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Bistro de Yoshimoto（ビストロ・ド・ヨシモト） 

珈琲舎アラビク

あなた様からのお問い合わせやご意見・ご感想お待ちしております。
返信用封筒、E-mail、FAXをご利用ください。
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2011年春爛漫号～豊かな人生を提案するライフナビゲート情報誌～

キーストーン
百年シナリオ通信

　こんにちは。初めて本コーナーを執筆します伊藤理

恵でございます。忙しい毎日をお過ごしの皆さん、た

まにはのんびりゆったりと過ごしてみませんか？そん

な時にぴったりな弊社オフィスの近くにある素敵なお

店を２つご紹介させて頂きます。

　2011年3月26日の取締役会で

取締役ＦＰ統括マネージャーに

就任いたしました原田信一です。

　私は、3年前にキーストーンに

合流し、2年前の㈱キーストーン

ＦＰコンサルタンツの立ち上げに

参画。お会いさせていただいた方

には、お客様の視点に立った「長期的安心」と「安定し

た生活」を送っていただけるような情報をお伝えし、

誠実さと明るさを取柄に日々奮闘して参りました。

　一方、社内に目を向けた時、いい意味での社内競争

はあった方が良いと思っておりますが、私としては、

何より会社のメンバーが安心して仕事に集中できる

環境が、お客様のご満足にも繋がるものと思ってお

ります。

　私のメンターは「人材は人財（居なくてはならない人）

に育てることが最も大切で、また、自身も人財になる事

が、どんな環境にあっても大事だ」と教えて下さいまし

た。良質な人財の確保と育成は、私どもの大切なお客様

を一生涯お守りするためにも、弊社にとって社の行く末

を賭けた至上命題であると常に肝に銘じております。会

社運営において、代表の石野から学ぶべきことは学び、

時として、若さ故のアイデアも織り交ぜながら、小社が

永続的に繁栄していく様に取り組んで参ります。

　もとより、浅学非才の身ではございますが、この大任

をお受け致しますうえは、誠心誠意、努力を傾注してま

いる所存でございます。何卒、倍旧のご支援とご協力を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

株式会社キーストーンＦＰコンサルタンツ

取締役ＦＰ統括マネージャー　原田 信一

キーストーンのある街を訪ねて ～グルメ編～

取締役就任のご挨拶

梅田から少し離れて、ゆったりと気軽にフレンチを頂けるビスト
ロです。

【お店情報】
大阪市北区中津1-5-3　Tel.06-6377-5513　
ランチ11：30～ 14：00（LO）　 ディナー 17：30～ 21：30（LO）
ホームページ http://bd-yoshimoto.com/

路地を入れば、素敵なお店がたくさ
んある中崎町。レトロ空間の中で、た
くさんの本と美味しいコーヒーに出
会える場所が「珈琲舎アラビク」

【お店情報】
大阪市北区中崎3-2-14 　　Tel.06-7500-5519 　
13：30～ 21：00（日祝～ 20：00）　 
ホームページ http://www.arabiq.net/

コース料理は写真のお料理以外にアミューズ（前菜）とデザート、カ
フェが付きます。お値段は5,000円（ディナー）でした。

冷たいオードヴル 温かいオードヴル 北摂地区でおいしい！と評判
のle sucre coeurのパン

マリア・テレジア　750円
オレンジのリキュールがは
いっている珈琲

お魚料理 お肉料理

地下鉄 梅田駅

JR 大阪駅
阪急 梅田駅

珈琲舎アラビク

Bistro de 
Yoshimoto

地下鉄 中津駅 Spring is coming!!
お近くにお越しになる際は、
お気軽に弊社へもお立ち寄
りくださいませ。
スタッフ一同心よりお待ち
申し上げております。

※弊社の詳細地図は、
http://www.kanameishi.com/
outline/map.html
をご参照ください。

 



キーストーンアライアンスメンバー（横浜）
株式会社ＬＤＣ
代表取締役　大内　政彦（オオウチ　マサヒコ）

昭和35年横浜生まれ
MDRT終身会員。医薬品業界から保険業界に転職。2005年に独立、株式会社
LDC設立。「来るもの拒まず、去る者追わず」縁を大事に人生チャレンジし続
けています。
2011年3月に沖縄オフィス開設。新たな展開を加速中。

キーストーンアライアンスメンバー（京都）
株式会社ホロスプランニング
取締役副社長　笠原　慎也（カサハラ　シンヤ）

一部上場住宅メーカーで約７年間・営業・教育マネージャー等を経験し、 ソニ
ー生命へ転職。約9年間のライフプランナー・営業所長を経て、2005年9月に
㈱ホロスプランニングに参画。現在、「保険流通維新！」を掲げて全国を奔走中。
また、HITシリーズDVD 『行列のできるFP相談所』・『宗教法人「マル秘」攻略法』
など多数に出演、保険営業のセールスノウハウを公開。多くの保険営業パーソ
ンから絶大な指示を受けている。
著書に【電子BOOK】FPという職業への期待と限界

私の百年シナリオ

生きがい・趣味

　「人は、何のために生きているのか？」ひどく粗野で

曖昧な質問かもしれない。また、時に壮大なテーマで

あるようにも感じる。そう思いながらも、日々雑多な

時の刻みに埋もれていくテーマなのかもしれない。

　「何のため？」の問いかけに「このためだ！」と即答

された時ほど、金の匂いが混じった嫌味さが映る。

「人生は金じゃない。」よく聴くこのフレーズ。確か

に。金だけに執着し、右往左往している人を見ても

楽しそうには見えず、むしろ滑稽である。しかし一

方で、世の中の殆どの事象が金で解決されてしまう

哀れさも同居している。

　じゃあ、人が“生きる”意味とは何なのか？

　この壮大に見えるテーマは、出生から今に至る

時空の中で積み上げられ、醸成された価値観やパー

ソナリティ毎に数十億通りも存在し、法律や倫理で

も縛れない不画一で摩訶不思議な存在である。まる

で難解なロールプレイングゲームのようだ。

　難解であるのはいけないことか？いや、むしろそ

の難解さによって面白さが演出されているのであ

る。全ステージクリアに向けて進んでいく中で、次々

と難敵や罠という新しいハード

ルが出現し、クリアする度にそ

の難易度は増す。難敵であれば

あるほど、クリアした歓喜ボル

テージは上がっていく。そのた

めには攻略本の熟読や必勝アイテムをゲットする事

も必要で、それを如何に駆使できるか？も達成に向

けてのキーファクターとなる。

　人生を自身の価値観の中で活き活きと自分らしく

生きる。もし、生涯100年分の全ステージクリアに向

けて、その攻略本が「ライフプラン」、必勝アイテム

が「ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）」だとすれ

ば、人が“生きる意味”を見つけるスピードは格段に

早まり、豊かさが色濃くなるのかもしれない。

　ＣＯ２をまったく出さな

いエコな乗り物、優れた

有酸素運動としての健康

増進効果、もう私はすっ

かり自転車の虜です。「自

転車ツーキニスト」を始め

てから約2年、毎日ではあ

りませんが通勤に自転車を楽しんでいます。

　そのきっかけは、有名な某女性Ｋ評論家の本の中

に、「ほとんどの経営者はスポーツクラブに入会し

ているが、実際に定期的に利用している人は少ない。

だったら通勤や移動手段に自転車を使うべきだ」と

いう文章があり、「これだ！」と即日ホームセンター

で安いマウンテンバイク風自転車を購入しました。

　早速通勤に乗ってみると、これがなんとも気持ち

いい！それまで車通勤でしたが、渋滞もあり、自宅

からオフィスまで約8ｋｍの道のりで30分程のとこ

ろ、自転車でも同じ時間で到着。車では気が付かな

かった風景や季節の風、花々を楽しみながら、あっ

という間にオフィス到着です。ハンドルにはiPhone

や速度・消費カロリーが表示されるメーターも装着

して、気分は盛り上がるばかりです。今ではロード

タイプの軽量のマシンに乗り換え、通勤時間も20分

に短縮できました。ランチもみなとみらいのCAFEま

で自転車で行き、コーヒーを飲みながらちょっと読

書、なんて洒落込んでます。

　自転車の飲酒運転は車より危ない！ので酒席も

減って、地球環境、健康、経費節減にすべてよしの

自転車に益々夢中です。

難点は、更に軽量、高性

能なマシンが欲しくな

ることですが…。是非

自転車ツーキニストお

試し下さい。

キーストーンアライアンス代表　石野　毅

キーストーンアライアンスメンバー（熊本）　岩本　悟

300平米の高級住宅が2000万円で買える！？ ～シンガポールに隣接するジョホールバルは可能性無限大～

マレーシアの不動産視察に訪れた２人のキーストーンアライアンスメンバーが
日本では知られざる現地事情をたっぷりお届けします。

レポート1

ナマの海外情報 視察ツアーレポート＆ロングステイ情報

　日本及び世界のロングステイ人気ナンバーワンの
国マレーシア。気候が温暖で、食べるものも美味しく、
物価も安く、しかも国民性も温和で親日的。今回私達
が訪れたのは、そんなマレーシア最南の都市ジョホー
ルバル。
　ジョホールバル (以下ＪＢ)といえば、2002年のサッ
カーワールドカップに日本代表が初めて出場を決め
たアジア地区最終予選の地として一躍有名になった
都市ですが、発展著しいシンガポールからも目と鼻
の距離です。

　実はそのＪＢ、2005 年か
ら20年計画でマレーシアの
国家プロジェクト「イスカン
ダル計画」という都市開発が
進められており、将来の可能
性をとても感じます。また、
ＪＢはゴルフ、釣り、マリンス
ポーツなども手軽で安価なう
え、シンガポールの中心地ま
では橋を渡って15km程の
距離。まさにリゾートライフ
と都市生活を一緒に楽しめ
る、ロングステイの候補地と
しての絶好の条件が揃って
います。

　特に今回私達が視察した
新都心開発エリアのヌサジ
ャヤは、市庁舎の移転やビ
ジネスの中心地となる計画
が決まっており、新興国とし
ての成長性に加え、整備さ
れた高級住宅街として、不
動産投資先としても大きな
魅力を感じました。
　実は私も行ってみて驚い
たのですが、ＪＢは街並みも
美しく、住宅整備が進められ
ているうえ、床面積が300平
米クラスの高級住宅でも、日
本の価格にして2,000 万円
程度で購入できるとのこと。「将来ここに住んで夢のよ
うな生活を体験してみたい」と率直に感じました。
　今後日本は少子高齢化で老後の不安が絶えません
が、経済発展が期待でき、年中温暖で住みやすく、物
価が低い今のうちに「将来への投資」として考えてみ
る。今回の旅は、ＪＢでのセカンドライフを考えるい
いきっかけとなりました。

世界レベルの不動産事情

今回、ＪＢの不動産情報をいち早く伝えてくれた
杉野哲朗氏のＪＢ不動産に関するWebサイト
http://www.toushikaigai.com/

レポート2

　2011年 1月25日から29日まで、マレーシアのジョ
ホールバル（以下ＪＢ）に行ってきました。
　目的は、海外移住・ロングステイ・海外不動産運用
の情報収集と実践に向けて。
　ＪＢは、既出の「イスカンダル計画」が進行中で、こ
れは中国の深セン市がモデルになっています。私達
は、深センの政府要人と深く関わってる杉野哲朗氏か
らこの計画を教えていただき、また案内もしてもらい
ました。
　2日目の晩、ＪＢで10数年ビジネスをしている日本人
経営者と一緒に食事をしましたが、彼らはイスカンダル
計画をあまり知らないようです。ＪＢは、マレーシアの観
光ブックにも載っていないに等しい街ですが、知る人ぞ
知るこのプロジェクトにより、新聞やパンフレットが出来
た段階では、有望物件は完売状態です。これが現実。

　2月22日夜、数兆円を運用している香港のポート
フォリオマネージャーから話を聞く機会がありまし
た。彼は、「ここ数年、アジアの新興国が大きく成長す
る」と予測しており、また投資先として有望と言ってい
ます。
　私たちも狭い日本だけで、考えるのではなく世界に
目を向ける必要があるのではないでしょうか？

シンガポールと一体になった「イスカ
ンダル計画」の開発計画図。

新都市にほど近い高級住宅地の完成
予想図

今回視察参加メンバーと現地デベロッ
パーの担当者さんと記念撮影。

こちらの住宅地にはプールやフィットネ
ス、SPAなども付いてます。

「ただ、君らしい100年ステージ」

「自転車が熱い！」

今夏開業予定のコンドミニアムタイプ
サービスアパートメント完成模型

サービスアパート高層階からの風景
眼下にゴルフ場ととてもきれいな街並
みが広がります

今回のレポーター
石野  毅（左）と岩本  悟（右）
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