
新新新新LPSLPSLPSLPS（ライフプラン・シミュレーション）ツール（ライフプラン・シミュレーション）ツール（ライフプラン・シミュレーション）ツール（ライフプラン・シミュレーション）ツール

操作マニュアル操作マニュアル操作マニュアル操作マニュアル

～～～～Ver. S1.2Ver. S1.2Ver. S1.2Ver. S1.2～～～～

2021202120212021年年年年5555月版月版月版月版

東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社



1Copyright@2019 東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社 ＜職域向け汎用モデル＞

目 次

１．新LPSツールのコンセプト
（１）全体の流れ
（２）利用上の留意点

２．ログイン方法
（１）初めて利用する場合
（２）２回目以降の利用の場合
（３）プランの新規作成・保存・呼び出し設定

３．ナビ入力
（１）初期画面
（２）診断結果
（３）複数プランの比較
（４）診断コメント（対策：見直しのポイント）
（５）診断コメント（個別相談の申し込み）

４．参考情報
（１）お知らせ／シミュレーションの前提条件
（２）マニュアル
（３）統計値について
（４）ナレッジツール／運用利回り計算機

５．ユーザー情報
（１）個人情報設定／パスワード・メールアドレス変更

６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（１）グラフ表示から詳細入力を始める方法
（２）新規プラン作成から詳細入力を始める場合
（３）項目別入力（かんたん入力）
（４）項目別入力（しっかり入力）
（５）項目別入力（共通）
（６）項目別入力（シミュレーション条件の変更）

＜改定履歴＞
2019.06 新規作成

サポートデスクサポートデスクサポートデスクサポートデスク ０１２０－２７１－１１５０１２０－２７１－１１５０１２０－２７１－１１５０１２０－２７１－１１５
平日：１０：００～１８：００／土日祝日：１０：００～１７：００平日：１０：００～１８：００／土日祝日：１０：００～１７：００平日：１０：００～１８：００／土日祝日：１０：００～１７：００平日：１０：００～１８：００／土日祝日：１０：００～１７：００

操作に関するご照会は、専用のサポートデスクにご連絡ください。
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１．新LPSツールのコンセプト
（１）全体の流れ

「ログイン」から「診断コメント」までの流れをご説明します。

(1)(1)(1)(1)ログインログインログインログイン

(3)(3)(3)(3)各種入力各種入力各種入力各種入力
・・・・

条件入力条件入力条件入力条件入力

(2)(2)(2)(2)ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
選択選択選択選択

●新規●新規●新規●新規

入力選択入力選択入力選択入力選択

●●●●2222回目以降回目以降回目以降回目以降

新規作成新規作成新規作成新規作成
orororor

過去呼び出し過去呼び出し過去呼び出し過去呼び出し

(4)(4)(4)(4)診断診断診断診断結果結果結果結果

(5)(5)(5)(5)診断診断診断診断ｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄｺﾒﾝﾄ

個別相談個別相談個別相談個別相談
申し込み申し込み申し込み申し込み

（新規） （2回目以降）

ナビ入力 もしくは 詳細入力
を選択し、OKをクリックします。

新規プラン作成 もしくは 過去のプランを呼び出す
を選択します。

（ナビ入力） （詳細入力） （詳細入力）

ナビ入力とナビ入力とナビ入力とナビ入力と
詳細入力、詳細入力、詳細入力、詳細入力、

２つの入口が２つの入口が２つの入口が２つの入口が
あるのね！あるのね！あるのね！あるのね！

少ない入力項目でも
簡単に診断結果が出ます。

ライフイベントや収支計画を
より詳細に入力することができます。
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１．新LPSツールのコンセプト
（２）利用上の留意点

新LPSツール利用上の留意点をご説明します。

４．操作中のデータ保存について

【ご注意】）

各画面下部の「上書き保存」「上書き保存」「上書き保存」「上書き保存」ボタンをクリックすると、入力した値が元データに上書きされます。

上書き前の元データを残しておきたい場合は「名前をつけて保存」「名前をつけて保存」「名前をつけて保存」「名前をつけて保存」をクリックし、プラン名を付けてから編集をしてださい。

保存プランを利用する際も同様となりますので、ご注意ください。

※「上書き保存して診断結果を見る」「上書き保存」「名前をつけて保存」を押さずに、画面遷移した際には、その画面で

入力した値が保存されないため、ご注意ください。

２．年齢の考え方について

３．年収について

年齢はシミュレーションを行う年の12月末時点の年齢を入力してください。

年収は税込年収を入力してください。

新新新新LPSLPSLPSLPSシステムシステムシステムシステム 内容内容内容内容

利用環境 利用できる端末 PCに加え、タブレット端末での利用が可能となりました。
利用に際し特別なソフトのインストールが不要です。

全体 シミュレーションの期間 120歳になるまで試算することが可能です。(人生100年時代への対応）

家族情報 家族の入力 親やペットなど他のご家族の名前や年齢の入力が可能です。

収入情報 本人・配偶者の年収 ご自身や配偶者の年収を実態に合わせた設定にすることが可能です。

本人・配偶者の公的年金 ご自身や配偶者の公的年金を実態通り設定にすることが可能です。

資産情報 積立貯蓄 積立貯蓄（積立投信等）の設定が可能です。

配偶者の確定拠出年金 配偶者の確定拠出年金の設定が可能です。

ポートフォリオの資産追加 ポートフォリオに国内REIT・海外REITを追加しました。

１．新LPSの特徴

５．統計値の利用について

左のボタンが表示されている場合は統計値で計算可能です。
クリックするとボックスに数値が表示されます。
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２．ログイン方法
（１）初めて利用する場合

初めて利用する場合のログイン方法を説明します。

AAAA

BBBB

「任意のメールアドレス」と
「初期パスワード（lps12345）」を入力してください。
任意のメールアドレスはパスワードを忘れた場合の
再発行連絡先になります。

A欄に lps12345
B欄に 新しいパスワード（※）を入力し、

更新をクリックしてください。
次回より新たに設定したパスワードでログイン可能です。

※パスワード要件
8文字以上20文字以下
半角英字（大文字・小文字を区別）・数字・記号の
2種以上を混在

個人情報を入力して、ＯＫをクリックしてください。

初めて利用する場合は、こち
らをクリックしてください。
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２．ログイン方法
（２）２回目以降の利用の場合

２回目以降のログイン方法を説明します。

＜パスワードを忘れた場合＞＜パスワードを忘れた場合＞＜パスワードを忘れた場合＞＜パスワードを忘れた場合＞＜すぐに個別相談を申込む場合＞＜すぐに個別相談を申込む場合＞＜すぐに個別相談を申込む場合＞＜すぐに個別相談を申込む場合＞

登録済みメールアドレスを入力して送信してください。

必要事項を記入いただきましたら、
個別相談のご案内（ＰＤＦ）を確認して、個人情報に
同意の上、お申込みの内容を送信してください。

以下の情報を入力します。
ユーザーＩＤ： ご自身で設定したメールアドレス
パスワード ： ご自身で設定したパスワード

ログインをクリックすると入力方法選択画面に遷移
します。
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【新規プラン作成】

【名前をつけて保存する】

【過去のプランを呼び出す】
キーワード欄をブランクの
まま「検索」をクリックすると、
これまで保存したプランが
すべて表示されます。

呼び出したいプランを選択
し、OKをクリックします。

２．ログイン方法
（３）プランの新規作成・保存・呼び出し設定

バナーの常時掲載のボタンから「新規作成」「保存」「呼び出し」ができます。
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３．ナビ入力
（１）初期画面

入力方法と利用上の留意点をご説明します。

ナビ入力を選択し、
OKをクリックします。

「次へ」をクリックします。

子どもは5人まで追加できます。

個別相談の申し込みができます。（P12参照）

診断結果が表示されます。（P8参照）

年収欄が隠れているのでスライドし
て表示し、税込年収を入力します。
※会社員・公務員で年収がブランクの場合
は、年齢から会社員の全業種・全規模平均
の年収が統計値で反映します。

お子様の年
齢・性別は
必須入力

※将来のご予定
も入力可能。2年
後の誕生を想定
した場合：-2歳と
入力します。

生活費・金融
資産を入力

※生活費には食
費・光熱費・通信
費を含みます。

※年収を入力し
た場合、「年収か
ら生活費を設定
する」をクリック
すると、世帯年
収に対する平均
的な生活費が統
計値が表示され
ます。

【留意点】
*以下の項目は初期値に設定されています。
・住宅ローンは「あり」
・教育費は「幼稚園等：私立、小・中・高校：国公立、

大学・短大等：私立文系」
*年収は税込年収を入力してください。

※がついている項目は必須入力項目です。

年齢・職業・
退職年齢は
必須入力

※年齢は当年12
月末時点の年齢

を入力

「次へ」をクリックします。

「次へ」をクリックします。

少ない入力項目でも簡単に診断結果を確認することができます。
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４．ナビ入力
（２）診断結果

表示グラフのイメージをご説明します。表示グラフのイメージをご説明します。表示グラフのイメージをご説明します。表示グラフのイメージをご説明します。

【グラフの表示例】

「表示方法」をクリックす
ると、ポップアップ画面
（以下の画面）が表示さ
れます。

クリックでグラフ2
が非表示に変更

収支グラフ収支グラフ収支グラフ収支グラフ

ライフイベントライフイベントライフイベントライフイベント

折れ線グラフは
収入の推移を表します。

棒グラフは支出の推移を表します。
支出内訳は色分けされています。
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４．ナビ入力
（２）診断結果

表示グラフの見方についてご説明します。表示グラフの見方についてご説明します。表示グラフの見方についてご説明します。表示グラフの見方についてご説明します。

貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄

収入収入収入収入

支出支出支出支出

収支収支収支収支

資産運用資産運用資産運用資産運用

ライフイベントライフイベントライフイベントライフイベント

収支の差額・資産運用収支の差額・資産運用収支の差額・資産運用収支の差額・資産運用

既加入保険既加入保険既加入保険既加入保険

(1)収支差額、(2)各積立貯蓄、(3)保有している金融
資産、(4)本人の確定拠出年金、(5)配偶者の確定
拠出年金を合計したものを年単位で表示していま
す。

本人・配偶者の(1)給与年収、(2)退職金、(3)公的年
金、(4)企業年金、(4)公的年金、(5)その他収入、(6)
確定拠出年金、(7)保険解約返戻金、(8)個人年金、
(9)児童手当、(10)保険金を合計したものを年単位
で表示しています。

(1)生活費、(2)教育費、(3)結婚費用、(4)住宅費、(5)
その他費用、(6)税金・社会保険料を年単位で表示
しています。

収入と支出を表示しています。棒グラフが支出、折
れ線グラフが収入になります。

貯蓄残高をベースに、各資産ごとの運用のシミュレ
ーション結果を幅で示しております。期待収益率等
から計算した運用結果のうち、約95％の範囲で収
まるとされる値の上限を「良いケース」、下限を「悪
いケース」としております。

夢・ライフイベント等を入力する際、リスト上で選択
したライフイベントとそのアイコンを一覧表示してい
ます。

本人に万が一が発生した際の遺族に必要な保障
額と加入している保険の保険金額を表示していま
す。過不足を確認し、保険の見直しに役立てること
ができます。

「収入と支出の差額」「資産運用状況」を表示してい
ます。
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４．ナビ入力
（３）複数プランの比較

複数のプランを作成した際に、比較表示する方法をご説明します。複数のプランを作成した際に、比較表示する方法をご説明します。複数のプランを作成した際に、比較表示する方法をご説明します。複数のプランを作成した際に、比較表示する方法をご説明します。

【表示例】

「ライフプランの比較」をクリックし、「検索」
をクリックするとこれまで保存したプランが
表示されます。比較したいプランを選択す
ると、グラフ2として表示されます。
グラフ1データとすることで、シミュレーショ
ンとデータの変化が簡単に確認可能です。

【表示例】

「グラフデータ」をクリックすると、グラフ１
データとグラフ2データとの違いを具体的
金額で表示します。
グラフ1データ金額は左、グラフ2データは
右に表示されます。
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３．ナビ入力
（４）診断コメント（対策：見直しのポイント）

見直しのポイントを案内しています。見直しのポイントを案内しています。見直しのポイントを案内しています。見直しのポイントを案内しています。

診断結果が表示さ
れます。
信号機の色「赤・
黄・青」で診断表示
されるとともに、診
断コメントと将来の
節目の資産状況が
表示されます。
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３．ナビ入力
（５）診断コメント（個別相談の申し込み）

専門家への個別相談申し込みの方法を説明します。専門家への個別相談申し込みの方法を説明します。専門家への個別相談申し込みの方法を説明します。専門家への個別相談申し込みの方法を説明します。
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４．参考情報
（１）お知らせ／シミュレーションの前提条件

【お知らせ】

【シミュレーションの前提条件】
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４．参考情報
（２）マニュアル

【マニュアル】

マニュアルはツールバージョンアップにより、更新されることがあります。
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４．参考情報
（３）統計値について

【統計値等について】
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【ナレッジツール】（準備中）

【運用利回り計算機】

４．参考情報
（４）ナレッジツール／運用利回り計算機
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入力終了後は「ログアウ
ト」をクリックしてください。

【個人情報設定】

【パスワードの変更】

【メールアドレスの変更】
パスワード忘れ、パスワードロ
ック時にパスワードを初期化し
た場合の、初期パスワードを
受け取るアドレスを設定してく
ださい。

５．ユーザー情報
（１）個人情報設定／パスワード・メールアドレス変更

入力後は「OK」をクリック
してください。

入力後は「OK」をクリック
してください。

入力後は「OK」をクリック
してください。
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（１）グラフ表示から詳細入力を始める方法

サイドメニューから詳細入力を行う方法をご説明します。サイドメニューから詳細入力を行う方法をご説明します。サイドメニューから詳細入力を行う方法をご説明します。サイドメニューから詳細入力を行う方法をご説明します。

「>>」をクリックでサイドメニューが展開します。

項目名・入力状況が表示されます。

✔独自データ入力済
△統計値が反映
×データ未入力

任意データの入力や、条件の変更で、より実態
に近づけることが可能です。

詳細入力では以下の9項目に対応しています。
（入力要領は次ページ以降で説明します。）

＊家族情報
＊収入
＊住宅費
＊生活費
＊夢・ライフイベント等
＊資産や積立
＊保険
＊シミュレーション（条件設定）

「<<」をクリックするとサイドメニューが閉じます。

本画面の左端にサイドメニューが追加されます。サイドメニューから、●家族情報、●収入、●住宅費、●生活費、
●教育費、●夢・ライフイベント等、●資産や積立、●保険、●シミュレーション設定の修正が可能です。
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（２）新規プラン作成から詳細入力を始める場合

新規プラン作成から詳細入力を行う方法をご説明します。新規プラン作成から詳細入力を行う方法をご説明します。新規プラン作成から詳細入力を行う方法をご説明します。新規プラン作成から詳細入力を行う方法をご説明します。

詳細入力を選択し、「OK」を
クリックしてください。

【【【【独身の場合独身の場合独身の場合独身の場合】】】】

【【【【既婚／結婚予定ありの場合既婚／結婚予定ありの場合既婚／結婚予定ありの場合既婚／結婚予定ありの場合】】】】

子どもを追加でき
ます。（5人まで）

子どもを追加でき
る（5人まで）

【留意点】
*以下の項目は初期値に設定されています。
・住宅ローン「あり」
・教育費「幼稚園等：私立、大学・短大等：私立文系

（現役入学・留年なし）、小学校～高校：国公立」
*年収は税込年収を入力してください。現在の税制

にて将来のキャッシュフローを計算しています。

既婚の場合、結婚記念日はブランクで結構です。

新規プラン作成を
クリックします。

＜バナー右上のボタンです＞

「上書き保存して診断
結果を見る」「サイドメ
ニューが追加されます。

平成・昭和・大正・令和の
「和暦」の他、「西暦」「年
齢」での設定が可能です。
「年齢」で設定する場合は
当年12月末現在の年齢を
入力してください。

平成・昭和・大正・令和の
「和暦」の他、「西暦」「年
齢」での設定が可能です。
「年齢」で設定する場合は
当年12月末現在の年齢を
入力してください。



20Copyright@2019 東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社 ＜職域向け汎用モデル＞

６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（３）項目別入力（かんたん入力）

＜収入＞本人・配偶者共通＜収入＞本人・配偶者共通＜収入＞本人・配偶者共通＜収入＞本人・配偶者共通 現在の職業／年収詳細、企業年金現在の職業／年収詳細、企業年金現在の職業／年収詳細、企業年金現在の職業／年収詳細、企業年金

クリックで次の画面が展開

【【【【現在の職業／年収詳細（かんたん入力）現在の職業／年収詳細（かんたん入力）現在の職業／年収詳細（かんたん入力）現在の職業／年収詳細（かんたん入力）】】】】

【【【【企業年金企業年金企業年金企業年金】】】】

額面（税込年収）を記入してく
ださい。

クリックで追加画面が表示されます。 最大3件（入力要領は現在の職業と同じ）

クリックで追加画面が表示されます。 最大3件

「確定年金 」「終身年金」
から選択してください。
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６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（３）項目別入力（かんたん入力）

＜収入＞公的年金／その他収入情報＜収入＞公的年金／その他収入情報＜収入＞公的年金／その他収入情報＜収入＞公的年金／その他収入情報

クリックで次の画面が展開

【【【【公的年金公的年金公的年金公的年金】】】】

【【【【その他収入情報その他収入情報その他収入情報その他収入情報】】】】

収入名は上書き修正が可能です。

金額は税引き後の数値を記入してく
ださい。

本人生存時・万が一時別に
収入の有無を設定できます。
収入がない場合は✔を外し
てください。

最大15件まで入力可能です。

収入名は上書き修正が可能です。
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６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（３）項目別入力（かんたん入力）

＜住宅費＞賃貸、住宅ローン利用＜住宅費＞賃貸、住宅ローン利用＜住宅費＞賃貸、住宅ローン利用＜住宅費＞賃貸、住宅ローン利用

初期値は「あり」
住宅ローンを借りていない場合は「なし」を選択してください。

具体的な数字がわからない場
合は統計値の表示が可能です。
（全画面共通の機能）

＜住宅ローン「あり」／住宅ローン入力方法「かんたん入力」＜住宅ローン「あり」／住宅ローン入力方法「かんたん入力」＜住宅ローン「あり」／住宅ローン入力方法「かんたん入力」＜住宅ローン「あり」／住宅ローン入力方法「かんたん入力」 ／住宅購入予定「なし」＞／住宅購入予定「なし」＞／住宅購入予定「なし」＞／住宅購入予定「なし」＞

クリックで次の画面が展開

初期値は「かんたん入力」
より実態に近づける場合は「しっかり入力」を選択してください。

初期値は「なし」
購入予定がある場合は「あり」を選択してください。

＜賃貸＞＜賃貸＞＜賃貸＞＜賃貸＞

賃貸の場合は家賃や駐車場代
など実出費額を入力してください。
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クリックで次の画面が展開

＜将来の住宅購入予定「なし」＞＜将来の住宅購入予定「なし」＞＜将来の住宅購入予定「なし」＞＜将来の住宅購入予定「なし」＞

６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（３）項目別入力（かんたん入力）

＜住宅費＞将来の住宅購入予定＜住宅費＞将来の住宅購入予定＜住宅費＞将来の住宅購入予定＜住宅費＞将来の住宅購入予定

＜将来の住宅購入予定「あり」＜将来の住宅購入予定「あり」＜将来の住宅購入予定「あり」＜将来の住宅購入予定「あり」 ＞＞＞＞

「購入年齢」、購入年月」から選択してください。

「なし」「あり」から選択してください。
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６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（３）項目別入力（かんたん入力）

＜生活費＞現在ならびにリタイア後の生活費＜生活費＞現在ならびにリタイア後の生活費＜生活費＞現在ならびにリタイア後の生活費＜生活費＞現在ならびにリタイア後の生活費

クリックで次の画面が展開

【【【【かんたん入力かんたん入力かんたん入力かんたん入力】】】】

年収に応じた生活費を設定する場
合は「年収から生活費を設定する」
ボタンをクリックしてください。

リタイアの生活水準を変更する場
合は数値を入力してください。

ブランクの場合、現在の生
活費がそのまま継続します。
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６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（３）項目別入力（かんたん入力）

＜資産や積立＞金融資産の合計額

クリックで次の画面が展開

「かんたん入力」を選択した場合は、
金融資産の合計額を入力するのみ
です。
※すべて預貯金扱い
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６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（３）項目別入力（かんたん入力）

＜資産や積立＞積立貯蓄／確定拠出年金

クリックで次の画面が展開

リストから外すと
きは、「削除」ボ
タンをクリックし
てください。

拠出額は企業拠出・個人拠出別
に入力可能です。

受給額は年金受取年齢に一括で受取ります。

この項目は、今後の年間積立額を入力してください。
現在の資産残高は「金融資産」で入力します。
貯蓄終了後は、預金で運用します。

「積立貯蓄を追加」をクリックす
ると、入力ボックスが追加

名称・資産の種類・年間積立
額・積立終了年齢を入力すると、
リスト化されます。
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６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細に６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（３）項目別入力（かんたん入力）

＜保険＞年間保険料

保障額が判らず年間支払保険料が判っている場合に
利用してください。

＜入力時の注意点＞＜入力時の注意点＞＜入力時の注意点＞＜入力時の注意点＞

クリックで次の画面が展開
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）入力項目別（しっかり入力）

＜収入＞現在の職業／年収詳細

クリックで次の画面が展開

【【【【現在の職業／年収詳細（しっかり入力）現在の職業／年収詳細（しっかり入力）現在の職業／年収詳細（しっかり入力）現在の職業／年収詳細（しっかり入力）】】】】

クリックで追加画面が表示されます。
最大5件（年齢入力で終了年齢が自動入力）

現職の年収のため、年齢が
とぎれないように入力します。

年収には物価上昇率がかか
らないため、物価上昇率を
加味した年収で入力します。

専業主婦（主夫）は３号（厚生年金加入
者の配偶者）の前提で試算します。
配偶者が自営業かつ専業主婦（主夫）
の場合は自営業（年収0万円）で入力し
ます。
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力：直接入力）

＜収入＞公的年金＜収入＞公的年金＜収入＞公的年金＜収入＞公的年金

クリックで次の画面が展開

【【【【直接入力直接入力直接入力直接入力】】】】

加給年金や振替加算も合算
して入力します。
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より実態に近づける場合は「しっかり入力」を選択します。

クリックで次の画面が展開

初期値は試算月／任意に変更可能です。

数値を入力することで他のボックスが入力可能です。

加入・未加入の選択が必要です。

ボーナス返済を入力の場合は選択が必要です。

金額、割合から選択可能です。

元利均等、元金均等から選択可能です。

返済額計算：借入金額・金利・返済期間から年間返済額を計算
期 間 計 算：借入金額・金利・年間返済額から返済期間を計算
手 入 力：金融機関等の資料を参考にすべて手入力

適用金利を入力します。
返済額が自動計算され表示されます。（手入力は除く）

金利の変動を把握している場合
２回分の変動に対応可能です。

返済方法・繰上後の返済方法の選択が可能
「繰上返済」と「一括返済」を用意しています。

＊繰上返済を選択の場合
期間短縮型と返済額軽減型から選択いただきます。

＜住宅ローン「あり」／住宅ローン入力方法「しっかり入力」・現在のローンを反映＞＜住宅ローン「あり」／住宅ローン入力方法「しっかり入力」・現在のローンを反映＞＜住宅ローン「あり」／住宅ローン入力方法「しっかり入力」・現在のローンを反映＞＜住宅ローン「あり」／住宅ローン入力方法「しっかり入力」・現在のローンを反映＞

６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力）

＜住宅費＞住宅ローンあり＜住宅費＞住宅ローンあり＜住宅費＞住宅ローンあり＜住宅費＞住宅ローンあり
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力）

＜生活費＞将来に向けて生活費を変更する方法を説明します。＜生活費＞将来に向けて生活費を変更する方法を説明します。＜生活費＞将来に向けて生活費を変更する方法を説明します。＜生活費＞将来に向けて生活費を変更する方法を説明します。

クリックで次の画面が展開

【【【【しっかり入力しっかり入力しっかり入力しっかり入力】】】】

クリックで追加画面が表示されます。 最大6件
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力）

＜資産や積立＞リスクの少ない預貯金へ振り替える年齢の設定＜資産や積立＞リスクの少ない預貯金へ振り替える年齢の設定＜資産や積立＞リスクの少ない預貯金へ振り替える年齢の設定＜資産や積立＞リスクの少ない預貯金へ振り替える年齢の設定

クリックで次の画面が展開

「しっかり入力」を選択した場合は、
お手持ちの金融資産を、リスクが少ない預貯金へ振り替える年齢を
2回設定可能です。

1回目：任意の割合
2回目：100％

資産を複数の分類にまたがる商品で保有の場合は、
分類ごと金額を入力します。
（各分類ごと想定利回りが異なるため）

簡易入力初期画面で入力した額は、すべて預貯金等
に反映します。
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力）

＜保険＞加入内容を把握している場合の入力方法を説明します。＜保険＞加入内容を把握している場合の入力方法を説明します。＜保険＞加入内容を把握している場合の入力方法を説明します。＜保険＞加入内容を把握している場合の入力方法を説明します。

クリックで次の画面が展開

BBBB

「保険を追加」をクリックします。
記入ボックスに保険証券などを参考に該当事項を入力します。

＜しっかり入力＞＜しっかり入力＞＜しっかり入力＞＜しっかり入力＞保障額と年間支払保険料が把握できている場合

「しっかり入力」を選択した場合は、
現在加入中の保険商品を個別に入力します。

*記載内容が合算され、シミュレーションに反映します。
（未記入の保険料はシミュレーションに反映しない。）

*「しっかり入力」は「かんたん入力」に優先します。
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力）

＜保険＞定期・終身保険／収入保険保険＞定期・終身保険／収入保険保険＞定期・終身保険／収入保険保険＞定期・終身保険／収入保険

DDDD

【【【【定期・終身保険定期・終身保険定期・終身保険定期・終身保険】】】】

任意入力

登録した家族からドロップダウンで選択可能です。

解約返れい金等の受取年齢と金額はシミュレーションに反映します。
ライフプランに沿って受取年齢を決めて、金額を記入します。

「保険料の更新」は「あり」を選択することで、以下のボックスが表示されます。

「保険料の更新を追加」をクリックすると入力ボックスが展開されます。
削除も可能です。

任意入力

【【【【収入保険収入保険収入保険収入保険】】】】

任意入力

登録した家族からドロップダウンで選択可能です。

任意入力

解約返れい金等の受取年齢と金額はシミュレーションに反映します。
ライフプランに沿って受取年齢を決めて、金額を記入します。
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＜職域向け汎用モデル＞

６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力）

＜保険＞医療・がん保険保険＞医療・がん保険保険＞医療・がん保険保険＞医療・がん保険

【【【【医療・がん保険医療・がん保険医療・がん保険医療・がん保険】】】】

積立型で解約返戻金機能のある商品に対応しています。
受取年齢と金額はシミュレーションに反映します。

「保険料の更新」は「あり」を選択することで、以下のボックスが表示されます。

「保険料の更新を追加」をクリックすると入力ボックスが展開します。
削除も可能です。

任意入力

任意入力

登録した家族からドロップダウンで選択可能です。
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力）

＜保険＞個人年金保険／学資保険保険＞個人年金保険／学資保険保険＞個人年金保険／学資保険保険＞個人年金保険／学資保険

【【【【学資保険学資保険学資保険学資保険】】】】

【【【【個人年金保険個人年金保険個人年金保険個人年金保険】】】】

任意入力

登録した家族からドロップダウンで選択可能です。

任意入力

任意入力

登録した家族からドロップダウンで選択可能です。

任意入力

「保険料の更新」は「あり」を選択することで、以下のボックスが表示されます。

「保険料の更新を追加」をクリックすると入力ボックスが展開します。
削除も可能です。

「給付内容を追加」をクリックすると入力ボックスが追加されます。
複数回の給付に対応しています。
削除も可能です。子供の年齢で入力します。

保証期間付終身(年）選
択時も保証期間の入力
が必要です。
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力）

＜保険＞養老保険保険＞養老保険保険＞養老保険保険＞養老保険

【【【【養老保険養老保険養老保険養老保険】】】】

任意入力

登録した家族からドロップダウンで選択可能です。

任意入力
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（４）項目別入力（しっかり入力）

＜保険＞その他の保険保険保険保険

【【【【その他の保険その他の保険その他の保険その他の保険】】】】

任意入力

年間支払保険料を入力してください。

任意入力

自動車保険・火災保険・地震保険等をイ
メージした入力項目です。
年間保険料を入力することにより、既加
入保険グラフへ反映します。
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６．６．６．６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（５）項目別入力（共通）

＜教育費等＞

クリックで次の画面が展開

お子様が複数の場合、同じ条
件をコピーすることが可能です。

大学予備校、短大、大学院、
留学等の進学の多様化を考慮
して年齢の入力が可能です。

結婚資金援助の年齢・額費用
大学予備校、短大、大学院、
留学等の進学の多様化を考
慮して年齢の入力が可能

下宿費用を援助する場合は、
授業料等（年）に、授業料に追
加して入力

下宿費用を援助する場合は、
授業料等（年）に、授業料に追
加して入力します。

*初期値
幼稚園：私立、小学校～高
校：国公立、大学：私立文系
（自宅通学）

初期値を変更する場合は、プ
ルダウンから選択します。
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６．６．６．６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（５）項目別入力（共通）

＜夢・ライフイベント等＞夢・ライフイベント等＞夢・ライフイベント等＞夢・ライフイベント等＞

クリックで次の画面
が展開

ライフイベント表に表示
するイベントは□に✔を
入れてください。

アイコンをクリックすると
以下から選択可能です。

入力後、プレビューが
表示可能です。

（ナビ版のみ）現職ありの場合、現職退職年齢-1
歳までボーナス時の支出として月間生活費の3か
月分がその他支出として自動計上します。

夢・ライフイベントごとに項目を分ける場合は、そ
の他支出を削除してください。

項目を削除する
場合にクリックし
ます。

*生存時のみ選択
*万が一のみ選択
*生存時・万が一両方選択

プルダウンから選択しま
す。
1回のみ、毎年、2～20年
ごとの設定が可能

入力項目を追加する場合
にクリックします。
最大15件まで追加可能
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（６）シミュレーション条件の変更

配偶者年収／生活費／住宅費

クリックで次の画面
が展開

本人が万が一の場合の、配偶者の働き方を想定し
て年収を記入してください。

【【【【配偶者年収（本人万が一の場合）配偶者年収（本人万が一の場合）配偶者年収（本人万が一の場合）配偶者年収（本人万が一の場合）】】】】

【【【【生活費（本人万が一の場合）生活費（本人万が一の場合）生活費（本人万が一の場合）生活費（本人万が一の場合）】】】】

【【【【住宅費（本人万が一の場合）住宅費（本人万が一の場合）住宅費（本人万が一の場合）住宅費（本人万が一の場合）】】】】

「生存時と同じ」を選択した場合は記入不要です。

将来年収は追加可能です。
年齢を入力すると終了年齢は自
動入力されます。

退職年齢を入力すると、以下の終了年齢が
自動入力されます。

「生存時の70％」を選択した場合は記入不要です。

本人の年齢を基準に、本人万が
一の場合の生活費を設定できま
す。（年齢ごとの推移を入力可能
です。）

本人が万が一の場合の、生活費を想定して生活費
を記入できます。（本人の年齢を基準に、家族のラ
イフイベント等を想定して記入してください。）

「生存時と同じ」を選択した場合は記入不要です。

本人が万が一の場合には住み替えるなど、住居等
を想定して住宅費を記入してください。
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６．もっと詳細にシミュレーションを行う場合
（６）シミュレーション条件の変更

教育費等／必要保障額の補正／シミュレーション設定教育費等／必要保障額の補正／シミュレーション設定教育費等／必要保障額の補正／シミュレーション設定教育費等／必要保障額の補正／シミュレーション設定

【【【【教育費等（本人万が一の場合）教育費等（本人万が一の場合）教育費等（本人万が一の場合）教育費等（本人万が一の場合）】】】】

【【【【必要保障額（本人生存時の場合）必要保障額（本人生存時の場合）必要保障額（本人生存時の場合）必要保障額（本人生存時の場合）】】】】

【【【【シミュレーション設定（本人生存時の場合、万が一の場合共通）シミュレーション設定（本人生存時の場合、万が一の場合共通）シミュレーション設定（本人生存時の場合、万が一の場合共通）シミュレーション設定（本人生存時の場合、万が一の場合共通）】】】】

「生存時と同じ」を選択した場合は記入不要です。

「生存時と同じ」／負担が軽い「国公立の統計値に変更」を選択できます。

本人が120歳まで、最長で81年間試算
することができます。

任意に設定可能です。（デフォルトは統計値です。）

任意に設定可能です。（デフォルトは統計値です。）

クリックで次の画面
が展開

必要保障額は、原則、本人に万が一が発生したとして発生する毎年の支出から、本人死亡後に発生する毎年の収入必要保障額は、原則、本人に万が一が発生したとして発生する毎年の支出から、本人死亡後に発生する毎年の収入必要保障額は、原則、本人に万が一が発生したとして発生する毎年の支出から、本人死亡後に発生する毎年の収入必要保障額は、原則、本人に万が一が発生したとして発生する毎年の支出から、本人死亡後に発生する毎年の収入
を差し引いた金額を累計して算出しております。ただし、以下の収入・支出は算入しておりません。を差し引いた金額を累計して算出しております。ただし、以下の収入・支出は算入しておりません。を差し引いた金額を累計して算出しております。ただし、以下の収入・支出は算入しておりません。を差し引いた金額を累計して算出しております。ただし、以下の収入・支出は算入しておりません。

葬儀費用他相当分として、必要保障額には最低額を設定しています。葬儀費用他相当分として、必要保障額には最低額を設定しています。葬儀費用他相当分として、必要保障額には最低額を設定しています。葬儀費用他相当分として、必要保障額には最低額を設定しています。

・シミュレーション終了年齢以降の収入・支出・シミュレーション終了年齢以降の収入・支出・シミュレーション終了年齢以降の収入・支出・シミュレーション終了年齢以降の収入・支出

・「その他収入」のうち、本人が万が一の場合「この収入はない」と設定しているもの・「その他収入」のうち、本人が万が一の場合「この収入はない」と設定しているもの・「その他収入」のうち、本人が万が一の場合「この収入はない」と設定しているもの・「その他収入」のうち、本人が万が一の場合「この収入はない」と設定しているもの

・「夢・ライフイベント」のうち、本人が万が一の場合「支出しない」と設定しているもの・「夢・ライフイベント」のうち、本人が万が一の場合「支出しない」と設定しているもの・「夢・ライフイベント」のうち、本人が万が一の場合「支出しない」と設定しているもの・「夢・ライフイベント」のうち、本人が万が一の場合「支出しない」と設定しているもの

・配偶者の入力がなく、独立前の子供の入力がある場合の、末子独立後の生活費・配偶者の入力がなく、独立前の子供の入力がある場合の、末子独立後の生活費・配偶者の入力がなく、独立前の子供の入力がある場合の、末子独立後の生活費・配偶者の入力がなく、独立前の子供の入力がある場合の、末子独立後の生活費

本人が万が一の際に遺族が希望する暮らし方、各家庭の資産状況、
相続財産の必要額等により、ロジックが当てはまらない場合に、補正
が可能です。


