
日本の年金にたよらない方法
〜日本の常識は非常識〜(保険/金融）



①意識の違いを発見

②日本をとりまく現状

③合計990万円が約9,000万円の効果

④脅威的に魅力ある海外の年金や保険

⑤海外並みのことが日本でも可能

⑥10年で２万円か　１,１６０万円か

⑦どうするのか…

本日のラインナップ



日本人の欠点：一つにまとめる  →  分散化
　　　　　　　            自分でする　　  →  プロへ

理由：過去の日本は社会保障が立派だった
　　　小学生でも体感できる方法

香港人と意識の違い

①『資産を守る』ことから考えます
『資産保全』

②『お金の教育』を受けていない



なぜ１円も残さないのか

子供達には複利の『神様』がいる

条件：年利７%の複利　毎月３万円積立

３５歳　　　　　　　　　　６０歳

２２歳　　　　　　　　　　　　６０歳

合計支払額：　  ９００万円

合計支払額：１,３７０万円



長生きする人が増える一方で、少子化が加速し、
脅威のスピードで超高齢社会となった

（高齢化社会は２０年前に終わっている）

支給年齢の大幅な引上　（７０歳以上　間違いなし）
支給金額の大幅な引下　（数万円　間違いなし）

「わかっている・不安」という方は、数多くいらっしゃいますが…�  

超高齢社会の結果



年利率　６％	 年利率　１２％	

過去の日本

世界には当時の日本のような国がある



現実に沿ったシミュレーション 
積立型 

どれほどのお金が必要か  



９０歳	６５歳	３５歳	

9,000万円	

（0％）	

※利率は確定しているものではありません

退職後生活費：４０万円	

月30万円	３０年：月25万円	

4,000万円

（8％）	
月30万円	月２.7万円	

シミュレーション

２７,５００円　×　３０年　＝　９９０万円
３０万円　×　２５年　＝　９,０００万円



１３年　　６％　　毎月１００,０００円

１３年で4000万の効果を得るには

例１　３０年　　６％　　　毎月３９,８００円

例２　３０年　　８％　　　毎月２７,５００円

例３　　５年　　８％　　　毎月７７,０００円
　　　　その後２５年間　８％　毎月０円（据置）

30年で4000万円貯める

その後　毎月２０万円を１７年間取り出す

５０代の方でも問題ありません



現実に沿ったシミュレーション 
一括型 

どれほどの効果か  



日本の銀行の場合	
年利０.０２５％	

一括型シミュレーション

２５,０２８円の利息

年利８％の	
金融商品の場合	

１０００万円を１０年間預けた場合

１,００２.5万円

１１,５８９,２５０円の利息

２,１５８.9万円



アメリカの生命保険の魅力



日米の保険料金の違い

保険金額	
加入	  
年齢	

アメリカの保険	  
（総支払額）	

日本の保険	  
（総支払額）	

５,０００万円	

40歳	

50歳	

60歳	

約９５０万円	 約３６００万円	

約７５０万円	 約３０００万円	

約１６００万円	 約４３００万円	
４月からは？？



海外金融  …  その前に
～手数料について～

日本の超ブラックボックスなしくみ  



なぜ手数料が安い？
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毎月２万円を30年間　５％の運用の場合
　上記例では　１,２１０万円　実際は　１,６７０万円

１,６７０万ー１,２１０万＝４６０万円
　この４６０万円がコストとなる



なぜ手数料が安い？

ファンド会社
（ＡＢ）

○　○　○　○　○　○　○　○	

日本提供会社
（日本ＡＢ）

○　○　○　○　○　○	

保険・証券会社
（A生命）

○　○　○	

コスト
手数料

コスト

手数料

コスト

手数料

手数料の大幅カット可能



保険のオモテ話（近々裏の裏のウラ）
〜これを聞かなきゃ一生貴方専用保険には出会えない〜



今からのラインナップ

①なぜ保険に加入するのか

②保険選びの注意点(会社/商品/考え方）

③死亡保険は  最重要課題

④（参加者保険の具体例と解説）

⑤自分専用保険を本当に作りましょう

⑥貯蓄保険メリットは金利と複利



重大発表　その１

日本の貯蓄型保険は
２０１６年９月３０日をもって



重大発表　その２

日本の貯蓄型保険は
２０１７年２月１日



日本の保険の歴史とこれから



日本国債金利が下がる

平成２９年　・・　０.２５%

日本の保険の歴史

昭和  60年・・　5.50％  –  6.25％
平成　2年・・　5.50％  –  5.75％
平成　6年・・　3.75％
平成  13年・・　1.50％  –  1.75％
平成  25年・・　1.00％  –  1.50％

保険の「予定利率」が下がる

「貯蓄型」の保険料金が上がる



死亡保険金  1,000万円　30歳  男性　60歳払済

平成２９年・・月払３１,１４３  円

保険料金の変遷(終身保険)

平成　2年　月払  10,100  円（お宝）
平成　6年　月払  13,700  円（普通）
平成  13年　月払  21,150  円（ダメダメ）
平成  25年　月払  23,950  円（価値なし）

（？？？）

30歳 60歳

死亡保険金
１,０００万円



２月から変わった

月々の保険料
￥１５,１０５

20年後解約
１０５％

月々の保険料
￥２２,２４５

20年後解約
８５％

支払合計
５３４万円

さらに
やくざ保険



なぜ保険に加入するのか

その最大の理由は？  



保険に加入する理由

遺族もしくは、本人が困らないため（金銭的・心は別）

　①死亡保険：遺族が困らない

　②入院保険：本人と家族が困らない

加入する必要がない人たち

　①不動産CF40万円以上の妻社長　◯

　③死なない  ＆  病気にならない　  　    ×

　④配偶者が絶対に働き続けれる　　  ×

　②現金を6,000万円以上持ってる      △



生命保険（保険選びの注意点）

三つのポイント：「保険金額」「給付条件」「出口(しくみ)」

保険金額 その人に合う保険は千差万別です。その人の最適
額が重要。　後半で具体的解説します

給付条件 ６０日や１２０日以上の労働制限
事故の特別条件・上皮内ガンは出ない　など

出口戦略 一括だけで受け取るのではなく
給料のように毎月受け取れたり
必要な金額だけ受け取れるなどの柔軟性



医療(入院)保険

三つのポイント：「日額」「給付対象」「非60日型」

入院日額 日額５,０００円では足りません
給食費・個室・テレビ・茶菓子・自由診療　様々

給付対象 ６０日→１２０日　ガン１２０日→無制限
手術：８０種類→１０００種類
対象：４日免責→日帰り入院　など

非60日型 ６０日型を良く耳にしますが、よっぽど経験が
ないのでしょう。６０日以上の入院だらけです



自分専用保険を本当につくりましょう

保険の作り方  



現在の必要保険金額

三つのポイントは生活費　住宅費　教育費

生活費 食　  費：　外食　&　家食
光熱費：　電気・ガス・水道などの８種類
雑　  費：　日用・医療・衣服・化粧・レジャーなど

住宅費 持家の場合は団信があるため、考慮不要？

　　　【否】
マンションの固定費と戸建のリフォームは重要
さらに、固定資産税も無視できません

教育費 特に外せないポイントです。
必要保険金額の多くの割合が教育です。



現在の必要保険金額



加入内容の確認

一覧表を作りましょう  



加入内容を確認しましょう



用語説明（種類）

終身 無配当　定解約返戻金型終身保険
利回り変動型終身保険
３大疾病保障終身保険　／　変額終身保険

家収 収入保障保険　／　　家族収入保障保険
無解約型収入保障保険　／　家計保障保険

定期 〜定期保険

年金 リタイアメントインカム　／　１０年確定年金

給付金額 複数のパターンがあります。
一時金１０００万円
年金金額　１２０万円　／　年金月額　１５万円
日額１０,０００円　　など様々です



貯蓄型保険の目安と目的

加入�した方がよいのか  



最後にコマーシャルです



保険診断サービス

３つのコースから選べます　　・甘口　　・中辛　　・辛口

＜辛口＞
皆様の損得だけを考え、本当に必要な「保険」と「方法」をご案内いたします保険の話を 
暴露することもあります。例えば、コミッションやペナルティ、 
数字のマジックなど営業手法。保険の担当がかなり親しい 
ご友人や血の繋がった方の場合、気を悪くされると思います。

＜甘口＞
現在より改善できる程度の「保険」をご案内いたします。	
いただいた金額に見合ったレベルのご案内になると思います。

＜中辛＞
必要な「保険」と「方法」をご案内いたします。保険担当の方の 
ことも考えますので、短期・中期・長期で考えた場合は最大の 
コストパフォーマンスを得れる保証はできません。	


