
第７回 代協 銚子支部役員会 2/9  13 時～ 

出席 加瀬 熱田 山本（ダイナミック）山本（山本保険）藤代 向後 

欠席 石井 

 

議題 

１．委員会報告 

１）総務 熱田 特になし 

２）組織 加瀬 

新規会員あと 2 件目標 

３）広報 山本 特になし 

４）教育 向後  

５）CSR 藤代 募金の金額確認する 

   

２．予算について 活動費 25 万円 

 1 月末で締め切り、2 月に各会員に送付  

 

代理店名 代申会社 郵便番号 住所 担当役員 防災グッズ 

有限会社ほけんアイランド あいおいﾆｯｾｲ同和 288-0033 銚子市 南小川町 758-2 熱田・向後 非常食セット  (和風のごはん 4 種類を各 3 袋と、5 年保存のお水セット) 

有限会社カタヤマ あいおいﾆｯｾｲ同和 288-0046 銚子市 大橋町 3-4 辻野ビル 203 熱田・向後 折り畳みヘルメット 

郡司鈑金 あいおいﾆｯｾｲ同和 289-1701 山武郡 横芝光町 篠本 4072-2 熱田・向後 防災士が選んだ NEW防災用品 30点セット 

株式会社 井上保険事務所 あいおいﾆｯｾｲ同和 289-2143 匝瑳市 八日市場 ロ 137 熱田・向後 防災士が選んだ NEW防災用品 30点セット 

株式会社熱田保険事務所 あいおいﾆｯｾｲ同和 289-2504 旭市 ニ 6112-5 熱田・向後 防災士が選んだ NEW防災用品 30点セット 

株式会社Ｉ.ＳＵＰＰＯＲ

Ｔ 
あいおいﾆｯｾｲ同和 

289-0505 旭市 萬歳 899-4 
熱田・向後 

防災士が選んだ NEW防災用品 30点セット 

有限会社田嶌保険事務所 あいおいﾆｯｾｲ同和 288-0877 銚子市 宮原町 649 熱田・向後 非常食セット  (和風のごはん 4 種類を各 3 袋と、5 年保存のお水セット) 

株式会社 ユナイト あいおいﾆｯｾｲ同和 288-0041 銚子市 中央町  6-1 熱田・向後 モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充電対応） 

株式会社玉家保険事務所 共栄火災 288-0874 銚子市 豊里台 ３−１１１０−６７ 山本圭 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

株式会社銚子保険センタ－ 共栄火災 288-0041 銚子市 中央町  17-13 山本圭 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

有限会社旭中央保険センタ

ー 
東海 

289-2501 旭市 新町 513-2 
山本聖 モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充電対応） 

株式会社ダイナミック 東海 288-0802 銚子市 松本町 1-6-9 山本聖 折り畳みヘルメット 

有限会社トータルプラン 東海 288-0044 銚子市 西芝町 3-6-201 山本聖 非常食セット  (和風のごはん 4 種類を各 3 袋と、5 年保存のお水セット) 

株式会社保険の One to 

One 
東海 

289-2714 旭市 三川 4450 
山本聖 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

株式会社ケーズファクトリ

ー 
東海 

289-0611 香取郡 東庄町 新宿 1625 
山本聖 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

合同会社 ＡＺサポート 東海 289-0611 香取郡 東庄町 新宿 2268-3 山本聖 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

鏑木佐藤 東海 289-0511 旭市鏑木 1800-3 山本聖 折り畳みヘルメット 

株式会社保険のフロンテア 三井住友 288-0861 銚子市 芦崎町 604-1 加瀬 折り畳みヘルメット 

株式会社山本保険事務所 三井住友 289-2504 旭市 ニ 2486-1 加瀬 非常食 カロリーメイト ロングライフ 60 個 

株式会社プラスＯＮＥ 三井住友 289-2511 旭市 イ 253-11 加瀬 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

総合保険センター株式会社 三井住友 289-2148 匝瑳市 飯倉台 3-21-6 加瀬 モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充電対応） 



株式会社エバーグリーン 三井住友 288-0813 銚子市 台町 1812-1 山本 非常食 カロリーメイト ロングライフ 60 個 

株式会社エムエス・エージ

ェンシー 
三井住友 

289-2613 旭市 後草 2030 
加瀬 モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充電対応） 

オールホケン株式会社 三井住友 288-0045 銚子市 三軒町 18-1 加瀬 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

ネクサス コンサルティン

グ 
三井住友 

289-2147 匝瑳市 飯倉 56-1 
加瀬 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

有限会社テイアイエス 安

田総合保険 
損保ジャパン 

289-0601 香取郡 東庄町 笹川イ 5568 
藤代・石井 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

株式会社アドウェル 損保ジャパン 
288-0042 

銚子市 末広町 1-23 ジムビル ２

Ｆ 
藤代・石井 モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充電対応） 

有限会社土屋保険サービス 損保ジャパン 289-2522 旭市 足川 3914-57 藤代・石井 非常食 カロリーメイト ロングライフ 60 個 

株式会社まごころ保険サー

ビス 
損保ジャパン 

289-2145 匝瑳市 若潮町 6-5 
藤代・石井 折り畳みヘルメット 

株式会社サンライズインシ

ュアランス 
損保ジャパン 

288-0047 銚子市 若宮町 6-11 
藤代・石井 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

ノサカライフサービス 損保ジャパン 289-3186 匝瑳市 川辺 6386 藤代・石井 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

有限会社エイユー 損保ジャパン 288-0837 銚子市 長塚町 3-649-11 藤代・石井 非常食 カロリーメイト ロングライフ 60 個 

有限会社 仲村商会 損保ジャパン 289-2516 旭市 ロ-1236 藤代・石井 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

  
単価 

 
非常食セット 3 5500 16500 

折り畳みヘルメット 5 4620 23100 

防災 30 点セット 16 4279 68464 

モバイルバッテリー 5 7990 39950 

カロリーメイト 4 7800 31200 

 
33 

 
179214 

 

非常食セット  (和風のごはん 4 種類を各 3 袋と、5 年保存のお水セット) 

https://www.starline.co.jp/daikyo/set/dw.html 

5,500円 × 

 

ミドリ安全 折りたたみ 防災ヘルメット TSC-10N Flatmet2 フラットメット 2 国家検定合格品 ホワイト 

4,620円 

大塚製薬 カロリーメイトロングライフ チョコレート味 2 本 x60 個 

7,800 円 

 

防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

https://www.monotaro.com/g/04902893/ 

4,279 円 

 

モバイルバッテリー 

Anker PowerCore III 19200 60W (USB PD モバイルバッテリー 大容量 19200mAh)【PowerIQ 3.0 (Gen2) / 

USB Power Delivery 対応 / 低電流モード搭載 / PSE 技術基準適合】MacBook Lenovo HP iPad iPhone Android 

https://www.starline.co.jp/daikyo/set/dw.html
https://www.monotaro.com/g/04902893/


各種対応 

7,990 円 

 

３．支部総会について 

資料まとめ 山本圭、熱田 

 会計 山本聖 会計監査 加瀬 

 

 千葉代協 銚子支部 （令和４年度）役員順番表   

     

  東京日動＋共栄 損保ジャパン 三井住友 
あいおいニッセイ同

和 

1 
(株)保険の One to 

One 
(株)ＡＳＪ302 企画室  ※１ (株)山本保険事務所 (有)井上保険事務所 

2 (株)ダイナミック (有)土屋保険サービス (株)プラスＯＮＥ (株)サポート 

3 (株)玉家保険事務所 (株)まごころ保険サービス 
総合保険センター(株) 退

会予定 
(株)熱田保険事務所 

4 (株)ＡＺサポート (有)エイユー 
(株)エバーグリーン退会予

定 

(株)Ｉ－ｓｕｐｐｏ

ｒｔ 

5 
(有)旭中央保険セン

ター 
(株)アドウェル 

㈱エムエス・エージェン

シー 
(有)田嶌保険事務所 

6 (有)トータルプラン 
(株)サンライズインシュアラ

ンス 
オールホケン(株) 

(有)ほけんアイラン

ド 

7   (有)ティアイエス (株)保険のフロンテア (有)カタヤマ 

 

 

 

３．監事講評 まごころ保険 石井 

４．次回予定 3/9 （水） 13 時～14 時  

新役員 

 


