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私たちバリュー・グループと
お客様との絆を結ぶ
コミュニケーションレターです。
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バリュー・エージェント大阪支店を開設致しました！
大阪支店 支店長より挨拶
皆さま、お世話になります。
この度、株式会社バリュー・エージェント大阪支店の開設にあたり
まして支店長の重責を拝命致しました大田と申します。
昨今の保険業界の変化の中、グループ一丸となってお客さまに
「価値」を提供する使命を全うできる支店を目指し、皆さまのご指
導ご鞭撻を賜れればと存じます。
さて、皆さまご存知の通り、大阪をはじめ西日本では今年は天災の
被害が度重なりました。保険に携わる我々の役割も重要になってき
ています。大阪支店では損害保険は主に法人をマーケットとして
おりますので、引き続きサイバー保険や
今年の使命としてＢＣＰ・地震拡張担保を
積極的に推進して参りたいと思います。
バリュー・エージェントの企業理念である
「安心で快適な未来をお客様とともに創造
する」という気持ちで仕事に取り組んで
参ります。よろしくお願い致します。

大阪支店 支店長

大田 徹

夏の軽装「スーパークールビス」実施中です。
地球温暖化防止を目的としたクールビズ（ノーネクタイなど）は、
すっかり定着しましたが、東日本大震災以降に直面している節電の
必要性も踏まえ、弊社では主に営業メンバーが着用する、胸元に
グループロゴをプリントしたポロシャツを作成しました！！カラー
は、ネイビーとダークグレーの２色。
スタッフの私自身、見ていて涼しげでなかなか良い感じです♪
お客様とお会いする際、「軽装すぎる！」と思わずに、温かい目で
見守ってくださいね。
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バリュー・グループ新サービス紹介「データレスキュープラス」

データ保護・情報セキュリティ対策をしたい方へ

データ
復旧

✚

【特典】

サイバープロテクター
（サイバー保険）

「データレスキュープラス」とは！

データ復旧

データ保存機器の故障等によ
る物理障害と機器内部の電磁

✚

的記録に発生する論理障害に

サイバープロテクター

特典として、万が一の損害賠

【特典】

（サイバー保険）

データトラブル事例

対応する「データ復旧」に加え、
償と事故対応費用に備える
「サイバー保険」も付帯された
「サイバー保険」
新サービスです。

失ったデータの復旧には、
思った以上に費用が掛かってしまいます ...

データクラッシュが原因で
機器にあった大事なデータが
消えてしまった...
顧客データ

機密情報

重要書類

機器のデータ復旧には
費用がかかる！
HDD
法人サーバー
USBメモリ

219,000円
981,000円
135,900円

このように、失ったデータの復旧にかかる費用はなかなかの出費で

機器の寿命に

停電や落雷

システムの

よる故障

などの災害

バグや不具合

す。その悩みにお役に立てるサービスを新たに開発しました！
こちらのサービスで注目すべきは、充実保証に対するコスパの良さ
です！付帯されるサイバー保険だけでも、一般的には年間数十万〜
数百万円の保険料（売上高や業種等に変動
はあります）ですがデータ復旧も付帯して

操作を間違え

水濡れや衝撃

ウイルスに

たことによる

を与えたこと

よるデータの

誤消去

による故障

破壊

月額 5,000 円（税別）です。
とても身近で様々な理由で発生するリスク
ですが、意外と備えていない方が多く見受
けられます。まだこのリスクに備えられて
いない方は、お気軽にご連絡ください！

今、取り組むべき企業経営の課題
適切なメンタルヘルス対策と充実した福利厚生制度の整備
GLTD（団体長期障害所得補償保険）が課題解決！
福利厚生制度の充実は
人材確保に有効な処方箋です

メンタルヘルス対策は
見逃せない経営課題です
健康経営には労働者の健康管理における、メンタルヘルス対策もか
なり重要です。メンタルヘルス疾患者は年齢を問わず増え続けてお
り、精神障害による労災訴訟も増加しています。企業として求職者
への対応が問われる中、万全な対策が求められています。

人材確保対策を強化するために、福利厚生制度を充実させる企業が
増えてきています。
また、就職・転職する人々からも、企業選定の条件として、賃金や
労働条件等に次ぎ、福利厚生制度の充実度が着目されています。
優秀な人材を確保するためには、魅力ある制度導入が効果的です。

増える労災訴訟

福利厚生の従業員ニーズ

精神疾患による労災訴訟は年々増加

従業員が企業に求める福利厚生制度の分野

精神障害による労災補償請求件数は平成 28 年
2016 年
に過去最多の 1,586 件となり、企業のリスクマ
件
ネジメントとしても、休職者への対応が注目さ
れています。
今までよりもいっそう、企業のメンタルヘルス
2000 年 212 件
対策が問われる中、本当に効果的な対策とは？

1,586

出典：厚生労働省平成 28 年度「過労死等の労災補償状況」
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出典：明治安田研究所「福利厚生施策の新たな方向性」（2008 年 3 月）

「GLTD」が課題を解決します !!
長期間にわたる補償
精神障害も補償
無料サービスも充実

病気やケガでの長期休職によって減少してしまった所得を、最長で定年まで補償します。
途中で退職した場合も補償は継続します。
特約の付帯で、うつ病や統合失調症等の精神障害もカバーします。
（ただし 2 年間が限度となります。）
労働安全衛生法で義務化されたストレスチェックサービスが無料付帯されます。

マンション管理組合向け火災保険 HP がオープンしました！
ガリレオシリーズ 4 作目オープンです！

マンション火災保険

保険商品を紹介する自社運営サイト「ガリレオシリーズ」の
4 作目となる「マンション保険ガリレオ」をオープンしました。
マンションの共用部分を補償する「マンション管理組合向け
火災保険」。契約更新の度に保険料が値上がりして、契約見直
しを検討する管理組合様が増えております。
この保険は、保険会社により保険料に非常にばらつきが出る
可能性があります。もしかすると、現在ご契約中の補償・保険
料よりもお客様に適した保険会社があるかもしれません。
是非一度複数社見積もりを行い、お客様に最適な保険なのか
チェックしてみてはいかがでしょうか。

アクセスはコチラから→ https://hoken-galileo.com/apart/

バリュー・グループ、新たな取り組みのおしらせ

健康企業宣言

しました。

協会けんぽ東京支部は、事業主
の皆様に「健康経営 ®」に取り

事業主様のリーダーシップのもとに、

組んでいただくために、様々な
お手伝いをしています。健康企
業宣言はそのひとつです。

健康企業宣言

専門職による
生活習慣改善の
支援や、リーフ
レットなどの
教材提供など

とは

従業員の皆様とともに健康づくりにお
事業主様が「健康に取り組
む宣言」を行いご応募をい
ただいくことで、取り組む
健康テーマに応じた様々な
サポートをご提供します。

取り組みいただき、チェック項目を 80
点以上でクリア
すると「健康優良
企業」の認定証を
贈呈いたします。

（全国健康保険協会東京支部リーフレットより）

バリュー・グループの健康経営 ® への取り組み
弊社では、主に以下の 4 つの項目を重点的に取り組んでおります。

食

運動

飲み物のカロリー・
塩分等の表示等掲示

禁煙

毎週皇居ランの開催
朝礼時にストレッチ開始

事務所内完全分煙化
禁煙リーフレットの配布

心
相談窓口の周知
ストレスチェック実施検討

健康経営 ® は NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

『企業対抗駅伝 2018 東京大会』に初出場！
5 月 26 日に荒川の河川敷で「企業対抗駅伝 2018 東京大会」
が開催されました。
1 組 5 人でチームを作り、各 5ｋｍずつ走るというものです
が、5ｋｍ走るのはキツイという人向けに 2ｋｍ×3 人の
「ファン駅伝」の部もあり、
「とにかく頑張って皆で完走を！」
というチームの皆で楽しめる大会でした。結果は大会公式
HP からご覧頂けます！
バリュー・グループからはベテランから若手社員まで総勢
11 名が参加しました。上司も部下も、先輩も後輩もなくチー
ム一丸となってたすきを繋ぐというのも良いものです。
来年はもっと参加者を募って、出場者も応援も盛り上がる
社内の恒例行事にしていきたいですね♪
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