
Life Consulting Service

世帯主の基本情報

お名前 （フリガナ）

現住所
〒 －

携帯電話 メールアドレス

ご勤務先 （入社時年齢） 歳 月 （年金種類） 厚 国 共

業種
工業・鉱業・建設・製造・卸小売・不動産・金融保険・医療介護・飲食

・サービス・商社・エネルギー・運輸・通信・教育・公務員・その他
（ ）

ご夫婦入籍日
（公的年金試算用）

年 月 日

ご家族構成

お名前（フリガナ）（世帯主以外） 生年月日（和暦） 年齢 性別 喫煙

世帯主 S・H 年 月 日 歳 男 ・ 女 G

配偶者 （フリガナ） S・H 年 月 日 歳 男 ・ 女 G

第一子 （フリガナ） S・H 年 月 日 歳 男 ・ 女

第二子 （フリガナ） S・H 年 月 日 歳 男 ・ 女

歳 男 ・ 女

教育（お子様にどんな風に育ってもらいたいですか）

保育園
年齢 金額 幼 小 中 高 大学・専門 通学 学資保険

現在の
習い事

第一子 公・私 公・私 公・私 公・私
公・私短・私文・私理・私医歯
・専門（ 年）進学なし

自宅
下宿

歳
万円

／月
～ 才

第二子 公・私 公・私 公・私 公・私
公・私短・私文・私理・私医歯
・専門（ 年）進学なし

自宅
下宿

歳
万円

／月
～ 才

第三子 公・私 公・私 公・私 公・私
公・私短・私文・私理・私医歯
・専門（ 年）進学なし

自宅
下宿

歳
万円

／月
～ 才

第四子 公・私 公・私 公・私 公・私
公・私短・私文・私理・私医歯
・専門（ 年）進学なし

自宅
下宿

歳
万円

／月
～ 才

現在・過去のご職業

現在年収（税込） 経過 最終年収（予測） 退職予定
退職金
確定拠出

従業員数

世帯主 万円 万円 歳 万円 人

配偶者 万円 万円 歳 万円 人

（会社役員）他に①年収⇒①役員報酬月額（ ）万円、②役員功績倍率（ ）倍、③役員在任年数（ ）年

以前のお勤め先 会社名 入社年齢 平均年収（税込） 退職年齢 社会保険
その他の収入／

年

世帯主 歳時 万円 歳 厚・国・共 万円

配偶者 歳時 万円 歳 厚・国・共 万円

【紹介者】
【当社担当】
【記入日】 年 月 日



基本生活費

月々かかる費用 月々かかる費用（ボーナス月） 年または長期にかかる費用

項目
参考値
（平均）

お客様 項目
参考値
（平均）

お客様 項目
参考値
（平均）

お客様

食費 45,000 食費 45,000 自動車税（年） 40,000

ガス・水道・電気 15,000 ガス・水道・電気 15,000 車保険料（年） 60,000

携帯電話／固定電話 20,000 携帯電話／固定電話 20,000 家族旅行 80,000

通信費（ネット他） 4,000 通信費（ネット他） 4,000 車検料 年後

日用品 22,000 日用品 22,000 服飾代（年）スーツ等 60,000

新聞雑誌／本
タバコ／お酒

20,000
新聞雑誌／本
タバコ／お酒

20,000
家財保険料
損害/傷害保険料

20,000

美容室（ネイル他） 8,000 美容室（ネイル他） 8,000

医療費（薬代含む） 2,000 医療費（薬代含む） 2,000 小計（年）

ガソリン／交通費 10,000 ガソリン／交通費 10,000 家具・家電（10年） 500,000

子供消耗品
（特別枠）

子供消耗品
（特別枠）

車購入（10年） 1,500,000

夫小遣い 30,000 夫小遣い 30,000

夫交際費 10,000 夫交際費 10,000
中期積立資金
（10～15年程度）

妻小遣い 20,000 妻小遣い 20,000
教育用

長期積立資金

妻交際費 10,000 妻交際費 10,000
老後用

長期積立資金

家族外食費 10,000 家族外食費 10,000

その他特別計上 （名目） その他特別計上 （名目） 小計（年）

生命保険
保障性

生命保険
保障性 趣味 他（年）↓↓

貯蓄性 貯蓄性

短期運用資金（投資） 月額 短期運用資金（投資） 月額

教育用積立資金 月額 教育用積立資金 月額 ローン（年額）

会社での積立等 月額 会社での積立等 月額 奨学金（年額）

緊急予備貯金 月額 緊急予備貯金 月額 小計（年）

小計 小計

生活

該当するもの（知りたいこと）に〇をお付け下さい。

日々の生活費の不安 住宅ローンを組むことへの不安 教育費の不安 保険・補償への不安

老後資金への不安 定年までにローン終わるか不安 お金の貯め方（頭金・繰上返済含む） 介護不安 （家族 OR 自分）

金利上昇の不安 病気・怪我のリスク その他→

住宅関連費用

購入希望価格／うちローン金額 万円／ 万円 管理費・修繕積立費（現在） 毎月 円

住宅費 毎月の返済可能額 万円／月 併設駐車場使用料等（現在） 毎月 円

頭金（自己資金）／（資金援助） 万円／ 万円 計画修繕費（戸建の場合） 毎月 円

現在の貯金額 万円 現在家賃（賃貸住まいの時） 毎月 円



個人情報の取り扱いについての同意書

株式会社FREE PEACE（以下「弊社」といいます。）は、個人情報の取扱いに関する方針を定め、お客様からお預かり
しているプライバシー情報を厳格に管理し、機密性・正確性の確保に努めます。

１．情報を収集・利用する目的
当事務所は、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。
(1) お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャルプラン（ライフプラン・アクションプラン・法人向け保険プラン）の
作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供
(2) 弊社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(3) 弊社および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
(4) 上記の他、弊社の営業に関する行為
なお、弊社は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合が
あります。上記の目的に変更がある場合は、弊社ホームページにてご案内します。

２．情報の取得
弊社は、いくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報（氏名・生年月日・Ｅメール・住所・性別・電話番号・職
業・資産・収入・健康状態等）を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて上記の収集目的に従っ
て、適法かつ公正な手段により収集されます。

３．情報の外部への提供について
弊社は「１．情報の収集・利用する目的」に記載されている目的遂行のために、必要な情報を業務委託先に委託する
ことがあります。その場合、弊社と同等もしくはそれ以上の情報保護レベルを義務付けて適切な監督を行います。上記
以外の場合は、お客様の同意を得ている場合、法令により情報の開示が求められる場合、お客様または公共の利益
のために必要であると考えられる場合、その他の正当な理由がある場合を除いて、お客様の情報を利用、あるいは第
三者へ提供しません。

４．個人情報保護の継続的な改善
弊社は、個人情報保護方針(本プライバシーポリシー)およびこれに基づいて定めた個人情報保護に関わる各種規定
類を継続的に改善していくとともに、従業員および業務パートナー等に対しての教育・啓発を継続的に行います。

５．法令の遵守
弊社は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。

６．個人情報の訂正および削除
弊社は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等
の特別の理由がない限り、お客様ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。
個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する各種お問い合わせは、下記窓口にて承りま
す。

株式会社FREE PEACE 日立支社
個人情報 取り扱い問い合わせ窓口

TEL：0294-33-6734

制定日：2015年1月3日
株式会社FREE PEACE 日立支社
支社長 小林竜也

確認日： 年 月 日

氏名：

メールアドレス：

電話番号：


