
半年に１度！ 問い合わせ多数の人気セミナー！

【 フォローアップマネーセミナー 多数の ご参加 ありがとうございました 】

2019年4月14日（土） 顧客様限定フォローアップマネーセミナーを開催
しました。私がお伝えし続けている、「継続して学ぶことって、大事！」を
イベントレポートと一緒にブログでお届けしています。
継続する秘訣を知りたい方は読んでみてくださいね。
https://miyuki-kobayashi.com/2019/05/12/blog_39/

【 有料 サービスメニュー の お知らせ 】

会社員時代からお取引のある方の中には、無料で提供しておりましたマネーセミナーやサービスが
有料化になり、応援してくださる方、戸惑う方もいらっしゃるかと存じますが、ここまで来ることが
できましたのも皆様のおかげでもあり、心より感謝申し上げます。
お金の専門家として私は、みなさまにもっとお金を引き寄せていただくため、毎日毎日、研究・
努力・行動実践・継続・習慣化した結果、わたし自身の年収も 10倍 にすることに成功しています。

開始する新たなサービスは、2018年6月法人設立時に掲げた理念・信念の「お客様に感動を提供する」
信条である「幸せな人生のためのお金を引き寄せる方法を身につける知識を提供する」道をさらに
精進するため、おひとりおひとりの意欲や向上心、ライフスタイルの変化に伴う悩みに
合ったお金の知識・殖やし方・使い方をしっかりと学んでいただくサービスです。
ライフスタイルの変化に伴い、新しいご相談がある場合で、引き続き小林美幸にご相談したい
という方は、ぜひご利用ください。

また、ご紹介をお考え下さった方も、こちらのページをご紹介くださいますようお願いしております。

なお、ご登録いただいている専用ページ（LINE@含）につきましては、現在お取引
いただいている内容のご相談のみお答えいたします。しかし、ライフスタイルの変化
などに伴う新たなご相談は有料サービスをご案内しておりますのでご了承くださいませ。

ご相談内容によっては、お問い合わせいただいた時点で提携している専門家をご紹介も可能です。

幸せで豊かな人生を手に入れる
あなたに合った、お金を引き寄せる方法 を提供しています。

≪ 有料サービスメニューは こちら ≫ ⇒ https://miyuki-kobayashi.com/service/
～ メニューはご要望に分けてご用意しております！ ～
・なるべくお金をかけずにしっかり学びたい！ ・もっとお金の知識が欲しい！ ・もっとお金を引き寄せたい！
・直接会ってマンツーマンでお金の相談がしたい！ ・お金のことを学び続けたい！ ・お金持ちになりたい！
・自立＆自律した女性になりたい！ ・小林美幸みたいになりたい！ ・起業したい！独立したい！

セミナー・イベント ご報告・ご案内

Q. もう、無料マネーセミナーは、開催しないのですか？
A. はい。開催予定はございません。なぜなら時代に合った

資産運用法を価値を付けてお届けしているからです。

有料マネーセミナーではお金だけじゃない専門家にも監修いただき内容をバージョンアップを
してお届けしています。そのため、初心者から中級レベルになった方も、継続学習 をお勧めし
ます。なぜなら、人は忘れる・感情の生き物だからです。そして習慣も考え方も簡単には変わ
りません。そのうえ、あなたを取り巻く世の中・ライフスタイル・人は常に変化しています。
これからの人生、ずっと幸せにお金を引き寄せ続けていけるための努力・勉強・継続の方法を
提供しています！

習慣 が変わらないと、あなたの生活に よりよい変化 を もたらすことは、できません！

・お金の復習をしたい！新しい資産運用法を学びたい！もう１つ上の運用法を学びたい！
・初心者向け無料マネーセミナーをご受講された方の再受講はおススメです！
※ニュースレターをご持参で再受講された方には、特典 を ご用意しております。

※6月２２日のセミナーは、まだ募集前の為、QRはございません。

結果、有料マネーセミナーになっても 満席 です！

【 ６月 開催 】

【限定５名】GWに使いすぎたお金を取り戻せ！ボーナス、どうする？
お金の初心者からiDeCoとNISAまで！ マネーセミナー

【日 時】 6月８日（土）10:00～ ・ 6月12日（水）19:00～ ・ 6月22日（土）１3:30～
【内 容】・お金の歴史と基礎

・iDeCo・NISA・保険を使った資産形成、金融商品基礎知識
・ズバリ今の「買い」 ・これからの金融、経済の展望 ・お金の使い方 など

【参加費】 ３,０００円
【開催地】 ウィンクあいち （詳細は以下QRコード、またはホームページをご覧下さい）

【対 象】 ・これからお金の勉強を始めたい方 （ご紹介の方、ご家族の方もこちら）
・初心者編を復習し、お金の基礎をしっかり身につけたい方

6月12日（水）19:00～20：30
NEW！リリース

6月8日（土）10:00～11：30
NEW！リリース

株式会社 FiLys （フィリス） Mail ︓ contact@filys.jp 保険代理店 えらべるカンパニー名古屋駅前店 Mail : nagoya-ekimae@e-h.ne.jp
℡ 052-856-2863 名古屋市中村区名駅３－２８－１２ 大名古屋ビルヂング２５階 ※具体的なご相談・マネーセミナーご参加ご希望の方は、必ずご予約をお願いいたします。

※投資は⾃⼰責任です。本情報提供をもとに投資などを⾏った結果についてはその責を負いかねます。ご⾃⾝で納得のいく投資を⾏ってください。

資 産 形 成
2019 ４・５月
合併号

ご要望を多数いただいた お茶会 を 年内スタート！

お茶会を多数↓こんな方は、ぜひ、ご参加ください。

● 講座やセミナーなど、かしこまった会ではなく、気軽に参加したい
● お金の勉強をした同じ仲間？！と、楽しく 交流したい

詳しくは、こちらのLINE＠ に、ご登録くださいね！ →→→
登録後、画面右上の�マークから、過去の活動をご覧いただけます。

もしくは、こちら→ https://miyuki-kobayashi.com/seminerandevent/
（小林美幸公式サイトセミナー・イベントページ）

お楽しみに！！ ( *´艸｀)



45歳の小林美幸が、45年の人生で今、

こんなにも 美しく！ そして輝いている！ 理由を 大公開！！

【お金 と からだ（健康） と 心 と 美しさは全て繋がっている】

お金を引き寄せるには、どれだけ勉強したとしても、お金の知識だけでは限界があるのです。

現在、会社員時代から、年収を10倍にした小林美幸の実際の成功体験からお話ししています。

その中のひとつに、以前、わたしの健康と美しさの秘訣について、お灸を紹介しました。

鍼は専門家に施術してもらっていますし、整体にも通っています。お金がない時から行っていたのです。

←左の記事「お金の使い方」を、お金のない時から、ずっと意識してきた、というわけです。

今回は、鍼でも、お灸でも、そして自身の指でツボ押しするだけでも効果のある「ツボ」についてご紹介します。

「ツボ」とは、東洋医学で、人間が本来持つ自然治癒力、免疫力などを強化し、

ゆっくり自然に健康に導く方法とわたしは解釈しています。対して、西洋医学は対処療法。

すぐに処置をしたい、不調をスポット的に改善したい時だけ、わたしは薬を利用するようにしています。

西洋医学は、あくまでわたし個人の解釈ですが不調そのものを治すものではないのでは？

私はこの東洋医学に目覚めてからお薬をなるべく飲まなくなりました。体にとって根本からの

改善でなく、無理やり調整するのはあまり良くないのではないかな？と考えています。

万能のツボともいわれている 「合谷（ごうこく）」

左右どちらの手でもかまいませんが、手の甲側の、人差し指の骨と、親指の骨を手首の方向に向かって指でなぞって

みてください。この2つの骨が合流した地点からやや人差し指よりに上がったところに、合谷というツボがあります。

反対側の指で触ると合流地点あたりの骨と骨の間にくぼみが見つけられると思います。

その周辺を押してみて、にぶい痛みを感じる場所が合谷で、以下のような効果があると言われています。

・視力や眼病全般 ・頭部の疾患全般 ・痛み全般 ・首や肩のこりや不調 ・精神的な症状

・大腸の調整 ※ 私は専門家ではないので、この件についてのお問い合わせやご相談はお受けいたしません。

体調等一切の責任は負いかねます。あくまでも個人の見解です。

【 カスタマーセンター 活用 のご案内 】

◇ 保険契約の 変更・請求手続き ◇

★ 通話料０円！タダ！（フリーダイヤル）

★ 書面郵送費（切手代）が 保険会社負担

（基本は保険会社書面の手続きが必要）

★ すぐ解決！スピーディ！郵送レス！も。

→ TELで 全て、すぐに 完了することもあります。

※ 契約者からのお申し出が必要となります。

● 住所変更 ● 名義変更 （受取人変更含む） ● 口座やクレジットの支払方法変更 ● 貸付（可能額確認、返済の相談） ● 前納（全期間前納・一部前納）

● 減額・払済保険への変更・解約 ※ただし、損をしないで きちんと殖やしたいなら、10年は少なくても継続しましょう。 ● 保険金請求手続き など

※ ご注意 ※

１：契約応当月でない時の、月払から年払 などの変更はできません。（逆も同じ） ※ 月払保険料の残りを 全額 払って、何年分の前納をする場合は 可能です。

２：契約によっては、口座払 から クレジット払 への 変更が不可 な場合 があります。 ※ １，２は、こちら（代理店）では 判断できません。カスタマーセンターで 確認！

【 カスタマーセンター 活用 のご案内 】

◇ 保険契約の 変更・請求手続き ◇

★ 通話料０円！タダ！（フリーダイヤル）

★ 書面郵送費（切手代）が 保険会社負担

（基本は保険会社書面の手続きが必要）

★ すぐ解決！スピーディ！郵送レス！も。

→ TELで 全て、すぐに 完了することもあります。

※ 契約者からのお申し出が必要となります。

● 住所変更 ● 名義変更 （受取人変更含む） ● 口座やクレジットの支払方法変更 ● 貸付（可能額確認、返済の相談） ● 前納（全期間前納・一部前納）

● 減額・払済保険への変更・解約 ※ただし、損をしないで きちんと殖やしたいなら、10年は少なくても継続しましょう。 ● 保険金請求手続き など

※ ご注意 ※

１：契約応当月でない時の、月払から年払 などの変更はできません。（逆も同じ） ※ 月払保険料の残りを 全額 払って、何年分の前納をする場合は 可能です。

２：契約によっては、口座払 から クレジット払 への 変更が不可 な場合 があります。 ※ １，２は、こちら（代理店）では 判断できません。カスタマーセンターで 確認！

新時代「令和」がいよいよ到来︕そして、あなたはこの5月の10連休、
どのようなお⾦の使い方をしましたか︖

家族がみんなお休みでショッピングモールなどでのお買い物や、外食の機会も増えた方も
いらっしゃるのではないでしょうか︖これまでも、何度も「お⾦の使い方」について
お話ししていますが、あなたは、普段の「お⾦の使い方」に、気を付けていますか︖︕

気が緩みがちな機会は、お⾦を使う時に「これは本当に必要なのだろうか︖」と考えてから
お財布を出すように意識してみてくださいね︕
今回の10連休のあなたのお⾦の使い方、１度振り返って考えてみましょう。

あなたのその お金の使い方は、「消費」？「投資」？「浪費」？

★ お金が 殖える★ おトクな クレジットカードの使い方
ご相談の中で、お⾦のことを真剣に取り組もうとされている方の中から、
「クレジットカードは持たない方がいいと思ってました」というお声をいただくことがあります。
クレジットカードは、“使い方”を間違えることがあるので、こんなふうに考えちゃうのですね。
でも、この超低⾦利時代には、ポイントを利回りと考えたら、とても⼤きなリターンなんです︕
私が推奨する、クレジットカードの上手な使い方 です。※ ⼀例 をご紹介↓

●固定費は、クレジットカードを利⽤しよう︕ ※家賃、光熱費、通信費等
●流動費は、デビットカードや電子マネーも利⽤しよう︕（使う枠、予算を決めて使うこと）

特に旅⾏は、クレジットカードを利⽤する方も多いですが、普段と違う環境はお財布の紐が
緩みがちなので、可能な限り電⼦マネーやデビットカード、現⾦の決済にしましょう。
例えば、使う目的に合わせ専⽤の電⼦マネーに予算をチャージし、使⽤は1回と決める。など

あなたに合った使い方などのご相談方は、ホームページよりお問い合わせくださいね。

https://www.filys.jp/ （HPは法人向けです）
お⾦の勉強が無料でできちゃう↓ 裏ブログ 読まなきゃ損

https://miyuki-kobayashi.com/ iDeCoやNISAの記事もあるよ。

今後ともよろしくお願いします。

ファイナンシャルプランナー
株式会社 FiLys 代表取締役 小林美幸

お金持ちへの道！！ 正しいお金の使い方
あなたのそのお金の使い方、大丈夫？！

弊社顧客専用ファンページ

LINE ＠ →
顧客様以外の登録は
ブロックされます

お金のプロが
教える!!

早い！
安い！（タダ！）
カンタン！

女性のみなさま 必見！

アクサ生命カスタマーセンター

ご契約内容 の ご相談は、LINE@なら無料です。 いちいち 一喜一憂 せず、しばらく 放置 する ことが 成功 の 秘訣 ！！


