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　皆さんにとっては少し悪いニュースなるかも知れません。

ご存じの方も多いと思いますが、6月13日・7月14日と、アメリカの中央銀行にあたる米連

邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決定する米連邦公開市場委員会（FOMC）で、3月

に続き3ヶ月ぶりの利上げを決めました。

「金利上昇の足音︕︖」
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　　　今月のトピックス



　これにより、アメリカは年 3回の利上げを必ず行うのだというメッセージを市場に送ること

になりました。

　予定通り今年中にもう一度（9月から12月）利上げをし、来年以降も年 3回のペースで

利上げをしていくと、2019 年にはほとんどリーマンショック前の水準まで金利が戻る計算に

なります。

　2015 年 12月にリーマンショック後初めて利上げを決行した際は、日本をはじめヨーロッ

パも金利を引き下げてマイナス金利に突入していた頃でしたから、アメリカの利上げは逆に

世界経済にダメージを与えるのでないかということで、逆に2016 年 1月が円高ドル安にな

るなどアメリカの株価の下落につながりました。

　しかし、今回の利上げに対する市場の反応は少し違うものがありました。（下図参照）

　アメリカが利上げをした場合、経済に悪い影響が出るのではないかという思惑で、5月下

旬から円高ドル安に、しかし、実際予定通り利上げが行われる発表があると、そこから一転

円安ドル高に転換します。

　株価も利上げの発表を

受けてからも好調に上昇。

（次ページ図参照）

　どうやら今回の利上げで

アメリカは本格的に財政の

健全化が進んでいくので

はないかと思われます。
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　それに合わせるように、欧州中央銀行

（ECB）のドラギ総裁も来年からユーロ

も量的緩和を解除すると宣言していま

す。つまり、世界は金融緩和、低金利

政策から脱却して金融財政健全化の

道に舵を切ったことになります

　しかし、日本だけはこの流れに完全

に取り残されてしまっています。という

か、これからどんどん取り残されていく

ことになるのです。

　そうするとどうなるのか？

　金利が高く、経済や財政が安定しているアメリカという国がある。

いまだに低金利を維持して金融緩和をしている、財政的にも借金をたくさん持っている日本

という国がある。

　お金はどっちに流れるでしょうか？

そうですよね。アメリカに流れます。

　つまり、今、日本にある円が、アメリカやヨーロッパに移りだすという現象が起こるのでは

と単純に想定できる訳です。

　これが「円安」という現象です。

　円安が起こるという事は、日本円の価値が下落するという事です。それを嫌う機関投資家

の間では、円での資産運用からドルやユーロでの運用に切り替えようとする動きが活発にな

ります。
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　ただでさえ銀行や証券会社、保険会社と呼ばれる機関投資家は、日本国債の金利が低すぎ

るため困っていますから、ドルの安定度が増したとなれば、一気に日本国債からアメリカ国債

にシフトするかも知れません。

　そうすれば、日本国債の人気がさがります。人気が下がるという事は、イコール金利が上が

るという事になるのです！

　ですから、円安が進めば

セオリーでは長期金利は上昇

します。実際 0.1％近くまで

金利が上昇してきています。

　ただ、日銀が長期金利を

0％でコントロールするという

政策を宣言しているので、

国債を買い入れてこれを抑え

込もうとするでしょう。

　ですから、一気に金利が急上昇する事は無いと思われます。

　しかし、これが時代のトレンドになるとすると、いつまで日銀が長期金利をコントロールでき

るのでしょうか？

2019 年が１つのめどでは？と、今まで言い続けて来ましたが、もしかしたらその時期は早まる

のかも知れません。
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　1. 住宅ローンとは？　※　6月号で解説

　2. 金利のタイプとは？　⇐　今回ココ！

　3. 金利の引下げとは？

　4. 金利の決定時期は？

　5. 元利均等返済と元金均等返済とは？

　6. 返済期間は、最長何年まで？

　7. 担保とは？

　8. 保証人、保証料とは？連帯保証、連帯債務とは？

　9. 住宅ローンにかかる保険とは？

　10. 繰上げ返済とは？

　11. 返済条件の変更とは？

　前回「住宅ローンとは！？」という最も基本的なお話をさせてもらいました。

　しかし、この基本的な話を知らない人が意外にも多いのです。

特殊なことに目を配るよりも、基本的なポイントを正しくつかむ方が金融の知識の場合は有

効なことが多いので、今回もしっかり基本から整理していきましょう。

　今回は「金利タイプとは？」というテーマです。

ずばり結論から言えば、住宅ローンの金利タイプは、大きく２つのタイプ、３つの型があり

ます。
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金利のタイプとは︕︖

　　　営業マンが知らないとヤバイ！？

　　　金融・税金の基礎知識 Vol.2



　言い方を換えれば、これ以外にないのですから、この３つの型を覚えればいいだけとい

うことです。

　この３つの型の中で、もっともややこしく複雑なのは「変動金利型」です。

ですから、まず簡単な「全期間固定金利型」と「固定金利期間選択型」から解説していき

ましょう。

　◯　「全期間固定金利型」

　その名前の通り、返済期間の全期間、

金利が固定されているタイプの住宅

ローンです。つまり、借りた時の金利が

返済まで続くということです。

　◆全期間固定型の金利のメリット

　① 金利が上がらない

　変動型の金利を選ぶと市場の影響で金利が上がる可能性がありますが、全期間固定金利

　型では住宅ローンを返し終わるまで、金利が一切変わりません。

　② 金利が安定しているので、将来の見通しもつきやすい

　金利が上がったり下がったりする可能性があると、将来どうなるかがはっきりとわかりにく

　く、どのようにお金を使っていけばいいか不安になりますよね？
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　③ 未払い利息が発生しない

　変動型の金利だと、元本の返済が遅くなるという『未払い利息』が発生する可能性があ　

ります。しかし、固定金利型だと金利がずっと同じでなので、そういった心配はありません。

　未払い利息については、変動金利のところでもう少し詳しく解説します。

◆全期間固定型の金利のデメリット

　①　他に比べ少し金利が高い

　一般的に全期間固定金利型の金利は、変動金利型の金利に比べ、2倍くらい差があります。

　そのため、全期間固定金利型と変動金利型の総支払額を比較すると、数百万円、場合によっ

　ては一千万円以上の差がでることがあります。

　②　金利が下がらない

　変動金利ですと市場の影響を受けて金利が下がる可能性があるのですが、全期間固定金

　利型の場合は借りた時の金利が完済まで適用されるので、市場の金利が下がっても借りて

　いる住宅ローンの金利が下がるということはありません。

　◯　「固定金利期間選択型」

　勘違いしやすいのですが、固定金利

という名前がついているのですが、変動

金利タイプの仲間です。

　固定金利の期間も様々で、3年、5年、

10年というのが代表的ですが、中には

２年固定や 7年固定などというものあり

ます。

　また3年、5年、10年などと一定
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8



2017 7 vol.14

期間の固定金利の期間を経た後、改めて変動金利や固定金利などを選びなおすことができる

という複雑なタイプです。 

◆固定金利期間選択型のメリット

　①　固定金利期間中は金利が固定

　当たり前ですが、選択した期間は、金利が固定されています。全期間固定金利型に

　比べて、固定金利の期間中に比較的低い金利で支払いが可能です。

　また、中には３年固定などの場合、変動金利型よりも金利が安くなるケースもあります。

　② 自分のライフプラン併せて固定期間が設定できる

　先ほども話したように、選択できる期間が多様です。ですから、例えば固定期間のさなか

　に子どもの教育費などの出費がある場合や、収入の安定や収入増が固定期間中か固定期

　間後に望める場合には、当初の支出を抑えてその後の収入増に支払い増のタイミングを合

　わせることができます。

◆固定金利期間選択型のデメリット

　① 選択期間が終了すると金利が変動する

　固定金利期間選択型のデメリットは、固定金利終了後の金利が変動することです。

　もちろん一概には言えませんが、ほとんどの場合には当初の固定金利よりもその後の金利

　は上がると考えておくべきであり、

　さらにこの時の金利は変動金利型

　や全期間固定金利型より高くなる

　ことがあります。

   最初にうまみを得られた分、その

　後の返済がきつくなる可能性が

　あるのです。
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　② 優遇金利の制度が複雑

　固定金利期間選択型の金利は　「店頭（表示）金利 ― 優遇金利」いう数式で算出されます。

　つまりこの例（前ページの表）でいけば、

　店頭金利（3.25％） ― 優遇金利（2.2％） ＝ 1.05％

　となっている訳です。

　そして、この優遇金利が少し複雑です。

　大きく分けてパターンは2つ「段階引き下げタイプ」と「一律引き下げタイプ」です。

　「段階優遇金利」は最初に優遇できる金利が大きく、選択期間が終了後に小さくなるタイプ

　です。

　この例だと、最初は▲2.2％ですが、選択期間が終了すると▲1.4％になってしまいます。

　「一律引き下げタイプ」は、借入期間の全期間一律で、引き下げられます。

 　つまり、▲1.7％がずーっと店頭金利から引き下げられるという事になります。

　

　例えば同じ10年固定の住宅ローンの場合、店頭金利は当然同じです。

　例の場合では、3.25％ですね。
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　でも、優遇金利のパターンが 2つあるので「段階引き下げタイプ」を選択すると1.05％

　になり、「一律引き下げタイプ」を選択すると1.55％になるという事です。

　そうすると、多くの人は1.05％の方が魅力的に映りますよね。それで「段階引き下げタイプ」

　を選ぶと、先ほどのデメリット①のような問題が起こります。

　しかし、この場合 10年の選択期間が終了すると「段階引き下げタイプ」の方は1.4％の

　優遇に引き下がり「一律引き下げタイプ」の方は1.7％のままですから、10年後は金利

　が絶対逆転することになります。

　つまり、返済期間が長期間になった場合、最終的には「一律引き下げタイプ」の方が　

　総返済金額が少なくなる事があるのです。

　逆に、返済期間が短期間だった場合は「段階引き下げタイプ」の方が有利です。

　とても商品選びが難しい。これが最大のデメリットでしょう。

　あれ！今回は、これで紙面が無くなってしまいました。次回は「変動金利」の解説と、

各パターンの金利の金利決定メカニズムについてお話しましょう！
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営業を構造から考える２

◯ 「お客様が当社で家をたてるべき理由」

　前回、これから住宅営業マンは、

「お客様にもっとも必要な家を発見し、その商品が提供できるのは当社です。」

と語る時代に突入している。という話をさせてもらいました。

　まあ、商売としては当たり前の話ですよね。しかし、びっくりするぐらい、これに無頓着の

工務店が多いのも事実です。

　6月の集合研修ではもう少し詳しくお話しましたが、「お客様が当社で家を建てた方がいい

理由」というのが、ちゃんと語れないといけないのです。

  でも、こういう話をすると、「当社はお客様の事を第一に、お客様の家族が仲良く幸せにな

る家づくりをしているんです。」というような理念をお答えになる会社があります。

　もちろん、会社の理念、方針はその会社のものなので、他人にどうこう言われる筋合いのも

のでもありません。

  しかし、それをお客様にそのまま語るのはどうでしょうか？

　お客様の立場になって考えて下さい。

　例えば、あなたが 4Kテレビを買うとします。

ヤマダ電機に行きました。そこで「当社はお客様に幸せと安心を提供させていただく事を　　

モットーにしています。」と言われたとしたら、どう思いますか？
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 インサイト営業って︕︖



 　この言葉がコジマ電気やエディオンとの差別化につながりますか？

　結局は一番価格が安い所を選びませんか？

もしかしたら、ヤマダ電機で商品の説明を聞いて現品を確認した上でインターネットでもっと

も安い価格で購入するかもしれませんよね。

　住宅も一緒です。あなたがお客様に「当社を選んだ方がいい理由」を語った時に、他の

競合他社と何が違いますか？

　もし、「高性能の家を、できるだけお値打ちの価格で！」というのが理由だった場合、その

理由で競合他社よりも当社が選ばれる理由になりますか？

　では、競合他社が、「当社と同じ性能」で、「当社よりも価格が安かった」場合はどうする

のでしょうか？

　つまり、特殊な特許を持っていない限り、住宅において性能はお客様に選んで頂く上での

十分条件ではあっても、必要条件にはなりません。

　もちろん価格もそうです。

　特に価格については、中小企業が低価格での差別化というのは、戦略上するべきではあり

ません。

  コストリーダーシップ戦略というのは、そもそも中小企業には不向きであって、大手には低

価格では勝てませんし、住宅の場合、もし競合他社値引きをしだせば、こちらも値引きしなけ

ればなくなり、結果的には大きな利益の損失になるからです。

　まあ、今回は戦略論を語るのコーナーではないので、話を戻しましょう。

 　前回から一貫してお話しているのは、あなたが住宅の営業マンとして、お客様に「当社で

家を建てた方がいい理由」をどう語るのか？ということです。
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　それがなければ、どんな優秀な営業トークやスキルがあっても絶対に物は売れません。  

　私自身は、色々な会社にお邪魔して営業のトレーニングを行う時には、必ずその会社の強

みが何かという事を徹底的に吟味してもらいます。

 でないと、営業のトークを作成してトレーニングすることができないからです。

　しかし、面白いぐらいに当の本人たちは自社の強みに気付きません。それどころか、他社

よりも劣っているところばかりにフォーカスします。

　私が「ここが強みなのではないですか？」と言うと必ず「いやーそれは～」と否定されます。

私が気づいているところに、当人ほどよく分かっていないという事は、本当によく起こります。

  

　強みを見つけるのは、それほど難しくありません。

答えは、お客様が、価格（値段）以上に価値を感じているところはどこなのか？という事に

つきます。

◯ 「価格以上の価値！？」

　お客様は、価格以下の価値しかないものは、絶対に買いません。価格と同等の価値のも

のも買いません。（日用品以外）

お客様は、価格以上に価値がある商品しか購入しないのです。

　余談ですが、先日友人の誘いで、銀座「久兵衛」に行くことができました。銀座 「久兵衛」

と言えば、超有名な寿司屋。ミシュランでも星を獲得した事がある超名店です。

　そんな高級店ですから、もちろん超緊張してカウンターに座りました。

　お寿司はもちろん、それ以外おつまみも全てがとっても美味しく、素晴らしいものばかりで
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した。 でも、正直もう一度食べに行きたいか？と尋ねられたら、多分もう一度行きたいとは答え

ないでしょう。

　それはなぜか？一言で言えば「高い」！！　確かに美味しい。でもこれだけの金額を払って

また食べに来たいか？と言えば…………。

　さて、話は戻ります。あなたが作っている住宅が、価格以上の価値がある点はどこなのか？

という事になります。

　これを吟味して、まず営業のスタート地点です。

  

　営業は、この吟味ができて初めてゴール設定ができます。

お客様が欲している価値が提供できるのは当社しかいない。というゴールです。

　しかし、これは活字で書くほど簡単な事ではありません。

なぜなら、お客様は、自分で必要だ！欲しい！価値がある！という事が何なのかを理解していな

いからです。

◯ 顧客が気づいていない、顧客の課題！？

　そう、自分の事は自分ではよく分からない。という問題が転がっている訳です。

でも、言い方変えれば、お客様が自分の事をよく分からない。だから営業の仕事が成立して

いるのです。

もしお客様が全員合理的・論理的な判断ができる人ばかりなら、営業は成り立ちません。

　さて、話が長くなってすいません。

つまり、営業の仕事は「顧客が気づいていない、顧客の課題」というの見つけ出して、解決

することなのです。
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　これを、最近の言葉では「インサイト営業」という表現でされているようです。

　お客さんが、表面上口に出すような「不安」や「問題」は、この時代インターネットで調べ

れば大抵答えが見つかります。

　ですから、場合によってはお客さんの方が営業マンよりも多くの情報を持っている事もある

のです。

　つまり長 と々書きましたが、営業の仕事というのは、

　　◯ 「顧客がまだ気づいていない、顧客の課題」を見つけ出す。

　　↓

　　◯ 「その課題を解決できる方法」を顧客に提供する。

　　↓

　　◯ 「その方法を提供する事ができるのは当社だけ」だとクロージングする。

　　↓

　　（顧客の潜在課題のうち当社で解決できる事が「価値」であり、それが価格以上のもので

　　　あれば、契約してもらえる。）

　という事になるのです。 

 ◯ 営業の 4つのステップ

  　これが、そのまま営業のステップになって行きます。

  　営業ステップの原則は、

　　①　 アプローチ

　　②　 ファクトファインディング

　　③　 プレゼンテーション

　　④　 クロージング

　です。
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①【アプローチ】は、関係の構築をするためのステップです。

　営業マンにどれだけ「顧客の気づいていない、顧客の課題」を見つけ出す力があっても、

そもそもお客様との関係性が作ることができなければ、お客様との会話になりません。

②【ファクトファインディング】が、インサイト営業でもっとも重要な「顧客が気づいていない

顧客の課題」を見つけ出すというステップです。

　ここでは、質問型営業の要素をふんだんに利用します。

しかし、ただその課題を見つけ出すのではうまくありません。

お客様自身に「これが自分の課題だったんだー！」と納得してもらわないといけないのです。

よく間違って、お客様に「あなたの解決するべき問題は、これだ！」と押し付ける営業をみか

けます。これではその課題が当たっていようがいまいが意味がありません。

③【プレゼンテーション】とは、発見した課題に対しての解決方法の提案です。

　重要なのは、解決策そのものをズバリ言うのではなく、あくまでも方法を提案することです。

④【クロージング】は、もう皆さんご存じ通りですね。

　「お客様の課題を解決できるは当社だけです。」と伝える。「お客様であれば、当社としても

是非一緒に家づくりをやっていきたい。」と伝える事です。

　そして、このステップごとに、NLP 的なスキルや質問型営業のスキルを利用してきます。

　次回からは、営業ステップごとに、もう少し詳しく、構造的に見ていく事にしましょう！
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 　団体信用生命保険シリーズ第 3回。

今回は最近質問の多い「ガン保障付団体信用生命保険」についてです。

  一般的な団体信用生命保険は、ローンの借り手が、万が一死亡（高度障害）した場合に保険金

が支払われ、住宅ローンが完済するため、残された家族にローンを残さなくてもいいという制度です。

  その制度にガン保障がプラスされているという事は、ガンを患った場合でも保険金が支払われ、住

宅ローンが完済されるという団体信用生命保険です。

最近では、ガン保障だけではなく、3大疾病保障（ガン、心筋梗塞、脳卒中）や 8大疾病保障

（3大疾病＋高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎）を付けたものまで、様々な商

品を選択する事ができるようになりました。

  普通に考えれば、同じ加入するのであれば、色々保障がついていた方が安心ですよね。

しかし、それほど単純に選ぶ事ができません。

それは、もちろん保障を増やせばそれだけ保険料も高くなるからです。

通常一般的には団体信用生命保険の保険料というのは、金利に含まれているので、余分に保険料

として支払うことはありません。（フラット35を除く※フラット35も10月より金利に含まれるように

なります。）

「団体信用生命保険って︕︖ Part3
　　　　　　 ガン保障付団信は必要︕︖」

お客様向けのニュースレター素材としてご活用下さい︕
▼
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ファイナンシャルプランナー　岡崎　充輝

年間 100 件以上のローン相談・保険の相談、

年間２０回以上のセミナーを行う資金計画の専門家。

執筆本に「住宅ローンの相談を銀行していけません。」

「知らないとヤバイお金の話」等があり、

累計発行部数 43 万部以上のベストセラーに。

※　データは会員様サイトからDLいただけます。
お客様向けニュースレター原稿 https://helplife.jp/newsletter/member_only

ユーザー名 :admin　　パスワード︓P7piXY5u

　しかし、ガン保障付の場合ではおおよそ0.1% から0.2%、3大疾病や 8大疾病では0.3% から

0.4% 程度住宅ローンの金利に金利を上乗せするという形で、保険料を支払う事になります。

　つまり、3000 万円の住宅ローンを35年返済で借りた場合、ガン保障特約付で0.1% 保険料がか

かるという事は、毎月約 1,250 円、35年間で約 53万円の保険料を払って、ガンになった場合に住

宅ローンを完済してくれる保険に加入するという事になります。

　同じ借入条件で、8大疾病保障特約付で0.3％の保険料であれば、毎月約 3,820 円、35年間で

約 160 万円の保険料となる訳です。

　こうなると少し考えますよね。

　さらに注意が必要なのが、疾病でどんな状態にならないといけないのか？という点です。

どういうことかと言えば、ガン保障付では保険金が支払われる条件は「ガン診断」です。

　しかし、それ以外の3大疾病や 8大疾病ではどうでしょうか？

例えば、心筋梗塞・脳卒中の場合では保障開始日以降に、脳卒中（脳梗塞・脳内出血・くも膜下出

血）、急性心筋梗塞にかかり、初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、所定

の状態 *1が継続したと医師により診断された場合に、保険金が初めて支払われます。

という具合に、その病気を患ったからすぐに、保険金が支払われるのは「ガン」のみでそれ以外は、

いろいろな条件がついている場合が多いのです。

　ですから、そこまで考慮して検討しなければなりません。

結局は保険ですから、そこまでの保障をそれだけのお金を払って必要かどうかを論理的に一度整理し

てみるのが必要です。
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　私、時々、未就学児とママ向け講座の講師をしています。
近年は SNS 流行の影響か、記録に残せるものが好評です。
2 年前に流行った寝相アート、お子さんを被写体にしたスマート
フォン撮影講座、デジイチ（デジタル一眼レフ）講座。
そして、今人気が高いのが手形足形アートです。

　アオムシ、蝶々、フラミンゴ、ゾウ、手形アートはアイディア次第で
無限に広がります。
お子さんの「今」が形に残せること。 世界に一つだけのオリジナルで
あること。 ママが家族や子どもの為に作った、という満足感がある
こと。 そして何より、インスタ（インスタグラム）映えすること。
これらが人気の要因のようです。

　絵具と紙があれば家でもできることですが、自分ひとりで作るのは
めんどくさいのですって。 道具が用意されていて、みんなでワイワイ
話せて、しかも素敵な家やカフェでやれたら最高︕との声。

「どこで撮っても映える」というのがイイのだそうです。

　運動系、音楽系、座学系、講座の流行りもどんどん変わっていきます。
それにしても写真映えを気にした内容・・・・だんだんついていけなく
なりそうです・・・（汗）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（箕浦）

編集後記

株式会社ヘルプライフオカヤ

ライフプランアドバイザー協会
一般社団法人
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