
 
 Smart Senior Business Review            01.11.20 

 

スマートシニア・ビジネスレビュー 

November 20, 2001 / Vol.4 
 

シニアライフの指南役「ライフプラン・コンシェルジュ」 

－相談サービスを活用したシニア顧客のニーズ掘り起こし戦略－ 

 

ソフィアバンク ディレクター 村田 裕之 

 

 要 旨  
 

1. 定年退職前の50代シニアのみならずシニア予備軍である40代で「老後のライフプラン」を

検討する人が増えている。早期退職制度を導入する企業が増えるなど事実上の定年退職制崩

壊に伴い、定年以前の早い段階から検討する必要が出てきたためと思われる。 
2. 一方、筆者らが運営する金融サイトに過去１年間利用者から寄せられた相談内容を見ると、

「老後の生活資金」の相談が最も多いことに加えて、「57 歳で引退後、家内と海外移住を予

定していますが、どのような準備が必要ですか」という相談が多くなっている。しかしなが

ら、これまでのライフプラン・サービスは、生活資金作りに関するアドバイスのみであり、

老後の生活を実現するためのコツや計画手順などのアドバイスはほとんどなかった。 
3. これらを踏まえると、「老後の生活資金に関するプラン」と「老後のライフプラン実現のノ

ウハウ」とを結び付けることで、「老後のライフプラン」を検討したい 40 代・50 代のニー

ズに応えることができる。このようなコンセプトを、ホテル宿泊客の様々な相談に応え、案

内役や指南役となるコンシェルジュにならい、「ライフプラン・コンシェルジュ」と呼ぶ。 
4. ホテルのコンシェルジュは、宿泊客の相談に応えることでレストランや劇場への誘導、オプ

ショナルツアーの予約、土産物の紹介など「商品・サービスの販売機会」を創出している。

これと同様に、ライフプラン・コンシェルジュは、シニアおよびシニア予備軍の「老後のラ

イフプラン」相談に応えることで、田舎暮らし、海外移住などに必要な「商品・サービスの

販売機会」を創り出すことが可能と考えられる。 
5. ライフプラン・コンシェルジュの窓口はインターネットが相応しい。その理由は、①電話で

は不可能な図表、画像によるやり取りが可能で、数値データ受け渡し時の誤解が少ないこと、

②直接対面でサービスを受ける際の時間的・空間的制限が少ないこと、③50代以上でもネッ

トユーザーが急速に伸びており、ネットを主要情報源とする人が増えていることである。 
6. ライフプラン・コンシェルジュがシニアおよびシニア予備軍にとって「頼りになる指南役」

として認知されるためには、①「お金の専門家」と「各生活分野毎の専門家」との組み合わ

せによるアドバイスの質の向上、②潜在的利用者への告知手段の工夫、③利用者への信頼感

の醸成が特に重要である。 
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1. なぜ、いま「老後のライフプラン」を検

討する人が増えているのか？ 
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(1) 定年退職制の崩壊がライフプランの見なおし

を促進する 
定年退職前の 50 代シニアのみならずシニア予

備軍である 40 代で「老後のライフプラン」を検

討する人が増えている。早期退職制度を導入する

企業が増えるなど事実上の定年退職制崩壊に伴

い、定年以前の早い段階から検討する必要が出て

きたためと思われる。 
人件費抑制のため、電機メーカーを中心に早期

退職制度の導入が加速しており、松下電器産業は

2002 年１月まで期間を限定した早期退職制度

「特別ライフプラン支援」を実施し、約８千人の

従業員を削減する予定である。また、東芝でも

2004 年３月までに国内で１万７千人の削減を見

込んでいる。 

（

一方、早期退職の対象年齢も下がる傾向にある。

例えば、建設機械大手のコマツは、早期退職の対

象年齢を 40 歳以上と定めた。また、証券業界第

２位の大和証券グループも、50 歳以上の従業員

を対象としていた早期退職制度を、2001 年度中

に40歳以上に引き下げる予定である。 
割り増し退職金を年収の最大２年半分などと

厚遇にしていることもあり、早期に退職して起業

や転職を考える 40 代も増えるなど、従業員側の

意識も変化しつつある。 
これらの一連の動きが「老後のライフプラン」

の検討時期を一段と早めている。 
 

(2) 「老後のライフプラン」支援が注目される 
最近、金融機関がインターネットで利用できる

老後の資産形成のためのシミュレーターやマネ

ー相談サービスを相次いで導入している。当初、

保険、ローン、投資など「個別商品」の受け取り

額を算出するといった機能にとどまっていた金

融機関のシミュレーションサービスは、結婚、教

育、老後など「ライフイベント」や「生活設計」

を軸にしたものが主流になってきている。しかし

ながら、依然「生活資金の計画」と「自社金融商

品の推薦」にとどまっている例が多い。 
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図表1. 2001年に創刊された30歳以上対象のライフスタイル雑誌 

媒体名／出版社 創刊／発行頻度 読者層

bra（オブラ）
談社

2001年3月
月刊

50代男性

ILES（マイルズ）
間書店

2001年9月
月刊

40代男性

EON
婦の友社

2001年9月
月刊

年収1,000万円
以上
30代～50代男性

うゆう
婦の友社

2001年10月
月刊

50歳以上女性

ミングウェイ
日新聞社

2001年10月
月2回

50代男性

経おとなのOFF
経ホーム出版社

2001年10月
月刊

30代～50代
ビジネスマン

出所）各種資料を元にソフィアバンク作成 

一方、出版社は老後の生き方に

々と創刊している（図表１）。退職

らし方を支援する雑誌が人気を集

ば、田舎暮らしの基礎知識、体験

た宝島社の『田舎暮らしの本』

部を数える程だ。また、最近では

に徳間書店が「仕事以外に熱

？」をキャッチコピーにした男性

イル・ナビゲーション誌『ＭＩＬ

）』を発刊し、日経ホーム出版社

ュなミドルエイジのための雑誌『

ＦＦ』を発刊するなど出版ラッシ

これらの雑誌は「田舎暮らし」な

イルについて詳しく記載している

うなライフスタイルを実現するた

の計画」と結び付けて解説してい

とんど見あたらないのが現状であ

. これからのライフプラン・

何が求められるのか？ 

) 従来のライフプラン・サービス

作りに関するアドバイス」のみ

一方、筆者らが運営する金融サ

www.sofia.ne.jp）の「ライフプラ

」に過去１年間利用者から寄せら

見ると（図表２）、「老後の生活資

も多いことに加えて、「57 歳で引

外移住を予定していますが、どの

Copyright(C) 2001 SophiaBank, Limited
（2001 年11 月19 日現在）
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やる気のオトナの生活
情報誌

悦びと愉しみを再発
見！男のライフスタイ
ル・ナビゲーション誌

大人のクリエイティブラ
イフ実用誌

50歳から「私」が主役！

快適カルチャー＋大人
の趣味生活情報

大人のための本格的な
オフ生活情報誌

関する雑誌を

後の生き方、

めており、例

記をテーマに

は発行部数 18
、2001年10

中始めません

向けライフス

ＥＳ（マイル

もエネルギッ

日経おとなの

ュである。 
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るものはまだ
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サービスには

は「生活資金

 
イト「Sofia」
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金」の相談が

退後、家内と
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必要ですか」

談が多くなっ

しかしなが

ビスは、生活

あり、老後の

順などのアド

 
(2) 「生活資

ウハウ」

これらを踏

るプラン」と

ウ」とを結

ン」を検討し

30

40歳以上
36.1%

利用年

（出所）ソフィア

　　　田舎

　　　６０

　会社での

　園を借り

　は、田舎

　（東京都

１．現状分

●今後のラ

　お嬢さん

つまりＴ．

れ、５７歳

らの教育費

らしの諸準

●キャッシ

　年収が約

に対する貯

り上回り､

●ストック

　普通預金

つかないの

ょうか。流

いものなら��������������������

（出所） ソ

 

というライフプラン実現に関する相

ている。 
ら、これまでのライフプラン・サー

資金作りに関するアドバイスのみで

生活を実現するためのコツや計画手

バイスはほとんどなかった。 

金プラン」と「ライフプラン実現ノ

を複合したアドバイスが必要 
まえると、「老後の生活資金に関す

「老後のライフプラン実現のノウハ

び付けることで、「老後のライフプラ

たい40代・50代のニーズに応える

ことができると考えられる。このようなコンセプ

トを、ホテル宿泊客の様々な相談に応え、案内役

や指南役となるコンシェルジュにならい、「ライ

フプラン・コンシェルジュ」と呼ぶ。 

図表2. ポータルサイトSofiaの利用動向 

～39歳
46.4%

29歳以下
17.5% 老後

25.8%

その他
1.9%

住宅
7.3%

貯蓄
22.7%家計

16.9%

教育
13.6%

保
11.9%
保険

齢層              相談内容（40 歳以上） 

ホテルのコンシェルジュは、宿泊客の相談に応

えることでレストランや劇場への誘導、オプショ

ナルツアーの予約、土産物の紹介など「商品・サ

ービスの販売機会」を創り出している。これと同

様に、ライフプラン・コンシェルジュは、シニア

およびシニア予備軍の「老後のライフプラン」相

談に応えることで、田舎暮らし、海外移住などに

必要な「商品・サービスの販売機会」を創り出す

ことが可能と考えられる。 

バンク「金融ポータルサイトSofia」2001年9月 

 
(3) ライフプラン・コンシェルジュはどのような

アドバイスをするのか？ 
ライフプラン・コンシェルジュは、前述の通り

「老後の生活資金に関するプラン」と「老後のラ

イフプラン実現のノウハウ」とを結び付けたアド

バイスを提供する。 
例えば、現在49歳の会社員が、60歳になった

ら「田舎暮らし」をしたいと考えた場合、①退職

までのライフイベントと資金計画の分析、②田舎

暮らし実現のための準備と資金計画のコツのア

ドバイスを提供する（図表３）。①については、

でのんびり暮らしたい

歳になったら、田舎暮

細かな仕事でたまった

て野菜づくりをしたら

でもっと大きな畑で本

 Ｔ．Ｙさん ４９才 男

析　・・　退職までの

イフプランのポイント

は現在高校生で、２０

Ｙ様が５３歳時に大学

時にご卒業の予定です

負担をカバーしながら

備をする必要がありま

ュフロー 

１３００万円で、年間

蓄率は２８％となって

とてもいい内容になって

 

が２８０万円と多めに

でこの一部は預け換え

動性を重視するのなら

定期預金などにするこ������������������������������������

フィアバンク「金融ポー
図表3. ライフプラン・コンシェルジュ アドバイスの一部サンプル例 

！ 

らしをしたいと考えています。 ２．プランニングの内容

ストレスを解消するために家庭菜 ●田舎暮らしのライフプランニング 

、非常に楽しかったので、退職後 　ステップ１：インターネットなどで場所を探す

格的にやってみたいと思います。 　インターネットで調べたり、『田舎暮らしの本』（宝島社）のよう

性 年収１３００万円） な雑誌をご覧ください。

　 コンシェルジュのおすすめホームページ

ライフイベントと資金計画 ふるさとＳｅａｒｃｈ（国土交通省）

 都道府県別・キーワードにより、条件にあった市町村を探せます。

０４年 自然環境・生活利便性・教育・娯楽などの項目別に、「冬でも暖

入学さ かい」「空港が近い」「高齢者福祉施設が充実している」など、細

。これ かく条件を指定できるのが特徴です。  

田舎暮 　 　

す。 ●田舎暮らしのファイナンシャルプランニング  

　６０歳での田舎暮らし開始時に考えられる資金プランです。

資金名 内容 必要な特徴 金融商品の例

貯蓄額が約３６４万円で年収

おり、平均的な貯蓄率をかな

います。

なっています。利息がほとんど

を考えてもいいのではないでし 　現在の貯蓄ペースがずっと定年まで続くとすると､元金で約４千万

ＭＭＦなど、当面使う必要のな 円の資金ができます。しかしお子さんの大学教育費がこれからかかる

とを検討してみてください。 ので、このうち１千万円程度は使われると思います。

普通預金・
通常貯金など

生活資金 変額年金など

換金性

安全性

安全性
＋収益性

不時の出費
病気や災害などの
緊急時資金

定期預金・定期
積金・定額貯金

田舎暮らしの必須
アイテム

自動車資金

田舎暮らしの生活費

ライフプランシート

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
タルサイトSofia／ライフプラン・コンシェルジュ」サンプル例より 
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養育費がどれくらいかかるのか、公的年金は何歳

からいくらぐらい受給されるのかなど、②につい

ては、田舎暮らしをするために必要なスキルは何

か、60 歳で田舎暮らしを始めるために貯蓄はど

うしたらよいかなどのアドバイスが目標とする

年齢から逆算して受けられる。相談者は、自分の

目標とする生活を実現するために何が必要か具

体的なイメージをもつことができる。 
 
3. なぜ、インターネットがライフプラン・

コンシェルジュの窓口として相応しいの

か？ 
 
ライフプラン・コンシェルジュの窓口はインタ

ーネットが相応しい。その理由は、①電話では不

可能な図表、画像によるやり取りが可能で、数値

データ受け渡し時の誤解が少ないこと、②直接対

面でサービスを受ける際の時間的・空間的制限が

少ないこと、③50 代以上でもネットユーザーが

急速に伸びており、ネットを主要情報源とする人

が増えていることである。 
 
(1) 電話では不可能な細かいやり取りが可能 
ライフプラン・コンシェルジュがアドバイスを

提供するためには、アドバイスを受ける人の資産、

キャッシュフローなどの細かい数値データが必

要となる。また、例えば 60 歳から新しい生活を

始めるための資金計画、生活準備を 60 歳以前の

どの段階で何をするのかという時系列的な分析

をするために、年齢を軸として、本人や家族のラ

イフイベントを記載するライフプランシートが

不可欠となる（図表４）。これらの情報のやり取

りは電話ではわずらわしいため、インターネット

のウェブで提示する、あるいは電子メールで送付

するなどの方法が望ましい。 
 
(2) 直接対面でサービスを受ける際の時間的・空

間的制限が少ない 
アドバイスを受ける人とアドバイスをする人

とが直接対面でやり取りするのが理想的だが、直

接対面方式では双方の時間的あるいは地理的距

離の制限が大きく、頻繁に実施するのは難しい。

また、直接に対面相談をする場合も、冒頭の 20
～30 分は互いの自己紹介や一般的な情報交換に

費やされる場合が多く、正味の相談・アドバイス

時間は限られるのが現状である。 
本来マルチメディア（画像、音声、文字を組み

合わせたコミュニケーションが可能）であるイン

ターネットは、直接対面でなくても対面に近いコ

ミュニケーションが可能なはずである。これまで

はネットワーク容量の制限、技術の不足からその

ようなコミュニケーションが必ずしもできなか

ったが、最近のブロードバンドの低価格化に伴う

普及速度の高速化やテレビ会議機能を標準にし

たウィンドウズＸＰのようなＯＳ機能の強化の

動きを踏まえると、ごく近い将来、電話機能も含

めてネットによる対面サービスはかなりの実用

レベルになることが予想される。 
 

（出所）ソフィアバ

ライフプ

 

図表4. ライフプランシートの例 (3) 増える50代以上のネットユーザー 
筆者が99年12月に首都圏で調査を行った時に

は、50歳以上の人のネット利用率はたったの３％

と少なかった。しかし、総務省発行の平成 13 年

度情報通信白書（2000 年のデータ）によると、

パソコンを使ったネット利用率が 50 代で 23.8％、

60 代で 13.1％、70 代で 9.6％と確実に増えてい

る（図表５）。 
特に 50 代は勤務先でパソコンを利用する機会

も多くなっており、今後さらに利用者の増大が見

こまれる。また、ネットの利用環境が整備されて

いるところであれば情報収集手段としてのネッ
ンク「金融ポータルサイトSofia 

ランシミュレータ 新生活塾」 
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トの利便

ンの購読

は確実に

 
4. ライ

必要

 
ライフ

シニア予

て認知さ

生活分野

バイスの

の工夫、

ある。 
 

(1) 「お金

との組

ファイ

知識を活

に応じる

「起業」「

あるいは

も専門知

 またア

中には、

ァイナン

ラン」の

感じる場

そこで

「老後の

0

40代

50代

60代

70代以上

パソ

（出所）総務

 

性を感じる人は多く、各種メールマガジ

も含めてネットを主要情報源とする人

増えているものと思われる。 

フプラン・コンシェルジュの展開に

な「三つのポイント」 

プラン・コンシェルジュがシニアおよび

備軍にとって「頼りになる指南役」とし

れるためには、①「お金の専門家」と「各

毎の専門家」との組み合わせによるアド

質の向上、②潜在的利用者への告知手段

③利用者への信頼感の醸成が特に重要で

の専門家」と「各生活分野毎の専門家」

み合わせによるアドバイスの質の向上 
ナンシャル・プランナーは、金融の専門

かし、中立的な立場でお金に関する相談

が、金融以外の分野である「田舎暮らし」

海外移住」といった商品やサービス、

実現の手順やコツなどに関して必ずし

識を持っているわけではない。 
ドバイスを受ける 40 代・50 代の人の

自分より人生経験の少ないと思われるフ

シャル・プランナーに「老後のライフプ

相談に乗ってもらうことに心理的抵抗を

合も多いであろう。 
、ファイナンシャル・プランナーによる

生活資金に関するプラン」と、顧客と同

世代のシニア・アドバイザーによる「老後のライ

フプラン実現のノウハウ」とを組み合わせてアド

バイスを提供することで、このような心理的抵抗

を軽減することが可能と考えられる。 

9.6

13.0

13.1

15.0

23.8

33.7

34.4

47.5

10 20 30 40 50

コンインターネット利用 インターネット利用全体

(%)

図表5. 年齢別にみたインターネットの利用 

 
(2) 潜在的利用者への告知手段の工夫 
ネットで提供するサービスに共通の課題は、い

かにして潜在的利用者にそのサービスの存在を

認知してもらうかである。 
ライフプラン・コンシェルジュの場合、対象と

考えられる利用者は 40 代以上で定年退職以前の

人である。これらのターゲット層に最もアプロー

チしやすい方法として①会社の福利厚生メニュ

ーへの導入、②金融機関等が実施するライフプラ

ンセミナーでのフォローアップメニューとして

の紹介、③田舎暮らしや海外ロングステイなどの

ライフスタイル雑誌（図表１）とのタイアップに

よる紹介、などが有効と考えられる。 

省『情報通信白書 平成13年版』2001年 

あるメーカーではリフレッシュ休暇を取る条

件として会社の労働組合が主催するライフプラ

ンセミナーを受講してもらい、自分の今後のライ

フプランについて考えるきっかけ作りをしてい

る。このようなライフプランセミナーに参加して

初めて、自分の保有資産やキャッシュフローの詳

細が明らかになり、より詳細なライフプランを検

討しようという意識に目覚める人も多い。また、

ライフスタイル雑誌を購入して読む人は、そもそ

も自分の老後のライフプランに対する目的意識

が高いが、雑誌に掲載されている風景や体験談な

どを目にすることで一層気持ちが駆り立てられ

るようだ。 
いずれにせよ、ネットでのサービス窓口に到達

する前の段階においてできるだけ高い目的意識

になるような「マインドセット」の仕組みが不可

欠といえる。 
 
(3) 利用者への信頼感の醸成 
インターネット上のサービスは、あらゆる情報

にアクセスしやすい反面、プライバシー保護やセ

キュリティ保持を含めた警戒心がつきものであ

る。これを排除するためには、ブロードバンドな

らではの機能を活用したコンシェルジュの「顔の
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見える」仕組みが有効と考えられる。 
いまや世界屈指のブロードバンド大国に成長

した韓国では、すでに市役所がインターネット上

で音声と動画を用いて市民の相談に応じるサー

ビスを開始している。いわば「電子政府のテレビ

電話版」を実現した形といえる。  
ただし、ネットで提供するライフプラン・コン

シェルジュが、限りなく直接対面でのサービスに

近づくことで、従来必要でなかった別のスキルが

サービス提供者に求められることになる。それは、

相談相手との対話のスキル、リズム、雰囲気作り

などのインターフェイスの作り方といったもの

である。 
実はこれらは、一流ホテルのコンシェルジュが

持っているスキルそのものである。ブロードバン

ドの進展は、相談サービスに求められるスキルを

も進化させるといえる。それは、コンシェルジュ

というサービスの本質である「成熟したもてなし

のこころ」を提供できる人間力をファイナンシャ

ル・プランナーなどの専門家にも求めることに他

ならない。 
 

（2001.11.20） 
 

このレポートに対する感想、ご意見をお待ちして

おります。メールアドレスは次のとおりです。 
hirmurat@softbank.co.jp 
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