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こちらのQRコードを
読み取ってみてください！

代表取締役

榊原 弘之

ログインIDに
「arxia」
パスワードに
「mirai123」
と
ご入力ください。

日頃は弊社の活動にご支援を賜り、誠にありがとうございます。世界中で新型コロナウイル
スの感染拡大が進む中、最前線で尽力されている医療従事者の皆様に心から感謝の意を
表します。また、感染によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げるとと
もに、罹患された全ての皆様に対し１日も早いご回復をお祈り申し上げます。
弊社は神奈川県の定めるガイドラインに従い、感染症対策をした上で少しずつご面談を再
開させていただいております。
また、非対面、いわゆる
「リモート」での保険相談も行ってお
ります。ZOOMやTeamsといったテレビ会議システム、LINE、Facebook Messenger
などのSNSテレビ電話を活用しお手続きを行うことが可能です。その際は必ず保険会社か
ら確認のお電話が入りますので、
ご対応をお願いしております。証券会社におきましては、
投資信託の概要やリスク、投資に伴う手数料などをお電話にてご説明させていただいた上
で、オンラインでの買付承認や積立プランのお申込みが可能でございます。ぜひ、
ご活用く
ださい。
テレワークによる在宅時間が増え、保険の整理や見直し、資産運用について考えられる方
が多くいらっしゃいます。
とはいえコロナ禍に「相談するのも…」
と遠慮される方も見られ
ました。そのようなお悩みを解決したく、
この度弊社では新しいシステムを導入いたしまし
た。QRコードを読み取っていただき、上記の通りIDとPWを入力、簡単な質問にお答え頂
くと、希望される方はそのまま面談予約をお取りいただけるようになりました。その他、保
険料の支払方法をクレジットカードに変更したい、
保険料を安くしたいなどのご要望も簡
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単にお伝えいただけます。
「 理想の老後診断」
や「かんたん保険診断」、
「 家計見直しナビ」
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などコンテンツも充実していますのでお気軽にお問い合わせください。また、従来からの

ツール「みらい予報図」もリニューアルし、より詳しくライフプランの設計ができるように
なっております。
Withコロナの新時代を安心して過ごすためにも、
どうぞアンケートへのご協力をお願いい
たします。

新内閣に何を期待しますか！
？

ファイナンシャルプランナー

堤

太郎

今年の2月あたりから新型コロナウイルス感染が拡大
し、春先の自粛期間を経て、駆け抜けるように２０２０年
が過ぎて行ったように思います。当初に比べて感染者数
も減少傾向にありWithコロナの日常にも慣れてきたよ
うに感じます。
そんな中、8月28日に安倍首相が辞任を発表しました。
兼ねてより体調の悪化が噂されていたものの、突然の
発表に驚かされましたね。
全国的な一斉休校や飲食店を中心とした休業要請、
オリ
ンピック延期に一律の給付金。さらには アベノマスク
と発表当初は賛否両論ありました。
ワクチンも特効薬も
無い手探り状態の対応策ではあったものの結果として
日本国内の感染者、重傷者、死者数を見ると一定の成果
は出たのではないでしょうか。各国が行ったロックダウン

いった内容です。 Go toイベント も良い結果につな

もせず 自粛要請 だけでこれだけの成果が出たのは日

がって欲しいものです。

本人の持つ国民性によるものかも知れません。
しかし、その代償として経済的なダメージは非常に大き

さて9月14日、総裁選が行われ菅義偉総理が誕生しま

く、今後一番の課題となる事は間違いないでしょう。4月

した。アベノミクス継続の意向を示している菅総理大

から6月までのGDP（国内総生産）は実質伸び率がマイ

臣。規制改革や改憲論議の活性化、デジタル庁 新設に

ナス27.8％という歴史的な数値となりました。

向けた法改正にも意欲を示されています。
「 改革の人」

政府は経済対策として今年度既に2度の補正予算を編

と言われている方ですからこれまでの慣習や前例にとら

成し売り上げが減少した中小企業には最大200万円を

われず国民の為になる改革をどんどん進めて欲しいで

給付する 持続化給付金 や、一時的な休業により従業

すね。

員の雇用維持を図る企業に休業手当の一部を助成する

新内閣の船出はコロナ禍の非常に厳しい状況からのス

雇用調整助成金 制度を実施。個人に対しても一律10

タートになります。それ故国民からの注目度も高いで

万円給付という経済対策を実施しました。

しょう。今後のコロナ対策は勿論、日本経済の復活に向

しかしながら先の見えない感染状況から落ち込んだ個

けて長期で安定した政権になる事を期待したいです。

人消費はいまだ低迷が続いています。

コロナにより生活は一変しましたが、ワークスタイルや

打撃を受けた観光業を支援するための Go toトラベ

ライフスタイルを見直すきっかけにもなりました。感染

ル が既に実施されており我が家も恩恵に与りましたが

予防の為のキャッシュレス化が進んだことでコンビニや

9月からは飲食業界に向けた Go toイート が始まりま

スーパーに加え郵便局の窓口でもクレジットカードや電

した。地域内の登録店舗で使える25％のプレミアム付

子マネーが対応となりましたね。
レジや窓口の待ち時間

き食事券の発行やオンラインサイトからの予約・来店し

は結構ストレスが溜まるのでキャッシュレス化は非常に

た方への1人最大1000円分のポイントを付与すると

ありがたいです。
リモートワークによる移動時間の削減
も嬉しいですね。移動時間だけで一日2〜3時間かかっ

ote ork
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ていたという方も多いでしょう。その時間を自分の為の
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勉強に費やしたり家族と過ごしたり。
選択肢の幅が広が
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りますね。中には時間が出来た分多く働いてしまう、、、
と
いった意見もあるようですが（苦笑）
ともあれ、コロナという未曽有のウイルスがもたらした
新たな生活にも皆さんだいぶ上手に対応されているの
ではないでしょうか。今年も残り僅か。適切な予防をしな
がら楽しみましょう。

セミナーレポート♪
弊社の榊原が講師を務

クラーク

葛西 翔子

と、まずはツールを使いながら保険診断。
こんなものも

めた、女性向けマネーセ

あるんだ！と目からウロコでした。続いて資産運用の解

ミナーのレポートをさせ

説。
りんごを使ったスライドですごくわかりやすく、あっと

ていただきます。

いう間におわってしまいました。始めはあんなに不安

お金の知識が超初心者の私は、朝からドキドキでした。

だったのに、最後は満足感でいっぱいでした。今回学ん

C3

のかわいいページばかり。小難しいものがなく
「あれ？私

I
だ知識を使って、
O Pすぐに運用口座の開設をしてきました

にもわかるかも？」
と少し緊張が解けました。時間になる

します。楽しく勉強させてもらいました。

会場に着くと資料があったので、めくっていくと…ピンク

FPニューフェイス♪

T

(笑)セミナー後の自分はワンランク上がったような気が

クリスマスパーティー
開催中止に関するお知らせ

ファイナンシャルプランナー

クラーク

林 千晶

宮本 結衣

東京生まれの人情あふれる下町育ちです。近所

新型コロナウィルスに罹患された皆さまと、感染

の方とも和気あいあいで、小さい頃はいつも祖

拡大により生活に影響を受けられている皆さま

父母が近くにいてくれました。
「 誰かの人生に寄

に心よりお見舞いを申し上げます。

り添う仕事がしたい」
と生命保険会社に就職しま

弊社では毎年11月下旬に、日頃の感謝の気持ち

したが、様々なお客様に巡り合い「もっとお一人

を込 めてクリスマスパーティーと題した「フォ

ずつにぴったりのものをご提案したい」
と感じて

ローアップセミナー」
を開催してきました。

いました。そこで以前から親交のあった榊原社長

過去にはマジックショーやクイズ大会、
ビュッフェ

に相談を重ね、大切なお客様に幅広いプランを

やお酒をお楽しみいただきながら有意義なひと

ご提供できるアルシアコンサルティングの方針に

ときを過ごしました。

共感し、
この度入社させていただくこととなりま

このたびの新型コロナウィルス感染症の影響に

した。

より、皆さまの健康と安全を最優先に考慮した結
果、今年はやむなく開催を中止とさせていただく
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えない 、 自分の正義を守り、貫く この３つを心

P
こととなりました。
来年は安心できる環境の中で
TO

に抱きたくさんの出逢いを大切にしたいと思い

す。一日も早い終息と、皆様のご健康をお祈り申

ます。

し上げます。

人の成功を心から願う 、 自分の損得だけを考

T
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皆さまにお会いできることを楽しみにしていま

今は２人の子育てと仕事
を両立する毎日を送って
います。皆様にお逢いで
きる日を楽しみにしてい
ます。
どうぞよろしくお願
いします。
2019.11/30開催「クリスマスパーティー」集合写真

5,000円もらえる!?
お得なマイナポイント

ファイナンシャルプランナー

深川 恵理子

2020年9月〜2021年3月末の間にマイナンバー

デメリット❷

カードを持つ人がキャッシュレス決済でチャージやお買

登録の煩雑さ

い 物をした際に、1 人 あたり利 用 額 の 2 5 ％ 、最 大で

2 0 2 0 年 7月1日から事

5,000円分がポイントとして還元されるマイナポイント

前登録が開始されました

制度。還元率が高く話題になっています！

が、思 い の 外 登 録が大 変

そこで、
メリット・デメリットを分かりやすくまとめてみました。

です。
やはり金銭が絡むため仕

メリット❶

方ありませんが、マイナン

25％還元！ 5,000円相当のポイントがもらえる

バーカードの作成→マイ

2万円のチャージや利用で2万5000円分の買い物が

ナポイントの登録→キャッシュレス決済と、けっこう時間

できます！

のかかる作業ですし、機械操作なので大変です。

5,000円分のポイントを貰うためには2万円のチャー

高齢者の方ができるのか心配になります。ぜひサポート

ジや利用が必要ですが、半年間、生活費の支払いに使っ

してあげて下さいね。

ていればすぐに達成できるでしょう。

メリット❷

デメリット❸
決済サービスを一度選ぶと変えられない

お子さんもOK！

電子マネー、プリペイドカード、QRコード、クレジット

お子さんも対象なので、家族4人なら4人×5,000円で

カード、デビットカードと１１２種類(2020.9.10現在)

2万円分の還元を受けることができます。

ある中から、マイナポイントに使用する決済会社を決め

この機会に、
まずは家族全員のマイナンバーカードを取

なければならないのですが、一度サービス会社を決める

得しましょう。

と換えることはできません。
ご自分にとってどれが一番
お得か慎重に選んで下さいね。

メリット❸
決済手段をどれか一つに絞る必要があるため、自社の

マイナンバーカードは、
C 6 作るのが面倒だと言われ、普及

カードを選んでもらえるよう競って「プラス1,000ポイ

率は16.8%とまだまだ低いのですが、
運転免許証や健
TO

康保険証と一体化されるようですし、給付金などもマイ

ントプレゼント」
や「最大1万円が当たる」など追加のキャ

ナンバーカードを通しての申請ができたことを考える

ンペーンを展開中です。

と、今後利用する機会も増えていきます。

それぞれ独自の企画ですので、
どのキャッシュレス決済

5,000円分のポイントが貰えるお得なマイナポイント

サービスが自分にとってお得かチェックして下さいね。

もマイナンバーカードを持っていないとできません。

上乗せキャンペーンでさらにお得！

PI

この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう！

デメリット❶

5,000円分のポイントをもらっちゃいましょうね〜！

マイナンバーカードが必要
通知カードのままの方は、マイナンバーカードを作ると
ころから始まります。
マイナンバーカード自体の作り方は簡単ですが、
１ヶ月
以上時間がかかりますし、マイナポイントには4000万
人の予約上限がありますのでお急ぎ下さい。

総務省
マイナポイントのHP
https://mynumbercard.
point.soumu.go.jp/

差出人・連絡先
〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町2-3 PHビル2階
TEL: 0466-54-8417 https://www.arxia.jp/

掲載内容等に関するお問い合わせは各担当営業まで。
禁無断転載 Copyright Two Way Communications Inc.

