
DCアドバイザー会員紹介

※情報公開を希望した者のみとなっています。

氏名 阿部　重利
あべ　しげとし

現職または勤務先・所属・役職 ヒューマネコンサルティング株式会社　代表取締役
生年 1963/7/17
都道府県 埼玉県
TEL＆FAX TEL：048-954-8214(オフィス）、090-8504-4917
E-Mail abeshige@m4.dion.ne.jp
URL

経歴・職歴

金融機関勤務と経営・フィナンシャルコンサルティング会社経営での実務経験を生かし、
各種経営支援、企業診断、研修、投資教育、セミナー、ライフプランニング、マネープラン
ニング等活動の傍ら各種講演会なども歴任。
これまでのセミナー、講演のテーマはキャリア関係、投資教育、経済、資格指導、金融・
財務、資金調達、年金問題、営業関係、マーケティング、モチベーション等。

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】金融、経済、投資教育、経営支援、企業診断、社員研修、　【資格】国家資格
FP技能士一級、日本FP協会認定CFP、宅地建物取引主任者、キャリアコンサルタント、
金融知力インスラクター、一種証券外務員、貸金業務取扱主任者、中小企業診断士取得
中

自己アピール

金融機関・コンサルティング会社での実務経験を生かし、全国各地規模を問わず企業向
けの経営支援、企業診断、研修、投資教育、セミナー、ライフプランニング、マネープラン
ニング等を行っている。
持ち前の行動力とコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、各種士業者等との
ネットワーク力等が特徴的と好評を得ている。
各種講演会やセミナー・研修も数多く手掛けており、そのプレゼンテーション能力を活かし
て、パワフルでユーモアある語り口やわかりやすさ、説得力では各方面から高い評価を
得ている。

DCアドバイザー登録番号 N00001466

氏名 今井　和寿
いまい　かずとし

現職または勤務先・所属・役職 行政書士・特定社会保険労務士　今井和寿事務所
生年 　
都道府県 愛知県
TEL＆FAX TEL：0587-81-5106、FAX：0587-81-5107
E-Mail 　
URL http://imai.main.jp
経歴・職歴
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】個別労働関係紛争、就業規則、離婚時年金分割
【資格】行政書士・特定行政書士・社会保険労務士・特定社会保険労務士

自己アピール
DCアドバイザー登録番号
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氏名 池田　晃宏
いけだ　あきひろ

現職または勤務先・所属・役職 池田会計事務所　所長税理士　有限会社エフピーネットワーク・ジャパン　代表取締役

生年 1969

都道府県 大阪府

TEL＆FAX TEL：06-6974-7550、FAX：06-6974-9302

E-Mail dze00164@nifty.com

URL http://www.fpnetwork.net

経歴・職歴

平成5年4月　池田会計事務所に入所
平成11年6月　池田会計事務所事業承継　所長税理士に就任
平成15年7月　有限会社エフピーネットワーク・ジャパンを設立　同社の代表取締役に就
任

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】税務会計　遺言・相続　生命保険代理店（シニア・ライフ・コンサルタント）　投
資信託販売（証券外務員）、　【資格】行政書士　　CFP

自己アピール

ＤＣ導入企業の投資教育セミナーはのべ200回以上講師をしています。ＦＰ事業はライフ
プラン（キャッシュフロー表分析）に基づく生命保険の見直し（保障分析）や金融資産診
断・投資信託の販売を行っております。ＦＰ実務研修の講師や簿記教室の講師なども現
在しております。

DCアドバイザー登録番号 N01090280

氏名 本庄　忠
ほんじょう　ただし

現職または勤務先・所属・役職 本庄忠社会保険労務士事務所

生年 1951/10/17

都道府県 秋田県

TEL＆FAX TEL：018-836-6394、FAX：018-836-6396

E-Mail srhonjo@office.email.ne.jp

URL http://www.ne.jp/asahi/sr/honjo/

経歴・職歴 2003年1月　社会保険労務士事務所開業　2007年4月　特定社会保険労務士 付記

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【資格】特定社会保険労務士、２級ガソリン自動車整備士、２級ヂーゼル自動車整備士、
危険物取扱者乙種第４類、職業訓練指導員 自動車整備科

自己アピール お引き受けした仕事は迅速、確実、安心を常に心がけ誠意を持って取り組みます。

DCアドバイザー登録番号 N00001412

氏名 小野　隆璽
おの　りゅうじ

現職または勤務先・所属・役職 社会保険労務士

生年 1948/8/11

都道府県 千葉県

TEL＆FAX 04-7182-7829

E-Mail ryujiono@mtf.biglobe.ne.jp

URL http://ryujiono.com/

経歴・職歴

広島県出身。富山大学工学部卒。昭和47年、オムロン(株)入社。平成14年早期退職後、
現在、年金事務所の年金相談員。千葉県社会保険労務士会東葛支部：東葛年金塾会
長。任意団体「東葛年金サポート」代表。全国社会保険労務士会連合会「社労士講師団」
メンバー。ＤＣ協会講師。主な書籍「明解 年金の知識」（経済法令研究会）

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【資格】社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、ファイナンシャルプ
ランナー（ＣＦＰ認定）、年金アドバイザー

自己アピール

年金事務所の相談員として、足掛け7年、おおむね4万名の年金相談実績があります。そ
の相談事例をベースとした年金セミナー講師や執筆などが得意分野です。また年金分野
のほか、年金制度を取り巻く制度全般も含めたライフプランニングも得意分野のひとつで
す。

DCアドバイザー登録番号 N00001759
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氏名 山中　伸枝
やまなか　のぶえ

現職または勤務先・所属・役職 株式会社アセット・アドバンテージ　取締役副社長

生年 1966/5/18

都道府県 東京都

TEL＆FAX TEL：03-6215-8312、FAX：03-621508700

E-Mail manaka@wiselife.biz

URL http://www.asset-advantage.com/

経歴・職歴

米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒　帰国後メーカーにて人事、経理、国際業務等経
験後２００１年退職。２００２年AFP、２００４年CFP資格を取得しファイナンシャルプラン
ナーとして独立。その後DCアドバイザー資格も取得し、投資教育、ライフプランセミナー
の講師や、個人相談などを担当する。

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】年金と資産運用、　【資格】CFP

自己アピール
個人コンサルと中心に独立系FPとして実績を積んできました。現在は401Kの導入コンサ
ルから、セミナー、個人相談まで包括的サービスを実施しております。英語でのコンサル
も可能です。

DCアドバイザー登録番号 N00001556

氏名 野手　茂
ので　しげる

現職または勤務先・所属・役職 株式会社　ヒューマン・ソース　代表取締役

生年 1944/4/12

都道府県 東京都千代田区九段南３－８－１３

TEL＆FAX TEL：03-6380-4580、ＦＡＸ：03-6380-4581

E-Mail consul@humansource.co.jp

URL http://www.humansource.co.jp/

経歴・職歴
大卒後、某メガバンクで長い間勤務し、その後系列証券会社で証券業務に従事、
平成１５年に人事労務関係業務を主とした事務所及び会社を設立し、開業。

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】○人事給与制度構築・再構築、人事評価制度の導入・評価者訓練 ○退職
金制度構築・再構築、退職給付債務計算（原則法、簡便法） ○アウトソーシング業務(給
与計算、年末調整、社保・労保の各種手続き等） ○労働時間・労務形態の構築・再構
築、　【資格】社会保険労務士、行政書士、１級ＦＰ技能士、年金アドバイザー

自己アピール

中小企業の「人事部」をモットーに「誠実・信頼・迅速」を基本理念として、幅広い業務を展
開、一度取引を始めた企業様からは、その誠実な仕事振りを高く評価されております。各
企業様との各種取引を背景とした豊富な経験を裏付けに、貴社の各種ニーズには、きめ
細かく対応させて頂きます。

DCアドバイザー登録番号 N01090431

氏名 山元　浩一

やまもと　こういち

現職または勤務先・所属・役職 FPアライヴサービス　代表
生年 1961/3/1
都道府県 宮崎県
TEL＆FAX TEL：0986-26-5058、FAX：0986-80-6888
E-Mail a-live@navy.plala.or.jp
URL 　
経歴・職歴 信用金庫、不動産鑑定事務所　等
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【資格】CFP、一級ｆｐ技能士

自己アピール なんでも一生懸命頑張ります。
DCアドバイザー登録番号 N00001772
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氏名 岡本　和子
おかもと　かずこ

現職または勤務先・所属・役職 和ライフメネジメント（ファイナンシャルプランニングオフィス　代表）

生年 1969/9/17

都道府県 兵庫県

TEL＆FAX 079-238-6901

E-Mail info@kazu-lifemanagement.com

URL 　

経歴・職歴 金融会社勤務・会社役員・生命保険会社勤務を経て現在に至る。

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【資格】ＣＦＰ・一級ファイナンシャルプランニング技能士・住宅ローンアドバイザー・トータ
ルライフコンサルタント

自己アピール
難しいと思われがちな金融資産や社会保障の話を解り易く、お客様の立場に立って
説明し、お客様の理想とするライフプランの実現に努めております。

DCアドバイザー登録番号 N00001847

氏名 成宮　正和
なるみや　まさかず

現職または勤務先・所属・役職 株式会社エルピス・パートナーズ　　代表取締役

生年 1952/1/2

都道府県 東京都

TEL＆FAX 03-6277-3911

E-Mail narumiya@fp-elpis.jp

URL http://www.fp-elpis.jp

経歴・職歴
横浜市立大学卒業、総合商社31年勤務（内16年海外）2006年株式会社エルピス・パート
ナーズ設立・独立開業　（経営コンサルタント、年金・退職金コンサルタント、独立系ファイ
ナンシャル・プランナー、セミナー講師）

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】従業員向けライフプラン、退職前セミナー、ライフ・リタイヤメントプランニン
グ、年金・退職金、　相続・事業承継等　セミナー講師、相談業務、　【資格】ＣＦＰ（日本Ｆ
Ｐ協会）、1級ファイナンシャルプランニング技能士、住宅ローンアドバイザー　他

自己アピール
従業員向けファイナンシャルプラン、退職前教育、退職・年金、ライフプラン等　各種　相
談経験に基づき分かりやすくセミナー講師、相談業務に対応致します。

DCアドバイザー登録番号 N00001745

氏名 束野　浩
つかの　ひろし

現職または勤務先・所属・役職 株式会社日立製作所　九州会社　金融情報システム営業部

生年 1959/1/18

都道府県 福岡県福岡市早良区百道浜二丁目1番1号日立九州ビル6階

TEL＆FAX TEL：092-852-3372、FAX：092-844-7546

E-Mail hiroshi.tsukano.vx@hitachi.com

URL

経歴・職歴
日立製作所入社以来、金融機関（都銀、信託銀、地銀）の情報システム営業
現在は九州地区の第二地銀を担当

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】海外ロングステイをメインに資産運用、年金、相続等が得意分野
【資格】CFP、1級FP技能士、DCプランナー、ロングステイアドバイザー

自己アピール

弊社は確定拠出年金を導入している為、JIS&TのPC操作等のより実践的な説明が
できます。
ポリシーは顧客の満足度の向上と最新動向が説明できるよう日頃から努力しており、
日経新聞は毎朝三十分かけて欠かさず情報を収集しております。
個人情報保護に関して適用される法令・規範を遵守するとともに、個人情報の取扱い
には慎重に対応して参ります。

DCアドバイザー登録番号 N00000060
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氏名 堺　誠二
さかい　せいじ

現職または勤務先・所属・役職 offshore-cruise ceo

生年 1950/12/10

都道府県 大阪府

TEL＆FAX 06-6311-0031

E-Mail sakai401k@kawachi.2aq.ne.jp

URL
経歴・職歴
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

証券外務員。 【資格】AFP（金融資産運用設計のみCFP分野部分取得）

自己アピール 証券会社の営業畑で30数年。色んな経済事例を知悉。
DCアドバイザー登録番号 N00000179

氏名 熱海　和博
あつみ　かずひろ

現職または勤務先・所属・役職 株式会社あさひ財務経営　保険部

生年 1953/4/22

都道府県 宮城県

TEL＆FAX 0225-82-50996

E-Mail atumi@asahizaimu.com

URL
経歴・職歴 信用金庫に28年勤続、現在会計事務所
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

リスクと保険　ライフプラン、ダックスプランニング等　1級FP技能士　CFP

自己アピール スポーツマン　行動力あり
DCアドバイザー登録番号 N00000894

氏名 佐々木　俊一
ささき　しゅんいち

現職または勤務先・所属・役職 佐々木社会保険労務士事務所

生年

都道府県 東京都

TEL＆FAX
E-Mail
URL
経歴・職歴
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

AFP認定者（2級FP技能士）、年金アドバイザー、社会保険労士

自己アピール
DCアドバイザー登録番号

氏名 原　孝則

現職または勤務先・所属・役職 社会保険労務士

生年 1955

都道府県 神奈川県

TEL＆FAX 042-855-5501

E-Mail hara-sr@jcom.home.ne.jp

URL http://members2.jcom.ne.jp/hara-sr/

経歴・職歴 一部上場企業の厚生年金基金事務長
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

特定社会保険労務士、年金アドバイザー

自己アピール
DCアドバイザー登録番号
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氏名 星野　直輝
ほしの　なおき

現職または勤務先・所属・役職 株式が社OSP

生年 1972/12/11

都道府県 愛知県

TEL＆FAX 052-808-8366

E-Mail hoshino@osp-g.com

URL http://homepage3.nifty.com/FPginoushi

経歴・職歴
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など
自己アピール
DCアドバイザー登録番号 N00001687

氏名 奥村　美明
おくむら　よしあき

現職または勤務先・所属・役職
生年 1935/6/28
都道府県 奈良県
TEL＆FAX 0743-78-4527
E-Mail
URL
経歴・職歴 大阪市立大学経済学部卒（S34年）㈱桃吉順天館退職(H17)
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

国内旅行業務取扱主任

自己アピール
DCアドバイザー登録番号 N00000575

氏名 佐々木　義広
ささき　よしひろ

現職または勤務先・所属・役職 株式会社　日本経営
生年
都道府県 大阪府
TEL＆FAX
E-Mail
URL
経歴・職歴
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など
自己アピール
DCアドバイザー登録番号 N00000444

氏名 木村　久昭
きむら　ひさあき

現職または勤務先・所属・役職 木村社労士事務所

生年 1945/4/26

都道府県 兵庫県

TEL＆FAX 079-238-6901

E-Mail kimura.hisaaki@ares.eonet.ne.jp

URL

経歴・職歴 企業年金基金の年金相談業務
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】年金相談、ライフプラン
【資格】社会保険労務士資格、CFP

自己アピール
DCアドバイザー登録番号 N00001446
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氏名 伊藤　亮太
いとう　りょうた

現職または勤務先・所属・役職 スキラージャパン株式会社、ファイナンシャルプランナー

生年

都道府県 東京都

TEL＆FAX 03-3778-2575

E-Mail ito@skirr-jp.com

URL http;//www.ryota-ito.jp/

経歴・職歴
証券会社にて営業、経営企画部門を経て、独立系FP会社㈱を設立。講演、講師、執筆、
相談業務等

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】資産運用、社会保障(年金、介護）、経済評論などが得意。
【資格】CFP（R)資格保有

自己アピール 証券取引所や証券会社などで講演実績あり。年金や運用が得意。
DCアドバイザー登録番号 N00001113

氏名 石井　準治
いしい　じゅんじ

現職または勤務先・所属・役職 (株)十六銀行・豊田支店・融資渉外 FA（ファイナンシャルアドバイザー）

生年 1983/1/31

都道府県 愛知県

TEL＆FAX 090-9197-2689

E-Mail junji-ishii@softbank.ne.jp

URL
経歴・職歴

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

【得意分野】金融資産設計、生保
【資格】宅地建物取引主任者試験合格、管理業務主任者試験合格、行政書士、FP技能
検定１級、CFP、シニアライフプランナー

自己アピール
銀行に勤務し、金融資産運用設計・生保提案業務を主として手がけております。皆様よろ
しくお願いします。

DCアドバイザー登録番号 N00001874

氏名 近藤　泰祐
こんどう　たいすけ

現職または勤務先・所属・役職 社会保険労務士　近藤経営労務事務所　代表

生年 1974/7/18

都道府県 東京都

TEL＆FAX 03-5694-4170

E-Mail t-kondo@kondo-roumu.com

URL http://www.kondo-roumu.com/

経歴・職歴
明治大学大学院　経営学研究科修了。外食産業人事部→公益法人総務課→社会保険
労務士事務所→各士業が集結した総合事務所→近藤経営労務事務所開業。2006年社
会保険労務士登録、2010年特定社会保険労務士付記

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

人事労務相談、就業規則の作成、賃金制度設計

自己アピール クライアントの現場に即した、制度作りにはご好評をいただいております。
DCアドバイザー登録番号 Ｎ00001725
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氏名 平野　厚生
ひらの　あつお

現職または勤務先・所属・役職 福岡銀行　営業推進部業務役（ＤＣ推進）
生年 1948/7/31
都道府県 福岡県
TEL＆FAX 092-683-4413
E-Mail welfhirano731@yahoo.co.jp
URL
経歴・職歴 社会保険労務士
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

DC営業経験5年であり、退職後はこの経験をいかしたい

自己アピール
DCアドバイザー登録番号

氏名 祝　修二
いわい　しゅうじ

現職または勤務先・所属・役職 祝　修二社会保険労務士事務所
生年 1949/1/21
都道府県 秋田県
TEL＆FAX tel:018-866-5515 fax:018-866-5517
E-Mail
URL
経歴・職歴
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など
自己アピール
DCアドバイザー登録番号 N01090325

氏名 池田　悦子
いけだ　えつこ

現職または勤務先・所属・役職 池田社会保険労務士事務所
生年 1950/2/16
都道府県 富山県
TEL＆FAX 076-421-0656 fax:076-423-7993
E-Mail ietsuko4@chive.ocn.ne.jp
URL
経歴・職歴 S49年住友銀行退職　S60年社労士開業　現在に至る
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

社会保険労務士　行政書士　AFP

自己アピール
DCアドバイザー登録番号 N00000070

氏名 川嶋　靖
かわしま　やすし

現職または勤務先・所属・役職 地方銀行勤務
生年 1961/10/16
都道府県 千葉県
TEL＆FAX 090-8850-8940
E-Mail yassu@eastcom.ne.jp
URL
経歴・職歴 昭和59年地方銀行入社、以降同社に勤務。
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

1級ＤＣプランナー、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、住宅ローンアドバイザー

自己アピール
銀行員として長年にわたり、個人、法人の資産運用、資金運用の相談を行っており実務
に精通しています。

DCアドバイザー登録番号 N00001733
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氏名 田坂　康夫
たさか　やすお

現職または勤務先・所属・役職 図書印刷企業年金基金　常務理事
生年 1947年
都道府県 東京都
TEL＆FAX
E-Mail yasuo.tasaka@tosho.co.jp
URL
経歴・職歴 上場会社の総務・人事を33年経験後、現職9年
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

ライフプラン・リタイアメントプラン・FP6分野全般

自己アピール
DCアドバイザー登録番号 N00000872

氏名 大泉　稔
おおいずみ　みのる

現職または勤務先・所属・役職
株式会社ｆｐ　ＡＮＳＷＥＲ代表取締役　　　大泉稔ＣＦＰ（Ｒ）事務所主宰　　ＴＬＣ（生保協会
認定ＦＰ）会東京部会理事

生年 1972/5/17

都道府県 東京都

TEL＆FAX 090-7800-4614

E-Mail minoru@fp-answer.com

URL http://cfpm.biz

経歴・職歴
京王タクシー交通事故係、社会保険庁中央年金相談室相談員、独立系ＦＰ会社役員、保
険代理店取締役を経て現在に至る。

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

１級ＦＰ技能士、　ＣＦＰ（Ｒ）認定者、　２級年金アドバイザー、　第一種証券外務員、　第
一種衛生管理者、　生命保険大学課程

自己アピール

≪研修やセミナー等の講師としての活動≫ＦＰや証券外務員などの資格試験対策、ＦＰ
実務家を対象にした継続セミナーなどの講師をメインに展開し、受講者の数は９０００人
ほどになります。≪コンサルタントとしての活動≫社会保険庁の相談員の時に5,000件程
度の相談に応じた経験を活かし、老後や介護保障、医療保障の相談に応じています。主
たる顧客は４０歳前後の独身女性および会社オーナーです。

DCアドバイザー登録番号 N00000883
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氏名 中野　正樹
なかの　まさき

現職または勤務先・所属・役職
中野年金・退職金コンサルファーム／
行政書士・海事代理士　中野内外総合法律事務所／
中野相続・不動産ＦＰ事務所　代表者

生年 １９５０年
都道府県 東京都
TEL＆FAX 03-3363-6170　fax03-3363-4439 090-3814-1415
E-Mail m.nakano@onyx.ocn.ne.jp
URL

経歴・職歴

早稲田大学卒業後、行政書士として３０年以上許認可業務等を、不動産コンサルタント・
相続コーディネーターとして相続関連業務、借地借家問題等に取り組んでまいりました。
宅建主任者試験の講師経験もあります。他方、ＦＰとして労働問題、退職金、公的年金、
企業年金、介護保険、投資等の相談会も開催しております。主たる顧客は、４０歳から６
５歳前後の個人及び会社経営者です。

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

〔資格〕行政書士(法務省入国管理局申請取次行政書士）・海事代理士・公認不動産コン
サルティングマスター(国土交通大臣登録証明事業)・宅地建物取引主任者･賃貸不動産
経営管理士･ファイナンシャルプランナー･ＤＣプランナー(企業年金総合プランナー)・住宅
ローンアドバイザー他

自己アピール

資産運用・投資教育・労働相談・年金、介護問題・確定拠出年金等企業年金導入コンン
サル・ライフプランニング･後見制度の分野でお役に立てると思います。｢当グループは応
援します・・・あなたの夢、未来、幸せを」がモットーです。とにもかくにも、わかりやすい解
説を心がけております。

DCアドバイザー登録番号 N00001873

氏名 一色　徹太
いっしき　てつた

現職または勤務先・所属・役職 一色ＦＰオフィス　代表・ファイナンシャル　プランナー
生年 1966年8月24日
都道府県 東京都
TEL＆FAX TEL 050-3606-4438    FAX 050-3730-2646
E-Mail info@isshiki-fp-office.jp
URL http://isshiki-fp-office.com

経歴・職歴

平成元年　　早稲田大学法学部卒業　日本生命保険相互会社入社。
　　　　　　　　国内株式アナリスト、国内債券ファンドマネージャーを計７年、
　　　　　　　　大企業、中小企業相手の法人営業（企業保険、確定拠出年金、確定給付企
業年金、
　　　　　　　　損害保険、投資信託等の販売や各種セミナー運営・開催、若手法人営業担
当者の
　　　　　　　　育成、マネジメント全般）に１５年従事。
平成２３年　 上海赴任の辞令と母親の介護が重なり、同社退職。
平成２４年 　ＣＦＰ資格審査試験で６科目一括合格。ＦＰ１級技能士合格。
平成２５年　 ２月１日に、「一色ＦＰオフィス」を設立。

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

得意分野：ＦＰです。生命保険、住宅ローン、金融資産運用などを扱っています。保有資
格：ＦＰ１級技能士、ＣＦＰ（Ｒ）、証券アナリスト（ＣＭＡ）、宅地建物取引主任者、管理業務
主任者、住宅ローンアドバイザー、２級ＤＣプランナー、証券外務員１種、証券内部管理
責任者　等。

自己アピール

平成２５年２月に、東京都北区赤羽に自らのＦＰ事務所を開設いたしました。地域に密着
したＦＰ活動を行っております。ＤＣについては、制度創設時よりずっと企業向けの制度販
売を行い、数々の運管コンペに参加。常時、制度設計・制度改善、導入前投資教育、継
続教育、運用商品見直し等を行っておりました。よろしくお願いいたします。

DCアドバイザー登録番号 N00001930
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氏名 筑摩　恭英
ちくま　やすひで

現職または勤務先・所属・役職 有限会社筑摩工務店　代表取締役　（FP業務　筑摩プランニング　代表）

生年 1966/7/8

都道府県 岐阜県

TEL＆FAX TEL：0572-59-4180　FAX：0572-59-4870

E-Mail chikuma.planning@gmail.com

URL http://www3.hp-ez.com/hp/chikuma-planning

経歴・職歴

建築の設計・施工管理の経験を経て、平成24年6月～現在　アフラック募集代理店開業。
個人投資家として経験を踏み金融知力の必要性を把握。その後、金融関連資格を取得
し、ライフプラン・金融資産運用・各種保険・リスク管理のコンサルタントとして活動する。
企業・団体からのセミナーや講習会の講師としても活躍。また、一級建築士として数多く
の物件に関わり、資金計画・建物の維持コストの考え方を得意とする。現在、組織数約
4000人の建設労働保険事務組合の組合長（非常勤）岐阜県労働保険事務組合連合会
理事。労働保険にも精通。

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

☆得意な分野　生命保険、投資教育、建築
☆資格 AFP（日本FP協会）　SLC（生命保険協会）　一種証券外務員資格　金融知力イン
ストラクター　一級建築士　宅地建物取引主任者　住宅ローンアドバイザーなど

自己アピール

投資教育に興味があり講師として多くの活躍の場を求めております。
各種保険を活用したライフプランのご提案、投資教育の講師、またFP兼建築士として住
宅購入時の相談も承ります。様々な団体・企業で講師実績があり、一生懸命務めさせて
頂きますので、何卒宜しくお願い致します。

DCアドバイザー登録番号 N00001950

氏名 小山　繁雄
こやま　しげお

現職または勤務先・所属・役職 小山労務管理事務所　所長
生年
都道府県 東京都
TEL＆FAX ＴＥＬ03-3939-5222　FAX03-3939-5223
E-Mail info@koyama-roumu.com
URL http://www.koyama-roumu.com

経歴・職歴
団体職員として月刊誌の取材・編集業務。民間企業で人事・総務を経て、社会保険労務
士事業所開業　現在に至る。

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

就業規則の作成・改正及び相談。社会保険事務手続の代行。特定社会保険労務士。

自己アピール
DCアドバイザー登録番号 N00001441

氏名 菅野　眞人
かんの　まさと

現職または勤務先・所属・役職 個人事業
生年 1953/9/26
都道府県 神奈川県
TEL＆FAX  070-2621-6489
E-Mail vita_felice@outlook.com
URL
経歴・職歴 2005年より2014年まで運営管理機関にてＤＣ教育業務に従事
得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

得意な分野：投資教育、その他の資格：ＩＴパスポート

自己アピール 加入時教育から資産運用、退職準備まで幅広い加入者教育の経験があります。
DCアドバイザー登録番号 N00001973
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氏名 岩崎　陽介
いさわき　ようすけ

現職または勤務先・所属・役職 株式会社Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ＤＣ　Ｊａｐａｎ　代表取締役社長
生年
都道府県 愛知県
TEL＆FAX TEL：080-3570-0804
E-Mail y.iwasaki@f-dc-j.co.jp
URL https://f-dc-j.co.jp/

経歴・職歴

2010年4月 野村證券株式会社 入社 ファイナンシャル・コンサルティング課へ配属
2015年6月 野村證券株式会社 退社
2015年7月
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 入社 IFA インディペンデント・ファイナンシャ
ルアドバイザーとして従事
2018年12月株式会社 Financial DC Japan 設立
現在に至る

得意な分野・DCアドバイザー以
外の資格など

企業型DC導入支援
資産運用
証券外務員一種
DCプランナー１級

自己アピール

野村證券（株）にて、トップ０.２％だけがもらえる社長賞をはじめとして、数々の賞を獲得。
入社以来同年代トップ１％の成績を維持し続け、海外留学生に選ばれ留学。
帰国後、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立。
確定拠出年金に特化した株式会社Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ＤＣ　Ｊａｐａｎを創業し、企業型確定拠出
年金の普及に尽力している。企業型確定拠出年金導入実績、全国１位達成。（ ２０２０年
１２月〜２０２２年１月。ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社様のパートナー中。）

DCアドバイザー登録番号 N00002126
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