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医科組合員 4,084人

歯科組合員 3,082人

合計 7,166人

（2020年９月20日現在）

ワインというと少し敷居が高いと感じられる方も多いと思うのですが。

最後にDr.CONTIサイトの特徴を教えてください。

保険医協同組合
11月休業日のお知らせ

日曜・祝日　第２・第４土曜日
◆尚、業務時間は平日９：00～17：00
　土曜９：00～12：00です。

協同組合ニュースのバックナンバーは、ホームペ
ージで見ることができます。ぜひご覧ください。

　2020年10月１日。あらたに大阪府保険医協同組合の酒販サイト（大保協商事）Dr.CONTI

がOPENしました。オープン記念で希少なワインを特別価格でご紹介したこともあり、多く

の先生方にご利用頂きました。そもそも、大阪府保険医協同組合がなぜお酒を扱っている

のでしょうか？いまや、10年目に突入した協同組合酒販事業の現在と未来を、酒販事業を

立ち上げた張本人である白山みさき大阪府保険医協同組合企画事業部次長に聞きます。

　以前から保険医まつりで地ビールやワインの業

者が試飲販売会などをやって、ご参加いただいた

先生方に好評を得ていました。その様子を見て先

生方の声に応えたいと思ったのがきっかけです。

それから、本格的に準備をはじめ、酒販免許を取

得したのが2010年の夏。何回も税務署に通い、な

んとか酒販事業を始めました。初めて企画したの

が、大阪各地の蔵元の「日本酒セット」でした

が、ほんとに注文が来るのか心配でドキドキでし

た。注文が来たときはスタッフで大喜びしたのを

覚えています。

　その後は各方面に足を運び、取引先を増やしな

がら、たくさんの企画を行い今に至ります。

　そして３年目に「先生方と直接会おう」という

ことで始めたのが、各地でのワイン会です。

　北は青森から南は鹿児島まで、居酒屋やホテル

でのワイン会を、10年間で通算60回程開催しまし

た。初対面でも旧知の仲のように笑いながら話が

できる…ワイン会にはそんな「人を笑顔にする

力」があると肌で感じました。

　酒販事業の名称をDr.CONTI（ドクター・コン

チ）と名付けましたが、これは、お酒に関するあ

らゆる悩みを【根治＝CONTI（コンチ）】したいと

いう想いから、事業名称としました。

　全国のドクターのための専属ソムリエとして、

　「ワインは、難

しい＝敷居が高

い」と、感じられ

る方も多いです。

でもそんなことあ

りません。最初は

自分が美味しいか

不味いかで判断し、購入されたらいいと思いま

す。同じ醸造酒なのに日本酒と比べると、価格の

幅も味の幅も非常に大きいのがワインです。そこ

が奥が深いといわれるゆえんです。。

　実際に利用されている先生の話ですが、10年前

　取引先と交渉して、希少品や会員だけの特別価

格をだすために、サイトは全国の保険医協会員し

か閲覧、購入ができないようになっています。掲

載ラインナップは希少性やドクターに人気の高い

商品を中心にしています。また、ID・PASSの発行

をさせていただいた方には毎週木曜の13時頃にド

セミナー案内

「直前まで相続税の調査を最前線で行って
いた元国税調査官が語るPart４
～税務署はここをみている！否認されない
相続税対策の全て～」
講　師：税理士法人KAJIグループ

　　　　山田　健児　先生

　　　　株式会社　JUST FOR YOU

　　　　代表取締役　谷　敦　先生

日　時：11月14日（土）

　　　　14：00～16：00（開場　13：30）

　　　　（セミナー終了後の個別相談あり）

　　　　（事前予約先着順）

参加費：無料

対　象： 大阪府保険医協同組合の組合員、

組合員のご家族

会　場：OMMビル２階205号室

　　　　（大阪府大阪市中央区大手前1-7-31）

問合せ：保険共済部　℡06-6568-2230

　　　　（担当：内原）

※ 感染症対策の上、人数を限定（25名）し

て開催いたします

ドクターのための酒販サイト　　　　　　ドクターのための酒販サイト　　　　　　

大保協商事株式会社
（大阪府保険医協同組合の100％出資子会社）
TEL：06-6568-2741（代表）
FAX：0120-562-038
大阪市浪速区幸町1-2-34
企画事業部酒販担当：白山（しらやま）・
　　　　　　　　　　新飯田（にいだ）

Dr.CONTIのサイトへは大阪府保険医協同組合
オフィシャルサイトからもアクセス可能 　 　
※アクセスにはIDとパスワードが必要です

に800円くらいのお手軽な価格帯のものから始め

られて、どんどんワインの魅力にはまり、今では

ブルゴーニュワインを嗜まれるといった方が何人

もいらっしゃいます。

　奥が深く、はまるのが怖い（笑）から、高い敷

居に見えているのかもしれませんね。

　でもはまってみると面白くて、そして探求する

にふさわしいお酒が『ワイン』なのだと長年携わ

ってきて感じています。サイトに高額ワインしか

みあたらない場合も、是非私達専属ソムリエにご

相談ください。1000円代のワインから、一緒にワ

インの旅に出かけましょう。

クターコンチメールニュースとして、「今週の１

本」などの情報を発信します。ご質問も気軽にし

ていただき、私達スタッフを身近に感じてくださ

れば幸いです。

　ぜひ、一度覗くだけでもいいので、ドクターコ

ンチサイトに遊びにいらしてください。

Dr.CONTIDr.CONTI
ってなに？ってなに？

なぜ協同組合自身が酒販事業を立ち上げようと考えたのですか？

今回、あらたにDr.CONTIという酒販サイトを開設されましたが、
このサイトをどういう風に育てていきたいですか？

単なる通信販売サイトではなく、私たちにしかで

きない企画や、ドクターが求めるものを、コスト

パフォーマンスを兼ね備えた形で運営していきた

いと考えています。

ドクターコンチ 検索
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有権を相続されて、お母さんは配偶者居住権を

相続されたとします。

　まず配偶者が85歳の場合、配偶者居住権は

1,614万円、子供さんの所有権は4,886万円で合

計6,500万円になります。次にお母さんが亡く

なり２次相続が発生した場合、この1,614万円

は配偶者死亡により０円評価になります。

　これが配偶者が70歳の場合ですと、配偶者居

住権は3,176万円で、子供さんの所有権は3,324

万円。3,176万円という配偶者相続額について

は、配偶者には１億６千万円までの相続につい

て相続税は軽減される特例があり、また、配偶

者が亡くなった時には０円評価になりますの

で、２次相続税も節税になるというわけです。

　この配偶者居住権は、①配偶者の財産が既に

多い場合、②配偶者には金融資産を中心に相続

してもらいたい事情がある場合、③年齢差があ

る夫婦、④配偶者に先夫との子があるなど２次

相続でもめそうな場合に特にマッチします。

　お母さんに土地・建物の所有権を相続しても

らうと、お母さんが亡くなった時には当然遺産

分割協議の対象になりますので、２次相続で子

供さん達が揉めそうな場合や配偶者に先夫との

子供がいる場合は、遺言や遺産分割協議にこの

配偶者居住権を活かすことをお勧めします。

対 象 商 品対 象 商 品厚生労働省医療機関・薬局等における
感染拡大防止等の支援事業

タムラテコ　オゾンエア機能付き空気清浄機　BT-180H

・防護ガウン20枚
・防護服Ｍサイズ５枚・防護服Ｌサイズ５枚

納期：２カ月程度　残り限定30セット

第２回　配偶者居住権で２次相続の節税

相続申告累計2200件以上　遺言作成700件以上　調査省略率98%以上  の近畿№１の実
績を有している（株）相続ステーションへのご相談等は、大阪府保険医協同組合・保険共済部
までご連絡いただきましたら、すぐにおつなぎ致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

大阪府保険医協同組合・保険共済部
☎06（6568）2230
 スマホからのお問い合わせはコチラ▶

それとも『相続』は 『争族？（家族で争う）』『想族？（家族を想う）』

いつか訪れる
誰にでも『相続のス・ス・メ』

　昨年の民法改正で新設された「配偶者居住

権」。2020年４月１日以降の相続からの適用に

なりますが、今回はこの配偶者居住権を利用す

ると２次相続税が大幅に節税できるというお話

しです。

　まず『配偶者居住権』を一言でいうと、相続

する土地・建物を「所有権」と、利用する権利

である「配偶者居住権」に分けることができる

ようになったことを意味します。

　例えば、お父さんが所有していた建物にお母

さんが同居されていたとします。お父さんが亡

くなった場合、お母さんは遺言や遺産分割協議

でその土地・建物の所有権を取得するのではな

く、「私は住める権利だけで良い」という遺産

分けができるようになりました。お母さんが土

地・建物を相続すると、次にお母さんが亡くな

った時、すなわち２次相続の時にその土地・建

物にまた相続税がかかりますが、「配偶者居住

権」を使えば２次相続時には、住む権利を有し

ていた当事者の死亡により「配偶者居住権」は

消滅する為に評価は０（ゼロ）となり、相続税

が随分節税できるようになったのです。

　では、この配偶者居住権を利用するとどれく

らい節税できるのか試算してみます。建物は木

造築20年で、その時の建物の相続評価額が500

万円、土地の相続税評価額は6,000万円で合計

6,500万円。これを子供さんが土地・建物の所

税理士・行政書士・FPなど、８種類も
の資格を有する相続・遺言・不動産など
財産に関する総合エキスパート。

（株）相続ステーション
代表税理士　寺西 雅行

セレクション

今月の
組合
今月の
組合

　無床診療所では100万円を上限に実費が補助されます。まだ枠を使い切って

いない医院におすすめの商品をご紹介します。

　HEPAフィルター、活性炭フィルター、酸化チタン
UVランプでしっかり空気清浄。さらに２種類のオゾ
ン発生装置で昼間は0.1ppmの低濃度オゾンで緩やか
に除菌。夜間不在時は高濃度オゾン燻蒸で除菌。広さ
100平米まで対応。
　サイズ　Ｗ400×Ｄ240×Ｈ680mm

　HEPAフィルター、活性炭フィルター、
オゾン発生機をコンパクトな卓上型に。
USB電源でどこでも使いやすい。
　サイズ　直径66×高さ180mm

　奈良県立医科大学の研究でオゾンが新型コロナウイルスを不活化に有効で
あると発表され、オゾン発生機能付きの空気清浄機が注目されています。

限定30セット！注文はお早めに 限定30セット！注文はお早めに セット販売

支援事業の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。▶ 医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援事業 検索

BT-180H １台
＋

Space Clean Loop ２台

組合員価格（税別）
350,000円セットセットでで

今ならご成約の方に今ならご成約の方に

プレゼント！プレゼント！

　医院の入り口や受付に設置し患者さん自身が体温をセルフチェックすることで、
スタッフの負担軽減になります。

AI顔認識により顔の位置を特定し、
一番高い体表温を取得。検知スピード
0.2秒。マスク着用確認機能搭載。

使用イメージ

専用自立スタンド使用の場合・卓上
スタンドも取り扱いしております。

セルフチェックを手軽に瞬時にセルフチェックを手軽に瞬時に

組合員価格および納期についてはお問い合わせください

HIK VISION－アイリスオーヤマ　AIサーマルカメラ

ご注文・資料請求・見積もり・お問い合わせは ℡06‒6568‒2741 田辺・寺内まで

タムラテコ
卓上型空気清浄機能付オゾン除菌脱臭機
Space Clean Loop

手をかざすとセンサーが反応し、自動的にアルコール液を吐出します。

容量　500ml
電源　単３乾電池４本
サイズ　Ｗ80×Ｄ150×Ｈ196mm
専用トレイ付き

容器に触らないから衛生的容器に触らないから衛生的

組合員価格　5,500円（税別）
※電池・薬液は別売り

ダイト　卓上型センサー式ディスペンサー　ADT-500S
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