オーストラリアで
伸び伸び
暮らしたいわ

何語で
しゃべるの？

カナダで
働けるかな…

編

番外

家族丸ごと海外へ
実現可能か、夢で終わるか…

海外移住
大計画

日経マネー 2011.9

えると︑このまま日本にいていい

10

のかっていう気分になるよな︒

妻 昔の友達がね︑ 年くらい前

にオーストラリアに移住してたの

タイ語、英語

よ︑意外と簡単に︒だからウチも

英語、中国語、マレー
シア語、タミル語

できるかもしれない!

英語、中国語、マレー
シア語、タミル語

1タイバーツ2.6円

夫 さっそく︑海外移住について

日本の1/3

1Mリンギッド27円

妻 ねぇあなた︑私︑最近考えて

日本の1/3

1Sドル65円

詳しい人に聞いてみよう︒

日本よりやや高い

銃所有許可

いることがあって⁝︒

普通

銃所有ほぼ禁止

アエルワールドの大森健史さん︵以

普通

銃所有禁止

夫 何だい？ 何でも話してよ︒

大変良い

下︑大︶ こんにちは︒私は各国へ

ロングステイ制度があ
り、取得条件は 50 歳
以上で年金収入が１カ
月に 18 万円以上ある
か、金融資産が210 万
円 以 上あること。 滞
在期間は1 年だが現地
で延長申請も可能。

！
？

妻 私たち家族４人で︑日本を出

長 期 滞 在ビ ザ（ M M
2H ）制度があり、最
長 10 年間の滞在が可
能。 取得条件は第一
に月収 30 万円程度以
上。 50 歳未満なら約
1350 万円以上の資産
を持ち、約 900 万円を
現地銀行の定期預金
にすれば取 得 できる
可能性が高い。

の海外移住サポートをしています

①約 14 億円以上の資
産を有し、指定の金融
機関で約7億円以上運
用できることが永住権
申請の条件。 ②現地
企 業に直 接 雇 用して
もらい、就労ビザを得
る。 30 代前半で英語
と中 国 語が話 せれば
可能性が高い。

て海外に移住しちゃわない

タイ

が︑どこの国を希望ですか？

マレーシア

夫 いきなりだな〜︒でも気持ち

シンガポール

妻 オーストラリアです︒

本誌／羽生祥子 撮影／大槻純一

は分かるよ︒子供たちのことを考

超高齢化社会、経済縮小、年金問題に原発問題…… 。
日本に住み続けるリスクを考えたら、
いっそのこと、海外へ移住しちゃえ！と思い立った一家。
はてさて、本当に海外移住はできるのか？
サラリーマン子育て世帯が
海外移住するための方法を本気で調べた。

ごはんは何？

50

5年後
あなたを救う

外貨投資
入門

ズ バリ教 えて！

大 移住先として人気ですが︑数年前か

妻 えっ⁝︵いきなりショック︶

と言っていいでしょう︒

層でない限り︑現在は大変難しくなった

ビザの取得は︑会社経営者や投資家富裕

大 残念ながら︑オーストラリアの永住

の方なら
﹁専門職枠﹂
で入れる可能性もあ

通用する医師︑看護師などのハイスキル

はそれほど有利になりません︒現地でも

大 そういう能力は永住権申請にとって

もあるんですが⁝︒

夫 すし屋かぁ⁝︒一応僕は管理職経験

Nikkei Money 2011.9

りますが︑ホワイトカラーの場合は直接

51

ら移住者が増えて︑今は条件を非常に難

a

現地の会社に雇ってもらう方が近道です︒

大森健史さん

しくしている んです︒英語の試験はネイ

アエルワールド 代表取締役
国際証券（現三菱 UFJモルガン・スタンレー
証券）
、旅行会社、IFA（独立系ファイナンシ
ャルアドバイザー）活動を経て、 ʼ04年に起業、
現在に至る。

カナダ

オーストラリア

ニュージーランド

権を取 得できる。 他
には資産家や投資家
向けの永住権があり、
約 9000 万円以上の資
産があり、約 4500 万
円を、指定の開発プロ
ジェクトに投資するこ
となどが条件。

永住権取得は 3 種類。
①投資移民枠の条件
は、資産約１億 4000
万円に加え、約 7000
万円を現地銀行に約5
年間無金利で預金す
ること。 ②専門職・技
術職枠は、学歴・語学
力・職業経験・年齢で
審査。 ③カナダ経験
クラス枠（上図参照）。

① 55 歳未満で優良な
事 業 歴、投 資 歴と約
１億 円 以 上 の 資 産を
有し、約 7000 万円以
上の債券投資が可能
なら永 住 権 申 請 の 可
能性がある。 ② 55 歳
以上の場合、退職者ビ
ザ（ロングステイ）制度
があり、不労所得額や
投資余力などで審査。

① 65 歳 以 下の場 合、
会社経営歴が最低3年
以上あり、約１億円以
上を現地銀行に４年間
投資できることが永住
権申請の条件② 66 歳
以上ならロングステイ
制度があり、約 8100
万円以上の資産があ
り約 5000 万円の投資
余力などが条件。

普通

良い

良い

良い

生活コスト

日本並み

日本並み

日本並み

日本並み

言語

英語

英語、フランス語

英語

英語

nt

Vis

ティブでも難しいといわれるほどです︒

教えてくれた人

永住権ビザ、 現状日本人なら100〜
300 人に約 1 人の割合
長期滞在
ビザの取り方 で当たる抽選で永住

ide

夫 オーストラリアはあきらめよう︒カ

カナダの「カナダ経験クラス」
と
マレーシアの長期滞在ビザ
だったら現実的です。

※アエルワールドの取材
をもとに編集部作成。

Res

ナダなど他の国はどうですか？

今はオーストラリアの
永住ビザ取得は難しい！

米国

各国の
永住権（ビザ）
制度

大 カナダは永住権取得への道が開けて

妻 私のような普通の会社員だと︑他に

どんな国に移住できますか？

大 マレーシアの長期滞在ビザは︑最近

は資産条件を高めに求められますが︑取

得できる可能性は高いです︵下表参照︶
︒

夫 シンガポールに一発で永住権取得す

るには 億円も必要って︑普通じゃムリ

っすね︵泣︶
︒まずは就職か起業かぁ︒

14

いる国の一つです︒方法は三つあります

子供はその間、インターナショナル
校で英語を習得。

が︑
﹁カナダ経験クラス﹂という移民枠が

Step 4

あり︑所定の留学や就労条件を満たせば

永住ビザを申請し、許可を待つ !

2

永住ビザを申請できるので人気です︒子

Step 3

1

供はその間︑現地の学校に留学させます︒

卒業後1年間、フルタイムで
専門技能職に就く。

妻 ふむふむ︑ 年間留学した後に就労

Step 2

ビザをもらって︑ 年間働けば申請でき

親が専門学校に2年間留学し、
3年間の就労ビザを取得。

るのね︒専門技能職って何ですか？

Step 1

大 すし職人や日本食の板前などの﹁手

カナダ
経験クラス
とは?

に職系﹂ですね︒

カナダ永住権を
ゲットする方法

昔、友達がオーストラリアに
移住したけど、
ウチもできるかしら!?

治安

銃所有許可

1ドル80円

銃所有禁止になりつつある

1カナダドル83円

銃所有禁止

1豪ドル86円

銃所有許可

1NZドル67円

