ヽ も増えません︒

ろせる普通預金ではつい使っ
てしまい︑ややもすれば家計
は赤字︒定期預金をしておい

これから貯金をし

ようとするにもかか

﹁どうしても定期預金に預け

た方が⁚⁚と思ってしまうが︒

それを設定します︒その後は

異なると思いますが︑まずは

簡単です︒50万円あれば安心

貯金を考えるなら︑普通預
金より金利の高い定期預金に
ね︒定期預金の金利が3〜6

﹁利息目当てに定期預金に預
けるのは︑安易な考え方です

預金することに︑何の意味が
あるでしょうか︒むしろ︑何か
あったときのために︑すぐに

康状態など︑人により金額が

を考えます︒家族構成や︑健

にいくらあれば安心できるか

決めます︒まずは自分が手元

で預ける必要はないのです﹂
︵前出・菅井さん︶

大きい︒あまり無理をしてま

定期預金に移せばいいんです︒
定期預金は簡単には引き下
ろせないので心理的に負担が

というなら︑普通預金の金額
が60万円になったら10万円を

預けた方が⁚⁚と考える人が

かく︑今は0・5％にも満た

引き出せるお金を手元に置い
ておいた方がいいでしょう﹂

80度変え︑月に使う金額を

たいなら︑まずは考え方を1

多いだろう︒
しかし︑三井住友銀行で中
ない︒つまり︑100万円を

％あった20年以上前ならとも

野支店長の経験がある菅井敏

とはいえ︑いつでも引き下

腐腰定期預金はしな

わらず︑無理して収

専一戦略プロデューサー
に。訂銀行員だけが知って

預けても1年間で5000円

トV

入のうちの20％や30％を定期

メガバンクで本店融責を
港当。現在は独立し、 マ

之さんは首を振る︒

う断言する︒

くありません︒ですが︑メガ

バンクは大企業の社員や公務
員などにはお金を貸してくれ

から生活費をメガバン

クに預ければ両方の恩

然便利︒メインバンク
は信用金庫にし︑そこ

出金はメガバンクが断

は店舗数が少なく︑入

ますが︑中小企業の社員や自
営業の人には審査が厳しい︒
一方︑信用金庫はメガバンク
が相手にしないような人を相
手にお金を貸し︑利益を上げ
ています︒少額でもコツコツ

恵も受けられる︒

﹁なんとなくメガバンクに預
けている人は︑銀行をお金を
預ける場所と下ろす場所とし
かみていません︒銀行にはも

住宅ローンや学資ローン︑
自動車ローンなど︑一生のう

預金し︑1000万円もの預
金になれば︑信用金庫なら融

う1つ︑お金を借りる場所と
いう大切な側面があるんです︒

ち銀行からお金を借りなけれ
ばならない状況は決して少な

資はもちろん担当者が
付くV−P待遇を受け
られるでしょう﹂
とはいえ︑信用金庫

腰帯金口虐腋メガパンクより借用金庫
あなたはどこにお金を預け
ていますか？
﹁違いはあまりわからないけ
ど︑とりあえずは大手なら間
違いないでしょ！﹂
って︑本当にそれでOK？

﹁メガパンクをメインバンク
にしている人は︑一生お金を
増やせませんよ﹂
前出の菅井さんはメガバン
クに勤めていたからこそ︑そ

メ廿りでンウ

億円金棒

いるなぜかお金に好か
れる人の小さな菅軋（P
HP文庫）力闇に。

︒
す
昼問働いている人であれば︑
銀行の業務時間外にあたる午

れは﹃手数料﹄をとるためで

﹁銀行がなぜいろいろな場所
にATMを設置したのか︒そ

し
穴
︒

gATMは使わない
お金を下ろすなら︑いつも
混雑している銀行の窓口より
も︑駅やコンビニにも設置し
てあるATM︑という人が多
いのでは？ 確かにATMは
いつでもどこでも下ろせて便
利だけど︑それが大きな落と

後6時以降や土日の方が断然
下ろしやすい︒ついつい21
0円ならいいや︑と思って︑

でも︑考えてみてください︒

ÅTV⁚を佗﹁ノてしまうんです︒

1050円︒年間にすればl

月に5回手数料を取られれば
万2600円にもなるんです
よ︒銀行員なら口がさけても

言えませんが︑それが銀行の
大きな収益の桂ですから﹂︵前

出・菅井さん︶
さらに︑コンビニのATM
では思わぬ出費に見舞われる

こゝ丁三三刈る−こい︑′・

ATMを使わないようにす

﹁お金を下ろしにコンビニに
行ったはずが︑飲み物やお菓
子など本来目的になかったも
のをついでに買ってしまう︒
こんな生活をしていては︑︐ぉ
金が貯まるはずもありませ
ん﹂ ︵前出・菅井さん︶

れば︑そんなこともなくなる

ガバンク社員の長岐隆弘さん

つくから″とかク今日はポイ
ント3倍デーだからあれも買

と100円買えばポイントが

一見お得に思えますが︑クあ

が常に顧客情報を管理してい

ださい″と言いたいと
ころですが︑難しいよ
うであれば一度整理して︑あ

カードは全て捨ててく

わけだ︒

に必要なものだけを買

情報は断ち切り︑本当

は﹁ポイントカードはあえて

っておこう″とか︑ポイント

てましょう﹂

かない憧れのブランド物がゲ
ットできるのは︑バーゲンの

時だけなんですけど⁚⁚︒

﹁銀行員時代の同僚には︒バ

ーゲンでは来年に着るための
服を写つクと決めている人が
いました︒そうすれば︑長く
着られる定番で上質なものを
選べるというのです︒いつで

だったのに︑この靴が〇〇円
だなんて″とか〝どっちにし
ようか迷うけど︑安いから両
方買っちゃおう″となってし

るようになる第一歩です﹂︵前
出・長岐さん︶

も計画的にお金を使えるよう
になることが︑お金に好かれ

まいがち︒バーゲンほど買い
物の判断基準が狂わされるも
のはありません﹂
けれど︑いつもなら手の届

〝本当はコートを写りつもり

ク持っているポイント

作らない﹂という︒
﹁銀行員は常にさまざまな企
業を相手に仕事をし︑企業が

貯まりにくいカードは潔く捨

まり行かない店やポイントが

う︒それが財テクの基
本です︒

消費者に巧妙にしかける思惑

るので︑メールやダイレクト

膨彦ポイントカードは作らない
家電量販店にレンタルビデ

オ店︑デパートやコンビニに
至るまで︑今やどのお店でも
幅を利かせるポイントカード︒

住所やメールアドレスを登
録していれば︑セールや特別

カードがあることでつい無駄

を理解しているので︑あまり

ありませんか︒しかも︑店側

な買い物をしてしまうことが

品の案内も送られてきて︑お

ポイントカードは作りません︒

メールで常に欲望を刺激する
ような情報が送られてきます︒

得感倍増！と思いきや︑元メ

バーゲンセール︒50％

が混在していて︑

トゲンセールには行かない緋緋⁝
季節の変わり目にな

オフは当たり前︑時に

ったりすることが多いので︑

ーゲンに行かないのだという︒
﹁バーゲンで売られている商
品は季節ものだったり︑その
年に流行っているデザインだ
ると︑一斉に行われる

は90％オフの商品もあ

る︒﹁服はバーゲンで
しか買わない﹂という

ってしまうんです︒

あっという間にたんすの肥や
しになり︑結局無駄遣いにな
しかも︑コートもシャツも

人も多いが︑前出の長
岐さんは基本的にはバ

107如拶

ヽl弓−沌■誇相川川ガ；l

J⁚∬指⁚∵‖⁚≒二も

元銀行員2人が教えてくれ
たお金にまつわる哲学を理
解したところで、次は、彼ら
が実際に行っている、お金
が集まる習慣を見ていこう。
そこには私たちが知らなか
った貯蓄の秘訣が満載！

する人がほと
んど︒それだ
け︑お金のこ

財布はお金の家
﹁金を愛するだけではダメだ︒

19世紀を代表するイギリス

金に愛されるようにならない
﹂
と

の銀行家であるネイサン・ロ

よくなる行動を習慣づけてい

スチャイルドの言葉だが︑銀
行員は﹂常日頃からお金と伸

る︒前出・菅井さんの話︒
﹁銀行員は出社する際に記帳

とを大切に考
えているんで
す︒そのお金
の家ともいえ
るのが財布で
す︒だから銀
行員はみな︑
新品のように
きれいな長財

布を使い︑お
札の向きを揃
えて︑出て行かないように頭

ク貯蓄″ ク固定費″ 〝給与振

を管理しやすくするために︑

込″と口座を分けている人が
多い︒生活費は給与振込用の

を下にしてしまっています︒
人が住みやすく居心地のい
い家を好むように︑お金もま

と簡単になります︒

口座から引き落とすようにし
ておけば︑お金の管理もずっ
りません︒

用明細を見てお金の管理に役
立ちますが︑2枚以上同時に

た居心地のいい財布を好みま
す︒これはただの迷信ではあ
こまめに財布
を整理すること
につながり︑自
然と財布の中身
やレシートの整
理につながるん
で
す
﹂

ることも多く︑お金の管理が

使ってしまうと決済日も異な

管理ができないと嘆く前に︑

急に難しくなってしまうんで

れた2枚までにしておきまし
ょう︒1枚だけであれば︑利

めに自宅に置いておく分もい

1枚もしくは︑非常時用のた

また︑クレジットカードは

さらにマネし
とクレジットカ

たいのが︑口座

﹂
す

これが要諦のようだ︒

管理ができるように整理する︒

ードの整理だ︒
前出の長岐さん
﹁銀行員はお金

は言う︒

いう銀行員︒前出の長岐さん

実はブランド好きが多いと

由は〝とてもいいものだと思

ガの腕時計だったんです︒理

買ったのは20万円はするオメ

行や貯蓄に回すなか︑彼女が

でした︒同期の行員が海外旅

ヨッブでアクセサリーをいく

贅沢をしても貯まるんですノ

っ
た
︒

が驚いたのは︑ある女性新入
行員の初ボーナスの使い遠だ
うし︑欲しかったから〟とい
うシンプルなもの︒

﹁彼女は短大卒の窓口業務の
万円︑初ボーナスは20万円程

担当︒月収は手取りで大体15

その後も彼女は銀座の高級
ブティックで買い物
ルで1度に数千円も

1円たりとも使わないからこ
ティーを楽しんだり

使ってアフタヌーン

そ︑貯金することができたの
です︒金額ではなく︑自分に
とって必要かどうかで買い物
⁚⁚︒でも︑彼女は

している人は︑クお得で

すよ″とかク大特価″と
いった言葉にだまされて
無駄な買い物をしてしま
にかく節約︑節約と考え

うことが多い︒また︑と

て無理をしているとスト
レスに感じ︑衝動買いに
走ってしまうこともあり

お金を計画的に考える

ます︒
ことができる多くの銀行

ろにお金を使う〟と考え

ではなく︑ク必要なとこ

をする︒そこが実に銀行員ら
しいです﹂
反対に︑安売りチラシを見

ていたんです﹂

お金もしっかり貯め

比べたり︑安いコンビニ弁当

員はク節約〟と考えるの
なんとその額︑3

ているからストレスをあ
まり感じずにお金を貯め

を買ったり︑セットメニュー

を頼んでしまう人はお金が貯

ることができるのです﹂

︵前出・長岐さん︶

まらないと長岐さんは言う︒
﹁お金を基準にして買い物を

年間で500万円︒
なぜそんなことが可

能だったのか︒
﹁開けば彼女は︑海
外の有名ブランドシ
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∠威

お金が貯まる環境が整った
ところで、ここからが肝心
の出費面。銀行員というと、
ケチなイメージが強いが、
そんなことはありません。
彼らは使うところにはきっ
ちり使っているんです。
つも見せてもらっても︑高級
ブティックでどれだけ試着を
しても︑気にいらなければ何
も買わずに店を後にする︒つ
まり︑彼女は必要なものには
お金を使い︑そうでなければ

貯蓄アリ

