
当社は昨年末に株式会社神奈川保険グループの株式を 100％取得
し、完全子会社化致しました。神奈川保険グループは創業 46 年
の歴史ある保険代理店であり、神奈川県内に 4拠点を有し、生命
保険や損害保険だけでなく金融商品仲介業も営む総合金融代理店
です。
当社も神奈川県内で ARUHI の住宅ローンショップを２店舗展開
するなど、保険代理店の枠にとらわれない総合金融事業者を目指

して活動してまいりましたが、今回の両社の資本提携により、損
害保険、生命保険、住宅ローン、投資信託、DC（拠出型確定年金）
など、グループとして幅広い金融商品・サービスをお客様にご案
内することが可能となりました。
総社員数も 100 名を超え、今後も、地域に根差した総合金融ワン
ストップサービスを通じてお客様とともに安心で快適な未来を創
造できますよう精進を重ねてまいります。
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お客様の「安心」で「快適」な「未来」の創造
をミッションに、お客さまとの 絆 を結ぶ広報誌です

2019/3/1 VA 第５回経営方針発表会より2019/3/1 VA 第５回経営方針発表会より

株式会社神奈川保険グループと資本提携致しました

新入社員のご紹介

当社は、環境省推進の「COOL CHOICE」
に賛同し、「クールビズ」に取り組んで
います。
クールビズ中の社員の服装については、
ノーネクタイ、ノージャケット、ポロシャ
ツ着用にて業務をさせていただきますの
で、お客様・お取引先各位におかれまし
ても、趣旨をご理解の上、ご協力いただ
きますようよろしくお願いいたします。

チラシ

2019/5/22　KIG 経営方針発表会より2019/5/22　KIG 経営方針発表会より

趣味・特技

営業で大切に

していること

これからの意気込み

トライアスロン・おかずの
作り置き・お布団干し・
くまモン

お客様目線でお話しをし、
信頼関係を構築していく
ことです。

多くのお客様にこれからお会いできることが
とても楽しみです。長いお付き合いができて、
「この保険に加入してよかった」と将来喜ん
で頂けるよう、しっかり精進して参ります。竪本 優

クールビズのお知らせ

実施中！
地球温暖化防止及び省エネ
ルギー対策の一環として、
以下の期間におきまして、
クールビズ運動を実施させ
ていただきます。

当社ではノーネクタイ、ノージャケットでの

勤務を奨励しています。
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IIABA(※)

アメリカ視察レポート！！
(※)IIABA 「Independent Insurance Agents & Brokers of Ameica」 とは、
　　  会員数 25,000 社の米国最大の独立エージェンシー ・ ブローカー協会で、
　 　 全米独立エージェンシー / ブローカーの 73％が加盟しています。

アメリカ視察にあたり

オフィス風景
オフィスは効率化と快適性を重視
・ＰＣのモニタは１人につき２～３台。
・デスクは上下可動式（立って PCを操作）
上記の２つは殆どの訪問先で実施されていました。ペーパーレス化
も推進されており、オフィスのいたるところにスキャナがあります。

アメリカ訪問を経て
保険のプロであることへのこだわり
先進的なビジネスモデルやシステムの導入、仕事の効率化など多くの
事例を学ぶ内容の濃い研修ツアーでした。その中でも、訪問させてい
ただいたブローカーの方々が、リスクマネジメント、アンダーライティ
ング、事故分析などを通して、保険会社とは異なる立ち位置にある保
険のプロフェッショナルであるということを強くアピールされていた
事が印象的でした。今回の研修で学んだ事をバリュー・エージェント
で取り込み、金融のプロフェッショナルとして精進していく所存です。

6月 2日～6月 10 日まで、千秋及び川田の２名がアメリカの保険
業界視察ツアーに行ってきました。訪問先は、ワシントンDCと
サンフランシスコです。千秋が理事を務める IIABJ（アメリカ独立
代理店＆ブローカー協会日本支部）が毎年主催しているもので、
当社は今年で４回目の参加となります。例年千秋が参加していま
したが、今年は管理担当役員の川田も初めて参加しました。
東京、大阪、名古屋、福岡など各地の大型代理や、保険会社など
総勢１４名でのツアーにより、保険会社やブローカーなど８社を
見学、最新のインシュアテックの現状や、マーケティング、リス
クマネジメントや社内の業務フローなど先進的なビジネスモデル
を数多く学ばせて頂きました。また現地のブローカーの社長と懇
親会を行い、情報交換を行うなど貴重な体験になりました。

アメリカの保険事情
アメリカには保険会社の数が約 3,350 社と日本の 30 倍以上もあり
ます。保険会社はシェアを争うのではなく、収益性を重視するため、
保険の引き受け審査を厳しくしています。契約者が加入したいと
いっても、保険会社が契約を断るケースも珍しくありません。加
入できる場合でも、リスクにあった正しい保険料になっているか
をシビアに判断します。
保険のブローカーは、数多くある保険会社から、適切な保険会社
を選択し交渉するリスクマネジメントのプロとして大きな信頼を
寄せられています。

アメリカブローカーの特徴
アメリカの多くのブローカーは以下の４つに力を入れています。

インシュアテックの活用
インシュアテック（InsurTech）とは、
「保険（Insurelince）」×「テクノロジー（Technology）」 を掛け合わせ
た造語になります。
実際の活用例として、１つのフォームに顧客が回答すれば、複数保険
会社の申告書に自動転記され見積依頼ができるシステムを導入してい
るブローカーが複数ありました。他にも、独自開発したWebポータル
システムで顧客自身で複数の保険会社の住所変更や補償内容の確認が
できる仕組みを提供していたりします。これらの導入により、ブロー
カー側の手間が圧倒的に減る上に、顧客自身が操作することにより、
ブローカー側の入力ミスといった事務リスク軽減にも役立ちます。

業務効率の向上
従業員の役割を明確にし、（営業・営業事務・保険会社との折衝担当、
事故受付など）業務の幅を狭めて高い専門性を持たせることで、担当
の分野において高いパフォーマンスを発揮するようにしています。入
力作業・証明書発行といった定型業務や経理・人事といったノンコア
業務は、外部委託したり事務代行会社へアウトソースすることで、効
率化を図っていました。
また、アメリカでは業務の IT 化やペーパーレス化が進むことで、場所
を問わず仕事をすることが可能なため、多くの従業員が在宅勤務をし
ています。在宅勤務を勧めることにより、ワーキングスペースの節約
や多様な働き方ニーズへの対応による従業員満足度の向上にもつなが
ります。

マーケティング手法（SNS、新規開拓）
どのブローカーもWebによる集客には非常に力をいれていますが、
SNS を積極的に活用している事例が目立ちました。SNS で日々の業務
や顧客との対応を公開することで代理店自身のブランディングとして
非常に有効なようです。
また、「売上を伸ばすには？」という質問にはどの代理店も「良いプロ
デューサー（新規専門の営業社員）を雇うこと」と答え、新規開拓で
きる人材採用が成長戦略の柱と考えられています。特に特定の分野、
業界に特化している人材が重宝されています。

M&Aの推進
プロデューサーの採用と並び、どのブローカーもM&Aを成長戦略の柱
に据えています。大型化はますます促進され小規模代理店の生き残り
が難しくなっていく点は日本と同様だと感じました。また、投資家に
よる集合体などの新しい形態も出てきています。



「生命保険の仕組み」
と

「合理的な保険」

誰でもわかる！
生命保険講座

生命保険は
何のために加入する
ものですか？

もしもの時に、
収入減を
　 補うためです。

もしもの時に、
収入減を
　 補うためです。

一概に貯蓄の方法と言っても、保険以外に iDeco や NISA、投資など、
多くの選択肢があります。選択する貯蓄方法により、保険料控除や
税制上の優遇措置などの違いがあるため、ご自身に最適な貯蓄方法
を探してみましょう。詳しく知りたい方は、セミナーを開催するの
で当社営業担当までご相談ください。

養老保険と終身保険は、定期保険（いわゆる掛け捨て保険）に貯蓄機能
が付いたプランであり、養老保険にも終身保険にも掛け捨て保険代は含
まれています。養老保険と終身保険の違いは、満期の違いでしかありま
せん。

22 才 30 才 57 才

世帯主の入通院保障

配偶者のための死亡保障

子供のための死亡保障

生命保険の仕組み

保障 貯蓄＋

合理的な保険契約のタイミング

定期保険 (掛け捨て） 養老保険 or 終身保険

貯蓄

etc...

当社では、従業員様向けに無料で
資産運用セミナーを開催しており
ます。アナリスト歴 13 年、保険業
界歴 22 年の金融業界のプロが最も
合理的な貯蓄と保険の選択の仕方
をお伝えします。

当社では、従業員様向けに無料で
資産運用セミナーを開催しており
ます。アナリスト歴 13 年、保険業
界歴 22 年の金融業界のプロが最も
合理的な貯蓄と保険の選択の仕方
をお伝えします。

講師紹介

坂本  純衛坂本  純衛

の方法は色々あります。

35 才

生命保険加入のタイミングは、ライ
フイベントによって決まります！

さかもと   よしえさかもと   よしえ

生命保険を構成するのは、「保障」
と「貯蓄」の 2種類のみ！　

保険は専門用語が多く、理解することが難しい分野です。しかし、
実はとてもシンプルな仕組みになっています。
もし、今加入している保険の内容をきちんと理解していない、　保険
外交員に勧められて保険を切り変えたがそれで良かったのか、とい
う方は、是非当社営業担当までご相談ください。合理的な保険をご
案内致します。

保険は専門用語が多く、理解することが難しい分野です。しかし、
実はとてもシンプルな仕組みになっています。
もし、今加入している保険の内容をきちんと理解していない、　保険
外交員に勧められて保険を切り変えたがそれで良かったのか、とい
う方は、是非当社営業担当までご相談ください。合理的な保険をご
案内致します。

余計な保険加入に覚えはありませんか？

大きく分けて「自身」「配偶者」「子供」のため
の３つのタイミングに分かれます。

生命保険を大きく分けると「定期保険」「養老保
険」「終身保険」の 3種類ありますが、とても
シンプルに考えると実は 2種類になります。

まずは自身に対して入通院保障。ケガや病気により、働けなく
なった時の収入減を補う。（独身の場合、養う方がいないため、
死亡保険は必要ありません）

ご結婚時に配偶者のための死亡保障を追加。家族の世帯主とな
る方が亡くなることで発生する収入減から、残された配偶者が
生涯財政難にならないよう保障する。

お子様が生まれた時に死亡保障を追加。世帯主が亡くなること
で発生する収入減から、子供が社会人になるまでに必要な学費
や生活費を保障する。

合理的な保険

- ライフイベント毎に保障を追加する -

社会人に
なった時

結婚時
出産時 子供が

社会人に
なった時

講師講師



保険
業界 NEWS

TOPICS

01
損害保険大手 4社が自動車保険の保険
料を来年 1月にも値上げする見通し

１０月の消費税増税で自動車の修理費や販売代理店への手数料は増え
る一方で、保険料自体には消費税がかからないためコスト増を転嫁す
る。値上げ幅は１～３％程度が中心になるとみられ、各社は今秋まで
に詳細を決める。値上げするのは東京海上日動火災保険、損保ジャパ
ン日本興亜、三井住友海上火災、あいおいニッセイ同和損害保険の４
社。（SankeiBiz　7/3）

TOPICS

02
あいおいニッセイ同和損害保険
被災規模予測 サイトを無償公開

あいおいニッセイ同和損害保険は 17 日、台風や地震など自然災害の
ときに地域別の被災建物数をリアルタイムで予測するウェブサイトを
開設したと発表した。過去の支払い保険金のデータを活用することで、
災害が起きたときに市区町村別に何棟の建物が被害を受ける可能性が
あるかを試算する。リアルタイムの被災予測をウェブサイト上に無償
公開するのは業界で初めてとなる。（日本経済新聞　6/20）

TOPICS

03
地震保険、料率平均 5.1%上げ
損保料率機構

損害保険各社でつくる損害保険料率算出機構は 28 日、地震保険の基
本料率を平均で 5.1%引き上げると発表した。金融庁の審査を経て、
21年1月に保険料は上がる見通し。2019年1月に続く引き上げになる。
同機構が同日、金融庁に届け出た。最大の引き上げ幅になるのは福島
県の非耐火建築物で 15％。一方、引き下げになるのは愛知県などの
耐火建築物などで、幅は 18％が最大となる。長期契約の地震保険料
の割引幅は縮小させる。（日本経済新聞　5/31）

はじめに
保険は、天災や人災など起こりうる様々なリスク
に備えて新たな商品が生み出されています。
そのため、社会の流れにとても敏感です。ここで
は保険業界にまつわる記事を紹介していきます。

５月２５日、多摩川河川敷にて企業対抗駅伝東京大会が開催されました。
出場チームは 600 チームを超え、毎年大変な盛り上がりを見せています。
当社は去年に引き続き 2度目の出場です。社員間のコミュニケーション
を深める方法として、飲み会や社員旅行などは大切です。これに加え、
今回駅伝でチーム一丸となり走ったことはスポーツで社員の一体感を味
わえるとても有意義な機会となりました。なんと今年は、中小企業部門
で７位！毎週の皇居ランに地道に取り組んだ効果を見せてくれました！
フルマラソンの経験もある新メンバーも加わり、来年は更なる成績を目
指していきます。これからも心身ともに健康な企業であるよう努めて参
ります。

企業対抗駅伝に出場しました

TOPICS

04
国税庁、経営者向け「節税保険」
の新税制を公表

国税庁は6月 28日付で、法人契約の定期保険、がん保険、医療保険の
改正通達を公表。定期保険はピーク時解約返戻率に応じて全損、60％、
40％、10％の損金割合を適用し、短期払込の医療、がん保険は1被保
険者あたり年間30万円までの損金算入を認めると改正されました。企
業の福利厚生として導入されている「全員加入養老保険（1/2損金）」
は存続し、生命保険会社各社は8月以降に法人向け生命保険の販売を
再開の予定。なお、令和元年7月 8日以前の契約については、今回の
改正の影響を受けずに従前の経理処理が継続されます。

当社トライアスロン部では、個人での大会出場と団体での大会出場を推奨
しております。直近では、新入社員の竪本が五島長崎 国際トライアスロン
大会の日本選手権部門（水泳 3.8km、自転車 180.2km、マラソン 42.2km）
に初出場し、見事完走！ 20 代女性部門で第二位を獲得致しました。
また、トライアスロン部部長の辻がサロマ湖 100kmウルトラマラソンに
初挑戦！見事サブ 10（10 時間以内完走）を達成致しました。
８月に開催される木更津トライアスロン大会には、当社より 7名が出場予
定です。木更津トライアスロンは当社グループ会社のセロトーレ株式会社
が企画しており、去年から引き続き 2度目の参加になります。

VA トライアスロン部　活動報告


