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当社は山形県天童市にある
総合保険代理店です
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かつてない超低金利時代、お金を預けたり増やしたりはとても難しい時代ですが、お金を借りる
場合はとても良い条件が整っています。固定金利は表面的には金利が高く感じることもあるでしょ
うが、将来設計が明確になり、より安心して生活を送ることが可能となります。
住宅ローンのご相談は初回無料、軽減効果が明確な場合、有料相談となります。
【ＦＰコンパスYoutubeチャンネル】にて「時代に合わせた金利の選び方」について解説していま
すので、合わせてご覧ください。

【相談内容】30代ファミリー（4人家族）

・期間固定の変動⾦利にしていたら⾦利が上がってしまった。

この先も⾦利が上がったら返していけるか不安。固定⾦利にしたい。
・返済期間が⻑いので短くしたい

相談した結果

・今までより低い⾦利で、さらに全期間固定になって安心︕
・返済総額が大幅に減少、返済期間も短くなりました︕

借換え後
借換え前

ローン残高

2,930万円
５年短縮︕
残り期間
30年
⾦利
0.91％（固定） 0.85％削減︕
返済額月額
93,000円 3,300円増加
総返済予定額 3,349万円 528万円減額︕
ローン残高

2,880万円
残り期間
36年
⾦利
1.76％（変動）
返済額月額
89,700円
総返済予定額
3,877万円
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お役立ち情報

自然災害と火災保険

●災害列島日本、再び
この度の台風１９号による被害
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た場合は可能な限り片づける
前に破損のあった個所、全体、
表札などの写真を撮っておかれ
るよう、お願いいたします。

台風で被災された方の「り災
証明」「家屋の片付け」「受けら
れる支援」などにつきまして、
「震災がつなぐ全国ネットワー
ク」様の記事が、皆さまのお役立
ちになる内容です。ホームページ

● ハザードマップ 浸水予想と

でも浸水するケースもありま
すので注意が必要です。

子供の医療費は無料だから

宣告されてしまうと、二度と

特殊な保険で、一度がんと

がん保険に入ることが出来

がんになったことがあるか

ません。必ず告知で過去に

確かに、各自治体で児童の

子供のがん保険は保険料が

聞かれます。一方、医療保険

情報も記載されております。

付き添いが必要で、長期化す

非常に安価に設定されてい

医療費補助があり、治療費の

各市区町村では洪水ハザード

避難場所やルートの確認は

るケース。代表例は小児がん。

ます。診断金や１年に１度

などは完治後およそ５年

マップを用意しています。今回に

有事の際に必ず役に立ちます。

小児がんの罹患率は１万人

負担はほとんどありません。

限らず、豪雨等で実際に浸水の

最近はドローンなど技術の

経過していれば加入できる

あった地域と、 ハザードマップで
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マップには災害時の避難所

子供にこそ「●●保険」

丸森町のように想定エリア外

避難所情報

http://blog.canpan.info/shintsuna/

舞い申し上げます。
台風１９号は各地に甚大な被害を
もたらし、今もなお、浸水や停電が
続く地域もあります。被害に遭わ
れた方々へは、謹んでお見舞い申し
上げますとともに、一日も早い復旧
を心よりお祈り申し上げます。
当社で扱っている火災保険や自動
車保険は、このような災害被害を

ハザードマップ活用

受けられた際、生活再建のお役に立
ちます。

お役立ち情報
天童市洪水避難地図（洪水ハザードマップ）の地図
天童市のホームページより確認ができます。
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お電話で
申込みフォームから

0800-800-1567
右ＱＲコードを読み取りください

0120210-545

損害保険各社の「事故」発生時の連絡先

携帯でも使用可、365日24時間対応

恐れ入りますが、当社では休業中、営業時間外は留守番電話対応となります。

翌営業日以降、各担当者から連絡、または訪問をさせていただきます。

請求の方法などでご不明点等ござい
ましたらお気軽にご相談ください。

支払件数 １９５件
支払保険金合計
３５，９６５，２００円

●損害保険部門

給付件数 ５６件
給付金合計 １４，１９０，０００円

２０１９年１月から１０月まで、当社
で取り扱う医療保険、がん保険、生命
保険、火災保険、自動車保険、傷害保
険などの支払い状況は次の通りです。
●生命保険部門

【保険支払い状況 １月～１０月】

セ コ ム 損 害 保 険

0120-256-110

損保ジャパン日本興亜

0120-258-365

三井住友海上火災

0120-024-024

あいおいニッセイ同和
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各講座のお申し込みはこちらから

