
「物・心・情報」 を スッキリ！
片づけからはじめる生前整理

生前整理とは…究極のお片づけです

人生を整理し、豊かな生き方を目指す「生前整理」です。

実際に講師の先生から思い出の物の整理法を伝授してもらい、生前整
理実践帳に書き込みをしていきます。 物・心・情報をスッキリとさせなが
ら、思考の整理をしていきます。

2級認定→ 準1級認定→1級認定 → 認定指導員 とステップアップして受
講することで、指導員資格を取得することもできます。

生前整理作業の技能を学ぶ講座もあります。



生前整理アドバイザー2級認定講座
⇒まず自らやってみる！

「生前整理で幸せな老いじたく（大津たまみ著）」と協会オリジナルのテキスト「生前整理実践
帳」を使い、「生前整理」に関しての考え方や実践の仕方を学ぶ講座です。2級講座は、まず
自らの生前整理を行なっていただくための講座内容になっています。実際に、講師から思い
出の物の整理法を伝授してもらい、生前整理実践帳(エターナルノート）に書き込みをしてい
きます。お部屋の片づけを通して、頭と心をスッキリさせ、人生そのものを幸せにする力を身
につけていきましょう。自分自身の人生をもきっちりと整理していくことで、より豊かな最高の
人生を目指します。

講義時間 10時～16時（300分コース）

講座内容

1.当協会のご紹介
2.思い出の物を片づける
3.マイベストショットアルバム紹介
4.生前整理実践帳（エターナルノート）を記入していく
5.模擬葬儀をプロデュースする
6.やり残しリスト作成
7.大切な人をリストアップする
8.大切な人にメッセージを書く
9.五年後の自分の未来をプランニング
10.認定テスト

受講料

【合計】19,500円 (税込 21,450円)

受講料：9,000円 (税込 9,900円) 本代：1,200円 (税込 1,320
円) テキスト（生前整理実践帳）：3,800円 (税込 4,180円)
認定テスト添削代：2,500円 (税込 2,750円) 認定料：3,000円
(税込 3,300円)
※別途、本・テキスト(生前整理実践帳)をご購入済みの

方は、上記合計から5,000円 (税込 5,500円)を差引いた
金額となります。
※認定テストに合格することにより、認定書が発行され

ます。

持ち物
筆記用具 シャープペン(鉛筆)・消しゴム
（本・テキストをご購入済みの受講生は、講座受講の

際に忘れずにお持ちください。）

講座のご案内



生前整理アドバイザー準1級認定講座
⇒親や身近な人のお手伝いができるようになります

※生前整理アドバイザー2級認定者のみ受講が可能です。

生前整理アドバイザー2級に合格した認定者は、準1級講座でさらに深く生前整理を学び、ご
自身や身近な人の生前整理に役立てることができます。

講義時間 10時～16時 （300分コース）

講座内容

1.2級講座のおさらい
2.親や身近な人が生前整理をするきっかけ作りのコツ
3.親や身近な人に少しずつ片づけさせる方法
4.一緒に写真を整理する
5.親や身近な人の生き様をまとめる
6.エンディングの仕方をさりげなく提案する
7.気がかりリスト（動産・不動産・相続関係等）を作成する
8.親や身近な人の生前整理をする際の大切な5つの心構え
9.認定テスト

受講料

【合計】24,800円 (税込 27,280円)

受講料：10,000円 (税込 11,000円) テキスト代：2,000円 (税込
2,200円) 生前整理実践帳：3,800円 (税込 4、180円)
認定テスト添削代：3,000円 (税込 3,300円) 認定料：6,000円
(税込 6,600円)
※認定テストに合格することにより、認定書が発行され

ます。

持ち物
筆記用具 シャープペン(鉛筆）・消しゴム・蛍光ペン（３色）・定
規（15cm程度）・生前整理で幸せな老いじたく本・２級講座使用
の生前整理実践（エターナルノート）

講座のご案内



生前整理アドバイザー1級認定講座
⇒親や身近な人のお手伝いができるようになります

※生前整理アドバイザー準1級認定者のみ受講が可能です。

1級講座は、法律とスクラップブッキングについて学んでいきます。法律講座では自筆証書遺
言を作成することができます。

スクラップブッキング講座では、生前整理スクラップブッキングの魅力・特徴や写真劣化の原
因、思い出の写真がもたらす実例をご紹介致します。さらに写真を飾るワークを通じて、生前
整理の本質を学んでいただきます。

講義時間 10時～16時（300分コース）

講座内容

1.万が一の備えチェックシート
2.遺言書の種類を学ぶ
3.自筆証書遺言が無効になるケースから考える
4.法定相続分と遺留分について学ぶ
5.遺言書を作成する
6.生前整理スクラップブッキングとは
7.生前整理スクラップブッキングのポジション
8.生前整理スクラップブッキングの魅力・特徴5つ
9.思い出の写真と向き合う
10.作品づくり
11.作品発表
12.大切なポイント
13.認定テスト

受講料

【合計】34,800円 (税込 38,280円)

受講料：20,000円 (税込 22,000円) テキスト代：2,000円 (税込
2,200円) 生前整理実践帳：3,800円 (税込 4,180円)
認定テスト添削代：3,000円 (税込 3,300円) 認定料：6,000円
(税込 6,600円)
※認定テストに合格することにより、認定書が発行され

ます。

持ち物 筆記用具 シャープペン(鉛筆)・消しゴム
スクラップブッキングで使用するお気に入りの写真1枚

講座のご案内



生前整理アドバイザー認定指導員講座
⇒ 生前整理を広く伝えていく指導員を目指す

※生前整理アドバイザー1級認定者のみ受講が可能です。

指導員になるための知識を学びます。後日認定テストに合格することにより、認定指
導員になることができます。テスト合格後に協会に入会していただくと（登録料・年会費
有り）、認定講師として「生前整理アドバイザー２級認定講座」を開催することができる
ようになります。

講義時間 10時～16時（300分コース）

講座内容

1.講師としての心構え
2.伝わる声になるトレーニング
3.講師として必ず身に付ける5つのポイント
4.2級講座の伝え方
5.実践をしてみる
6.今後の活動について
7.認定テストについての説明
（後日、認定テストを行います）

受講料

【合計】61,000円 (税込 67,100円)

受講料：40,000円 (税込 44,000円) 講師用テキスト代：5,000
円 (税込 5,500円) 認定料：8,000円 (税込 8,800円)
認定テスト代：8,000円 (税込 8,800円)
※再テストの場合は、認定テスト代8,000円 (税込 8,800円)
がかかります。

講座のご案内



生前整理診断士
⇒ 片づけ、介護、相続、葬儀などあらゆる悩みをトータルでサポートします

※生前整理アドバイザー2級認定者のみ受講が可能です。

生前整理診断士は、片づけ、介護、葬儀、相続などでお困りになられているお客様の
お悩みを、物・心・情報の観点から総合的にアドバイスすることができます。
お客様の課題を一緒に考え、お客様の気持ちに寄り添いながら、相談から受注まで
の流れを学べる講座です。
片づけ、介護、葬儀、相続の各専門分野で活躍する人は沢山いますが、お客様のお
悩みをワンストップで解決する人はほんの一握りです。
あらゆる課題の窓口としてお客様に寄り添い、お客様と一緒になって解決する事で、
お客様との信頼関係が構築され、今後発生するあらゆる分野の課題も継続的にご支
援ができるようになります。
また士業やケアマネジャー、各専門業者との取り組み方なども学べ、これからの時代
に特に求められるスキルと知識を学べます。

講義時間 3日間 10時～16時 （900分コース）

講座内容

1,生前整理認診断士の仕事内容
2,片づけ、相続、介護、葬儀の業界の把握とコーディネイトの仕方
3,集客から受注までの流れ
4,前整理診断士に求められるスキルと教育方法
5,生前整理診断士に関わる法律の確認
6,生前整理診断士のお客様対応の心得
7,収益の説明とリピート案件の説明
8,各専門業者への依頼の仕方と管理の仕方
9,お客様満足度を高める考え方
10,事例から学ぶ生前整理診断士の役割

受講料

【合計】135,000円 (税込 148,500円)

※希望者には、別途 3,780円(税込) で携帯できる写真入りの生前整理認
定作業士証明書を発行します。

持ち物
筆記用具 シャープペン(鉛筆)・消しゴム・認め印（最終日のみ）

講座のご案内



生前整理相談士
⇒身近で悩みを抱えている方々の相談窓口として活動出来るようになります

※生前整理アドバイザー2級認定者のみ受講が可能です。

生前整理相談士は身近で悩みを抱えている方々の相談窓口として活動するた
めの基礎知識を学んでいただくために新たに開設し、実際に相談を受けて、相
談者に少しでも早く安心していただける環境を導くための心強い存在になりま
す。
1人での解決は出来ないけども、まずは悩みを抱えている方の相談にのり、1人
でも多くの困っている方の力になりたいとお考えの方に最適な資格です。
介護や葬儀、相続や片づけなどの入り口を学んで頂き、ご依頼者の心情など
を理解し相談にのれる知識を習得して頂く講座です。
実際に専門的な知識や対応が必要な場合は、上級資格である生前整理診断
士と共に対応することができますの安心して活動に取り組めます。
これからのシニア向けの事業を考えている方、地域の高齢者の支援を考えて
いる方など、生前整理でお困りになっている方々のお力になってみませんか？

講座のご案内

講義時間 10時～16時 （300分コース）

講座内容

1.生前整理認相談士の仕事内容
2.お客様の気持ちに寄り添う事とは
3.お客様と家族の心理について学ぶ
4.生前整理相談士の仕事の進め方
5.生前整理相談士に関わる法律の確認
6.生前整理相談士に求められるスキル
7.ケーススタディ
8.まとめ

受講料

【合計】24,800円 (税込 27,280円)

※希望者には、別途 3,780円(税込) で携帯できる写真入りの生前整理認
定作業士証明書を発行します。

持ち物
筆記用具 シャープペン(鉛筆)・消しゴム・認め印（最終日のみ）



生前整理認定作業士
⇒ 生前整理のお手伝いが本格的にできるようになります

※生前整理アドバイザー2級認定者のみ受講が可能です。

生前整理の作業現場で必要な知識を身につけていきます。ボランティアやお仕事として
生前整理をお客様の家に行き作業をすることが出来る知識を取得します。

講座のご案内

講義時間 10時～16時 （300分コース）

講座内容

1.生前整理認定作業士としての心構え
2.お客様の心理の理解
3.在宅作業におけるマナー
4.生前整理作業の流れ
5.思い出の物の片づけ
※独自の物の期限設定シート及分類シートを用いて行います
6.写真の整理
※マイベストショットアルバムの作成を行います
7.エターナル（エンディング）ノート作成

※お客様が歩まれてきた道のりやエンディング情報のまとめかた
を学びます
8.情報の整理

※生前にまとめなければいけない各種情報一覧を基に、お客様
にヒアリングをして情報をまとめます。
9.アフターフォローの仕方
※アフターフォローレターの書き方
10.提携会社のご紹介の仕方
11.金額提示の方法
※見積り書及び提案書
12.個人情報保護
※個人情報契約

受講料

【合計】80,000円 (税込 88,000円)

※希望者には、別途 3,850円(税込) で携帯できる写真入りの生前整理認
定作業士証明書を発行します。

持ち物
筆記用具 シャープペン(鉛筆)・消しゴム



生前整理エステートセール認定講座

エステートセールはアメリカ発祥のリサイクルシステムです。

日本の遺品整理や生前整理の現場で良く見られる光景として、貴金属やブランド品、
そして有名な作家など販売ルートが明確になっている市場は盛んですが、それ以外
の物は本来の物の価値を見出されずに低価格で売却されるか、又は廃棄されてしま
います。

生前整理エステートセールを学んで頂くと、とくに生前整理や遺品整理などの片づけ
現場では親や祖父母の代などからの昔から大切にされてきた物の歴史や商品価値を
しっかりと見極めながら、ご依頼者の思いを少しでも価値に変える事ができます。

この講座では、物の価値の最大化をする方法やお客様からのヒアリング方法、そして
エステートセールの販路についてもしっかりと説明させていただきます。

とくに重要なのは、物を物として考えるのではなく、物は心と情報を一緒に整理する事
で、はじめて商品の価値を見出すことができます。アメリカで長年エステートセールを
して来た講師が日本初のエステートセールをお伝えいたします。

※受講対象者 2級講座受講以上

講座のご案内

講義時間 2日間 10時～16時 （600分コース）

講座内容

1. 北米文化エステートセールとは
2. 日本流エステートセールとは
3. エステートセールの必要性 ニーズのポイント
4. エステートセールのマインド（寄り添う商人）
5. 商いの基本的考え
6. 法律などの説明
7. 商品の見極め 海外仕入れの説明
8.   販売方法 手順説明
9.   取扱禁止物について
10. ケーススタディ
11. QA 事例紹介

12. まとめ

受講料

【合計】120,000円 (税込 132,000円)

※希望者には、別途 3,780円(税込) で携帯できる写真入りの生前整理認
定作業士証明書を発行します。

持ち物
筆記用具 シャープペン(鉛筆)・消しゴム・認め印



生前相続アドバイザー

今後の士業の役割は大きく変わります。
これからの時代は、今までのような手法や方法論以上に、家族が争わない、後
悔しない為の選択をして頂くお手伝いを士業の皆様が行う時代になってきてい
ます。
相続は生前に行う事で、多くの悩みや困りごとが解決できます。
そして相続は法律や知識以上に、その家族にとって最も大切な事を考える事
が大変重要となり、亡くなってからの相続ではなく、元気な時に行う相続の流れ
を生前整理の観点から身に付けて学んで頂きます。
新たな士業の事業モデルとしてノウハウや考え方、心得などを習得して頂ける
講座です。

※受講対象者 2級講座受講以上

※下記の士業の方に限ります。
（税理士・行政書士・司法書士・弁護士・土地家屋調査士・社会保険労務士・不動産鑑
定士）

講座のご案内

講義時間 10時～16時 （300分コース）

講座内容

1. 相続の現状
2. 生前整理と相続の関係
3. 良い相続とは ～平等と公平～ 民法の考え方は？
4. こころの相続とは
5. 相続財産について ～相続時評価と自己価値～
6. 相続における生前整理の意義
7. もれなく書けて当然 ～指導員・認定講師は全員～
8. さらに深く
9. ケーススタディ
10.生前相続アドバイザーの活動内容
11.生前相続アドバイザーの事例
12.まとめ生前整理3つのステップ

受講料

【合計】80,000円 (税込 88,000円)

※希望者には、別途 3,780円(税込) で携帯できる写真入りの生前整理認
定作業士証明書を発行します。

持ち物
筆記用具 シャープペン(鉛筆)・消しゴム



受講者の声 ご紹介

受講の感想
・現場体験に基づいた講座構成で、共感することが多かった。

・エターナルノートを実際に記入して、自分の考えが整理できた。

・これまでの自分の人生の棚卸をすることができ、周りへの感謝の気持ちを

改めて感じることができた。

・”生前整理＝死”を思い浮かべましたが、”生”について深く学びました。

名称 一般社団法人 生前整理普及協会

発起人 代表理事 大津たまみ

所在地

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-27 
オルバースビルディング名古屋5F

TEL
052-485-8137 （平日 午前9時～午後5時）
営業時間外の場合、留守番電話にメッセージとお電話番号をお入れください。

担当より翌日以降（土日祝日の場合、翌平日）折り返しお電話させていただきます。

FAX 052-581-4343

E-Mail info@seizenseiri.net

ホームページ http://seizenseiri.net

事業内容

①生前整理アドバイザー認定講座、生前整理に関連する
講座の開催
※その他の関連講座

スクラップブッキング、遺言状作成講座、マネープラン
講座、遺品整理講座、エターナルフォト講座

②本・テキスト等物品の販売
③専門家のご紹介

(一社)生前整理普及協会
オルバースビルディング名古屋５階


