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◆その１：「断らない」 「気遣いがある」
「誰に対しても態度を変えない」

◆その２：「お礼３回」

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。

キーストーン百年シナリオ通信発行元

株式会社キーストーンＦＰコンサルタンツ

〒531-0072　大阪市北区豊崎3-9-7 いずみビル5Ｆ

発行責任者　石野　毅

TEL                                                        FAX
E-mail  info@kanameishi.com　URL  http://www.kanameishi.com

0120-140-439 0120-707-139

2013年雪月花号～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

　新しい年を迎え、皆様におかれま

しては健やかにお過ごしのことと

お慶び申し上げます。

　弊社もこの1月で第4期決算を

迎え、課題が山積するなかでも、おか

げさまでなんとか業績を伸ばすこと

が出来そうな状況です。

　また一方で、弊社が大切にした

いと思っているご縁をいただいた

お客様との継続的な関係については、一層フォロー

体制を充実すべく、本年以降も引き続き強化してい

きたいと考えております。

　今年弊社が重点的に考えているテーマは、「守りを固

め、お客様に安心してご相談いただける体制を築く」。

いつでも気軽に弊社に連絡いただける環境づくりを目指

して参りたいと思っております。

　「生命保険の見直しや資産形成、ライフプランや事業

計画について考えたい」「相続事業承継についてそろそ

ろ考えないと…」という方がおられましたら、いつでも

お気軽にご連絡ください。

　末筆となりましたが、今年一年が皆様にとりまして

輝かしい年となりますように心より祈念申し上げます。

株式会社キーストーンＦＰコンサルタンツ

代表取締役　石野　毅

　昨年10月～12月まで

実施いたしました「ちょっ

と教えてくださいキャン

ペーン」。おかげさまで例

年を大幅に上回るご応募

をいただきました。

　今回で3回目を迎え、

毎年ご応募くださる方が

増えてきて、「あ、今年も送ってきてくださった！」と

嬉しく思うと同時に「1年を無事に過ごされたんだな～」

とほっと安心しています。おひとりおひとりの近況を

お聞きしたいと思いながらもなかなか実行できていな

い中、キャンペーン応募時に近況をお知らせしてくだ

さる方がたくさんいらっしゃいます。本当にありがた

いことです。

　「定年退職を迎えました」「子供ができました」「結婚

しました」「マイホームを購入しました」…皆様からの

メッセージは、私どもがお客様の人生の節目に立ち会

わせていただいていることの意味、そこで私たちがで

きることは何かについて、いつも考えさせてください

ます。

　日本も世界も、これまでの価値観を問い直すような

出来事が起きています。そして、本紙最後のコーナーに

登場している福島在住の岡崎氏は「将来のライフプラン

が一瞬の出来事で変わってしまうかもしれない？」と

書いています。そんな時代に私たちは生きている。だ

からこそ、私どもは「お客様の一生涯をお守りするた

めに、どんな変化にも対応できるよう進化(深化)し続

けなければいけない」そう考えています。

　まだまだ至らない点も多く、お叱りの言葉をちょう

だいすることもあります。そうやってお客様に育てて

いただきながら、いただいたものの何倍何十倍のお返

しができるよう、日々精進してまいります。これから

もどうぞよろしくお願いいたします。

(文責：野田)

謹んで新年のご挨拶を申し上げます

たくさんのご応募、ありがとうございました

Ｑ1：（金融・経済・お金に関する）情報をどこから得てい
らっしゃいますか？

Ｑ2：弊社からお送りしているニュースレター、メールマガ
ジンの購読について

１位　インターネット 58.0%

２位　弊社 50.0%

３位　新聞 32.6%

４位　テレビ 31.9%

５位　本・雑誌 21.7%

キャンペーン集計結果

時代を反映して、1位はインターネットという結果となりました。
一方で「友人･知人･家族」、「金融機関窓口」「セミナー」がそ
れぞれ21.0%、10.1%、8.7%と「人」を介し、自ら動いて情報
を得るというリアル派も健在であることがわかります。

「読む」「興味のある記事がある時は読む」を合わせますと、
それぞれ86.9%、60.1%という結果となりました。

　たくさんの方にお目通しいただき、本当にありがとうござ
います。



ＦＰの活動現場から
Ｈａｗａｉｉだより ～１４年住んでわかった素顔のハワイ～

プライベートバンクの世界に触れて

　弊社が、保険の来店型ショップを始めちょうど１年が

過ぎました。

　構想としては、４、５年前から考えてはいましたが、吉武

永賀先生（高校の体育教師時代に「通知表　体育１」の生徒

を陸上日本一の選手に育てあげた“ひと育ての天才”）

のセミナーを受講したのを機に、自分自身に決心させ

ました。

　お手本にしたいと思っていた「ほけんの窓口」の今野

則夫社長の話を聴きに行ったり、自分自身が客となっ

てショップの対応を体験したり、開設のための具体的

な行動を行いました。私がソニー生命に入社した１６年

前は、「自分から保険に入りたいという人は、病人か詐

欺師」とまことしやかにささやかれていた時代でした。

ところが現在では、自分の人生や家族のことをしっかり

考えるような方が自発的

に保険の話を聴きにお店

に立ち寄られます。当時の

私たちにとって夢のよう

な、劇的な変化です。保険

業界で長く仕事を続けて

いくためには、こんなお客

　東日本大震災を機に「日本」のリスクを考える人が増

えています。国家には政治的、経済的、自然災害的といっ

た様々なリスクが潜在しています。大切な資産を自国だ

けで保有・管理していては万が一重大な事が起きた時に

大切な資産が台無しになる可能性があります。このよう

な事情から、リスク分散の必要性を感じている人々が、

海外のプライベートバンク（以下ＰＢ）にお金を預けてい

ます。

　ＰＢは１８世紀にスイスで誕生した特殊な銀行で、顧客

の資産を顧客の指示に基づいて運用管理する業務に特

化しています。ロンバー・オディエ・ダリエ・フィンチ、

ピクテ、ジュリアスベアーズなどはヨーロッパでは有名

ですが、日本では馴染みがない銀行ばかりです。銀行の

応接室は日本のそれとは趣が違い、落ち着いた贅沢な雰

囲気が演出されています。日本からの資金移転先として

人気が高い国としては、本家スイスの他にシンガポー

ル、香港などの金融先進国があります。シンガポールや

香港は日本との時差がほとんどなく、両国の当局が積極

的に国外からの資産誘致政策を推し進めています。日本

からの距離や時差のハンディキャップがある本家スイ

スも負けてはいません。スイスは天然資源がない小国

という日本との共通点があって、人々の考え方が似て

いるところがあり、スイ

スのプライベートバン

カーと話していると安

心を感じます。各行とも

日本の顧客の為に日本

人または日本語が堪能

なスタッフを配属して

言葉の問題を解決して

います。

　なかなか触れる機会

がないと思いますが、非常に興味深い世界です。しかし、

マネーロンダリングや脱税目的といった間違った考え

で利用しないようにすることは言うまでもありません。

来店型ショップを始めました

様に出会うことがとても大切です。しかし、それを継続

できる人は一握りの優秀な人達だけ。会社を永続的に経

営するためには、社員の能力に依存するだけではなく、

人生と真剣に向き合っている方との出会いを少しでも

多く作る必要がある。そんな思いから来店型ショップを

始めました。

[来店型ショップの今後]

　全国の来店型ショップは１,５００店舗（人口６万人に１店

舗）を超え、当分の間は増え続けると思います。そして近

い将来、店舗の淘汰が始まるでしょう。弊社がその時代に

生き残るためには、全社員が単なる「保険を売る人」では

なく、お客様の潜在ニーズを引出すＦＰとしての能力を

高め、適確なアドバイザーになる必要があると思います。

キーストーンアライアンスメンバー（東京）
株式会社ブレインネット
代表取締役　花岡　正幸（ハナオカ　マサユキ）

昭和37年福岡生まれ
英国系銀行の資金部で外国為替業務に従事する。銀行退職後、ソ
ニー生命でライフプランナーとして8年勤務の後、独立。株式会社
ブレインネットを設立。現在は銀行、生保で培った金融手法を使
い、資産保全コーディネーターとして活動中。

　今は皆様がお持ちになっている「ハワイに住む夢」を

実現することのお手伝いを仕事にしています。キース

トーンアライアンスメンバーの皆さんとは、３年ほど

前からお付き合いさせていただいております。

　さて、２０１２年は本土のアメリカ人も含めて世界中

の人たちからリゾート地としてのハワイの人気が再認

識された年でした。この記事をお読みになられている

頃には、２０１２年がハワイへのビジター数最高記録を

達成したことが報道されているでしょう。ここ１０年く

らい低迷を続けていた日本からのビジター数も夏以降

一日約５千人を記録し、静かなハワイブームを実感し

ました。

Kaina Hale Hawaii Realty, Inc.
HONOLULU OFFICE
2222 Kalakaua Ave., Suite 609
Honolulu, Hawaii 96815
HP：http://kainahale.com/
DFSギャラリアタワー 6Fにオフィス
があります。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち
寄りください。

　私は、６７歳になりますが、今の会社を昨年の初頭に立

ち上げました。「その歳でよく起業しましたね」とよく

言われるのですが、多分、［ストレス・フリーのハワイ]

にいたからこそ重い決心をすることもなく自然に起業

できたのでしょう。そして、そのとき以来ほぼ毎日続

けている日課が、ダイアモンド・ヘッドに毎朝登るこ

とです。それを日課にできる環境がそこにあることは

素晴らしいことだと思っています。

　ここではハワイの良さをご紹介して、皆様が訪問先

として、長期滞在先として、また移住先としてお選び

になる候補地の一つとしてご検討いただけるきっかけ

を作ることができれば嬉しく思います。

　ハワイのアロハスピリットを実感することができる最たる

イベントは、ホノルルマラソンです。毎年１２月の第二日曜日

に開催されています。制限時間なしで誰でも参加できますの

で、初心者にも安心です。たくさんのボランティアが給水、救

急対応、楽器演奏など励ましの応援をしてくれます。沿道に

お住まいの方々も拍手だけでなく、食べ物の差し入れ、散水

などでランナーを励ましてくれます。それなりに過酷なフル

マラソンですが、お祭りに参加しているような楽しさをも味

わえるので、いつの間にか毎年参加するようになり、私の手

元にはフィニッシャーＴシャツが

１２枚もあります。真冬の朝５時に

スタートするのですが、それでも

短パン・ランニングシャツで走れ

るのですから、どんなに素晴らし

い気候なのかも実感できます。

アロハスピリット

　周りが海に囲まれていて、常に貿易風が吹いていますの

で、ハワイの空気はどこに行っても旨く、どこにいても深呼

吸をしたくなります。私自身のことですが、１４年前にハワ

イに来る前は約１５年間に亘って東京・ミラノ・マドリッド

に住み、いわゆる花粉症に悩まさ

れ毎日薬を飲んでいました。それ

が、もう１４年前から発症しなくな

りました。ハワイに転地療養に来

ると体調が良くなるという話を良

く耳にします。

空気が旨い

　ハワイでは、カタコトの英語でも通じます。それは観光が

主要産業であるので、ビジターが何を求めているかをわか

ろうとする姿勢があるからだと思います。勿論、あらゆる場

面で日本語を必要とするときには、日本語を話せる人が必

ずいます。医療面でも進んだ医療を受けることができます

ので安心です。但し、救急車を呼ぶと１回５００ドルはかかり

ますし、医療はとても高額なので、ご旅行の際には「旅行傷害

保険」を付保されることをお勧めします。お持ちのクレジッ

トカードについている保険だけではいざというときにお困

りになりますよ。

言葉も医療も安心

　「ハワイはいつの季節がいいですか？」。私の答えは「いつも」

です。「夏のハワイは暑い」と思っていらしゃいませんか？

確かに他の季節に比べると気温が多少上がりますが、湿気

が少なく、貿易風が吹くのでとても爽やかです。そうハワイ

は避暑地なのです。もちろん冬のハワイは避寒地でもあり

ます。

　通勤に車を運転しながら

環境の素晴らしさを毎日実

感しています。年間を通し

て気候の優しいハワイに住

んでいると、健康で元気に

長生きできると思います。

花が多く、爽やかな夏

チューリッヒにあるPBの美術館のような行内

スイス・ロカルノのPB、BSI前にて

　ハワイにはギャンブルが

何もありません。宝くじす

らありません。それでも誰

もが何かで楽しめます。

　ゴルフ、サーフィン、フラ

ダンス、買い物・・・海辺で

横になっているだけでも過

ごせます。結婚式をハワイ

で挙げるカップルはとても

多く、毎日のように街中で

見かけますが、参列者を式と披露宴以外は放っておけるの

もハワイの良さです。誰でも自分たちだけでどこにでも行

けるし、街中を歩くのにも外国にも拘わらず緊張しないで

すむ。こんなところ海外で探してもそうそうあるものでは

ありません。

ギャンブルがないリゾート地

「アローハ！」株式会社カイナハレ・ハワイの三田英郎（みたひでお）です。

キーストーンアライアンスメンバー（東京）
一プランニング株式会社
代表取締役　水落　操 （ミズオチ　ミサオ）

昭和32年　新潟県魚沼市生まれ
三菱自動車工業に16年在籍し、人事、労務、広報等の仕事を経験。1996年1月
ソニー生命保険に転職。9年間のライフプランナーを経て、2005年5月に一（は
じめ）プランニング㈱を設立。2011年、埼玉県志木市内に一プランニングとして
第１号となる来店型ショップをオープン。
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