　２．インプライド・フォワード・レートを

　　　使った LIBOR の現在価値計算

Ⅱ　金利スワップを利用した仕組み商品の構造

　１．スワップを利用した仕組み商品について

　２．商品例１ ～ キャッシュ・フローが

　　　ステップ･アップする商品　　　　など

Ⅲ　異通貨間のスワップ

　１．異通貨間のスワップの評価

　２．通貨スワップの分析

Ⅳ　異通貨間のスワップを利用した仕組み商品

　　の構造

　１．デュアル・カレンシー債

　２．リバース・デュアル・カレンシー債
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詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。



仕組み債・外債超入門コース

ねらいと特色 対象者

各種の仕組み債の特徴、リスクの所在、裏側で使われているデリバティブなど、

仕組み債を扱うすべての金融パーソンに参考になる内容です。

難しい数式などは使わず、具体的な商品例をとって丁寧に解説しているので、

どなたも無理なく仕組み債を学ぶことができます。

仕組み債を扱う営業に携わる方

仕組み債を基礎から学びたい方

　　第１分冊

　１．債券の基本事項

　２．仕組み債とは

　３．外債の基本事項

　４．仕組み債の商品例

スワップ取引組込み型（1）

～金利スワップ関連～

　　第２分冊

　１．仕組み債の商品例

スワップ取引組込み型（2）

～通貨スワップ関連～

　２．仕組み債の商品例

オプション取引組込み型（1）

～株式オプション関連～

　３．仕組み債の商品例

オプション取引組込み型（2）

～金利系オプション関連～

　　第３分冊

　１．仕組み債の商品例

オプション取引組込み型（3）

～バリアオプション関連～

　２．仕組み債の商品例

フォワード取引組込み型

　３．仕組み債の主な付加条項

　４．仕組み預金

　５．仕組み債商品・仕組み預金のまとめ

難易度 ★★★☆☆
受講期間 3 か月

テキスト 3 冊

添削課題 3 回

受講料 20,520 円（税込）

カリキュラム

仕組み債の特徴と仕組みはこれでバッチリ！

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 15.0FP

FP
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カリキュラム

　　第１章　仕組み債の「仕組み」

　１．仕組み債とは何か

　２．仕組み債の組成

　　第２章　金利リスク内包型の仕組み債：

固定利付債

　１．固定利付債の種類

　２．コーラブル債

　　第３章　金利リスク内包型の仕組み債：

変動利付債

　１．変動利付債の種類

　２．キャップ付変動利付債

　３．リバースフローター

　４．CMS（Constant Maturity Swap）

フローター

　　第４章　為替リスクの仕組み債

　１．元本リスク型：デュアル債

　２．クーポンリスク型：リバースデュアル債

　３．リバースデュアルのリスク要素

ねらいと特色 対象者

様々な仕組み債を学び、これら仕組み債の組成原理を解明する能力養成を目指しま

す。

金利リスクや為替リスク内包型の基本的な仕組みを理解することができ、クレジッ

トリンク債や証券化についても解説しています。

「仕組み債の知識 Σ２級コース」への橋渡しコースでもあります。

債券投資の現場にいる方

債券投資・トレーディングのリスク管理のご担当者

仕組み債を販売する営業ご担当者

仕組み債を含む投資ストラテジーを策定・評価する企画

のご担当者

　　第５章　クレジットリンク債

　１．SPV（特別目的ヴィークル）を発行体と

　　　する債券

　２．クレジットリンク債

　　第６章　証券化商品

　１．証券化とは

　２．証券化商品の組成

e ラーニング講座

1 か月で学ぶ仕組み債コース
難易度 ★★★★☆

仕組み債の組成原理をコンパクトに学ぶ！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

課目：金融　単位：AFP 5.0 / CFP 5.0

受講期間 1 か月

テキスト※ 1 冊

テスト 1 回

受講料 10,800 円（税込）

※テキストは PDF ダウンロード形式です

紙媒体は付属しません



証券化業務Σ３級コース

ねらいと特色 対象者

証券化の基本的なしくみから、商品組成上のポイント、法律的な論点まで、基礎

だけでなく証券化の実務に必要な幅広い知識が身に付きます。

実際に証券化業務に携わる場合に必要な知識を、効率的に学ぶことができます。

基礎からじっくりと証券化を学びたい方

証券化業務に必要な知識を幅広く学びたい方

　　第１分冊　証券化の基礎

　１．証券化とは何だろう

　２．証券化の当事者・関係者とその機能

　３．証券化の機能

　４．証券化の基礎的技術

　　第２分冊　証券化を理解するための知識

　１．証券化の基盤となる民法の基礎知識

　２．倒産法と SPC に関する基礎知識

　３．証券化の基盤となる会計上の基礎知識

　４．証券化を取り巻く法律・制度

　５．裏付資産の分析の基礎

　　第３分冊　証券化の技術と応用

　１．資金調達の技術

　２．企業向け債権の証券化

　３．個人向け債権の証券化

　４．不動産の証券化

　５．その他資産と証券化技術の応用

難易度 ★★★☆☆
受講期間 3.5 か月

テキスト 3 冊

添削課題 4 回

受講料 24,840 円（税込）

カリキュラム

証券化を基礎からじっくり学べるテキスト

受講期間 3.5 か月

テキスト 3 冊

添削課題 4 回

受講料 25,920 円（税込）

仕組み債の知識Σ２級コース
難易度 ★★★★★

本格的に仕組み債を学ぼう！

ねらいと特色 対象者

各種仕組み債の構造を、裏側で使われているデリバティブまで含めて解明し、

何故このような商品が組成可能なのかがクリアに理解できます。

デリバティブに関する基本知識を前提とした上で、プライシングの基本的な考え方

や、商品のリスクを構成するファクターを具体的に説明しています。

仕組み債の組成業務に携わる方

仕組み債・外債超入門を学んだ方でより深い知識を

得たいと考えている方

カリキュラム

　　第１分冊　仕組み債の商品・市場概観

　１．仕組み債とは何か

　２．仕組み債の種類と特徴

　３．なぜ仕組み債を発行するのか

　４．仕組み債発行のディールフロー

　５．仕組み債市場の歴史

　　第３分冊　各種仕組み債の

エンジニアリング 2 ／

仕組み債開発におけるニーズの

開拓

　１．株式を原資産とした

インデックスリンク債

　２．為替を原資産とした

インデックスリンク債

　３．クレジットを原資産とした

インデックスリンク債

　４．仕組み債のリストラクチャリング

　５．仕組み債の開発

～顧客ニーズに合わせた

ストラクチャリング

　６．おわりに

～仕組み債のストラクチャリングとは

　　第２分冊　各種仕組み債の

エンジニアリング 1

　１．仕組み債のストラクチャリングの

　　　基本概念

　２．スワップ組み込み型仕組み債

　３．オプション知識の確認

　４．金利系オプション組み込み型仕組み債 1

　５．金利系オプション組み込み型仕組み債 2
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詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。



英語で学ぶ金融基礎知識コース
難易度 ★★★★☆

受講期間 3.5 か月

テキスト 3 冊、CD ３枚

添削課題 4 回

受講料 21,600 円（税込）

経済と金融の基礎力を身に付ける！

受講期間 3.5 か月

テキスト 3 冊

添削課題 4 回

受講料 24,840 円（税込）

クレジット・デリバティブΣ３級コース
難易度 ★★★☆☆

クレジット・デリバティブを実務的に学べるテキスト

ねらいと特色 対象者

クレジット･デリバティブの基本的なしくみから、法律的な論点、ディーリングへの

利用など、実務に必要な知識を総合的に学ぶことができます。

数理的なプライシングの議論などは含まれませんが、一般の金融パーソンが必要と

するクレジット・デリバティブに関わる知識を効率的に学ぶことができます。

実務的な視点からクレジット・デリバティブを学びた

い方

クレジット・デリバティブ業務に必要な知識を幅広く

学びたい方

カリキュラム

　　第１分冊　クレジット・デリバティブを

理解するためのクレジット商品

の基本

　１．クレジット･リスク

　２．格付 

　３．クレジット･リスクの管理と自己資本規制

　４．債券取引とクレジット･リスク

　５．ABS とクレジット･リスク

　　第３分冊　クレジット・デリバティブの

実際と活用

　１．CDS とドキュメンテーション

　２．トレーディングの基礎

　３．裁定取引戦略

　４．金融取引とクレジットのオプション性

　　第２分冊　クレジット・デリバティブの基礎

　１．クレジット･リスクの転嫁手法

　２．クレジット･デフォルト･スワップ（CDS）

　３．CDS の価格形成

　４．特殊なクレジット･デリバティブ

　５．ストラクチャード･ファイナンスと

クレジット･デリバティブ
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ねらいと特色 対象者

金融パーソンとして押さえておくべき、金融と英語の基礎学習が両立できます。

ネイティブ講師による音声 CD が付属しています。

英文マーケットニュースの読解力を身に付けたい方 

米国株投資にあたり、英単語で困った方 

海外店のスタッフとコミュニケーションをとる時に、

専門用語で困った方 

カリキュラム

　　第１分冊　Part1

Ⅰ　Macro Economy

　１．National Economy

　２．Business Cycle

　３．Fiscal Policy

　４．Monetary Policy

　５．Trade

　６．New Capitalism

Ⅱ　Financial Products

　１．Stock

　２．Bond

　３．Foreign Exchange

　４．Derivatives

　　第３分冊　Part3 

Ⅴ　Global Financial Issues

　１．Financial Crisis

　２．Risk Control

　３．Structured-Finance

　４．Investment (2)

　５．Private Equity

　６．Investment Banking (2)

　７．Financial Economics

　８．Global Market

　　第２分冊　Part2

Ⅲ　Financial Institution

　１．Deposit

　２．Loan & Credit

　３．Investment Banking

Ⅳ　Corporate Finance

　１．Financial Analysis

　２．Asset Securitization

　３．Investment

　４．Risk

　５．M&A and Restructuring

　６．IPO / New Venture

　７．Corporate Governance



e ラーニング講座

知っておきたい介護・医療・相続の 新事情コース

ねらいと特色 対象者

直近改正された介護保険法、相続税について、消費者にとって影響の大きい重要ポ

イントを中心に学習します。

介護保険法の改正に伴い生じる生活者への影響と対処法をレクチャーします。

実際に起こらないと分かりにくい「相続」について、身近に感じられる事例を多く

紹介し、解説します。

銀行、証券会社、保険会社などの個人向け営業に携わ

る方 

人事部など福祉関係にかかる法令改正のポイントを押

さえておきたい方

AFP、CFP として継続教育の単位が必要な方

　　第１章　先進医療

　１．先進医療の概要のポイント

　２． 新の先進医療

　３．先進医療を実施する病院と費用

　４．患者の負担

　５．重粒子線によるがん治療

　６．民間の先進医療保障の保険

　７．「評価療養」及び「選定療養」

　　第２章　介護保険

　８．公的介護保険の制度の確認と現状

　９．平成 27 年「介護保険法」改正の概要

１０．介護サービス事業者や施設選定ポイント

１１．生命保険会社の介護保障保険のポイント

１２．損害保険会社の介護費用保険のポイント

１３．保険会社の介護保険に多くみられる質問

１４．サービス付き高齢者向け住宅の現状

１５．どう対処すべきか

　　第３章　相続

１６．相続開始前後の手続き

１７． 新の金融実務情報

１８．相続手続き詳細

１９．平成 27 年 1 月から相続税法の改正の

　　　内容

２０．3 つの相続対策で「争族」を防ぐ

難易度 ★★☆☆☆
受講期間 2 か月

動画 約 10 時間

テキスト　各 1 冊

テスト 1 回

受講料 16,200 円（税込）

カリキュラム

直近の制度改正のポイントを押さえる！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

課目：相続　単位：AFP 6.0 / CFP 6.0FP

e ラーニング講座

貿易実務のための外国為替コース
難易度 ★★★☆☆

実務担当者が知っておきたい

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

受講期間 3 か月

動画 約 4 時間 20 分

テキスト・スライド　各 1 冊

テスト 1 回

受講料 22,680 円（税込）

ねらいと特色 対象者

為替の予測ではなく、あくまでも貿易実務のための外国為替を学びます。 

テキストで分かりにくい点は講師が分かりやすく解説します。 

なかなか修得する機会のない貿易実務を要領よく学べます。 

貿易実務全体を簡潔に把握することができるので、

これから担当する方にぴったりです。 

企業で貿易を担当する方も、なぜこうした手続きや書類

が必要なのか、良く理解できます。 

専門性が高いので教えてくれる人が少ない分野ですが、

要領よく理解できるので、新たに管理職として担当する

方にも 適です。 

　　第 1 章　外国為替とは

① 外国為替とは

② 外国為替の特徴

③ 外国為替の仕組み

④ 荷為替手形と信用状

⑤ 各国の外国為替決済制度

第２章　外国為替相場

① 外国為替相場とは

② 相場の決定要因

③ 外国為替相場の建て方

④ 外国為替相場の種類

⑤ 対顧客直物相場の種類

カリキュラム

⑥ 先物相場と為替予約

⑦ 為替リスクヘッジ

第３章　国際規則と信用状取

引の法律的側面

① 国際規則

② 信用状取引の法律的側面

第４章　対外取引に関する諸

法令

① 対外取引に関する諸法令

② 外為法

③ 国外送金等に係る調書提出制

度

④ マネー・ローンダリングの防

止と疑わしい取引の届出

第５章　外国送金

① 外国送金の概要

② 送金の実務（仕向送金）

③ 送金の実務（被仕向送金）

④ クリーンチェック

第６章　輸出

① 輸出取引の概要（売買契約から

輸出代金回収までのあらまし）

② 信用状の通知・確認・譲渡

③ 信用状付輸出手形

④ 信用状なし輸出手形

⑤ 輸出金融

第７章　輸入

① 輸入取引の概要

② 信用状発行と約定書

③ 信用状の発行

④ 信用状付輸入手形

⑤ 信用状なし輸入手形

⑥ 輸入担保貨物の貸渡（T/R）

⑦ 荷物引取保証（L/G）

⑧ 輸入金融
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課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 13.5FP

詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。



FP 課目：金融　単位：AFP 6.0 / CFP 6.0

受講期間 1 か月

動画 約 2 時間 40 分

スライド　1 冊

テスト 1 回

受講料※ 6,480 円（税込）

FP 課目：ライフ　単位：AFP 1.0 / CFP 1.0

カリキュラム

ねらいと特色 対象者

　　第１章　個人投資家の資産運用

　１．金融リテラシーを確認する簡単なクイズ

　２．個人投資家にとっての「資産運用」

　３．ライフサイクルが投資意思決定に与える

　　　影響

　４．金融商品の特性

　５．資産運用と税金の関係

　６．個人投資家が利用できる非課税措置

　７．公社債・公社債投信の税制改正

　８． 近のトピックス

～マイナス金利とその影響～

　　第２章　確定拠出年金

　１．確定拠出年金の概要／加入対象者

　２．仕組み（企業型・個人型）／他年金制度

　　　との比較

　３．投資教育の重要性

　４．非課税のメリット

　５．運用商品の選択

　６．運用の実態

～資産規模、運用商品選択状況～

平成 29 年 1 月より個人型確定拠出年金（個人型 DC）の加入者の範囲が拡大されま

した。

iDeCo（イデコ）と新たな名称も決まった個人型確定拠出年金を中心に、税制優遇

に代表されるメリットや注意点などについて、最新の情報・改正点をわかりやすく

解説いたします。

銀行、証券、保険などの営業担当の方

保険などのコンプライアンス担当の方

AFP・CFP の方

確定拠出年金の運用を検討されている方

企業において年金を担当されている方

e ラーニング講座

誰でも使える「確定拠出年金」コース
難易度 ★☆☆☆☆

メリット拡大！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

カリキュラム

e ラーニング講座

「預かり資産獲得プログラム」コース

ねらいと特色 対象者

注目される富裕層ビジネスにおいて、お客様に信頼されるビジネスパーソンとして必

須なスキルが身につきます。

会話の切り口、情報収集のノウハウ、最近の税制など、実践的な内容が盛りだくさん

の内容です。

ロールプレイング演習により、富裕層のお客様へ対応を具体的に体感できます。

富裕層を顧客とする金融機関の営業職の方

富裕層を顧客とする保険関係の営業職の方

富裕層を専門的に対応する販売員の方

富裕層を顧客とする不動産関係者の方

富裕層を顧客に持つ FP の方

富裕層のお客様の対応に困っている方

　　第１章　知っておくべきマーケット環境

　１．日本経済新聞でどの記事・データが重要

　　　なのか

　２．日本の経済指標

　３．日本の株式指標

　４．米国の経済指標

　５．米国の株式指標

　６．為替

　７．リスク商品販売にあたってのコンプライ

アンス

　８．投信販売後のフォロー

　（目減り先への対応）

　　第２章　お客様から喜ばれる運用相談

　１．個人マネーの動きと各金融機関の販売

　　　戦略

　２．顧客別のニーズとは

（ライフスタイル・価値観を知る）

　３．老後の不安の中身とは

　４．債券価格と金利の関係

　５．外貨投資や外国債券の種類と為替リスク

　　　（価格変動要因）

　６．投資信託の運用スタイル

　７．リスクのコントロール（アセットアロケー

ションとポートフォリオ）

　８．投資信託と税金

　９．投資信託の税制

１０．お客様から相談の多いNISA

１１．NISAの拡充

　　第３章　お客様から満足度の高い提案とは

　１．ライフイベントと投資の必要性

　２．新規・既存顧客別のアプローチ

　３．シニアのお客様：世代別の資産運用

　　第４章　ロールプレイング練習

　１．事例１（中小企業のオーナー）

　２．事例２（公務員・教員の退職者）

難易度 ★★☆☆☆
富裕層顧客獲得・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟのポイントを押さえる！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。
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受講期間 1 か月

動画 約 4 時間 25 分

テキスト・スライド　各 1 冊

テスト 1 回

受講料 15,120 円（税込）

※テキストは PDF ダウンロード形式です

紙媒体は付属しません



教材構成

1．講義「要点解説」「計算問題特訓」

本講座の講義はすべて動画でご提供します。

440 点満点の一種試験の約５割が二種試験と共

通する範囲から出題されていますが、復習と同

時に一種試験特有の出題傾向について解説しま

す。計算問題の解き方についても再確認できま

す。

一種特有の出題範囲である、信用取引・先物取

引・オプション取引・デリバティブの各科目に

ついて、出題が予想されるパターンを徹底的に

解説します。苦手意識がある方でも克服し得点

源にできるように、密度が高い講義内容となっ

ています。

（収録時間）7 時間 18 分

　　2．オリジナルテキスト

本講座のために書き下ろしたテキストです。驚

くほどのコンパクトな分量で、無駄なく合格点

に到達できる力が身につきます。

（分量）382 ページ、1 冊

　　3．確認問題

学習がある程度進んだら、簡単な○× 問題を解

いて、知識を定着させましょう。 

（分量）47 問

　　4．模擬試験

シグマオリジナルの予想問題です。本試験と同

じ出題形式、問題数で 5 セットご用意していま

す。合格のため、積極的に活用してください。 

（分量）100 問 ×5 回分

ねらいと特色 対象者

合否を分ける「デリバティブ」「計算問題」を完全攻略

二種合格からブランクがある方、直接一種合格を目指す方にも親切な講義内容

シグマオリジナルの模擬試験（５回分）

金融機関従事者で資格未保有の方

金融機関内定者、就職を希望される方

金融商品に興味がある方

金融商品取引法に興味がある方

e ラーニング講座

一種外務員最短合格コース

合否を分ける、デリバティブ・計算問題を完全攻略！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

e ラーニング講座

二種外務員最短合格コース

ねらいと特色 対象者

合格に必要な項目に特化し集中して学べる、学習効率の高い内容

合否を分ける「計算問題」を完全攻略

シグマオリジナルの模擬試験（5 回分）

金融機関従事者で資格未保有の方

金融機関内定者、就職を希望される方

金融商品に興味がある方

金融商品取引法に興味がある方

　　１．講義「要点解説」「計算問題特訓」

動画の形態で提供します。１本あたりの講義時

間はおおむね 20 分以内で、通勤・通学や移動

途中にも無理なく学習していただけるよう工夫

しています。また、合否に直結する計算問題に

ついて、出題が予想されるパターンを徹底的に

解説します。計算問題が苦手な方でも克服し得

点源にすることが可能です。

平成 28 年に大幅改正された「証券税制」に完

全対応しています。

（収録時間）6 時間 01 分

　　2．オリジナルテキスト：講義資料

本講座のために書き下ろしたテキストです。驚

くほどのコンパクトな分量で、無駄なく合格点

に到達できる力が身につきます。

（分量）382 ページ、1 冊

　　3．確認問題

学習がある程度進んだら、簡単な○× 問題を解

いて、知識を定着させましょう。

（分量）20 問

　　４．模擬試験

講師が作成したシグマオリジナルの予想問題で

す。本試験と同じ出題形式、問題数で 5 セット

ご用意しています。合格のため、積極的に活用

してください。

（分量）70 問 ×5 回分

受講期間 2 か月

動画 約 6 時間

テキスト　1 冊

テスト 1 回

受講料 11,340 円（税込）

教材構成

必勝！合格請負人が教える！

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

受講期間 2 か月

動画 約 7 時間 20 分

テキスト　1 冊

テスト 1 回

受講料 11,340 円（税込）　

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 15.0FP

課目：金融　単位：AFP 7.5 / CFP 15.0FP
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詳細やページサンプルを HP でご覧いただけます（シグマインベストメントスクールで検索）。



FP 継続教育認定
講座になりました！

公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定資格

税金、不動産、投資信託など金融商品全般の知識や顧客との信頼関係

の築き方を習得

実務に精通した一流の講師陣による、ポイントを押さえた動画を用い

た講義

シグマオリジナルの用語問題や模擬試験（全 2 回）

独学での習得が困難な「証券アナリスト基礎講座」「証券アナリスト

通信教育講座」の分野については補講でカバー

※プライマリー PB、シニア PB のみ

e ラーニング講座

本コースは、e ラーニングの形式で行います。

すき間時間を活用できるよう、パソコンだけでなく、タブレット端末・スマートフォンにも対応しています。

プライベートバンカー資格試験対策講座

ねらいと特色

金融機関の窓口担当者の方や顧客担当渉外員の方

富裕層ビジネス、プライベートバンキング業務に従事するスタッフ、

管理職、指導者の方

FP 資格や証券アナリスト資格をお持ちの方

弁護士、税理士、公認会計士の方

対象者

科目名 受講期間 受講料（税込）

PB コーディネーター資格取得コース ３か月 8,640 円

プライマリー PB 資格取得コース

　総合コース 6 か月 87,480 円

　第１単位取得コース 6 か月 32,400 円

　第２単位取得コース 6 か月 32,400 円

　第３単位取得コース 6 か月 32,400 円

シニア PB 資格取得コース

総合コース 6 か月 129,600 円

第１単位取得コース 6 か月 54,000 円

第２単位取得コース 6 か月 48,600 円

第３単位取得コース 6 か月 48,600 円

ラインナップ
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課目：ライフ　単位：（本頁下段参照）FP

第１単位

第２単位

第３単位

第２章　ＷＭ（ウェルスマネジメント）

補　講　証券アナリスト入門講座

第３章　不動産

第４章　税金

第１章　ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）

第５章　信託・エステートプランニング

第６章　マス富裕層

第７章　職業倫理

プライマリー PB、シニア PB（共通）

総　

合

カリキュラム

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

第６章

第７章

ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）

ＷＭ（ウェルスマネジメント）

不動産

税金

信託・エステートプランニング

マス富裕層

職業倫理

PB コーディネーター

メインテキスト

★「プライベートバンキング［改訂版］」　（上・下巻）

　日本証券アナリスト協会 編集　　本体価格：各 3,000 円（税別）

メインテキスト

★「あなたもなれる！ PB コーディネーター［改訂版］

　　　～ プライベートバンカー入門　52 の心得 ～」

　日本証券アナリスト協会 編集　　本体価格：1,800 円（税別）

サブテキスト

★「金融商品なんでも百科（平成 27・28 年用）」

　知るぽると（金融広報中央委員会）の HP よりダウンロードできます。

　http://www.shiruporuto.jp/finance/kinyu/hyakka/

※PDF ダウンロードの他、書店等にて販売もされています。

★「やさしい税金教室 ( 平成 29 年度版 )」

　日本税理士会連合会の HP よりダウンロードできます。

　http://www.nichizeiren.or.jp/nichizeiren/movie/

※PDF ダウンロードの他、日本税理士会連合会から取り寄せ出来ます。

PB コーディネーター

プライマリー PB・シニア PB 共通

使用テキスト

本講座では、日本証券アナリスト協会が資格取得受験に際して指定して

いるテキストを教科書に使用して学習します。

これらは全国書店や日本証券アナリスト協会よりお求めいただくか、当

講座に併せてお申込みください。

対象講座 科目 単位

PB コーディネーター資格取得コース ライフ AFP 2.5 / CFP 2.5

プライマリー PB 資格取得コース

　総合コース ライフ AFP 7.5 / CFP 14.0

　第１単位取得コース ライフ AFP 4.5 / CFP 4.5

　第２単位取得コース ライフ AFP 3.5 / CFP 3.5

　第３単位取得コース ライフ AFP 6.0 / CFP 6.0

シニア PB 資格取得コース

総合コース ライフ AFP 7.5 / CFP 15.0

第１単位取得コース ライフ AFP 4.5 / CFP 4.5

第２単位取得コース ライフ AFP 4.0 / CFP 4.0

第３単位取得コース ライフ AFP 7.5 / CFP 7.5

FP 継続教育
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受講の流れ 申込 成績報告課題提出学習

受講要領

　　支払方法

　　教材の到着時期

学習教材は、受講スタート月の前月 25 日から末日の間に、一括でお届

け致します。

配送時にご不在の場合は、「不在連絡票」が投函されますので、記載内容

に従ってお受取りください。

　　内容に関する質問方法

内容に関する質問は、下記の方法で行ってください。

１～２週間を目途に回答致します。

※電話や e メールでの受付は致しかねます。

　　申込時期と開講時期

毎月 20 日までに申込された方は、翌月 1 日よりスタートとなります。

なお、20 日が土日祝日の場合は、翌営業日が締切日になります。

　　申込方法

下記のいずれかの方法で申込を行うことができます。

・eメール

弊社 HP にあるエクセルのフォー

マットに必要事項を入力の上、メー

ル添付にて送信してください。

・FAX

本案内書の巻末にある、[ 法人申

込用 ] の申込書をご使用ください。

・WEB

弊社 HP の講座一覧より希望講座

をご選択の上、お申込ください。

・FAX

本案内書の巻末にある、[ 個人申

込用 ] の申込書をご使用ください。

・みずほ銀行 日本橋支店　　　（普）2167880

・三菱ＵＦＪ銀行　　　 日本橋中央支店　（普）1089868 

・三井住友銀行　　　　 日本橋支店　　　（普）7718536

　＜口座名義：シグマベイスキャピタル株式会社＞

※振込手数料はご負担願います。

学習

申込受付後、担当者様宛てに請求

書をお送り致しますので、御社の

「締め・支払い」規程に基づき、下

記のいずれかの口座にお振込くだ

さい（受講スタート後でも結構で

す）。

申込完了後、受講スタート前月の

23 日までに、所定の受講料を下記

のいずれかの口座にお振込くださ

い（WEB 申込のみクレジットカー

ド決済可）。

※ 講座一覧 URL

https://www.sigmabase.co.jp/correspondence/courselist.htm

※ エクセルフォーマット掲載 URL

https://www.sigmabase.co.jp/correspondence/order_c.htm

法人申込 個人申込

法人申込 個人申込

各テキスト巻末にある「質問票」

に質問内容をご記入の上、郵送ま

たは FAX にてお送りください。

e ラーニングシステムの機能であ

る「質問する」ボタンよりお願い

致します。

通信教育 eラーニング

　　提出方法

各講座には、学習効果の測定を目的とした課題が付属しています。下記

の要領にしたがって提出してください。

★ 法人のお客様を対象にお申込みをご検討いただくためのサンプルをご提供しています。請求方法につきましては、弊社 HP「通信教育」にてご確

認ください。個人のお客様は対象外とさせていただきます。ご了承ください。　https://www.sigmabase.co.jp/correspondence/order_c.html

申込 課題提出

添削課題には締切日があります。それぞれの締切日に間に合うよ

うに提出してください（提出日は消印有効になります）。

なお、メールや FAX 等での提出は認められません。必ず郵送で提

出してください。

また、提出期限を過ぎた答案についても、受講開始から１年以内

であれば採点を致します。但し、下記修了要件は満たしていない

ため、修了証は発行されませんのでご注意ください。

通
信
教
育

テストは受講期間内しか受験できませんが、期間内であれば繰返

し受験することができます。

受講期間内に下記修了要件を満たすようにしてください。

　　修了要件（合格基準）

以下の 2 つの条件を満たすと合格となります。

合格者には修了証を発行致します。

① すべての添削問題を期限内に提

出する

② 添削問題の平均点が 70 点以上

である

① コンテンツに含まれるすべての

章を閲覧する

② 修了テストの得点が 70 点以上

である

通信教育

教材の送付先 申込書明記の「自宅」または「勤務先」

添削答案の返却先 各受講生が明記した返却先住所

受講期間 弊社設定の受講期間

修了要件 弊社設定の修了要件（上記）

頻度 全受講生の受講期間終了後、1 回

時期 全受講生の受講期間終了から 2 週間程度

成績報告 報告先 申込書明記の「成績報告責任者」様宛に郵送

報告内容 氏名、提出日、得点、修了の有無　など

修了証 上記、教材の送付先に郵送

成績報告の取扱い等

　　原則内容

法人申込をされた場合の取扱いは下記を原則とします。

他の内容をご希望の場合は、お申込時に併せてご連絡ください。

　　Web成績報告システム「SuperGrace」について

SuperGrace をご利用頂くことで、受講生の最新受講状況をいつでも

Web サイト上で照会することができます。ご利用は無料です（インター

ネット通信料等は別途必要）。なお、SuperGrace をご利用頂く場合、

成績報告の取扱いが上記原則的な取扱いと下記の点で異なります。

詳細は下記 HP をご覧ください。
https://www.sigmabase.co.jp/correspondence/supergrace.htm

頻度 

成績報告 時期 

報告先 郵送による報告はなくなります

成績データの更新は毎月 15 日頃（月 1 回）

e ラーニング

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ



受講申込書 [個人申込用 ]
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シグマベイスキャピタル株式会社　行

下記のとおり「通信教育講座」に申込をします。 送信先 FAX　03-6222-9842

お申込コースコード※ 

スタート希望月

（フリガナ）

受講者氏名

（ ）

自宅

勤務先

教材など送付先

請求書

領収書

e-Mail

〔　必要　・　不要　〕 宛名〔　受講者様　・　その他（ ）　〕

送付先〔　自宅　・　勤務先　〕

月

〒

TEL（ ）　 －

勤務先名 部署名 役職

〒

TEL（ ）　 －

〔　自宅　・　 勤務先　〕

※ e ラーニング講座をお申込の際は、e-Mail を必ずご記入下さい。

〔　必要　・　不要　〕

お申込みに関して

・開講日 毎月 1 日

・申込締切日 スタート希望月の前月 20 日

・教材発送時期 スタート月前月末一括発送

受講料振込口座

日本橋支店 （普）2167880

日本橋中央支店 （普）1089868

・みずほ銀行

・三菱 UFJ 銀行

・三井住友銀行 日本橋支店 （普）7718536

※ コースコードと FP 継続教育対象の有無は通信教育講座一覧（P2 ～ 3）より

ご確認ください。

PB 資格取得コースのお申込は

専用の用紙（P30）をご使用ください

※ 領収書が不要な場合またはご希望の記載がない場合、金融機関の振込受領書をもってこれに代えさせて頂きます。
また、領収書の再発行は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

FP 単位取得希望※ 〔　AFP　・　 CFP　〕



AFP
・

CFP
対象講座時
のみ選択可

AFP
・

CFP
対象講座時
のみ選択可

AFP
・

CFP
対象講座時
のみ選択可

AFP
・

CFP
対象講座時
のみ選択可

TEL（ ）　 －

事務取扱
責任者

貴社名

〔　必要　・　不要　〕

〔　必要　・　不要　〕

宛名〔　貴社名　・　その他（ ）　〕

送付先〔　事務取扱責任者　・　その他（ ）　〕

〒

※ e ラーニング講座をお申込の際は、e-Mail を必ずご記入下さい。※ コースコードは講座一覧（P2 ～ 3）よりご確認ください。

※ 6 名以上の一括申込の場合は、複数枚コピーの上、ご利用ください。
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受講申込書 [法人申込用 ]
シグマベイスキャピタル株式会社　行

下記のとおり「通信教育講座」に申込をします。 送信先 FAX　03-6222-9842

スタート
希望月 月

氏名

フリガナ 部署 役職　

住所

請求書

領収書

※ 領収書が不要な場合またはご希望の記載がない場合、金融機関の振込受領書をもってこれに代えさせて頂きます。

また、領収書の再発行は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

成績報告先
責任者

コース
コード

フリガナ

受講者氏名
教材など送付先
※ 勤務先の場合は部署まで記載してください。

TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

〔　必要　・　不要　〕 頻度〔　最終 1 回郵送　・　SuperGrace　・　その他（ ）　〕成績報告書

氏名

フリガナ 部署 役職　

住所
TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

〔　受講生　・　その他（ ）　〕修了証送付先

※ 成績報告希望

時のみ記入

※ SuperGrace をご希望の際は、

e-Mail を必ずご記入下さい。

※ 「修了要件」「成績報告」その他、シグマインベストメントスクールの原則的取扱い（P27）以外の方法をご希望の場合は、

　 別紙に詳細を明記の上、本申込書と併せて FAX してください。

PB 資格取得コースのお申込は

専用の用紙（P31）をご使用ください

FP 単位
取得希望

AFP
・

CFP
対象講座時
のみ選択可



PB資格取得コース　受講申込書 [個人申込用 ]
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シグマベイスキャピタル株式会社　行

下記のとおり「PB 資格取得コース」に申込をします。 送信先 FAX　03-6222-9842

お申込コード

（フリガナ）

受講者氏名

（ ）

自宅

勤務先

教材など送付先

請求書

領収書

e-Mail

〔　必要　・　不要　〕 宛名〔　受講者様　・　その他（ ）　〕

送付先〔　自宅　・　勤務先　〕

〒

TEL（ ）　 －

勤務先名 部署名 役職

〒

TEL（ ）　 －

〔　自宅　・　 勤務先　〕

※ 必須

〔　必要　・　不要　〕

受講料振込口座

日本橋支店 （普）2167880

日本橋中央支店 （普）1089868

・みずほ銀行

・三菱 UFJ 銀行

・三井住友銀行 日本橋支店 （普）7718536

コース テキスト

※ 領収書が不要な場合またはご希望の記載がない場合、金融機関の振込受領書をもってこれに代えさせて頂きます。

また、領収書の再発行は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

コード コース名

PR-G プライマリー PB 資格取得コース（総合コース）

PR-1 プライマリー PB 資格取得コース（第 1 単位取得コース）

PR-2 プライマリー PB 資格取得コース（第 2 単位取得コース）

PR-3 プライマリー PB 資格取得コース（第 3 単位取得コース）

SE-G シニア PB 資格取得コース（総合コース）

SE-1 シニア PB 資格取得コース（第 1 単位取得コース）

コード コース名

SE-2 シニア PB 資格取得コース（第 2 単位取得コース）

SE-3 シニア PB 資格取得コース（第 3 単位取得コース）

CO PB コーディネーター資格取得コース

コード テキスト名

TX-M メインテキスト（プライマリー PB・シニア PB 共通）『プライベートバンキング』上下巻

TX-C メインテキスト（PB コーディネーター向け）『あなたもなれる！ PB コーディネーター』



PB資格取得コース　受講申込書 [法人申込用 ]

送信先 FAX　03-6222-9842

TEL（ ）　 －

事務取扱
責任者

貴社名

〔　必要　・　不要　〕

〔　必要　・　不要　〕

宛名〔　貴社名　・　その他（ ）　〕

送付先〔　事務取扱責任者　・　その他（ ）　〕

〒

※ e-Mail を必ずご記入下さい。※ テキスト不要の際は、テキストコードを未記入にしてください。

※ 5 名以上の一括申込の場合は、複数枚コピーの上、ご利用ください。

フリガナ

成績報告先
責任者

〔　必要　・　不要　〕 頻度〔　最終 1 回郵送　・　SuperGrace　・　その他（ ）　〕成績報告

氏名

部署 役職　

住所
TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

〔　受講生　・　その他（ ）　〕修了証送付先

※ 成績報告希望

時のみ記入

スタート
希望月 月

氏名

フリガナ 部署 役職　

住所

請求書

領収書

※ 領収書が不要な場合またはご希望の記載がない場合、金融機関の振込受領書をもってこれに代えさせて頂きます。

また、領収書の再発行は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

フリガナ

受講者氏名
教材など送付先
※ 勤務先の場合は部署まで記載してください。

TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

TEL（ ）　 －

e-Mail

〒

コース

コード

テキスト

コード
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下記のとおり「PB 資格取得コース」に申込をします。
コード コース名

PR-G プライマリー PB 資格取得コース（総合コース）

PR-1 プライマリー PB 資格取得コース（第 1 単位取得コース）

PR-2 プライマリー PB 資格取得コース（第 2 単位取得コース）

PR-3 プライマリー PB 資格取得コース（第 3 単位取得コース）

SE-G シニア PB 資格取得コース（総合コース）

SE-1 シニア PB 資格取得コース（第 1 単位取得コース）

コード コース名

SE-2 シニア PB 資格取得コース（第 2 単位取得コース）

SE-3 シニア PB 資格取得コース（第 3 単位取得コース）

CO PB コーディネーター資格取得コース

コード テキスト名

TX-M メインテキスト（プライマリー PB・シニア PB 共通）『プライベートバンキング』上下巻

TX-C メインテキスト（PB コーディネーター向け）『あなたもなれる！ PB コーディネーター』



シグマベイスキャピタル株式会社（以下、「当社」）は、当社の個人情報保護に関する取組方針および取扱いに関する考

え方として「個人情報保護方針」（以下、「当方針」）を制定し、公表致します。

▼ 取組方針

当社は、個人情報の適切な保護と利用を重要な社会的責任と認識し、 個人情報保護に関する関連法令等に加えて当方針を

遵守し、 お客さまの個人情報の適切な保護と利用に努めてまいる所存です。 お客さまからいただいた個人情報につきまし

ては、下記利用目的の達成に必要な範囲において適正に取扱うこととし、お客さまの同意なく 第三者に開示・提供する

ことはありません※。

※ただし、法令に基づく場合、人の生命・財産の保護の必要がある場合、 警察、裁判所等の公的機関への協力が必要であ

る場合はこの限りではありません。 また、お客さまが、企業派遣・企業申込による場合には、講座運営上必要な範囲に

おいて、研修担当者さまおよび企業さまから委託された事務代行会社へ開示する場合があります。

▼ 個人情報の定義

当方針でいう個人情報とは、お客さまの氏名、年齢、電話番号、住所、メールアドレス、 勤務先等の情報で、このうち一

つ、または複数の組合せによりお客様個人を特定すること のできる情報を指します。 

▼ 個人情報の収集目的と利用について

当社は、お客さまから取得した個人情報を、原則として以下の４つの目的で利用させていただきます。 

１．当社各種講座の教材・添削問題の発送、添削問題の採点・成績管理・お問合せ対応、 修了証・認定証の発送などの講

　　座運営・受講生管理に利用します。 

２．当社各種講座の受講生が企業派遣・企業申込による場合には、研修担当者さまおよび 企業さまより委託された事務

　　代行会社からの受講状況等のお問合せに対して利用します。 

３．書籍、ビデオ等お客さまからご注文いただいた商品の発送に利用します。 

４．当社からのお客さまに有用と思われる講座案内、商品、サービス等をご案内させていただく ために使用させていた

　　だく場合があります。

▼ 当社ウェブサイトからのお申込に対して

当ウェブサイトでは、プライバシー保護のため、 グローバルサイン株式会社の企業認証 SSL を使用し、 暗号化通信を実

現しています。SSL 技術を使用することにより、お客様の個人情報が暗号化されて送受信されます。これにより、お客

様の大切な情報が盗まれたり、改ざんされたりすることを防止しております。 

▼ 個人情報の取扱の委託について

当社では、発送業務（電子メールの送信等も含む）の一部を外部に委託する際、委託先に個人情報の取扱を委託する場

合があります。業務委託先の選定については、個人情報保護 水準を十分に満たしていることを条件とすると共に、業務

委託先と契約を締結して個人情報の保護を義務付けています。

▼ 個人情報の開示について

お客さまよりお預かりしている個人情報の開示、訂正・追加・削除、利用の停止・消去等のご請求につきましては、適

切かつ迅速な対応を行うよう努めてまいります。これらのご請求に関しては、本人確認の手続をとらせていただきます。 

▼ 継続的改善

当社は、社会的要請の変化等を踏まえて当方針を適宜見直し、お客さまの個人情報の取扱いについて、 継続的に改善に努

めてまいります。

▼ お問合せ先

原則、下記メールアドレスにお願い致します。

　専用メールアドレス prvcy@sigmabase.co.jp

　担当部署 教育開発部　個人情報保護対策チーム

制定　平成 17 年 3 月 30 日

改訂　平成 24 年 6 月 29 日

シグマベイスキャピタル株式会社

代表取締役社長　清水　正俊
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日本で唯一の“実践金融理論専門教育機関”として、「シグマインベストメントスクール」を企画・運営し、金融・財務

のプロフェッショナルを育成しております。

事業案内

１．シグマインベストメントスクール事業

　 研究科コース（Σ1 級スペシャリストレベル）

真のスペシャリストを養成するため、専門科コースの内容をより進化、発展させたコースです。

　 専門科コース（Σ1 級プロフェッショナルレベル）

デリバティブ、リスク管理、投資・資産運用、金融商品開発等のプロフェッショナルを育成する通学コースです。

年４回、定期的に開講しています。

　 通信教育・e ラーニング（中級・Σ２級、初級・Σ３級、入門レベル）

基礎知識・実務応用力を養成するため、また、金融知識習得に関する様々なニーズに応えるため、40 以上のコースを設

けております。

セミナー

デリバティブ、金融リスク管理、投資、国際法務関連を中心に、幅広い領域にわたり、タイムリーなテーマのセミナーを

開催しており、お客様のスキルアップにご活用いただいています。

他ではなかなか得られない深い実務的な知識を学んでいただくことを目的とした「連続セミナー」や、受講生自らツール

を操作したりプログラミングを行いながら実践的・体感的に理解できる「ワークショップ」など、多彩なテーマのセミナー

を開催しています。    

　 新入社員・新規配属者向け公開講座

毎年春と秋に開催しています。受講者の知識・経験に応じ、様々なコースをご用意しています。平成 16 年春の開講以来、

社員教育の一環として、多くの金融機関、運用会社、関係企業にご利用いただいています。

　 研修・講演の受託

経営・財務・金融・ファイナンス・リスク管理・アクチュアリー分野を中心に、オーダーメイド型の研修を積極的に実施

しています。お客様のご要望（研修体系、内容、参加人数、パソコン利用の有無、時間数、予算等）を満たすよう、最善

の努力をしています。

コンサルティングの受託

研修・教育と親和性の高いコンサルティング業務にも力を入れています。統合リスク管理体制整備や、クレジット・デリ

バティブ関連商品評価およびリスク管理のアドバイザリー業務など、長年の経験と専門性を生かして幅広く展開しており

ます。

「プロの知識を万人のものへ」・・・。

当社はこの理念の下に出版事業を展開しており、これまでに 100 冊以上の書籍を出版しております。

２．シグマ個人投資家スクール事業

初心者でも安心して株式などの投資を始められ、ステップ・バイ・ステップで上達できるよう、広範囲にわたり多数コー

スをご用意しています。

投資入門スクール

投資セミナー

FP 継続教育

通信教育 & e ラーニング

３．出版事業



シグマベイスキャピタル株式会社

東京都中央区新川 1 丁目 3 番 10 号

旭ビルディング 5 階

TEL 03-6222-9841 ㈹　FAX 03-6222-9842

https://www.sigmabase.co.jp/

< 通信教育のお問合せ >

教育開発部　TEL 03-6222-9844
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