
しかもその３業態の正式ライセンスを持つ会社は現時点
では当社以外に確認できず、恐らく当社が日本初の

「総合金融代理店」となったものと自負しております。
　住宅の購入や、日常の事故・病気などに対する備え、
資産形成・資産運用のアドバイスから相続のご相談に
至るまで、お客様の様々な金融に関する課題の解決に
向けてワンストップでご支援いたします。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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日本初の総合金融代理店誕生！ 6 月より新体制へ
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新 株式会社バリュー・エージェント経営陣

　保険代理店は年々減っていますが、全国にはまだ約１９万店も存在しています。一方、金融商品仲介業者は
887 社と少なく、さらに銀行代理業者においては、まだ 81 社しかありません。（2020 年 3 月現在）

「保険」「住宅ローン」「証券」をワンストップでご案内！

　この度、バリューグループ内保険代理店４社で
ある、( 株 ) バリュー・エージェント、( 株 ) 神奈
川保険グループ、100ten life（株）、バリュー・トー
カイ（株）は合併し、新（株）バリュー・エージェ
ントに経営統合いたしました。

新（株）バリュー・エージェントにおいては、従
来の保険代理業、銀行代理業に加えて、新たに金
融商品仲介業の許可も取得いたしましたので、「保
険」「住宅ローン」「証券」の３つをワンストップ
で取り扱うことができる日本初の「総合金融代理
業」という業態になりました。



どのように変わるのか

取引金融機関がさらに増えました

全国へ広がる支店

今回の合併により、取引金融機関が追加され、損害保険会社 12 社、生命保
険会社 21 社、少額短期保険会社 3 社、証券会社 1 社、銀行 1 社、モーゲー
ジバンク 1 社を取り扱うことが可能になりました。従来から取り扱いのあっ
た保険代理業や銀行代理業以外にも金融商品仲介業が加わり、お客様のお
金の悩みに寄り添ったご提案を出来るようになりました。商品ラインナッ
プ以外にも、マネーセミナーの開催やブログによる情報説明、全国支店展
開による首都圏以外への営業活動などご提案手法の拡充にも繋がりました。
現在保険のみでお取引き中のお客様へ、更なる価値提供のために情報を発
信していきますので、今後とも当グループをよろしくお願い申し上げます。

グループ拡大に伴い、営業拠点も大きく増えました。
全国 10 拠点から 16 拠点へと拡大致しました。

【拠点情報】
東京本部
神奈川本部
札幌支店
秋田支店
郡山支店
100ten life 支店
横浜支店
保険コーナー
ARUHI 横浜関内店
ARUHI 藤沢店
相模原支店
厚木支店
三島支店
ARUHI 沼津店
東海支店
大阪支店

東京都千代田区内神田 1-10-1  平富ビル 5 階
神奈川県横浜市南区宮元町 1-21-15
北海道札幌市中央区南 1 条西 7 丁目 12-6  ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ7 階
秋田県秋田市新屋豊町 6-42
福島県郡山市菜根 4-25-10
東京都千代田区二番町 8-3  二番町大沼ビル 2 階
神奈川県横浜市神奈川区金港町 6-21  ヨコハマ長島ビル 4 階
神奈川県横浜市中区山下町 1  シルクセンター 6 階
神奈川県横浜市中区常盤町 3 丁目 36  関内 SS ビル 4 階
神奈川県藤沢市藤沢 484-25  第 2 吉田ビル 1 階
神奈川県相模原市南区上鶴間 7-2-12  FK ビル 2 階
神奈川県綾瀬市大上 7-1-2
静岡県三島市本町 12-22
静岡県沼津市平町 8-6 第 6 平成ビル 2 階
愛知県稲沢市平和町嫁振 357-1
大阪府大阪市中央区南船場 4-11-19  鉄田ビル 6 階

日本初の総合金融代理店

2019 年通常国会において「電子決済等代行業」「銀行代理業」「金
融商品仲介業」「保険代理業」の資格を一本化し「金融仲介業」と
いう業態を創設する構想が打ち出されました。
現状では、資産形成・資産運用や住宅の購入、日常の事故・病気に
対する備えなど用途ごとに担当金融機関が異なるため、お客様ご自
身が個別に金融機関を訪問し相談する必要があります。
この問題を、特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場から
顧客に資産運用アドバイスを行う専門家（ＩＦＡ／独立系ファイナ
ンシャルアドバイザー）を仲介させることで、お客様一人ひとりに
適した資産形成を促すことで解決していこうとするものです。
当グループはいち早くこの問題に向き合い、ワンストップで各種金
融商品・サービスを提案・成約出来る仕組みを整えました。お客様
のライフプランを軸としたワンストップ資産形成コンサルティング
をご利用ください。
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取引金融機関がさらに増えました

全国へ広がる支店

今回の合併により、取引金融機関が追加され、損害保険会社 12 社、生命保
険会社 21 社、少額短期保険会社 3 社、証券会社 1 社、銀行 1 社、モーゲー
ジバンク 1 社を取り扱うことが可能になりました。従来から取り扱いのあっ
た保険代理業や銀行代理業以外にも金融商品仲介業が加わり、お客様のお
金の悩みに寄り添ったご提案を出来るようになりました。商品ラインナッ
プ以外にも、マネーセミナーの開催やブログによる情報説明、全国支店展
開による首都圏以外への営業活動などご提案手法の拡充にも繋がりました。
現在保険のみでお取引き中のお客様へ、更なる価値提供のために情報を発
信していきますので、今後とも当グループをよろしくお願い申し上げます。

グループ拡大に伴い、営業拠点も大きく増えました。
全国 10 拠点から 16 拠点へと拡大致しました。

【拠点情報】
東京本部
神奈川本部
札幌支店

東京都千代田区内神田 1-10-1  平富ビル 5 階
神奈川県横浜市南区宮元町 1-21-15
北海道札幌市中央区南 1 条西 7 丁目 12-6  ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ7 階

日本初の総合金融代理店

2019 年通常国会において「電子決済等代行業」「銀行代理業」「金
融商品仲介業」「保険代理業」の資格を一本化し「金融仲介業」と
いう業態を創設する構想が打ち出されました。
現状では、資産形成・資産運用や住宅の購入、日常の事故・病気に
対する備えなど用途ごとに担当金融機関が異なるため、お客様ご自
身が個別に金融機関を訪問し相談する必要があります。
この問題を、特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場から
顧客に資産運用アドバイスを行う専門家（ＩＦＡ／独立系ファイナ
ンシャルアドバイザー）を仲介させることで、お客様一人ひとりに
適した資産形成を促すことで解決していこうとするものです。
当グループはいち早くこの問題に向き合い、ワンストップで各種金
融商品・サービスを提案・成約出来る仕組みを整えました。お客様
のライフプランを軸としたワンストップ資産形成コンサルティング
をご利用ください。

etc...



新しい取り組みを開始しました

ご好評頂いているマネーセミナーがWebで実施可能になりま
した。これまでは会場の都合により首都圏のお客様しかご参
加頂くことが出来ませんでしたが、これからは全国のお客様
にご参加頂けるようになります。
講師には、ファイナンシャルプランナーとして高い知識の証明
であるＡＦＰ認定を受けた蔭山と、投資助言や投資管理サー
ビス提供のプロフェッショナルである証の(社)日本証券アナ
リスト協会検定会員(CMA)の坂本が務めます。
お客さま一人ひとりの投資知識向上をご支援致します。

Web オンラインマネーセミナー実施中！

蔭山 あずさ 坂本 純衛

セミナー講師

実際の web セミナー風景

「トライアングル少額短期保険株式会社」と業務資本提携をいた
しました。商品開発に柔軟に対応できる少額短期保険会社と業務
資本提携を行ったことで、これまでお客様と接してくる中で見えて
きた新しいリスクに対して独自に商品開発を行う事が可能になり
ました。

トライアングル少額短期保険が

グループ会社に加わりました！ ご高齢のお客様からのご要望で開発された商品を紹介いたしま
す。年齢が上がるにつれて、死亡保険のニーズが高まりますが、
保険料が高額だったり、そもそも契約できなかったりとお客様の
ご要望に応えられないことがありましたが、こちらの商品は
リーズナブルな保険料でなんと89歳までのお客様がご契約いた
だけます。ぜひ一度お見積りをご依頼ください。

死亡保険・
引受基準緩和型死亡保険

資産運用
勉強会のご案内

資産運用って何から
スタートしたら

いいの？
とにかくお金を
増やしたい！

iDeCo?NISA?
たくさん情報が

ありすぎて
よくわからない…

老後の資金繰りが
心配だな

知っているかどうかで老後資産が 1,000 万円以上
変わってくる可能性があります。

ご自分の老後資産がいくら変わるかご確認ください！

2020 年度 新卒社員紹介

社会人としての自覚を持ち、一日でも早く会社の戦力に
なれるよう日々努力して参ります。様々な事に挑戦して
多くの知識を吸収し、全力で仕事に取り組んでいきます
ので、これからもよろしくお願いいたします。

これからの意気込み

福島県福島市

ソフトボール、サッカー観戦
（ソフトボールは全国目指して活動中です！）

素直さと責任感を持つこと

コロナ騒動がおさまってから
友達とヨーロッパ旅行に行きたいです。

出身地

趣　味

大切にして
いるもの

今一番やって
みたいこと

遠藤　聡平
東京本部　本店営業部

神奈川大学 人間科学部卒

遠藤　聡平
東京本部　本店営業部

神奈川大学 人間科学部卒

えんどう　  　そうへいえんどう　  　そうへい

出社できる日数もお客様と面会できる機会も減少してい
ますが、だからこそ一つひとつの経験を大切にして少し
でも多くのことを学んでいきます。また、誰よりも親身
になってお客様のことを考えるように取り組んでいきま
す。これからもよろしくお願いいたします。

これからの意気込み

青森県青森市

ライブ、ドラム、ゲーム（音楽が好きで、
邦楽も洋楽も聞きます。）

常に相手の気持ちを考えて行動することを
心がけています。

好きなバンドのライブやフェスに行ったり、
バンド練習がしたいです。

出身地

趣　味

大切にして
いるもの

今一番やって
みたいこと

吉田　夏海
東京本部　本店営業部

関東学院大学 人間共生学部卒

吉田　夏海
東京本部　本店営業部

関東学院大学 人間共生学部卒

よ し だ　  　  な つ みよ し だ　  　  な つ み

今年は２名の新卒社員が入社しました。現在はコロナウィルス感染症拡大防止のために訪問営業を極力自粛していますが、この期間
にお客様へ提供する商品知識や業界知識をつけ、騒動がおさまった後にスタートダッシュが切れるよう備えております。
まだまだ未熟な2人ですが、お客様へ価値を提供できるよう指導して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。



当グループ健康経営の取り組み／新サービスのご紹介

この度、「健康経営優良法人2020（中小規模法人部門）」
「令和元年度東京都スポーツ推進企業」に認定されました。
お客様の安心で快適な未来のために様々な事業に取り組ん
でいますが、お客さまの最大の資産は「何歳になっても働ける
健康な身体でいること」だと考えております。まずは皆さまに
呼びかける私たちが健康である証明として、認定に見合う取
り組みを行っております。

健康経営優良法人 2020 認定
東京都スポーツ推進企業認定

アスリートに最適なエナジー食料をご提供しています

当グループ会社「セロトーレ株式会社」
トライアスロン業界で唯一のトライアスロン専門雑誌「Triathlon LUMINA」を発行している他、トライアスロン大会の主催、

「エネもち」「Mag-on」を手がけるスポーツ分野向け高機能栄養補助食品を製造・販売しております。

Enemoti 恵根餅 Mag-on®  エナジージェル
￥280（税抜）
内容量：41g（1個 )
・エネルギー 120kcal ／マグネシウム 50mg含有

￥270（税抜）
内容量：40g（1本 )
・エネルギー 145kcal ／パラチノース 含有

近年の異常気象で、今後も予想される大型台風に備えて予防
点検をする方が増えております。
従来の屋根点検は、ハシゴまたは足場などを掛け、職人が屋
根の上に登り、危険を伴いながらの大掛かりな作業でした。
その為、お客様が屋根を気にしていても、手間的にも
費用的にも簡単に点検を依頼できませんでした。
しかし、ドローンを活用することで簡単・短時間・低予算で点
検をすることが可能になりました。台風シーズン前に「予防
点検」してみてはいかがでしょうか？

ドローンを活用した

屋根点検サービス実施中！

ドローンを飛ばすので
足場を組む必要なし！

・エネルギー 145kcal ／パラチノース 含有 ・エネルギー 120kcal ／マグネシウム 50mg含有

Triathlon LUMINA
￥1,200 ～（税抜）
名だたるレースの紹介から、当日のレースの様子、日々
のトレーニング方法などアスリートの求める情報が詰
まった情報誌です。

トライアスロン専門雑誌




