
第５回 代協 銚子支部役員会 12/8  13 時～ 

出席 加瀬 熱田 山本（ダイナミック）山本（山本保険）石井 藤代 向後 

欠席  

 

議題 

１．委員会報告 

１）総務 熱田 

特になし 

２）組織 加瀬 

会員アンケート 12/31 まで  12/15 に委員会開催予定。引き続き協力お願いします 

３）広報 山本 特になし 

４）教育 向後 コンサルティングコース申し込み開始した。22 名ノルマ  

５）CSR 藤代 セキュリティセミナー参加ありがとうございました。 

12/14 BCP セミナー開催予定 

 

２．オンライン懇談会について →（案）1 月 26 日（水）1３時３０時～1５時０0 分 

12 月 7 日までに参加申し込み確認（オンライン） 

https://docs.google.com/forms/d/1gs4-OpH8Uznl1_kgSjJgrbDXKQgT9M9GwXZFt8MszYg/edit 
 

グループ分け 

・代理店存続について ・・・代理店 vs ディーラー、AI、銀行、ネット通販 etc 

担当：藤代 

・業界・保険会社の動向 ・・・体制整備、採用、人材育成 、DX 、 コロナ対応 etc 

担当：山本聖 

・代協への要望、意見 

担当： 

 

担当の役割 

進行役をお願いします。参加代理店さんの悩みや課題等の意見をいただいて話し合う 

 

   

メールで懇談会の案内を送付（メールで一斉送付）し、12 月上旬に回答状況を確認し、各保険会社ごとに取りま

とめする 

 

 東京海上 山本（ダイナミック保険） 

 損保ジャパン 藤代、石井 

あいおい 熱田、向後 

三井住友 加瀬 

共栄、その他 山本（山本保険） 

 

12/24 までに確認をお願いします。 

確認事項 

https://docs.google.com/forms/d/1gs4-OpH8Uznl1_kgSjJgrbDXKQgT9M9GwXZFt8MszYg/edit


１．オンライン懇談会出欠 

２．参加者氏名 

３．イベント案内用メールアドレス 

４．希望する防災グッズ（非常食、防災セット、カロリーメイト、ヘルメット、モバイルバッテリー） 

５．興味のあるテーマ（代理店存続、業界動向、代協活動について） 

 

 

 

 

・懇談会冒頭に情報提供のコーナーを設ける。 

代協活動について 1０分（代協活動の概要）小口会長に打診予定 

代理店賠責 1０分（損保ジャパン社員に確認→担当異動で不可） 

ドラレコ 10 分  ドラレコ販売に力を入れている代理店２，３店に 3 分程度ずつ取り組み内容を発表していただ

く 

 

３．予算について 活動費 25 万円 

以下の防災グッズをアンケートで選択してもらい、各会員に送付する。 

アルファ米詰め合わせセット  

ファミリー・ライフ 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 4378 円/1 個 

カロリーメイト 非常食 ロングライフ 60 個 7,776 円 

折り畳みヘルメット 

モバイルバッテリー 

 

 1 月末で締め切り、2 月に各会員に送付 

 

４．監事講評 まごころ保険 石井 

５．次回予定 1/12 （水） 13 時～14 時 リハーサル予定 

 

担当 代申会社 代表者 代理店名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 携帯番号 e-mail

熱田、向後 あいおいﾆｯｾｲ同和 鈴木　正雄 有限会社ほけんアイランド 288-0033 銚子市　南小川町　758-2 0479-25-1112 0479-25-1115 090-2238-8200 xmmdh725@yahoo.co.jp

熱田、向後 あいおいﾆｯｾｲ同和 片山　貴夫 有限会社カタヤマ 288-0046 銚子市　大橋町　3-4　辻野ビル2030479-25-2515 0479-20-1365 090-3439-5251 kata@sepia.ocn.ne.jp

熱田、向後 あいおいﾆｯｾｲ同和 内山　孝 郡司鈑金 289-1701
山武郡　横芝光町　篠本
4072-2 0479-85-1214 0479-85-1218 gunji@coral.plala.or.jp

熱田、向後 あいおいﾆｯｾｲ同和 石田　輝彦 株式会社 井上保険事務所 289-2143 匝瑳市　八日市場　ロ　137 0479-73-1263 0479-73-3588 spga77b9@watch.ocn.ne.jp

熱田、向後 あいおいﾆｯｾｲ同和 熱田　隆道 株式会社熱田保険事務所 289-2504 旭市　ニ　6112-5 0479-63-8108 0479-63-9769 090-6797-8533 selvus7@if-n.ne.jp

熱田、向後 あいおいﾆｯｾｲ同和 内田　健一 株式会社Ｉ.ＳＵＰＰＯＲＴ 289-0505 旭市　萬歳　899-4 0479-68-3300 0479-68-1553 uchida@isup.jp

熱田、向後 あいおいﾆｯｾｲ同和 田嶌　一博 有限会社田嶌保険事務所 288-0877 銚子市　宮原町　649 0479-33-3730 0479-33-4088 ioitajima@ybb.ne.jp

熱田、向後 あいおいﾆｯｾｲ同和 岡田　和明 株式会社　ユナイト 288-0041 銚子市　中央町  6-1 0479-21-3458 0479-21-3459 080-1354-0721 unite_co_ltd@theia.ocn.ne.jp

山本圭 共栄火災 青野　貴之 株式会社玉家保険事務所 288-0874
銚子市　豊里台　３−１１１
０−６７ 0479−21−3203 0479−21−3253 tamaya-j@amber.plala.or.jp

山本圭 共栄火災 齋木　信 株式会社銚子保険センタ－ 288-0041 銚子市　中央町  17-13 0479-24-5460 0479-25-4068 c-hoken@aw.wakwak.com 

山本聖 東海 鈴木　政敏 有限会社旭中央保険センター 289-2501 旭市　新町　513-2 0479-63-2268 0479-63-2297 090-3236-4611 asahichuo@amail.plala.or.jp

山本聖 東海 山本　幸男 株式会社ダイナミック 288-0802 銚子市　松本町　1-6-9 0479-22-0851 0479-22-7753 dynamic110@movie.ocn.ne.jp

山本聖 東海 座古健一朗 有限会社トータルプラン 288-0044 銚子市　西芝町　3-6-201 0479-25-4781 0479-25-5503 zako.totalplan@athena.ocn.ne.jp

山本聖 東海 石見　輝男 株式会社保険の　One　to　One 289-2714 旭市　三川　4450 0479-57-5909 0479-57-5906

山本聖 東海 鈴木　勝智 株式会社ケーズファクトリー 289-0611 香取郡　東庄町　新宿　1625 0478-86-5015 0478-86-3870 carshop@pastel.ocn.ne.jp

山本聖 東海 大網きみ子 合同会社　ＡＺサポート 289-0611
香取郡　東庄町　新宿
2268-3 0478-86-5280 0478-79-9470 ooamigagj@ruby.plala.or.jp

山本聖 東海 佐藤　良雄 鏑木佐藤 289-0511 旭市鏑木1800-3 0479-68-2711 0479-68-2901 h-satou@amber.plala.or.jp

加瀬 三井住友 斎藤　真一 株式会社保険のフロンテア 288-0861 銚子市　芦崎町　604-1 0479-33-3012 0479-33-3013 hoken_frontier@road.ocn.ne.jp

加瀬 三井住友 山本　繁 株式会社山本保険事務所 289-2504 旭市　ニ　2486-1 0479-60-3457 keiichimochi@gmail.com

加瀬 三井住友 加瀬　昌之 株式会社プラスＯＮＥ 289-2511 旭市　イ　253-11 0479-74-8016 0479-74-8019 ibutann614@kme.biglobe.ne.jp

加瀬 三井住友 長田　洋和 総合保険センター株式会社 289-2148 匝瑳市　飯倉台　3-21-6 0479-79-0371 0479-79-0372 info@sogohoken-center.com

加瀬 三井住友 山崎　正治 株式会社エバーグリーン 288-0813 銚子市　台町　1812-1 0479-21-6023 0479-21-6024 ch4034475@catv9.ne.jp

加瀬 三井住友 神崎喜美雄 株式会社エムエス・エージェンシー 289-2613 旭市　後草　2030 0479-55-2023 0478-79-9558 ms.agency.71@gmail.com

加瀬 三井住友 小林  友明 オールホケン株式会社 288-0045 銚子市　三軒町　18-1 0479-22-8164 0479-22-8169 usisi3636@yahoo.co.jp

加瀬 三井住友 村越　正昭 ネクサス　コンサルティング 289-2147 匝瑳市　飯倉　56-1 0479-85-5331 0479-85-5332 nexus.consulting.sosa@gmail.com

藤代、石井 損保ジャパン 宮内　義雄
有限会社テイアイエス　安田総合保
険 289-0601

香取郡　東庄町　笹川イ
5568 0478-86-3000 0478-86-1026 ys.tis5568@gmail.com

藤代、石井 損保ジャパン 渡邉　昇一 株式会社アドウェル 288-0042
銚子市　末広町　1-23　ジム
ビル　２Ｆ 0479-23-3911 0479-22-8427 070-1045-4353 adwel@adwel.co.jp

藤代、石井 損保ジャパン 土屋　正勝 有限会社土屋保険サービス 289-2522 旭市　足川　3914-57 0479-64-1498 0479-63-9470 tsuchiya1@ag.sompo-japan.co.jp

藤代、石井 損保ジャパン 石井　理夫 株式会社まごころ保険サービス 289-2145 匝瑳市　若潮町　6-5 0479-79-0800 0479-79-0801 magokoro.0800@bz04.plala.or.jp

藤代、石井 損保ジャパン 宮内　和良
株式会社サンライズインシュアラン
ス 288-0047 銚子市　若宮町　6-11 0479-22-2568 0479-26-3347 090-3523-5995 sunrise2568@hotmail.co.jp

藤代、石井 損保ジャパン 實川　雅則 ノサカライフサービス 289-3186 匝瑳市　川辺　6386 0479-67-5500 0479-67-5509 nosaka.life@ag.sompo-japan.co.jp

藤代、石井 損保ジャパン 椎名　定夫 有限会社エイユー 288-0837 銚子市　長塚町　3-649-11 0479-20-2002 0479-20-2030 au24@ag.sompo-japan.co.jp

藤代、石井 損保ジャパン 加瀬　武 有限会社　仲村商会 289-2516 旭市　ロ-1236 0479-62-1372 0479-62-2948 090-6947-9005 nakamurashoukai@heart.ocn.ne.jp


