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ライフプランシミュレーションの使い⽅

１．ライフプランニングの手順と効果

２．ライフプラン・シミュレーションのログイン⽅法

３．シミュレーションに⼊⼒してみよう︕
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ライフプランニング ～3つのステップ～
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Step1 将来の⾃分と家族の⼈生設計を作成

Step2 我が家の経済状況を把握

Step3 問題点の発⾒・対策の検討

実 ⾏

１．ライフプランニングの手順と効果
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■イベント例︓
旅⾏／●●購⼊／資格取得／退職／年金受取開始／●●⼊学／就職／結婚／リフォーム

■欄が空いていたら、ご両親の年齢も書いてみましょう

■⾃分と家族の⼈生設計を作成(年齢・イベント表サンプル)
Step１

１．ライフプランニングの手順と効果



■我が家の経済状況を把握(項⽬⼀例)
【１ヶ⽉あたり】 (50代) (60代) 私の場合

⾷ 費 7.8万円 7.7万円 万円

⽔道光熱費 2.3万円 2.3万円 万円

家具・家電・家事用品 1.2万円 1.2万円 万円

被 服 費 1.4万円 1.0万円 万円

保健・医療費 1.2万円 1.5万円 万円

交通・通信費 5.2万円 4.3万円 万円

教育・教養娯楽費 6.3万円 3.1万円 万円

そ の 他 8.2万円 6.4万円 万円

合 計 33.6万円 27.5万円 万円
総務省：2017年「世帯主の年齢階級別家計⽀出(⼆⼈以上の世帯)」より弊社作成

使い過ぎはあるかしら？
使途不明⾦はないかしら？
この機会にチェックしよう︕

Step２

4１．ライフプランニングの手順と効果

■我が家の経済状況を把握(キャッシュフロー表)
Step２

5１．ライフプランニングの手順と効果
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≪資産残⾼グラフ≫

74歳で資金が枯渇︕︕？

60歳退職後、15年程度で貯金が減っていく

⼦供の教育費が52歳で終了。
ここから定年まで、

貯蓄のラストスパート︕

問題点発⾒(シミュレーションによる確認)
【家族構成】
夫 50歳／会社員（年収755万円）
妻 45歳／パート（年収80万円）
⻑男 20歳／⻑女 18歳

【退職関連予定】
夫 60歳退職／退職金 約2,398万円
妻 60歳退職／退職金 なし

【金融資産】 預貯金 600万円

【⽀出予定】 生活費 ： 23万円／⽉
住宅費 ： 《ローン》 65歳まで 年96万円 《固定資産税》 年10万円

《維持管理費》 年24万円

保険料 ： 65歳まで／毎年／36万円

旅⾏ ： 40〜75歳／毎年／20万円
家具・家電購⼊ ： 40〜89歳／毎年／10万円
リフォーム ：50〜70歳／10年毎／100万円

≪Before≫

シミュレーション終了年齢89歳時点で、マイナス1,766万円

夫：正社員 妻：パート 子：2⼈のケース

Step3
■問題点の発⾒

１．ライフプランニングの手順と効果
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対策① 貯蓄を増やす(収⼊増やす・⽀出を減らす)

⽬標
(ライフイベント)

現状

対策

現状

(年数)

対策③ ⽬標金額を変更する

⽬標
(ライフイベント)

現状

対策

現状

(年数)

⽬標
(ライフイベント)

対策④ ⽬標の実現時期を変更する

⽬標
(ライフイベント)

現状

対策

現状

(金額)

(年数)

⽬標
(ライフイベント)

対策② 効率的な資産運用を考える
⽬標

(ライフイベント)

現状

対策

現状

(金額)

(年数)

(金額)

(金額)

Step3
■対策の検討︓主な対策⽅法は4つです。

１．ライフプランニングの手順と効果
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対策① 貯蓄を増やす(収⼊増やす・⽀出を減らす)

⽬標
(ライフイベント)

現状

対策

現状

(年数)

(金額)

① 貯蓄を増やす
A．収⼊を増やして貯蓄を増やす

（１）定年後も働く
（２）配偶者が働く
（３）その他の収⼊を検討する

① 貯蓄を増やす
B．支出を減らして貯蓄を増やす

（１）毎⽉かかる基本生活費を見直す
・ 生活費をチェック

（２）毎⽉かかる固定支出を見直す
・ 住宅ローン
・ 生命保険
・ 通信費

痛みを伴わない対策

●スマホ決済サービスを利用する
＜メリット＞
残⾼のプレゼント、キャッシュバック、ポイント還元等

●制度を活用する
「ふるさと納税」「個⼈型確定拠出年金（iDeCo）」
「医療費控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」等
＜メリット＞

節税、地域の特産品
●貯まる仕組み、貯める習慣を取り⼊れる
「給与天引き積⽴」「つかったつもり貯金」
「引出しづらい⼝座開設」
＜メリット＞
無意識のうちにお金が貯まる

※上記はあくまでも例として挙げています。

消費増税等で⽀出が増えている今、
何かしらの⼯夫をする必要がありそうです。

■対策の検討︓特に対策①について
Step3

１．ライフプランニングの手順と効果
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対策案検討(シミュレーションによる検証)

≪⽀出を⾒直す≫： ⑴生活費： ⽉1万円の節約 23万円／⽉ ⇒ 22万円／⽉
⑵保険料： ⽉5,000円の⾒直し 36万円／年(⽉3万円) ⇒ 30万円／年(⽉2.5万円)

≪収⼊を増やす≫： ⑶再雇用： 夫が65歳まで働く 年収200万円・退職金なし
⑷運用 ： 資産運用してみる 預貯金600万円 ⇒ 預貯金200万円・国内株式100万円・

外国株式100万円

≪資産残⾼グラフ≫

≪After≫

シミュレーション終了年齢89歳時点で、プラス1,064万円

夫：正社員 妻：パート 子：2⼈のケース

■対策の検討
Step3

１．ライフプランニングの手順と効果



LPSシステムの（2020年11⽉現在）動作推奨環境は以下の通りです。

■対象デバイス
PCおよびタブレット端末（スマートフォンは推奨外となります）

■Windows
OSのバージョン：10、8.1
ブラウザ：Internet Explorer11、Edge、Chromeの各最新バージョン

■iOS
OSのバージョン：最新版
ブラウザ：Safari、Chromeの各最新バージョン

■Android
OSのバージョン：最新版
ブラウザ：Chromeの最新バージョン

※ブラウザは原則、初期値（デフォルト値）でご利用いただく前提としておりますが
ポップアップブロックは無効にしてください。

■特徴■
・インターネット経由で利用します。
【使用可能◎：Windowsパソコン ／ タブレット（iPad／Android） 使用不可✖：MACパソコン ／ スマホ

・作成したプランは、保存して再利用することができます。
・ご⾃宅でも利用できます。 ※ シミュレーション利用料は無料です。（通信費は各⾃のご負担となります）

インターネットエクスプローラなどのアドレスバーに直接URLを⼊⼒する場合

【URL】 https://www.lps-lifeplan.jp/#/login/city-kobe

２．ライフプラン・シミュレーションのログイン⽅法 10

◆ 初めてのログイン ◆ ２回⽬以降のログイン

「初めて使う⽅はこちら」 をｸﾘｯｸ
ご⾃⾝で設定した
「ユーザーID」「パスワード」を⼊⼒し
「ログイン」をｸﾘｯｸ

登録済みメールアドレス（ﾕｰｻﾞｰID）
を⼊⼒して「送信」

↓
手順記載メールを参照

２．ライフプラン・シミュレーションのログイン⽅法 11



◆ 初めてのログイン

A

B

登録内容を確認し
「OK」をクリック

【ナビ⼊⼒】
統計値を多用したスピーディーな
概算シミュレーション。

ナビ作成後、必要項⽬を修正し
詳細な内容にすることも可能。

【ナビ⼊⼒】
統計値を多用したスピーディーな
概算シミュレーション。

ナビ作成後、必要項⽬を修正し
詳細な内容にすることも可能。

⽒名等を⼊⼒し「登録する」をクリック。

ここで⼊⼒するメールアドレスが
●ログイン時の【ユーザーID】
●ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ再発⾏時のメール送信先

となります。
（※ 後⽇変更可能）

⽒名等を⼊⼒し「登録する」をクリック。

ここで⼊⼒するメールアドレスが
●ログイン時の【ユーザーID】
●ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ再発⾏時のメール送信先

となります。
（※ 後⽇変更可能）

⽒名(半角カナ)は必須項⽬となっておりませんが
極⼒ご⼊⼒をお願いします。

A）現在のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ欄： lps12345
B）新しいﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ欄： 新しいパスワード（※）を 2回 ⼊⼒し

「更新」をクリック。
※ ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ要件
① 8⽂字以上20⽂字以下
② 半角の ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ・数字・記号 から2種類以上使用

A）現在のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ欄： lps12345
B）新しいﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ欄： 新しいパスワード（※）を 2回 ⼊⼒し

「更新」をクリック。
※ ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ要件
① 8⽂字以上20⽂字以下
② 半角の ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ・数字・記号 から2種類以上使用

エルピーエス イチニサンシコ゛

２．ライフプラン・シミュレーションのログイン⽅法 12

◆ ナビ⼊⼒

配偶者情報を⼊⼒配偶者情報を⼊⼒

⼦ども情報を⼊⼒

将来誕生はﾏｲﾅｽで
「－●」歳と⼊⼒

⼦ども情報を⼊⼒

将来誕生はﾏｲﾅｽで
「－●」歳と⼊⼒

収支グラフが展開

【必須⼊⼒項⽬】
※ 表⽰のある項⽬
年齢・職業・退職年齢

【必須⼊⼒項⽬】
※ 表⽰のある項⽬
年齢・職業・退職年齢

・概算の生活費
・⾦融資産
(※ 確定拠出年⾦

残⾼は含まない）

を⼊⼒し

「診断結果を見る」
をクリック

・概算の生活費
・⾦融資産
(※ 確定拠出年⾦

残⾼は含まない）

を⼊⼒し

「診断結果を見る」
をクリック

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 13



◆ プラン保存・アイコン確認

「名前を付けて保存する」
をクリック
「名前を付けて保存する」
をクリック

プラン名が表⽰される

プラン名を付け
OKをクリック
プラン名を付け
OKをクリック

■ 「名前を付けて保存」 作業をしないと、プランは保存されません。

画⾯左側
アイコンを確認

△：統計値⼊⼒済
✖：未⼊⼒
☑：確認⼊⼒済

△：統計値⼊⼒済
✖：未⼊⼒
☑：確認⼊⼒済

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 14

◆ プラン修正の留意点①

修正したい項⽬をクリック
↓

修正
↓

画⾯下部にある
「上書き保存」
または
「上書き保存して診断結果を見る」
をクリック
↓
次に修正したい項⽬をクリック

◆ プラン修正の留意点②
〜 保存プランの修正 〜

保存プラン呼出
↓

「名前を付けて保存」（コピー作成）
↓

修正
↓

・修正プラン完成
・元のプランも参照可能

【要注意︕】
保存プランを修正する場合、まず
『名前をつけて保存』すること︕

※ そのまま修正を始めると保存してあったプランに
上書きしてしまい、元のプランを見られなくなります。

「上書き保存」 「上書き保存をして診断結果を見る」 を
クリックしなかった場合、修正は反映されません。
「上書き保存」 「上書き保存をして診断結果を見る」 を
クリックしなかった場合、修正は反映されません。
「上書き保存」 「上書き保存をして診断結果を見る」 を
クリックしなかった場合、修正は反映されません。
「上書き保存」 「上書き保存をして診断結果を見る」 を
クリックしなかった場合、修正は反映されません。

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕
◆ 修正時のポイント

15



● 詳細⼊⼒
◆ 詳細に⼊⼒出来ること（抜粋） （次⾴以降 項⽬を案内）

【家族情報】 ・生年⽉⽇ ・将来の結婚予定（結婚記念⽇を将来⽇付で⼊⼒）

【収⼊】 ・⼊社年齢 ・退職⾦ ・職歴の追加（再雇用の⼊⼒等）
・公的年⾦情報（ねんきん定期便の活用） ・その他収⼊

【住宅費】 ※ デフォルトで【住宅ローン】あり として統計値が⼊⼒されています。必ず確認・修正して下さい。
・家賃 ・維持管理費 ・固定資産税 ・住宅ローン ・将来の住宅購⼊

【生活費】 ・リタイア後の生活費（現役時と別⾦額の設定）

【教育費等】 （お⼦様⼊⼒が無い場合「教育費等」アイコンは表⽰されません。）
※ デフォルトで⼦供の教育費、結婚援助費用の統計値が⼊⼒されています。
・国公⽴／私⽴等の選択 ・⾦額修正 ・その他援助費用

【夢・ライフイベント等】 ※ ナビ⼊⼒から開始した場合、デフォルトで生活費3ヶ⽉分が退職到達まで⼊⼒され
ています。
・旅⾏ ・⾞購⼊ ・家具家電購⼊ ・リフォーム ・医療介護費

【資産や積⽴】 ※ 「しっかり⼊⼒」に切替えると詳細な⼊⼒が出来ます。
・⾦融資産のカテゴリー分け ・積⽴貯蓄 ・確定拠出年⾦

【保険】 「かんたん⼊⼒」⇒ ・年間の総保険料 ・支払終了年齢
「しっかり⼊⼒」⇒ ・１契約ごとの詳細

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 16

下へスクロール

● 詳細⼊⼒ ／ 収⼊ （勤労収⼊） 【現在の職業】
【職種】 会社員
【業種】 製造業（ご⾃分の業種へ変更ください）
【規模】 1,000⼈以上（同上）
【⼊社年齢】 新卒就職時の年齢
【退職年齢】 60歳
【現在年収】 昨年の税込み年収
【退職⾦】 見込み

※ 確定拠出年⾦の残⾼は
ここには⼊れません

【職歴の追加】
再雇用等 60歳以降の予定を
必要に応じ⼊⼒

注）「配偶者あり」 の場合
【本⼈収⼊】欄 の下に 【配偶者収⼊】欄 が続きます。
⼊⼒箇所を間違わないよう注意しましょう。

【企業年⾦】（勤務先から受取る年⾦）

本セミナーでは使いません

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 17



● 詳細⼊⼒ ／ 収⼊ （公的年⾦）

下へスクロール

ねんきん定期便が
手元にある ◎

ねんきん定期便が
手元にある ◎Yes

本人 配偶者

【公的年⾦】
『ねんきん定期便』はある？

『ねんきん定期便』の
65歳時⾦額と画⾯を⽐較

ねんきん定期便を
参照して⼊⼒

(C)(A)

(B) (D)

(A) (B)
(C) (D)

『直接⼊⼒』 をクリック

ねんきん定期便が
手元に無い ×

ねんきん定期便が
手元に無い ×No

⾦額が相当違う

ほぼ同じ

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 18

● 詳細⼊⼒ ／ 収⼊ （その他収⼊）

【収⼊】の⼊⼒が完了したら、 ① 『上書き保存』 等をクリック してから
② 次の⼊⼒項⽬ 『住宅費』 をクリック

【その他収⼊】（任意）
…必要に応じ⼊⼒

（注：税引後⾦額）

※ 【収⼊発生条件】… 操作不要
個別相談の際、FPが活用します。

①

②

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 19



● 詳細⼊⼒ ／ 住宅費
【家賃及び維持管理費】(★★⽉額）
… 賃貸の⽅：家賃・駐⾞場代

持家の⽅：管理費・共益費・修繕積⽴⾦
駐⾞場代

【固定資産税】(★年額）
…持家の⽅のみ⼊⼒

【住宅ローン】
… 「なし」「あり」を選択してクリック

・ 『かんたん⼊⼒』
⇒ 「返済終了年齢」

「★年間返済額」 を⼊⼒。
・ 『しっかり⼊⼒』

⇒ 返済予定資料を参照し⼊⼒。

住宅ローン あり

※ デフォルトで【住宅ローン】あり として統計値が
⼊⼒されています。
必ず確認・修正して下さい。

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 20

● 詳細⼊⼒ ／ 生活費

【生活費】
… 下記項⽬を除いた毎⽉の平均的な支出

（⾷費・光熱費・通信費・お⼩遣い等）
の合計になっているか確認。

※ リタイア後の生活費を変更する場合は
下段を確認・修正。

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 21



● 詳細⼊⼒ ／ 教育費・援助資⾦
※ お⼦様⼊⼒がない場合 「教育費等」 項⽬は表⽰されません。

【援助】
「結婚資⾦援助」
「その他資⾦援助」
を必要に応じ修正

【教育費】
… 「国公⽴/私⽴」

「時期」 「⾦額」 を
必要に応じ修正

※ デフォルトで結婚援助資⾦
統計値⼊⼒済となっている
ため、確認・修正を。

注１）統計値がセットされています。
注２）過去の学費は、表⽰されていても計算には⼊らないので そのままで⼤丈夫です。

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 22

● 詳細⼊⼒ ／ 夢・ライフイベント資⾦

(C) 【条件】… 操作不要
個別相談の際、ＦＰが活用します。

(A) 【チェックボックス】… 操作不要
個別相談の際、ＦＰが活用します。

(B) 【アイコン】… イラストの変更 （任意）
お好みのイラストに変更出来ます。

※ 『⼊⼒⾏を追加』 ボタンで
⾏を増やすことが出来ます。

(A)

(B)
(C)

【夢・ライフイベント等】
【夢・イベント名】 必要に応じ修正
【間隔】 予定する間隔を選択
【時期】 年齢 （本⼈基準） を⼊⼒
【⾦額】 ⾦額を⼊⼒

※ ナビ⼊⼒から開始した場合、デフォルトで
生活費3ヶ⽉分が退職到達まで⼊⼒されています。

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 23



下へスクロール

● 詳細⼊⼒ ／ 資産や積⽴ （資産残⾼）

【資産や積⽴⼊⼒⽅式】
… 『しっかり⼊⼒』 を選択

【⾦融資産を振替える年齢等】
必要に応じ⼊⼒（※ 未⼊⼒OK）

【残⾼】
ナビで⼊⼒済の⾦融資産を
必要に応じ 「株」「債券」等の
該当カテゴリーに振り分け⼊⼒

注）
・ 【社内預⾦】 【持ち株会】等 勤務先制度の

残⾼⼊⼒もここです。

・ 確定拠出年⾦は、下にある
専用欄に⼊⼒するのでここには含みません。

注）
・ 【社内預⾦】 【持ち株会】等 勤務先制度の

残⾼⼊⼒もここです。

・ 確定拠出年⾦は、下にある
専用欄に⼊⼒するのでここには含みません。

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 24

【積⽴貯蓄】
【積⽴名称】 「財形」「投信積⽴」 等
【資産の種類】 種類を選択
【年間積⽴額】 ★年間積⽴額 を⼊⼒
【積⽴終了年齢】 終了予定年齢を⼊⼒

既に貯まっている
⾦額は
前段の「残⾼」に
⼊⼒します

既に貯まっている
⾦額は
前段の「残⾼」に
⼊⼒します

● 詳細⼊⼒ ／ 資産や積⽴ （積⽴貯蓄・確定拠出年⾦）

【確定拠出年⾦】
※ 左側：本⼈分 右側：配偶者分

【企業からの拠出額】
【残⾼／配分割合】

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 25



● 詳細⼊⼒ ／ 保険

・ 【既加⼊保険情報】

・ 『かんたん⼊⼒』
⇒ 「★年間保険料」

「払込終了年齢」 のみの⼊⼒。
・ 『しっかり⼊⼒』

⇒ 保険証券等資料を参照し1契約ごと⼊⼒。
※「保険を追加」ボタンで複数契約⼊⼒可能

【たくさん⼊っている保険の詳細⼊⼒は？】

■保険の正しい理解、シミュレーションツールへの正
確な⼊⼒は難しいため、かんたん⼊⼒で 「年間保
険料」 および 「払込終了年齢」 を⼊⼒しましょう。

■FP個別相談の際、保険証券／保険内容のお知
らせなどの資料を持参し、FPに分析・説明してもらう
と効率的です。

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 26

● 現状分析
◆ 収支グラフ （各年の収⼊・支出の確認）

◆ 収支・資産グラフ （単年度収支と資産残⾼の確認）

【折れ線グラフ】 収入

【棒グラフ】 支出

【折れ線グラフ】 資産残高

【棒グラフ】 単年度収支

退職後は常に収⼊より支出が多い・・・
貯蓄が減るんだなぁ・・・
退職後は常に収⼊より支出が多い・・・
貯蓄が減るんだなぁ・・・

現役中は収⼊内でまかえそう・・・現役中は収⼊内でまかえそう・・・ ⼤きな収⼊は退職⾦か・・・
その後は収⼊が少なくなる 今から気を引き締めよう
⼤きな収⼊は退職⾦か・・・
その後は収⼊が少なくなる 今から気を引き締めよう

退職後は単年度収支軒並みマイナス・・・退職後は単年度収支軒並みマイナス・・・

資産はなんとか⼤丈夫そうだけど
もう少し余裕が欲しいなぁ・・・
資産はなんとか⼤丈夫そうだけど
もう少し余裕が欲しいなぁ・・・

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 27



● 現状分析
◆ 各種ボタンと機能

表⽰するグラフを選択出来ます。

診断コメントを確認出来ます。

ログアウト・各種設定変更が出来ます。

「収支」 「収支・資産」

※ 選択前は「収支」グラフが表⽰されています。

各年の収支を確認出来ます。 単年度収支と資産残⾼を確認出来ます。

個別相談の申し込みが出来ます。

新しいプランを作成出来ます。

「表⽰⽅法」をクリック

表⽰⽅法

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 28

● 現状分析
◆ 保存プランの呼出・修正

① 『過去のプランを呼び出す』 を
クリック

③ 呼び出したいプランを
選択し 『OK』

選択したプランのグラフが表⽰される

【要注意︕】 プランを修正する場合、 まず 『名前をつけて保存』 すること︕
※ そのまま修正を始めると、保存してあったプランに上書きしてしまい 元のプランを見られなくなります。

② キーワード欄(ブランク)
右の「検索」をクリック。

（登録したプランが表⽰される）

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 29



安⼼してください︕
LPSのどの欄にどう⼊⼒したら良い？といったご照会に
お答えするヘルプデスクが用意されています。
⾚信号になったけど、改善するにはどうすれば良い？
といったコンサルについてのご照会先ではありませんので、
ご注意ください。

LPS操作フリーダイヤル
0120-271-115

平⽇：10時〜18時
⼟⽇祝：10時〜17時

ライフプランシミュレーション（LPS）の⼊⼒がわからない場合は・・・

３．シミュレーションに⼊⼒してみましょう︕ 30

30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳25歳 80歳〜
住宅費

教育費
⽼後の生活費の準備

500万

1000万

1500万

2000万

⽼後の生活費 年金受取

退職金

新⾞購⼊

住宅取得頭金

⼦どもの⼤学⼊学金

31

収⼊
⽀出
貯蓄残⾼

■バランスは⼤丈夫ですか?
■シミュレーションして

みましょう!

〜総合的・⻑期的な視点での計画が必要です〜

４．現状分析と対策検討はFPに相談︕



FP（ファイナンシャルプランナー）による個別相談ではライフプラン・シミュレーションを
使って、⾃分⾃⾝に合った詳細な現状分析を⾏います。
あなたの家計の現状分析を⾏い、問題点の洗い出し、今後の対策をご提案し、
将来に向けてのライフプランをサポートします。

●我が家の家計をグラフ化

●住宅購⼊・教育費・⽼後などの家計の
問題点が見えてくる。

●更に改善プランを表⽰

４．現状分析と対策検討はFPに相談︕ 32

ご清聴ありがとうございました。


