
お気軽にお電話ください

旅行などに出かける際、目的地までを地図やナビで確認し
ますよね。どこへ、どのように行くのかを決めなければ、目的
地に行くことはできないですね。お金を貯めるのも同じで、
「いつ・何に・いくら」必要で、「どのように」貯めればいいの
かを決めることが大切です。それらさえ決めれば、あとはそ
の通りにお金を使ったり、貯めたりするだけで、自然とお金
が貯められるでしょう。カーナビで目的地を設定し、その通
りに進めば到着できるのと似ていますね。では、3ステップ
を見てみましょう。

収支とお金の流れを可視化し、
家計の現状把握をする

家計改善がうまくいく3ステップとは

まずは、毎月の収入と支出の「現状把握」です。お金の流
れを「見える化」するには、家計簿をつけるか、家計簿アプ
リなどを活用しましょう。

余ったら貯金…では、なかなか貯まらないものです。確実
に貯めるには「先取り貯蓄」が有効です。この先、自分や家
族にどのようなライフイベントがいつあるのか、それにはい
くらかかるのかを明らかにします。

最後に、どのようにお金を貯めるかを決めます。住宅資金
ならば財形住宅貯蓄、老後資金ならばiDeCoといった具
合です。目的に合った運用方法を選択することで、より確
実に資金を確保することができます。

共働きのYさん家は、これまで家計の見える化や、貯金の目
的を意識したことがなく、「余ったら貯金」だけでした。これ
までは充分貯金はできていましたが、コロナ禍で夫の残業
代が減る傾向に。このままでは余らないし、貯金も出来なく
なる？？との不安からのご相談です。

「いつ・何に・いくら」必要か
目標設定する

それぞれの目標に合う
運用方法を決める

Yさんの家計ご相談のきっかけ

 　Yさんのプロフィール
Yさん(38歳): 会社員、妻(33歳): 会社員、こども（2歳）
1ヶ月の手取り収入: Yさん：35万円※ただし、残業代が減る傾向。
妻の1ヶ月の手取り収入：18万円
現在の金融資産：400万円(普通預金のみ)

家計改善のポイント

固定費とはここでは「通信費」と「保険料」。携帯は大手
キャリアから格安プランに。死亡保険は職場の団体定期
保険を活用。浮いたお金で医療保障を充実させても以前
より大幅に安くなりました。

固定費の無駄を省く

STEP

STEP

STEP

夫手取り収入
妻手取り収入
収入：計（A）
住居費
食費
日用雑貨費
水道光熱費
通信費
交際費
被服費
娯楽費
保険料
交通費
美容費
医療費
こども費
その他
支出：計（B）
普通預金
一般財形
積立保険
つみたてNISA
妻のiDeCo
貯蓄：計（C）
（A）-（B）-（C）

350,000
180,000
530,000
108,000
89,000
13,500
21,000
31,600
20,800
17,200
38,000
22,600
8,000
10,000
1,500
44,800
12,000
438,000
92,000

-
-
-

92,000
0

300,000
180,000
480,000
108,000
72,000
9,400
25,000
17,000
17,000
10,000
42,000
15,800
5,000
8,400
1,500
29,000
9,900

370,000
20,000
40,000
15,000
25,000
10,000
110,000

0

残業代が減少（涙）

※住宅ローン
見える化で無駄を削減
見える化で無駄を削減
在宅が増えてUP
料金プランの見直し
コロナ禍で減少
コロナ禍で減少
おうち時間充実で微増
死亡：団体保険活用&医療：充実
コロナ禍で減少
夫は千円カットに

おさがりやリサイクルを活用

68,000円の家計改善♥
改善前は余ったらなんとなく貯金…
6年後に車買換え
子供学資用
10年以上先のお楽しみ用
老後資金用
収入減っても18,000円貯蓄増♥

改善前 改善後 改善点など

収入が変わらなくても
　　　　　　家計の見直しで未来は変えられる！

入ってくる金額はすぐには変わらないものですが、家計の見直しで未来は変えられます。
家計改善は「頑張る」ものではなく、「貯まる仕組み作り」が大切です。
今回は3ステップで家計改善に挑んだYさんの事例をご紹介します。
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今年は梅雨入りが早かったですね。例年
よりも半月ほど早いそうです。気温が高く
なりジメジメとした日が続く梅雨時はカ

ビが発生しやすくなりますね。カビは気温が「25℃から
30℃」、湿度が「60%以上」のときに発生しやすいそう
です。まさに今ですね。私自身の失敗談としては、なん
と！先日、カレーをカビさせてしまいました。一晩寝か
せるとおいしいといわれるカレーも、この時期は常温
で数時間放置するだけでカビることが
あるんですね。外食も出来ないので
ちょっと奮発した牛肉で作ったのに（泣）。
皆様もどうかお気お付けください。

確定拠出年金アナリスト・大江加代
さんの著書。『夢中で働いてきた女性たちが「定年後」
に直面するのはこれから。多くの女性にとって30年
以上あるこの期間を不安なく、楽しく生きるために最
低限知っておいて欲しいことをお届けします。』と表
紙カバーにある加代さんの想いがひしひしと伝わり
ます。それぞれのコンテンツが見開き2ページで完結。
図表が多用されており、それがまた明快で分かりやす
い！定年まで働く女性必見の一冊です。

20年超

結婚や新築のお祝いに「家計相談」のプレゼント！
円満トレンディ②

6月に入って嬉しいお声がけがありました。既に個人顧問契
約をしているお客様から「円満さんの有料相談を、まもなく
入籍するお友達に結婚祝いとしてプレゼントしたいのです
が対応可能ですか？本人達も是非FPさんに相談してみたい
と言うてます！」とのお声がけがありました。なんと嬉しいお
声がけ！なんと素敵なプレゼントなのでしょう♪もちろん喜
んで対応させていただきます！！結婚や住宅購入で新生活
をスタートするお友達へ。あるいは親から子へ就職祝いに。
または、子から親への定年退職祝いにと様々なバージョンが
考えられそうですね。プレゼントは「モノ」でもいいけど、
「FPにお金の相談ができるサービスをプレゼント」というの
が次世代のスタンダードになれば嬉しいですね（笑）
大切なあの方へ。世界にたったひとつの、「金融商品に中立
で、めっちゃ相談者寄りのマネープラン」を、
心を込めて一緒に考えさせて頂きます。
お声がけをお待ちしています！！「いつ・何に・いくら」必要か目標設定し、それぞれの目標に

合う運用方法を決めて、それぞれの口座を開設しました。
一般財形は職場で、初めてのiDeCoやつみたてNISAは証
券会社での口座開設がちょっと面倒でしたが、一度設定し
てしまえばあとは自動的に貯める＆増やすが実現できま
す。残業代が元に戻るか、昇給ができれば、つみたてNISA
を増額したいとのことでした。

食料、日用雑貨のストックが多い

最近は在宅が増えたとはいえ、食費や日用雑貨費が少し
多め。冷蔵庫や納戸の整理整頓をし、ストックを見える化。
そこに入らないものは買わない！と決めました。食品の賞
味期限切れによるロスが減り、安いから！と日用雑貨を買
い過ぎることをなくしました。

子どもにかかるお金がオーバー気味

幼い子どもは可愛いいもので、予算やルールを決めておか
ないとつい出費が増えてしまいます。ベビー用品店に行く
たびに洋服やおもちゃを買ってしまうのではなく、おさがり
やリサイクル品、レンタルを利用する工夫も必要です。

「余ったら貯金」を卒業する

弊社が企画・編集・発行している小
冊子「ライフプランガイドブック」。
お陰様で2013年の初版から1万冊
以上の販売してきた弊社の隠れた
ヒット商品です。法改正や統計デー
タの更新等に合わせて改定した第4
版が完成しました！個人の方はもち
ろん、FPの方の相談業務にも役に立ちますよ！注文書
を添付していますので、ご注文をお待ちしています。

「サラリーマン女子」、
　　　定年後に備える。
　　　お金と暮らしと働き方
大江　加代 (著)

家計の現状把握には、日本FP協会の
ホームページに便利ツールがあります
ので、ぜひ活用してみてくださいね。　

https://www.jafp.or.jp/know/fp/sheet/
FP協会のHP▼

発売を
スタート！

円満の本棚

ライフプランガイドブック（第4版）
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検  索円満プランニング
ホームページも
ご覧ください▶

〒550-0005 大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル4F
TEL:06-6536-7700 FAX:06-6536-7705 
e-mail:info@em-planning.com

日本のサラリーマンを円満に

お気軽に
お問い合わせ
くださ～い。

弊社のQRコード

 編集後記

家計改善のポイント

https://www.jafp.or.jp/know/fp/sheet/
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%80%8D%E3%80%81%E5%AE%9A%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E3%81%AB%E5%82%99%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%82-%E3%81%8A%E9%87%91%E3%81%A8%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%A8%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E5%A4%A7%E6%B1%9F%E5%8A%A0%E4%BB%A3/dp/4296109561/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.em-planning.com


株式会社 円満プランニング 行　 FAX: 06-6536-7705
MAIL: info@em-planning.com 

商品寸法: 18.3 x  0.2 x  25.8 cm

全28ページ

商品寸法: 14.8 x 1 x  21 cm

全162ページ

ご注文書

品　名 注 文 数 金  額

冊 円

円

円

円
円

円

冊 円

円

円

円

円

円

書籍「ご円満に」

小　計

小　計

合　計

ご希望のお支払い方法（○印）

400円/1冊・税込

小冊子送料

１冊＝210円　２冊＝250円

３冊～10冊まで＝370円

11冊以上は、実費にて。

書籍送料

１冊＝180円

2冊～4冊＝370円

10冊以上は、実費にて。

1,529円/1冊・税込

お届け先TEL Mail

1   PayPay  
2  クレジット 　
３  銀行振込
　 ①三井住友銀行 御堂筋支店 普通 7686839
　 ②近畿労働金庫 本店営業部 普通 8811505 
　 　名義はいずれも、株式会社 円満プランニング
着金確認後、発送いたします。 

お問い合わせ

TEL : 06-6536-7700
担当：松本

貴社名 お名前

お届け先住所

小冊子「ライフプランガイドブック第4版」

１冊＝210円

２冊＝250円

３冊～10冊まで＝370円

11冊以上(ご連絡します）

2冊～4冊＝370円

１冊＝180円

5冊以上(ご連絡します）

お届け先

〒

＠400円

＠1,529円

PayPay  ・クレジット・  銀行振込

金額が確定次第
お支払いサイトURLを
メールにて送信します。

支払い方法


