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図表1 集合教育と比較したeラーニングのメリット
集合教育（セミナー形式）

ポイント

e ラーニング

講師費用 1 回 5 万円
会場費用（30 ～ 50 人）

外部委託コスト

初期設定費用プラス
1 人 500 円 / 月～

従業員を集合させ会場確保、
講師依頼するセミナー運営

運営コスト

オンラインで完結

ペーパーテスト
採点・集計

管理コスト

自動集計

加入者は自身のポートフォリオを作成
し、学習を完了します。
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くらの退職金を手にできるのか」
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減っていきます。
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入者の将来の不安を減らし、同時に、将来
の訴訟リスクに備えることになります。

図表2 教材の特徴
金融機関主導の教育

また、SMOPは企業と関連金融機関とは
第三者機関 SMOP の教育

異なる第三者の立場から、加入者のメリット

教育機会

スマートフォンで、いつでも、
どこでも、何度でも※

を考えたポートフォリオ作りを示します。具

金融機関主導のおすすめ商品

教育内容

最適化された
ポートフォリオを提示

の評価やコスト面での協力を促すなど、加

非効率な可能性あり

運用

効率的な資産形成

セミナーのタイミングのみ

ポイント

体的には、関連金融機関の提供する商品
入者の利益のためにウィンウィンの関係を
築いていくことが望ましいと考えています。

※契約期間中のみ
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