
「家計改善」実例集30選

年末調整の扶養の申告を見直したら144万円税金返ってきました！

60歳の定年退職時は再度ライフプランを見直すべし・・・・・・・・・・・・・・・・・5

法人必見！社長の個人の医療保険を、
すべて法人の必要経費で準備できます

社会人一年目に何となく加入した保険で1,000万円損しました・・・・・・・・・6

医療保険料3,000円/月って実はかなり高いんです！ ・・・・・・・・・・・・・・・・8

通信費の見直しをしただけで、毎年沖縄旅行に行けました！ ・・・・・・・・・・10

県民共済だけでは、万が一の準備は出来ていませんよ！・・・・・・・・・・・・・・・9

住宅ローン、借りる銀行を変えだけで500万円安くなりました！！ ・・・・・・・11

サラリーマンの方、必見！０円でできる老後資産の準備・・・・・・・・・・・・・・・12

火災保険加入時に市が公表するハザードマップは見ましたか！？ ・・・・・・・13

必見！扶養の知恵で時給50万！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

年会費分はすぐに回収！！旅行好きに最強クレジットカード ！・・・・・・・・・・・15

10年近く前に住宅ローンを組んだ人必見！ その金利、下がります！ ・・・・・16

繰上げ返済はもう古い？頭金の活用方法！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

節約の王道！保険の見直しのコツ！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

簡単・最強の相続対策！生命保険で相続を簡単にする方法！ ・・・・・・・・・・19

固定？変動？住宅ローンの選び方と考え方！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

若い世代必須の投資方法！iDeCoと積立NISAの使い方！ ・・・・・・・・・・・21

車両保険はいらない！！自動車保険の削減方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

法人を持っている方向けに！
格安で医療保険を手に入れる方法！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

身体だけじゃない！マイホームにも健康診断を！！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

身体の問題点を知る為には・・・血液検査。
家計の問題点はのお金の流れでほぼ解決！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

・・・・・・4



「家計改善」実例集30選

年末調整の扶養の申告を見直したら144万円税金返ってきました！

60歳の定年退職時は再度ライフプランを見直すべし・・・・・・・・・・・・・・・・・5

法人必見！社長の個人の医療保険を、
すべて法人の必要経費で準備できます

社会人一年目に何となく加入した保険で1,000万円損しました・・・・・・・・・6

医療保険料3,000円/月って実はかなり高いんです！ ・・・・・・・・・・・・・・・・8

通信費の見直しをしただけで、毎年沖縄旅行に行けました！ ・・・・・・・・・・10

県民共済だけでは、万が一の準備は出来ていませんよ！・・・・・・・・・・・・・・・9

住宅ローン、借りる銀行を変えだけで500万円安くなりました！！ ・・・・・・・11

サラリーマンの方、必見！０円でできる老後資産の準備・・・・・・・・・・・・・・・12

火災保険加入時に市が公表するハザードマップは見ましたか！？ ・・・・・・・13

必見！扶養の知恵で時給50万！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

年会費分はすぐに回収！！旅行好きに最強クレジットカード ！・・・・・・・・・・・15

10年近く前に住宅ローンを組んだ人必見！ その金利、下がります！ ・・・・・16

繰上げ返済はもう古い？頭金の活用方法！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

節約の王道！保険の見直しのコツ！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

簡単・最強の相続対策！生命保険で相続を簡単にする方法！ ・・・・・・・・・・19

固定？変動？住宅ローンの選び方と考え方！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

若い世代必須の投資方法！iDeCoと積立NISAの使い方！ ・・・・・・・・・・・21

車両保険はいらない！！自動車保険の削減方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

法人を持っている方向けに！
格安で医療保険を手に入れる方法！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

身体だけじゃない！マイホームにも健康診断を！！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

身体の問題点を知る為には・・・血液検査。
家計の問題点はのお金の流れでほぼ解決！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

・・・・・・4



「家計改善」実例集30選

長ーく少しずつと、短く一気に！！こんなに差がでる？！②・・・・・・・・・・・・・30

環境の変化時必見！！配置転換は定期的チェックを ・・・・・・・・・・・・・・・・29

得意分野を活かした収入UP① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

得意分野を活かした収入UP② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

祖母の扶養の相談から公正証書遺言に至るまで、、、・・・・・・・・・・・・・・・33

国民の権利！義務を果たしている方は権利の主張を！①・・・・・・・・・・・・・26

国民の権利！義務を果たしている方は権利の主張を！②・・・・・・・・・・・・・27

長ーく少しずつと、短く一気に！！こんなに差がでる？！① ・・・・・・・・・・・・28

年間約20万程度で毎年新車に？
車の常識を覆す乗り方！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

おまけ



年末調整の扶養の申告を見直したら、
144万円税金返ってきました！

N様

夫、妻

夫45歳、妻39歳

リース会社
年収700万円

今年結婚し、これから子供も育てて行くので、無駄なお金があれば削減したい。今まではふた
りとも好きなようにお金を使っていたので、このタイミングで見直せるところはしっかりと見直し
ていきたい。

旦那様の両親を自身の扶養に入れて確定申告。最大5年間遡れる為、5年分全てにおいて確
定申告を実施。

旦那さんの親御さんは、離れたところに暮らしているが、親御さんの面倒を定期的に見ており、
扶養の申告要件に該当する為。また多くの方が扶養の申告漏れをしているケースが多く、還付
金で纏ったお金が返ってくるので、出産費用等を確保出来る。

5年間で合計144万円の還付を受ける

5年間で合計144万円の税金の還付金を受ける

普段、税金は会社に言われるがまま給与天引きで払っており、削減できるとは全く考えて
いないお金だったので、プロに聞いて正解だった。今回返ってきたお金でベビーカー、チャ
イルドシート、分娩費等に使い、余った分は子供の貯金として残しておく予定。本当に感謝
しております。



60歳の定年退職時は、
再度ライフプランを見直すべし！

O様

夫、妻、長女、次女、長男

59歳、58歳、33歳、31歳、29歳

教師
年収900万円

夫が来年60歳で定年退職するにあたり、これからの人生をちゃんと生活できるか漠然と心配。
また定年退職と同時に退職金を受け取るが、そのお金を銀行に置いておくか運用するかどの
ようにすれば良いかわからない。今まで一生懸命働いてきたので、老後で苦しい生活はしたく
ない。

現状の金融資産、65歳からもらえる年金金額、日々の細かい収支、現時点でわかっている将
来の大型出費を確認し、プランニングを実施。
現状の貯金額は把握していたが、65歳からもらえる年金金額、個人的に加入している保険の
満期金などの定年退職後の収入と、老後でかかる支出を全く把握しておらず、何に対して不
安ということではなく、ただただ漠然と不安を持たれていた。
支出に関しては、大きな病気をすると出費が急に増える為、一般的な治療費で計算し、一つず
つ金額を明確にしていった。その結果、年金金額と昔から入っていた生命保険で75歳までは
月々マイナスになることなく、求めている生活が出来ることがわかった。
75歳以降は年金だけでは足りず、毎月3万円貯金の切り崩しが必要で、90歳まで生きると仮
定すると540万円必要だが、こちらは手元の貯金で補える為、退職金をある程度自由に運用
したり、使ったりできることがわかり安心された。

金額的なメリットはないが、日々漠然と不安に思われており精神的なストレスを抱えていたが、
それが解消された。
将来の理想のライフプランについてもっと前向きに考えることが出来た。

将来に対して漠然と不安を抱えていましたが、老後のことが明確になり、モヤモヤがすっ
きりしました。せっかく送る老後の生活を楽しく過ごす為にももっと前向きに色々と考えて
いこうと思います！主人も60歳から何か資格を取ることに挑戦してみる！と意気込んで
おります！



社会人1年目に何となく加入した
保険で、1,000万円損しました。

H様

夫、妻、長男

夫35歳、妻30歳、長男7歳

消防士
年収620万円

就職してすぐの頃に、会社に来た保険会社の方に勧められて保険に加入したが、この内容は
自分に適しているのか見て欲しい。また、子供も小学校に入り、これからもっと教育費もかかっ
てくるので、無駄な箇所があれば少しでも見直したい。

今後送りたい理想のライフプランをお聞きして、その上で既存に加入している保険を分析。加
入している保険の個人年金保険と定期保険を終身保険と収入保障保険にそれぞれ切替。
1つ目の個人年金保険は予定利率が低く、より予定利率が高い終身保険に切り替えることに
より、同じ掛け金で65歳時点で約2倍の差が出るので、老後資金をより多く残せれる。
2つ目の定期保険に関しては、死亡保障の設定金額が非常に高額で、それに伴い月々の保険
料も14,000円と高く、目的と合っていなかった。また、更新するごとにどんどん保険料が上が
っていくので、保険料が上がらず、目的に合った適正な死亡保障の収入保障保険に切替。

老後資金に関しては、予定利率が高い保険に切り替えたことにより65歳時点で900万円増
加。
死亡保障に関しては、月々14,000円という金額から2,500円に下がり、かつ保険料が上昇
するリスクも排除。10年で約140万円の保険料を削減。
2つ合計で1,040万円のメリットが出た。

就職してから保険の見直しを一度も見直しをしたことがなく、もっと早くに見直しておけ
ば良かっと本当に後悔しています。また、社会人1年目で保険に入る時にここまで将来に
ついて考えておらず、ただ言われるがまま何となく加入したので、目的に沿った商品を選
ぶことが大切なんだなと実感しました。



法人必見！社長の個人の医療保険を、
すべて法人の必要経費で準備できます

O様

独身

30歳

自営業
年収1000万円

自分が病気や怪我で入院・手術をした際の保障をカバーできる保険を検討しているが、どの
商品を選んだら良いのかわからない。

入院・手術に対しての保障ということで、終身医療保険を提案。ただ、ヒアリングしていくうちに
自信が経営している会社で利益が出ているとのことだったので、個人名義ではなく、法人名義
での医療保険を提案。
医療保険の掛金は、年間保険料が30万円以内であれば、全額損金（経費）計上することがで
き、会社で節税対策を行いながら入院・手術をした際の保障を得ることができる。
また、保険料払込完了後に個人名義に切り替えることにより個人で契約したことと同じことに
なり、個人の財布からお金を払うことなく、一生涯の保障を得ることができる。
年間保険料30万円、払込期間5年払いの医療保険を契約。全額経費計上できる上、5年経過
後に個人名義に名義変更予定。

会社の節税対策として5年間で45万円節税。5年経過後に個人名義に切り替えることにより、
一生涯の入院・手術の保障を確保。

病気・ケガに備えたいという保険の話からまさか節税対策の話になるとは思ってもみませ
んでした。5年後に個人名義に切り替えれるとのことで、ただただ驚くばかりでした！気持
ち的には実質無料で医療保険に加入出来た感じがしてめちゃくちゃ有難いです！



医療保険料3,000円/月って
実はかなり高いんです！

T様

独身男性

30歳

製薬会社勤務
年収600万円

社会人1年目の際に、会社に来ていた生命保険会社の方に勧められて医療保険に加入した。
その時は月々の保険料が自分の生活を圧迫しない範囲内で、病気やケガに対してある程度の
保障があれば良いと思い、提案された月々3,000円の医療保険に加入した。

もともと加入していた保険は、22歳から加入して仮に80歳まで生きたとした場合、合計の保険
料は208万円。新しく提案した保険は月々8,000円なので10年合計で96万円。112万円の
保険料削減に成功。ここでのポイントは、保障内容はもともと入っていた保険の内容で十分で
あったので、保障内容は同じにして保険料の払込期間を短くするだけで保険料の総支払い金
額を削減したというところ。

終身払いにして月々の保険料を安くすることが、将来長生きした際のリスクになると言わ
れ、衝撃を受けました。毎月の保険料は、安い方が絶対に良いと思っていましたが、安い
ものには安いなりのリスクがあるんだなと実感しました。

保険期間は終身で、払込期間が10年の医療保険を提案。
今の加入している保険は、月々3,000円と毎月の保険料は安く、保障もそれなりに付いていた
が、終身払いなので、生きている限りずっと保険料を払い続けなければならない。長生きするこ
とがリスクになる可能性があった。
保険に加入した当初と今とでは年収も大きく増え、生活に余裕が出てきたということもあり、
月々の保険料は上がるが、合計の保険料を削減する提案を行った。また、直近で結婚を考えて
いて、子供もできるだけ早く欲しいとのことだったので、保険料の払込期間を10年とすることに
より、結婚して子供がすぐに産まれたとしても子供の教育資金が大きく掛かってくる前に保険
料の払込が終了するように設定。これにより、保険料の支払いが家計を圧迫するリスクを排除。
既存の保険を解約して、新しく提案した保険に切り替えた。



県民共済だけでは、
万が一の準備は出来ていませんよ！

Y様

夫、妻、長男、次男

29歳、27歳、4歳、2歳

工場勤務
年収350万円

旦那さんが工場で勤務しており、奥さんがパートで年間100万円ほど稼いでいる。旦那さんの
収入がメインで家計をやりくりしている。テレビCMを見て、県民共済に加入したが、旦那さんに
万が一があった場合、この保険で残された家族は生活できるのか不安なのでアドバイスが欲
しい。

旦那さんに万が一があった場合をシミュレーションをし、残された家族が生活していく為の必
要な金額を算出。県民共済では足りない保障を民間の保険を使ってカバー。
旦那さんの年収と奥さんの年収を合算して毎月の家計を回しており、収支に余裕がない。家計
中心者の旦那さんに万が一があった場合、残された家族にある程度の保障が必要。ただし、
保障金額が高くなり過ぎると、家計を圧迫してしまうので、最低金額での保障金額でカバーす
る。
県民共済はある一定の年齢であれば、何歳で加入しても、保険料が変わらないのがメリットだ
が、今回のお客さんのように若い人が県民共済に入ると年齢が高い人に比べるとメリットは低
くなる。また、県民共済は終身の保障ではない為、60歳を超えると保険料が上がるか、保障金
額を下げて継続するか選択する形になり、そこからは一気に保障に対して保険料が割高にな
る。

旦那さんの医療保険代の分、支出が増えたが、死亡保険金に関しては、死亡保険金額が400
万円から2,500万円に増額。旦那さんに万が一があった場合でも残された家族が生活できる
保障を得ることができ、病気やケガに対しての保障は、終身医療保険に加入することで、一生
涯得ることができた。

CMを見て加入している人が多いという理由で県民共済に加入しました。必要な保障金
額を教えてもらい、その保障金額を私たちの家庭に最適な形で取ることが出来て良かっ
たです！やはりCMではいいことしか言わないので、メリット・デメリットの両方を知ることが
出来て不安が解消されました！



通信費の見直しをしただけで、
毎年沖縄旅行に行けました！

Y様

独身

28歳

事務職
年収300万円

毎月の携帯電話代とネット代の支払いを安くしたい。でも通信速度は気にしたくないので、料
金だけを安くしたい。友人が格安SIMに変えて料金が安くなったという話を聞いて、私も格安
SIMに変えたいとは思っているが、速度や使い勝手でデメリットがないか心配している。

ネット：OCN光からSoftBank光に切替。
携帯：SoftBankからワイモバイルに切替。
今はネットと携帯はキャリアを揃える方が安くなる為、ネットと携帯を揃える提案を行った。
外出先では通勤時に携帯を見ており、主にインスタなどのSNSを見ることが多い。YouTube
や映画などは見ない。映画は自宅のiPadで見ることが多いとのことだったので、移動中にそこ
まで通信量を使っていないので、格安SIMの通信容量で足りると判断。通信速度については
ワイモバイルは問題なし。
ネットに関しては、映画など通信容量が多いものを見ているので、持ち運べるWi-Fiではなく、
固定回線を提案。SoftBank光とワイモバイルはセット割引が効くので、今よりもネット代が安く
なる。

OCN光：4,100円からSoftBank光：3,800円→毎月300円削減
SoftBank：10,000円からワイモバイル2,300円→ 毎月7,700円削減
合計で毎月8,000円、年間で96,000円の削減に成功。

格安SIMはデメリットがなく、料金が半額以下になるので、切り替えるという選択肢以外
はありませんでした！浮いたお金で趣味の旅行に行ける回数が増えて、めっちゃ嬉しいで
す！早速沖縄に行く計画を立ててます！



住宅ローン、借りる銀行を変えだけで
500万円安くなりました！

N様

夫、妻、長女、次女

45歳、43歳、21歳、20歳

メーカー勤務
年収550万円

次女が今年専門学校を卒業し、社会人になるので子育てがひと段落ついた。これから自分た
ち夫婦の老後に向けてどういった準備をすれば良いのか？
今まで家計の見直しをしたことがないので、無駄に払っているものがあれば削っていきたい。

住宅ローンの借り換え。フラット35から住信SBIネット銀行に借り換え。
ご自宅を10年前に買われ、3,500万円の住宅ローンを固定金利2％、期間35年で契約。当
時は返済金額が変動しないことを優先して固定金利にしたが、コロナの影響もあり、景気低迷
がまだまだ続くと考え、金利が低い変動金利への借り換えを提案。10年前はリーマンショック
後に経済が回復すると住宅ローンの金利も上がると言われていたが、現在は、国の政策で金
利を低金利に抑えており、数年〜数十年は金利上昇のリスクは低く、借入金額が大きい間に金
利の低いローンに変更し、金利の支払いを抑える。
仮に将来金利が上がったとしても借入金額が少ないと返済金額への影響も少ないので、金利
が上昇した時もリスクヘッジが出来ている。
フラット35で借りていた固定金利から住信SBIネット銀行の変動金利に借り換え。
借り換え後の金利は0.5%、期間25年。

月々の住宅ローン返済金額が17,000円安くなり、
年間で20万円、25年で500万円の削減に成功。

手持ちの資金を資産運用して500万円増やそうとすると、かなりのリスクを取らないとそ
れだけ大きく増やすことは難しいが、今回相談した結果、家計の見直しで500万円削減
することが出来て、結果同じ効果を得ることが出来たので、相談して本当に良かったです。



サラリーマンの方、必見！
０円でできる老後資産の準備

F様

夫、妻、長男

31歳、32歳、0歳

メーカー勤務
年収550万円

結婚して子供が産まれたので、もし自分に万が一があった際に残された妻と子どもが不自由
なく暮らしていけるようにしておきたい。親が自分と兄の兄弟2人分の大学卒業までの学費を
用意してくれていたので、奨学金を借りずに大学に通うことが出来た。自分の子どもにも自分
と同じことをしてあげたい。

大阪市内の一等地にワンルームマンションの1室を購入。
旦那さんに万が一があった際の保障として、死亡保険金3,200万円の終身タイプの生命保険
に加入していた。また、企業にお勤めなので遺族年金もあり、一定額の保障は既に用意出来て
いた。
もっと保険に入った方が良いのかと心配されていたが、追加で保険に入ると保険料の支払い
が家計を圧迫しかねないので、これ以上保険は不要と判断。
ただ、旦那さんの意向としてもっと保障が欲しいとのことだったので、家計を圧迫せずに保障が
取れる方法として、ワンルーム投資を推奨。この方法であれば、月々のキャッシュフローへの影
響を抑えながら、万が一の保障をカバーできる。
また、仮に万が一が起きなければ、そのまま所有し続けると、老後資金にもなるので、家族の保
障を残しながら自身の老後資金の準備ができ、一石二鳥。

旦那さんに万が一があれば、ローンの返済は無くなり、毎月7万円ほどの家賃が残された家族
に家賃収入として入ってくる。
万が一が起きなければ、ローン返済後は、家賃収入が終身で入ってくる。家賃が下落したとし
ても毎月4〜5万円は家賃収入が見込める。

万が一の保障は、生命保険のようにお金を払って確保するものだと思っていましたが、信
用を活用しながら確保するマンション投資の話を聞いて驚きました。家族への保障だけ
でなく、その先の自分の老後資金の準備にも繋がる点も非常に良かったです。色々とご
相談に乗って頂き、ありがとうございました！



火災保険加入時に市が公表する
ハザードマップは見ましたか！？

T様

夫、妻、長女

31歳、29歳、3歳

介護士
年収400万円

結婚してから今までずっと賃貸暮らしだったが、二人目の妊娠がわかり、今の家だと手狭にな
るので、この度、住宅メーカーに頼んで注文住宅を購入。購入した住宅メーカーから火災保険
を提案されたが、保障内容や保険料が適正なのか知りたい。

火災保険の保障内容確認と提案。
住宅メーカーから提案されていた火災保険は、某大手の火災保険会社の商品であった。住宅
メーカーによっては保険料の割引が適用される場合があるが、今回は割引はなく、通常料金の
保険料であった。
保障内容を確認すると、火災保険は建物と家財、地震保険も建物と家財の保障が付いており、
保障金額は妥当な金額であった。しかし、特約の部分で水災に対しての保障が付いており、市
のホームページのハザードマップで確認すると、物件のある場所は洪水や土砂災害に対して
安全な場所で、水災の被害が起きにくい場所であったので、水災の特約を外すことを提案。水
災の保障を外し、その他の保障内容を全く同じにして再度見積もりを取り、こちらが提案した
火災保険の方が保険料が安かったので、こちらで契約。

水災の特約は外し、その他の保障は当初提案を受けていた内容とほとんど同じで、年間
12,000円、10年で12万円の保険料削減に成功。

初めて住宅を購入したので、火災保険について全くわからず、住宅メーカーに言われる
がまま契約をするところでした。マイホームはお金が非常にかかるので、少しでも無駄な
お金を削りたいですが、万が一の保障はケチりたくありませんでした。保障もしっかりして
いて保険料も抑えることが出来たので大満足です。



必見！扶養の知恵で時給50万！

T・Y様

相談者、妻、長女、長男

60歳、55歳、27歳、25歳

メーカー勤務
800万

60才になり、41年間勤めた企業から退職金（3,200万円）をもらうのだが、このお金をどのように
運用したらいいか？また、介護やガンなどの備えはどのようにしたらいいか？現状は生命保険と医
療保険は会社の団体保険に加入し、年間7万円ほど（年齢により保障が下がったり、保障が切れ
たり）、自動車保険は年間7万円（車屋さんから加入）

団体保険を民間の介護・三大疾病に対応する終身保険と、短い支払いの終身医療保険へ変
更し、保障の確保と総支払額を削減。
自動車保険は、ネットで一括見積もりを活用し、同じ補償で年間4万円のメリット金額が出た。
（自動車保険はネットでの申し込みが一番安いので）
さらに、親族を扶養に入れるという還付申告を税理士の助けにより行うことで、50万ほどのお
金が戻ってきた。
生命保険・医療保険：支払いを短くすることにより、70才以降は支払いがなくなり、長生きリス
クにも対策。働ける年齢までに支払いを終えることを念頭にプランニング。

生命保険と医療保険：今後の支払いに対する不安と、保障の物足りなさを解消。金額的にも
100万円以上のメリット。自動車保険では年間4万円が生み出され、税理士紹介による還付
申告では50万円の還付金額

一言二言で数十万が返ってくる可能性があることを教えてもらい、びっくりしました。
実際に税理士さんにも助けてもらいながら申告をし、実際に口座に振り込まれてい
て感動です。ありがとうございます。



年会費分はすぐに回収！！
旅行好きに最強クレジットカード！

E・K様

独身一人暮らし

33歳

会社員
400万

今の保険が適切なものなのか見て欲しい。
旅行に最適なクレジットカードを教えて欲しい。

国からの公的な保障（傷病手当金や障害年金、遺族年金）などを説明し、かつ独身では生命
保険は養っている人がいないため、既存の生命保険の見直し。
医療保険のみを、終身の新しい保険に組み直し。
旅行する人に特化したSPGアメックスのクレジットカードを提案

医療保険を手厚くしたいという点と、老後資金を貯めていきたいとの話だったのだが、現状が
養老保険（医療の特約がついて、満期が2年後で、元本割れするもの）だった為、解約。医療
保険は終身のものに変更し、老後資金はiDeCoと積立NISAの活用法を提案。

医療保険を安く仕入れることができ、かつ老後の不安まで対策。老後資金に関しては積立
NISAやiDeCoも活用していくことで、老後の柱を作っていく方向性に。
保険は忘れやすい為、定期的に説明をしてサポートをしていくためにも、一年間のフォローの日
程を決めると喜んでもらえた。

年会費のかかるクレジットカードはいつも敬遠してましたが、「年会費分を元取れる
か？」と言う当たり前のことを教えてもらい、私の生活だと元がとれるので作成する
ことになりました。相談してよかったです。



10年近く前に住宅ローンを組んだ人
必見！ その金利、下がります！

M・M様

相談者、夫、長女、次女

妻38歳、夫32歳、5歳、2歳

工場勤務
500万

今の自分の保険がいいものなのか見て欲しい。子供が小学校に上がる前に一度家計を見直
していきたい。

現状の保険を分析し、公的な保障（遺族年金の額etc）をお伝えし、切り替え。
住宅ローンの金利引き下げ交渉。（借り換えをしないで金利を下げるために）
通信環境を大手キャリアから格安SIMに。（電波の面から、UQモバイルかYmobileに）

毎年家族旅行に行ける余裕を今の段階で作りたいという思いがあったため、キャッシュフロー
をよくするために固定費の削減を最優先にプランニング。

旅行資金専用口座をネットバンクで作成し、貯金を見える化。毎月浮いたお金をそこに定期預
金していく流れを作成。

公的にもらえる保障内容を把握していなかった（遺族年金、傷病手当金、障害年金など）ので、
それをお伝えし、必要保障額を計算。今の保険がかけすぎていると感じ、保障を下げ、短期に支
払う積立終身と医療保険に変更。住宅ローンは変動金利で0.9%だったため引き下げ交渉をし
た結果、金利が0.2%ほど下げることに成功。約100万ほどのメリット。携帯はyモバイルを提案。
月々夫婦1.5万円の支払いが月に4,000円に。

家を買った後に住宅ローンの相談をしに銀行に行くことは全くなく、金利が下がることも知り
ませんでした。保険も、国からの保障を知らず、ただ不安でたくさんかけていただけでした。国
は、いい話は教えてくれないんですね（笑）相談して、家計とこれからの家族の目標まででき
て本当にスッキリしました！



節約の王道！
保険の見直しのコツ！

M・O様

相談者、夫、長女、次女

妻38歳、夫34歳、3歳、0歳

サラリーマン（工場勤務）
世帯年収800万（夫婦共働き）

お子さんに保険をかけたほうがいいか？
→子供のために共済に入っている友人から話を聞いて、子供に保険をかけたほうがいいのか不
安になったため。今入っている保険は、窓口で言われるがままに入ったものなので、これからにあ
ったものなのか知りたい。

学資保険は、最近契約されており、利率的にもよくないものだったので解約し、外貨建ての終
身に変更。10年の短期払いにすることで、家の住宅ローン控除が終わるタイミングと合わせて
保険料の支払いが終わるように調整。保険での積立とともに、ジュニアNISAも開設。2023年
までは投資信託も併用して行い、学資は保険と投資で用意する方向性に。

医療保険が金額が高かったため、保障を下げて現金と保険で有事の際は対応するように。
子供に対しては、共済から終身の医療保険への変更。

医療保険では、総額100万円のメリット。
終身保険は、保険の中では確実に保障がもらえる（人は必ず亡くなる）商品のため、主軸に活
用。
保険商品は基本的に短く支払うことで割安で手に入れることができる。
投資での効果も最大限にしたいため、ジュニアNISAも活用。

子供が生まれた瞬間、親に言われて学資保険を組んでいましたが、利率が親の時
と違うことは盲点でした。ジュニアNISAの存在も知らなかったので、本当に相談し
て新しいことがしれて満足です。



繰上げ返済はもう古い？
頭金の活用方法！

K・S様

独身

37歳

高校教師
600万

親と二世帯住宅を購入予定。
親が70才ということで、名義は相談者。
自分や親御さんに何かあった時にローンの負担が心配。
なお、実家を売却したことにより、頭金を1000万入れる予定。

万が一の事態（病気など）によりローンの負担が大きくなることが不安とのことだったので、ま
ずは住宅ローンで金利の低いところを選んでアドバイス。がん保障のついた団体信用生命保
険を提案。
今は低金利（1%未満の金利）で、かつ借りることで住宅ローン控除が効くので、頭金は1割の
みで、残りは親御さんに終身の生命保険に加入することを提案。住宅ローン控除が終わったタ
イミングで解約して繰上げ返済するか、そのまま繰上げ返済しないで親御さんたちが亡くなら
れた後に保険金として受け取ったタイミングで返済するか選択肢を増やした状態をイメージし
てもらった。健康保険の傷病手当金、障害年金の要件などをまとめて、不要な保険に入らない
ように念押し。
数回に分けて面談し、理解してもらった結果、上記の方向性で進めることに決定。

何かあった時の保障や税金の控除を全部うまく活用することで、お金を頭金として使用するの
ではなく、手元にお金を残した状態で全ての要望に叶えることに成功した。

頭金を運用していくと言う発想は全くなかったです。「常に動かせるお金を手元に持
って、選択肢が多い状況を作る」と言う言葉がすごく納得できたし、私の価値観に合
うと思いました。ありがとうございました。



簡単・最強の相続対策！
生命保険で相続を簡単にする方法！

S・S様

相談者、妻、母

相談者57歳、妻57歳、母84歳

会社員
世帯年収1600万

ご自身の退職金の運用と、お母さんの相続に関しての相談。お母さんの財産は7000万ほど
で、お子さんは相談者のみ。確実に相続税がかかる状況で、今からできる節税は何かないかと
いう相談。

相続税が確実にかかることを税理士さんに確認し、お母さんに一時払いの保険を提案。生命
保険には現金よりも多くの額を遺族に残せる点と、相続税の非課税枠（500万×法定相続
人）があるので、それを活用。
「亡くなられた時、その生命保険で相続税を支払うようにプランニング」することで、相続税の
支払いに対して不安がないようにした。
相談者自身の老後資金に関してはiDeCoを活用。株式などではなく、債券や定期預金を中心
に割合を決め、増やすのではなく、節税効果を得ながら減らさないように意識。証券口座の開
設など、ご年配の方には難しいので、一緒にお手伝い。
84才でも生命保険に入れることに驚かれており、相続税のことを考えなくて良くなったと喜ん
でいた。

相続税の圧縮（100万程）することができ、ご本人はiDeCoによる毎年の節税（約5万/年）お
を受けることができた。ご年配の方は保険も通信費も何も手をつけていない場合が多い。相続
の対策も早い方が断然有利。親と相談を！

母が保険に入れる年齢だと思わなかったので、知れてよかったです。真摯なご対応
本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。



固定？変動？
住宅ローンの選び方と考え方！

A・H様

相談者、夫、長男

相談者31歳、夫34歳、1歳

教師
世帯年収900万

購入する不動産が決まったタイミングで相談。住宅ローンの種類や、火災保険などの選び方な
どを教えて欲しいとのこと。

住宅購入の際に、ローンを変動にするか固定にするかは必ず相談される。
今回のケースの場合、中古のため家の購入金額が新築よりも低く2000万程だった。
毎月10万以上貯金できていたため、万が一長い目で見て金利が上がったとしても問題ないと
判断。
常に手元にお金がある状態にすることで、子供の習い事などにも対応できるようにした。
建売物件のため。つなぎ融資も考えなくて良く、ネットバンクにて融資。（金利0.5%台）
火災保険は一括見積もりサイトで一番安いものを選択。
銀行の提案よりも0.4%くらい低く住宅ローンが組めたおかげで、数百万の金利メリットが生ま
れた。

住宅ローンで100万以上、火災保険で5万/10年、自動車保険で4万/年以上のメリット金額。
今後住宅ローン控除も改正していくため、ローンの借り方に変化が起こる。固定金利か、変動
金利かという基準はより一層大切になってくるので、アンテナを貼ることが大切。変動金利の人
は、金利の変化に注目を！

ネットでのローンというのに不安があると話したところ、「貸すときは相手のことをがっつり調べ
ますが、今回は借りる側。であれば、安く貸してくれるところを選んだらいい」という言葉にハッ
としました。また、ネット回線の相談の際もよろしくお願いします。



若い世代必須の投資方法！
iDeCoと積立NISAの使い方！

A・M様

相談者、夫

相談者29歳、夫33歳

会社員
世帯年500万

結婚して、これからのお金のことについて知りたいとのことで相談。旦那さんは外国人（オース
トラリア）だが、日本語が上手。保険がいるのかいらないのか、これからどんなお金がかかるの
かわからないことが多いので、不安になっているとのこと。

定期預金により、毎月貯金する習慣を作る。（住信SBIネットを活用して、毎月定期預金）
積立NISAの開設の開設をし、運用を中心に資産形成を行なっていく。
奥様のみ妊活の前に医療保険に加入。
現金を中心にためていく方向性で、わからないことは都度聞いてもらうようにフォローの計画を
立てたことで安心してもらえた。

通信費を夫婦で格安SIMに変えたことで、1.4万円/月のメリットが出た。今回の場合、手元に
6ヶ月分の生活費を貯めることを優先。それで、余ったお金はどんどん積立NISAに回していく
様にプランニング。iDeCoは今回の場合だと資金拘束のデメリットがあるため、今後の現金の
たまり具合で活用するか決める。

FPさんと言ったら、保険で運用の提案をされるのだろうと思ったら、保険の話はそん
なになく、むしろ必要ないというのにびっくりしました。積立NISA口座開設できたの
で、すぐに積立を始めていこうと思います



車両保険はいらない！！
自動車保険の削減方法！

T・T様

相談者、夫、長女、次女

相談者37歳、40歳、7歳、5歳

専業主婦
世帯年収600万

クライアントに行なっているママさんの勉強会に参加され、ぜひ家計を見て欲しいとのことで相
談。お子さんが二人いるため、学資保険に入られており、ご夫婦も保険に加入。生命保険や医
療保険は今の家族状況にあっているのかという相談で、影にはご本人が病気のために仕事を
辞めたという経緯がある。

自動車保険の見直しをし、お子さんの医療保険を切り替え。
ご自身が病気になった経験から、お子さんに元気なうちに保障を残しておきたいというご意向
が強かったので、医療保険のお得な掛け方を提案。もともと共済に加入しておられたが切り替
えを希望。
自動車保険に関しては、現金が1000万ほど手元にあったので、使用したら等級が下がり保
険料が上がる車両保険と、不要な特約を削減。
今加入済みの保険をほとんどいじることなく、ニーズに沿った状態へと変えることができた。

自動車保険で年間4万円ほど金銭メリットを出すことができた。基本的に、現金をしっかり貯
めているご家庭は、車両保険はかける必要はない。（車両保険は、修理代の後払いに近いた
め）。ケータイの保険も同じ考え方で解約。地味ではあるが、携帯の保険代でも年間1万円近
くが生み出せた。

いろんな話が聞けて、ものすごく勉強になりましたが、個人的には築地さんの話す歴
史の裏話がすごく印象に残ってます笑 人力車乗りにいきますね！



法人を持っている方向けに！
格安で医療保険を手に入れる方法！

N・T様

相談者、妻、長男

相談者32歳、妻31歳、0歳

サラリーマン+副業
1000万

結婚し、子供が生まれたことで、自分自身に保険をかけたい。
ご自身はサラリーマンをしながら物販の会社を立ち上げている状況で、奥さんが役員としてお
手伝いしている。
節税も兼ねながら、保障もゲットしていきたいというご意向。

医療保険を法人の名義で加入することで、一定の額までの保険料は全て損金（経費）扱い。
そして、法人が支払い終えた保険をのちに個人に名義変更するという出口戦略を取ることで、
入り口では法人の損金、出口は個人にボリュームのある保障を届けることができる。これで、会
社の役員である奥さんにも医療保障を用意し、会社の経費をうまく活用し、保障を手に入れた。
会社の状況は何年もいい状態が続くとは限らないので、支払いを早めにすることで保険にか
かるコストも最安にしている。

法人と個人にとってもいい提案だったようで、今でもお付き合いは続いている。

年間の節税額7万5,000円ほど。今回の場合は、求めているのが医療保険で法人を持たれて
いたからできるやり方。個人事業よりも、法人の方が節税の種類が圧倒的に多い。売上1000
万行けば法人成りという言葉が一人歩きしているが、大切なのは「所得」
手元にどれだけお金が残るかに着目し、節税を考えていけば効果が最大化する。

法人での節税方法まで色々教えてもらい、税理士さんも紹介してもらえた。気軽に
相談できる存在。



会社員

兄・本人・娘

63歳・60歳・35歳

雨漏れに対しての火災保険対応＋リフォーム対応

修繕に関して200万程のリフォーム代金支払い予定で考えていたのが、310万円の保険金が
おりた。
-200+310万＝510万のメリット
退職金を活用し終身保険(保険料払い込み10年で約330万)5万$の保障を仕入れ+最低
限の医療・ガン保険のご加入となりました。

そもそも火災保険の適応の範囲でないと認識していた為リフォーム費用の捻出を考えて
いたのに結果約100万も御釣りがかえってきた事+私たちの意向に沿った内容を親身
になり考えて教えて下さりすべてをお任せしようと思いました！

身体だけじゃない！
マイホームにも健康診断を！！

T・Y様

プランニングを行い、当初の相談内容以外でも退職金の活用方法・老後資金の確保、各種保
険の見直し(医療保険・ガン保険の加入)も検討されておられました。
優先順位は梅雨入りまでに早急に修繕されたい移行であった為ご加入の火災保険を活用し
修繕資金への活用提案。
修繕の道筋が立ち、各種保険の分析、退職金を活用し予定利率の高い終身保険、医療・ガン
保険のご提示しました。
通常なら経年劣化と判断し手出しでリフォームを行う方が多い中、火災保険適応の可能性が
あったため、損保会社へ確認しました。年間保険料が安くなるように保険は全て年払いにしま
した。

火災保険適応となり、雨漏り修繕完了→保険見直し



身体の問題点を知るには・・血液検査。
家計の問題点はお金の流れで解決！

K・K様

父・母・娘・娘

46歳・54歳・19歳・
15歳

介護士

現在加入の保険が今の状況に適しているのか？また適していない場合は見直しをしたい

老後資金の確保及び、医療・ガンの充実。子供たちの将来資金の確保と最低限の医療・ガン保
障。子供の保険では満期まで残り数年である事、返礼率的にも現在解約すべきでないと判断し
ました。貯蓄部分から、お子様2人に対し利率3％の終身保険を10年払込、年払いにて最低限
の死亡保障確保+医療、ガンを最低限の保障60歳払い込みで確保。
母は更新型の掛け捨て保険に加入されておられた為、こちらも余裕資金から5万ドル終身保険
10年払いにて確保。医療・ガン保障は年齢の事も考慮し全期年払い・3代疾病払込免除特約
もつけ確保。ご主人は3年前に鬱病と診断され、2年後に契約見直しを提案。
住宅の修繕を検討→火災保険の申請を提案し専門家をご紹介。
老後資金の確保からIdeco+積立NISAをお勧めし手数料の安いネット証券の口座開設、商品
選定のアドバイスをご夫婦にさせていただきました。

生命保険で約50万、火災保険で約50万メリット
iDeCoの活用により夫婦合算で年間約8万メリット(60歳迄に80万)

保険の切り替えだけのお願いでしたが私たちの意向を引き出してくださり、火災保険・
老後相談など細やかにしていただきました。すべてを対応するのに何度も足を運んでい
ただき丁寧な説明、具体的なメリットなどをわかりやすく教えて下さり、正直安心しきって
おりました。これからも子供も含めお世話になるつもりです！



国民の権利！
義務を果たし、権利の主張を！①

T・E様

本人・パートナー・弟

62歳・75歳・58歳

契約社員

独身かつ、障害のある弟さまが一人になった時の対策として同居のお姉さまからのご相談。

公的保障から約58万/年のメリットと、死亡保障もない状態だったので
約500万の死亡保障(長生きされれば老後資金に充当)の確保としました。

情報提供だけでなく、どこに相談に行けばよいのかまで親身になりお教えくださり、都
度確認下さった為本当に安心でした。

最低限の死亡保障及び公的保障の確認

老後資金として弟さまの分も貯蓄をされていたことから、その資金を活用し予定利率の高い終
身保険をご提案。また障害年金の申請もされておられないということでしたので過去に遡り確
認していただく。

障害認定され年金受給も確定。



国民の権利！
義務を果たし、権利の主張を！②

M・Y様

義父・本人・配偶者・子供2人

60歳 34歳 34歳 10歳 8歳

会社員

新居を考えていた際での義父の糖尿病診断による今後の収支相談

障害年金の概要説明及び申請方法

3日に一度人工透析をしないといけないことから障害年金の範囲内ではと考えた為確認すべ
きとご提案。

ご自身・ご家族の方と年金事務所に数回足を運ばれ→認定→支給に至りました。

年間約167万

透析をしながらでも少しは義父に働いてもらう事も視野に入れていたが、障害年金
受給となり無理して働く事もせずに暮らすことができる状況にもなり、お陰様でマイ
ホーム購入できました！



長ーく少しずつと、短く一気に！！
こんなに差がでる？！①

S・H様

本人・配偶者

33歳・33歳

会社員

子供が生まれる事による保険加入相談

プランニングをさせていただき、終身保険、医療保険、収入保障保険のご案内
当時保険には未加入であった為、保険に関する知識は全くない状況でした。
まずは国の保障である社会保障のご説明、足りないところを補うのが任意保険であると説明
させていただきました。
終身保険では10年払込とし、終身保険の特徴である払込終了後より予定利率にてお金が
増える状況とし、また子供の学資資金としても使える為ご案内。お子様の養育費部分として
万が一に備え収入保障を最低限かける(年払いにし少しでも保険料は下げる)
医療保険に関しても10年払込みとし、全期払いで払うよりも約50万程メリットがでることか
らご案内しました。

5万ドルの終身保険・収入保障保険・医療保険ご加入

余裕資金の貯金部分より利率の高い終身保険を活用しつつ保障も確保。医療保険の掛け方
による生涯での払込額約50万程メリット及び、保険料をクレジットカード払いにすることによる
ポイント加算も享受。

保険の知識がまったくなく、誰に聞くのがいいのか？何から勉強したらよいのかわから
なかった際知人に紹介してもらいました。
自分たちの現状と未来も見据えた提案をしていただき、説明も丁寧に分かりやすくし
てくださり本当に助かりました。



環境の変化時必見！！
配置転換は定期的チェックを

N・A様

本人・父・母

34歳・69歳・64歳

会社員

独身で余裕資金がある為、活かす方法はないかとご相談

収支確認をさせていただき、毎月貯蓄に回せている金額にも余裕があり、預貯金もしっかりあ
った事と、保険関係もしっかりと加入し支払いも既に終わっていた為、

iDeCoを2.3万円
積立NISA3.3万円
(iDeCo、NISA共に年齢も加味し米国中心の株式型の積立も共有)のご提案。

また同居の母親を扶養に入れるご提案。

母親を扶養、iDeCoをMAXかける事による節税効果で本人だけでみると毎年約12.5万のメ
リット。ご家族としてみると、約7万弱がメリットとなります。

年間約7万のメリット

自分自身の所ではなく、家族全体からも見てくださりこんな方法があるんだとびっくりし
ました。口座開設から設定方法まで教えてくださり本当感謝です！



長ーく少しずつと、短く一気に！！
こんなに差がでる？！②

K・Y様

本人のみ

33歳

事業主

毎月の収支が安定してきたことによる余裕資金の活用法のご相談

ヒアリングを行い、医療保険、NISAのご提案

月々の収支に余裕があると伺った中で、加入中の医療保険が月2700円で10年程前から加
入されており終身払いだった為平均余命の事を考えると払込を10年にし、老後での支払いを
無くすこと。トータルの支払いを減らすことをすべきと考え医療保険10年払い/年払いをご案内。
また月々の余裕がそれでもある事から積立NISAのご案内。

商売をされていることも鑑み、流動性資金としても使えるNISAを採用しました。

他社医療保険から変更。NISA口座開設月々3.3万の積立スタート

医療保険切り替えによる総額支払額約50万メリット

支払方法でこれだけ差がでるとは考えておらずビックリしました。
増やすことばかり考えていましたが、本来支払うべくお金が少なくなったことで結果的
に将来のお金が増えましたし大満足です。



得意分野を活かした収入UP①

N・T様

本人

30歳

自営業

美容室の独立支援

必要事項の洗い出しを行いガントチャートを作成。
内装工事業者、美容機材・材料ディーラー、不動産賃貸業者、HP作成業者、集客媒体業者、
求人広告業者、税理士、最寄の銀行融資担当者など専門家の方を順次お繋ぎしていく。
具体的に何から手を付けていけばよいかが不透明だった為、様々なところに相談にいかれて
おりました。結果何から選択すればよいのか？相場感などわからない状況でおられました。
一つ一つの相場観をお伝えし私の信用のおける知り合いの方々にご紹介した方がスムーズ
かつご本人の期限通りに進めていけると判断しました。
最初のヒアリングから軌道にのればプライベートの将来資金も貯蓄していきたいと伺っており、
オープンから1年経過後に確認するとお約束。その後お店自体も順調に運営されていた為、生
命保険を活用した貯蓄プランのご提案。
美容室開業による収入毎月約30万程UP 予定利率3％のドル建て終身保険契約

独立開業による収入UP、予定利率3％の確保

何から手をつけてよいかまったくわからなかった状況から、ご紹介頂き私の考えを丁
寧に紐解いて下さり計画をたててくださったことにより今があります。様々な人にたくさ
んアドバイスをもらい疑心暗鬼になっていましたが、「自分の考えをしっかり持つ！」と
教えていただき、一気に目標に向けて走り出せました。



得意分野を活かした収入UP②

T・D様

本人

34歳

自営業

独立を考えているが、何から手を付けていけばよいかわからない。

独立をしたいという意向は明確であった為、必要事項の洗い出しを行いガントチャートを作成。
内装工事業者、HP作成業者、ロゴ・チラシ作成業者、税理士などの専門業者を順次お繋ぎし
ていく。及び火災保険のご提案。
明確に独立願望はある方でしたが、具体的に何から手を付けていけばよいかが不透明だった
為、様々なところに相談にいかれておりました。
結果何から選択すればよいのか？すべての業種の相場感などわからない状況でした。
一つ一つの相場観をお伝えし私の信用のおける知り合いの方々にご紹介した方がスムーズに
かつご本人の期限通りに進めていけると判断しました。
又、将来的にはヨガやエアロビクスなど様々な方々に場所を提供していきたいというビジョンも
お持ちでしたので、具体的な計画も作成。
期限通りに独立開業。立上当初より効率的な面貸しシステムも構築

独立による収入UP。場所の有効活用による収入UP

何から手をつけたらよいのか全くわからない状況でしたが、ご紹介頂いた方々も丁寧に
対応くださり、イメージ通りの店舗が出来上がりました。本当にありがとうございました。



祖母の扶養の相談から
公正証書遺言に至るまで、、、

Y・A様

祖母・父・母・本人・妹

83歳・56歳・52歳
・24歳・20歳

看護師

祖母を扶養に入れる事は可能か？

本人さまから祖母の扶養について教えてほしいと相談があり、母をご紹介頂く。話を伺っていくと
「実は弟夫婦と相続財産について揉めている」と知りました。
元々祖母は弟夫婦と生活をしていたが、ガンであると知り、即余命宣告を受けられたそうで、その
タイミングで祖母の面倒を見る事ができないと、姉である母親の家に移住。
その場で祖母もご紹介頂き資産については親身になって面倒を見てくれている姉に現金割合を
多く残したいという意向を伺いました。
現金を残したいのもご自身が生命保険・医療保険・ガン保険が未加入の為金銭的負担が姉に
かかる為。両者の話を伺う事は出来なかったですが、客観的に見ても祖母の気持ちが理解でき
たため、公正証書遺言をお勧めしました。
その他本人・母親・妹と皆さん無保険状態であったため、母親にお葬式代金の確保+老後資金
の確保。本人・妹には将来資金の確保の為、終身保険+最低限の医療保険の確保

祖母の意向通り遺言書が作成できた事
終身保険の払込を10年にすることによる予定利率3％での運用益

娘に紹介頂き、ナイーブなところまで親身になり対応くださりました。
公証人による遺言書確認後の翌日に母は他界しました。
祖母の意向を摘み取り迅速に対応下さりありがとうございました。



年間約20万程度で毎年新車に？
車の常識を覆す乗り方！

Y・O様

相談者、妻

相談者28才、妻31才

公務員
500万

前の車がボロボロということで、車の買い替えを希望している。
家族が来年増えるので、それを見越してファミリーカーにしたほうがいいのかも含
めて相談。

車の買い方は「1台購入して、10年で乗り潰す」という考えの人が多い。それが一般的な考え方なのだ
が、その10年には車検や点検の費用は100万近くかかる。さらに、車体の性能もだいぶ落ちている。と
いうことは、10年ごとに乗り換えていくのはコスパが悪い場合がある。では、どういう買い方をすればい
いかというと、「リセール（売値）に着目した買い方」をしていくのがポイント。世界中から人気があって、
日本でしか販売されていない車（アルファードやハリアーetc）だと、適切なオプションをつけたら500万
の車が1年後で480万で売れたりする。ということは1年で20万程度で乗れたということ。
これを、1,2年ごとに繰り返していくと車は新車になり続け、かつ車検などの点検費用がかからない。
そして、子供がいないうちはハリアー、子供が生まれたらアルファードというようにライフプランにおいて
変更がききやすくなる。今後の方向性的にこのような車の買い方が適切だと感じた。

新しい車の買い方と、新型のハリアーにもともと乗りたいと考えておられたため、大満足されていた。

毎年新車にコスパ良く、かつグレードの高い車を乗れる状況を作り
出した。

車は乗り潰すイメージがあったのですが、本当に目から鱗な提案でした！
ハリアーの快適さがやばい！
数年後に乗り換えるのも楽しみにしてます！


