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『年頭の挨拶』 

 

一般社団法人愛知県損害保険代理業協会 

       会長  髙木 勝 

 

あけましておめでとうございます。 

新年を迎えるにあたり年頭の所感を申し上げます。 

日本経済はアベノミクス効果により大企業の景況感や一部富裕層の消費マインドは上昇し

ているものの、末端ではまだその恩恵を享受できず、むしろ貧富の差が広がっている感さえ

あります。4月には消費税増税も控えており予断を許さない状況です。また日本のみならず

世界のあちこちで未曽有の自然災害が頻発し、今後もそうした大災害に見舞われる確率が高

くなるとゆうのが専門家の予測で、将来への不透明感は高まっています。 

このような状況下、保険業界を取り巻く情勢を見ますと、昨年開催された金融庁の金融審議

会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ（WG）」の報告

書を受けて、委託型募集人や共同募集等を認めないなどさらに厳しい募集環境になっていく

ものと思われます。そうした変化に対しますます迅速かつ的確な対応が求められるようにな

って参ります。 

私たち代理店がこうした厳しい環境を乗り越えて行くためのキーワードは「すべてはお客様

のために」です。今後どのような情勢になろうとも、常に消費者目線に立って愛知県代協会

員一人一人が明日に向かって取り組む事こそが最大の課題ではないかと思います。 

さて、本年度も残りわずかとなり、事業計画も滞りなく遂行し着実に成果が見えて参りまし

た。特に教育委員会の「出前授業」は、稲葉委員長を中心として各委員の皆様が真摯に事業

に取り組んでいただき、マニュアルの完成を見る事ができました。愛知県下のより多くの高

校で「出前授業」が開催できれば、地域社会から信頼される業界団体としてさらに認知度を

高めることができると思います。 

年度末に向けて積み残した事業に全力で取り組み、愛知県代協が一歩でも前進できるよう努

力する所存でございます。今後とも会員の皆様のご協力を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

末筆ではございますが、会員の皆様の更なるご繁栄とご健勝をお祈りして年頭のご挨拶とさ

せていただきます。 
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会員（新入会）紹介コーナー 
 

平成２４年度入会  会員№１９０９  名古屋南支部所属 

代理店名    ： 株式会社トラスト・ワン   酒井 基之 

所在地     ： 大府市中央町 6‐25 セントロ大府 3F ・大府市役所の南隣 
代理店構成   ： 営業 3名 事務 2名 提携 3店 
経営理念    ： お客様の安心をトータルにサポートします！ 
これからの目標 ： (事業) 地域に密着したナンバーワン代理店を目指します！ 
          (個人) 仕事とプライベート バランスよく過ごしたい。 
代協に対して  ： いつも代理店の代表として活動をいただき有難うございます。 
          代協に対しては今まで以上に各社間の動静の違う中、情報の共有をお

願いしたく思います。 

 

平成２５年度入会 会員№１９２７  名古屋西支部所属 

朝日火災ビジネスサービス株式会社  名古屋支店長 長谷川 圭次 

新入会員の抱負 

 昨年、加入いたしました朝日火災ビジネスサービス株式会社 長谷川です。 
 昨今は代理店手数料率ダウン・通販との保険料競争等、代理店にとって非常に厳しい時代

となりました。大手損保の合併も予定されており、愛知県損害保険代理業協会に加入の皆様

も今後の代理店経営に頭を痛めているのではないでしょうか。 
 我々法人代理店は、スタッフが働きやすい職場環境をつくり高いモチベーションを維持す

ることがお客様に信頼され、収益に繋がると思います。 
 毎月の例会に参加させていただくことにより、各損保会社の情報を確認でき参考になる事

が多数ありました。今年は支部主催のゴルフコンペにも参加させていただき、各会員様との

親睦を深め愛知県損害保険代理業協会の一員として皆様のお役に立ちたいと思います。 
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第１３期 日本代協認定保険代理士 紹介 
 

（有）東海保険サービス 菅原吾郎（スガワラ ゴロウ）豊橋支部 所属 

 
事務所の所在地は田原市伊川津町横

津１５－１です。 
豊橋市内からＲ２５９を「椰子の実」

で有名な渥美半島伊良湖岬方面へ、

車で約１時間程度走った所にありま

す。春のＲ２５９は菜の花畑に囲ま

れ、ドライブすると癒されますよ。 
代理店の構成メンバーは営業４名、

事務２名です。 
お客様の視線に立った保険設計と提

案を行うことをモットーとし、常に分かり易い説明と迅速で正確な事務を行うことを心掛け

ています。 
今後の目標は、地域社会に安心を提供する活動をもっと掘り下げていくことです。台風災

害はこの数年連続発生していますし、東南海地震対策は喫緊の課題です。保険提案にとどま

らない活動を目指します。 
代協に期待することは全国の代理店が実践している地域貢献活動に関する情報発信です。

様々な活動事例を取材して会員に紹介していただきたいと思います。 
今後も一層のご指導をよろしくお願い申し上げます。 
 
 

 
 

 
 

川松 真悟  三河西支部所属 

 
(1)代理店名   川松 真悟 

氏 名    川松 真悟 

(2)事務所の紹介  刈谷市内、トヨタ系企業（豊田

自動織機、デンソー等）が徒歩圏内です。               

(3)代理店の構成  営業１名・事務１名 

(4)店主のモットー お客様の信頼にお応えできる代

理店であること。               

(5)これからの目標 いろんな意味で成長しお客様か

らの信頼を得て息の長い仕事をしていきたいです。 

(6)代協に期待する事柄 デｨ―ラーや金融機関等と対等な関係が築けるようにますますの

地位向上をお願いしたいです。 
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コイデ保険設計 小出 竜司  名古屋南支部所属 

（１８５２） 

① コイデ保険設計 小出 竜司 

   昭和４６年３月２２日生（４２歳） 

   東京海上日動、東京海上日動あんしん生命 

 ② 緑区鳴海町に自宅兼の事務所がありますが、完全訪問型なの

で全国どこにでも伺います。 

 ③ 完全ワンマンです。 

   平成１７年に東京海上日動の研修生となり 

   平成２０年に独立開業して５年半経ちました。今や希少な個

人代理店です。 

 ④ 「小さな事からコツコツと」個人店ならではの小回りを利かせて、安心と安全をお届

けしております。 

 ⑤ 顧客目線を忘れないように、痒い所に手が届くような仕事をしていきたいです。  

 ⑥ 世間一般への認知度アップや保険会社に対する地位向上をして、全ての保険代理店が

加入するような協会になってもらいたい。 

 

 
 

 

株式会社 Aチーム 林 直宏 知多支部所属 

 

会社は、東海市横須賀町の元浜通りというところにあります。

代理店の構成メンバーは営業２名、事務１名です。 

当社の経営理念は『お客様第一』です。 

これからの目標としては、保険会社からも顧客からも必要とさ

れる代理店であり続けるということです。 

そして健康、安心、安定をモットーにこれからも元気に頑張っ

ていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆ 損害保険大学課程「コンサルティングコース」受講者募集中 

  業界共通の最高資格「損害保険トータルプランナー」を取得しましょう！ 
  資格取得者が３名いれば、代理店賠償責任保険の保険料が割引になります。 
   募集期間 平成 25年 10月 1日～平成 26年 2月 21日 
    受 講 料 ７６，０００円 
  ※ お申し込みは、日本代協のホームページでできますが、一度各支部教育委員また
は愛知代協事務局までご連絡をお願い致します。 

 
☆ 日本代協認定保険代理士で「損害保険プランナー」への移行認定がまだの方 
いますぐ申請手続きをして下さい。申請方法は、日本損害保険協会のホームページで

できます。 
詳しくは、各支部教育委員または愛知代協事務局まで。 
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弁護士法人名古屋北法律事務所 
 

 当事務所では、３名の弁護士による「中小企業チーム」を編制し、中小企業法務の分野に

おける研鑽に励むとともに、中小企業を対象とした法的サービスの向上に努めています。 

 その一環として、毎年、中小企業向け経営セミナーを開講し、参加者の皆様にご好評を頂

いております。昨年は、「損害保険・生命保険の法律知識」と題し、保険代理店の皆様を対

象に、保険業務に携わる上で欠かせない法律知識について講義させていただきました。愛知

代協の会員の皆様にも多数のご参加を頂き、誠にありがとうございました。 

 日頃、保険代理店の皆様が業務を行う中で、「弁護士に相談したい！」と思うような疑問

や悩みは少なくないはずです。保険が必要な場面というのは、交通事故や相続など、様々な

法律問題が生じうる場面でもあります。また、保険業務自体にも、募集から契約、保険金支

払に至る一連の過程で、種々の法的規制が存在しています。 

 当事務所は、そうした保険の現場に携わる代理店の皆様のお役に立てるよう、在籍する８

名の弁護士全員が、知識の修得に努め、また、実際の案件をもとに多数の事例を集積してい

ます。事務所の拠点も、本年からは、これまでの名古屋市北区平安通に加え、新たに千種区

池下の地に「ちくさ事務所」を開設することになり、より多くの皆様に身近な存在としてサ

ービスを提供する態勢が整いました。 

 ぜひ、お困りの時は名古屋北法律事務所へご相談ください。 
 また、保険問題にかかわらず、お客様の身近な法律相談もお気軽にご相談ください。 
 
＜弁護士紹介＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

長谷川一裕      伊藤勤也      白川秀之      山内益恵 

1985 年登録      1995 年登録     2004 年登録     2004 年登録 

        
加藤悠史         裵明玉       鈴木哲郎     矢﨑暁子 

  2007 年登録          2008 年登録     2009 年登録    2011 年登録 

 
弁護士法人名古屋北法律事務所 
 〒462-0819 名古屋市北区平安二丁目１番１０号 第５水光ビル３階 
         TEL 052(910)7721 FAX 052(910)7727 
  （ちくさ事務所）  
 〒464-0067 名古屋市千種区池下一丁目６番２０号 チサンマンション池下３０６号 
         TEL 052(763)6247 FAX 052(763)6292 
  http://www.kita-houritsu.com/ E-mail:info@kita-houritsu.com 

顧問弁護士 

コーナー
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最高のリーガルサービスをご提供 

小林大悟法律事務所 

所長 弁護士 小 林 大 悟 

 

愛知県代理業協会会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。本年もよろしくお願い申し上

げます。 

私のモットーは、「最高のリーガルサービスをご提供すること」です。具体的事件について

いえば、その時点で法律上可能な最高の結果を依頼者にもたらすことです。 

このモットーは地元豊川稲荷の幟に毎年書き、常に心に留めるようにしています。 

最高のリーガルサービスをご提供するためには、まず、法令、判例について豊富で正確な知

識を有することはもちろん、手続の選択、主張の方法、証拠収集のスキルも磨く必要が

あります。 

そのために各種研修には積極的に参加し、最新の判例、文献に目を通しています。 

しかし、それだけでは最高のリーガルサービスをご提供することにはつながりません。 

最高のリーガルサービスを提供し、最高の結果を出すために、私が必要だと考えていること

を以下に述べさせていただきます。 

まず、相談の際には依頼者と感情を共有できるまで、徹底的に話を聞くことを心がけていま

す。 

感情を共有することで我が事のように事件に入れ込むことができ、事件の状況だけでなくそ

の背景まで理解できるようになります。 

そうするともう「一歩」突っ込んだ事件処理ができるようになります。わずか「一歩」です

が、その「一歩」を踏みこむことで効果は大きく変わります。より深く、より分かりや

すく主張を伝えることができるようになるので裁判官を引き込むことができるようにな

り、訴訟のイニシアティブを握ることができるようになるからです。 

また、最高のリーガルサービスを提供するためには専門的知見を必要とする事件にも対応で

きなければなりません。 

そのために、医療、建築、不動産、金融、税務、労務等各業界の専門家との人脈を築き、連

携を密にしています。 

弁護士にとっては数多くある中の一つの事件でも、依頼者にとっては一生に一度あるないか

のトラブルです。弁護士が事件処理を誤ったが故に依頼者が損をしたのでは目も当てら

れません。「一生に一度」のトラブルの解決を任されたことを意気に感じ、豊川稲荷の宝

珠のように熱く燃えて、最高の結果を出すべく、一つ一つの事件に全精力を注ぎこみ続

けます。 

 

小林大悟法律事務所 

〒440-0885 

愛知県豊橋市中柴町７４番地 丸美ロイヤルマンション中柴２階 

ＴＥＬ（０５３２）３９－８８６４ 

ＦＡＸ（０５３２）５２－１５８８ 

daigo@daigolaw.com 

 

 

 

  

顧問弁護士 

コーナー
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寺部法律事務所 
 

突然、交通事故に遭った方は、悩みがあってもどうしてよいか分からない状況に陥りがちで

す。 

また、交通事故の示談の際に、保険会社が提示する金額は、必ずしも十分でないことがしば

しばありますし、ご自分で交渉することが負担になる方もいらっしゃいます。 

当事務所では、ご相談いただければ親身に相談に乗り、賠償金や保険会社との交渉のアドバ

イスをしたり、分かりやすく、丁寧にサポートいたします。 

ご相談をしていただいて、弁護士が代理人となって交渉した結果、金額が増額になることも

あります。弁護士が損害賠償請求訴訟をした結果、保険会社の当初提示した金額を上回る

金額で和解することもあります。 

最近、ご相談の中で、弁護士費用特約を利用して弁護士を依頼したいとのお話をいただく機

会が増えてきたという印象があります。 

弁護士費用特約を利用した示談交渉などは、当事務所でも取り扱わせていただいております。 

弁護士費用特約の利用を考えていらっしゃる場合、弁護士費用特約に加入されているかどう

か、自動車保険契約を一度ご確認ください。 弁護士費用特約の利用の手続については、

まずはご自分の加入されている保険会社の担当者にご確認ください。 

弁護士費用特約をご利用になることで、弁護士費用のご負担をおさえて、適正な賠償額の獲

得をお手伝いすることができます。 

なお、いったんご自分で示談をしてしまいますと、後に示談の効力を争うことは多くの場合

困難ですので、保険会社から示談の提示があり、金額に納得にできない場合には、弁護士

に相談することをご検討ください。 

当事務所は、地元の方が困ったときに頼りにしていただける法律事務所になれるよう努力し

ております。 

 

寺部法律事務所 弁護士 寺部光敏 

電 話 ０５３２－５２－０９９１ 

ＦＡＸ ０５３２－５２－０９９２ 

 

 

  

顧問弁護士 

コーナー
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三輪陽介法律事務所 
 

 

(社)愛知県損害保険代理業協会の顧問弁護士をさせていただいております。誠にありがとう

ございます。 

当事務所は、名古屋駅から徒歩５分の位置に事務所を構え、名古屋市内だけでなく尾張・三

河地方を含む愛知県、また岐阜県・三重県の東海地方を中心に、フットワークを軽くし、

迅速且つ適切なリーガルサービスをモットーとして、日々業務に従事しています。 

主な業務内容ですが、 

企業法務、契約書の作成・チェック、交通事故、家事事件(相続・離婚)、不動産事件(借地・

借家)、債権回収事件、労働事件、倒産事件(破産、民事再生、債務整理)等幅広く行って

います。 

(社)愛知県損害保険代理業協会の顧問弁護士にさせていただいてから、会員の皆様、顧客の

皆様から様々なご相談をいただいていますが、何とか皆さまのお力になれればと日々尽

力しております。 

無料でご相談させていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。 

 本年もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

事務所名 三輪陽介法律事務所 

住所   名古屋市中村区名駅２丁目３７番２１号東海ソフトビル５階 

三輪陽介法律事務所（〒450-0002） 

電話    052-533-2666 

FAX    052-533-2667 

担当者   三輪陽介 

お問い合わせアドレス info@miwa-law.com 

ホームページ       http://www.miwa-law.com 

 

  

顧問弁護士 

コーナー
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浅賀法律事務所 
 
 
愛知県弁護士会に所属しています，弁護士の浅賀哲（あさがさとし）と申します。 

弁護士登録１９年目となります。今年度より，貴協会の顧問弁護士をさせて頂いています。

民事事件を中心にしており，交通事故の損害賠償，契約書の作成・チェック，企業法務，

事業承継，事業再生，相続，不動産売買・賃貸借等を対象分野としています。 

突然の交通事故に際して，気が動転している契約者が代理店にお越しになることが多いと思

います。その際の代理店の親身な対応によって契約者は，どれほど救われることでしょう。 

私も弁護士という専門職として，契約者の方に充実した法的サービスを提供し，代理店の方

と一緒に契約者の方の支援をしたいと考えています。 

依頼者，相談者の立場に立った，スピーディかつ現実的な解決をすることをモットーとして

います。 

 

是非，お気軽に相談ください。 

 

浅賀法律事務所  弁護士 浅賀 哲 

〒460-0002 

 名古屋市中区丸の内二丁目８番１１号 

 セブン丸の内ビル４階 

 電話：052-232-7860 

 ファックス：052-232-7861 

 

 

  

顧問弁護士 

コーナー
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愛知県代協顧問弁護士名簿 
平成２５年１２月２５日現在 

 

 

【相談ルールのお願い】  

 ■愛知県代協の顧問弁護士「無料相談」について 

①申込書（別紙）事務局へ FAX送信下さい。（事務局にて資料保存） 

②事務局よりご指名事務所に FAX（転送）します。 

③指名弁護士事務所より連絡をお待ちください。（日程等を打合せください。） 

＊指名弁護士事務所より連絡無き場合は、事務協へお問い合わせください。 

 

. ①会員 Fax⇒ ②代協事務局 Fax⇒ ③弁護士事務所 TEL ➽(打合せ) 会員   

*相談申込時の直接の申し入れは、ご遠慮ください。【申請ルール厳守】 
  

弁護士法人名古屋北法律事務所 
弁護士   長谷川 一裕 

〒462－0819 名古屋市北区平安 2丁目１番 10 号 第 5 水光ビル 3階 

TEL052-910-7721  FAX052‐910‐7727  

小林大悟法律事務所   （豊川支部推薦） 
弁護士   小林大悟 

〒440－0885 豊橋市中柴町 74 番地 丸美ロイヤルマンション中柴 2階 

TEL0532-39-8864    FAX0532-52-1588  

寺部法律事務所      （豊橋支部推薦） 
弁護士   寺部 光敏 

〒440－0888 豊橋市駅前大通 3丁目 10１－2 リバーサイドビル 3階 

TEL0532-52-0991   FAX0532－52－0992 

三輪陽介法律事務所   （尾張支部推薦） 
弁護士   三輪 陽介 

〒450－0002 名古屋市中村区名駅 2丁目 37 番 21 号 東海ソフトビル 5 階 

TEL052-533-2666   FAX052－533－2667  e-mail：nfo@miwa-law.com 

弁護士法人 名古屋Ｅ&Ｊ法律事務所  （名古屋西支部推薦） 
弁護士   籠橋 隆明 

〒453-0015 名古屋市中村区椿町 15 番 19 号 学校法人秋田学園名駅ビル２階 

TEL052－459－1750  FAX052-459-1751   e-mail：ej-mail@green-justice.com  

浅賀法律事務所   （名古屋東支部推薦） 
弁護士   浅賀 哲 

〒460‐0002 名古屋市中区丸の内２－８－１１ セブン丸の内ビル４階 

TEL052－232－7860  FAX052-232-7861 
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＊指名弁護士事務所名                    申込日（送信日） 平成   年   月   日 

                御中          №     *事務局記入 

 

 

  

送信先 愛知県代協・事務局  FAX０５２－２０３－８７２３ 

会員番号 １４A－ 
＊不明の場合未記入可 

支部名 支部

会 員 名 

（代理店名） 
                担当者名 

会 員 

連 絡 先 

固定電話            携帯電話      
FAX          

保険加入有無 任意保険・弁護士特約（あり ・なし） ※初回相談は、無料です 

相談者氏名 
フリガナ 

相談者 

   連絡先 

固定電話            携帯電話      
FAX              

相

談

内

容 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

相談(面談) 

希 望 日 
   月   日～  月  日の間の（ 午前 ・ 午後 ） 

相談の流れ 会員⇒代協事務局⇒弁護士事務所➽会員・相談者・・・弁護士と面談 
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株式会社 宣 通 
 
 
 
 愛知県損害保険代理業協会の会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

また、会員の皆様には中日新聞の広告企画で毎年お世話になっており、まずは厚く御礼申

しあげます。 

 

 さて、一昨年前から弊社オリジナル企画として再スタートした中日新聞広告企画の昨年

11 月の掲載は、残念ながら 1 ページを飾ることができませんでした。非常に厳しい営業活

動でしたが、始めてご参加いただいた会員様、応援の声をかけてくださった会員様と出会え

たことは、そのような中でも大変うれしく励みになりました。また、会員の皆様がご活躍さ

れている保険業界の現状などをお聞きできたことは、非常に興味深く勉強になりましたので

今後のご提案に生かせるよう努力していきたいと思います。 

  

弊社は平成 2年設立の総合広告代理店です。広告業界にとってはまだまだ厳しい環境の中

ですが、昨年 6月には東京支社を開設し「共生」のスローガンのもと日々営業活動を行って

おります。取扱品目は中日新聞をはじめとする新聞各紙、テレビ、ラジオ、交通広告、市役

所・区役所など公共施設内のデジタルサイネージ広告等多岐にわたっております。 

広告に関するご用命・ご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。 

 

 最後になりましたが、愛知県損害保険代理業協会の会員の皆様、また愛知県損害保険代理

業協会様の益々の発展を祈念いたします。 

 

 

山下 正義 

 
 

 
 
 

http://www.sentsu.com/ 
  

協賛会員の 

コーナー
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愛知代協会員様には、日頃からお世話になっております。 
オートサポートあいちは、愛知県内に 16社、優れた修理技術を持つ自動車修理のプロ集団で

す。 
愛知代協会員様のお客様の事故修理に関して、美的回復、性能回復、強度回復に努め安心してい

ただける仕事をさせていただいております。また 自動車保険で、①保険を使いたいけれど保険

料金が上がってしまう為、保険を使えないお客様、②・免責があったり、実費なので修理代を抑

えて修理したいお客様、自動車修理に関する相談などありましたら、一度ご相談をお願いします。

お客様には、誠意を持って対応します。納車引き取り無料、代車無料、代協会員様の契約者様を

共に守ります。 
オート･サポートあいち http://as-aichi.jp/ 会員代表 伊藤公明 

         TEL 0533－85－3433・FAX 0533－85－3485       

 

 
 

 

 

 

お客様の大切なお車を無料引取・納車させていただきます。 

ただし、事故車両が走行不能、転倒している、有料道路上に

あるといったような場合は、一部有料になります。 
 

 

AS あいちグループへ事故車の修理を依頼いただいた場合には、代車無料サービ

スさせていただきます。AS あいちグループへ事故車の修理を依頼いただいた場合

には、代車無料サービスさせていただきます。 

 

お客様がご自身で引取業者を探したり、修理業者を探したりといった手間は一切

掛かりません。 

ご加入の保険代理店様にお電話１本いれていただくだけで結構です。 

修理に関する打合せ、修理過程のご説明、お客様のご要望（修理方法）

を解りやすく随時ご説明させて頂きます。 

 [ワンオーナー・無期限保証] 
 

 

単に時間を短縮する訳ではございません。 

引取・納車を直接行い、また最新の修理設備を使用して業務、作業の効率化

を図る事により、高品質な修理作業が短時間で提供できるのです。 

各種塗料、塗装ブースはもちろんの事、コンピュータ調色、フレーム修整機、

スポット溶接機、アライメントテスターを使用し、あらゆる事故車の修理に対

応致します。 
 

 

http://as-aichi.jp/  お近くの会員を検索ください。  

協賛会員の 

コーナー
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採用をお考えの代理店様へ 
経営の合理化・効率化を考えるとき、人事問題はもっとも大切なファクターのひとつです。 
正社員か人材派遣か、人材派遣ならばどの派遣会社を選択するか、大切な経営戦略の一環です。 
私たち東京海上日動キャリアサービス（ＴＣＳ）は、企業と人を結ぶ信頼のパートナーとして、 
質の高いソリューションを提供し、皆様の企業運営の効率化のお役に立ちたいと考えております。

 

 
 
● 募集・採用・教育・研修に関するロードとコ

ストの削減。 
● 給与・賞与・退職金・社会保険事務に関する

ロードとコストの削減 
● 必要な期間、必要な時間帯だけ利用すること

による必要人件費の抑制。 
● ミスマッチの削減 

導 入 メ リ ッ ト  

協賛会員の 

コーナー
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有限会社 岐垣創建 
 
 

交通事故による損害復旧工事・損害鑑定・損害調査 
 
 

 
《会社概要》 

１．建設業許可を持った建設会社です。岐阜県知事許可 (般-20 第 200728) 

２．交通事故で損害のあった建物や道路構築物を修繕する業者です。 

  ３．建築工事・土木工事・造園工事・配管工事・左官工事などを施工します。 

 

 

 

《業務契約保険会社》 

  株式会社 損害保険ジャパン・三井住友海上火災保険株式会社 

  ソニー損害保険株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

  朝日火災海上保険株式会社・日新火災海上保険株式会社    順不同 

弊社は保険会社と業務委託契約をしている復旧工事専門業者です。 

 

 

《業務内容》 

1. 交通事故による損害物の復旧工事 

2. 交通事故による損害物の損害鑑定 

3. 交通事故調査・損害物調査 

4. ２４時間・年中無休の事故対応をしております 

 

 

有限会社 岐垣創建 (ぎえんそうけん) 
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町３丁目 13番地 

TEL  0584-87-2633   FAX  0584-87-2635 
H.P.  http://www.giensouken.jp 
E-mail  giensouken@vega.ocn.ne.jp 

 

  

協賛会員の 

コーナー





愛知県代協の皆様、平素は一方ならぬお力添えに与り、誠にありがとうございます。 

自動車修理ファブリカです。 

 

ファブリカサービス開始より 12 年目、ファブリカ事業本部スタッフ数 22 名、愛知県春日

井市に本部を持ち、本部長 近藤智司  副本部長 安藤弘道 を筆頭に自動車事故修理

のネットワークを展開しております。 

「お客様に最高の満足を提供する」をモットーに、修理の品質だけではなく、引取・納車

時の接客対応、修理期間中の貸し出し代車、迅速で丁寧な電話対応、納車後のアフターフ

ォローに至るまで様々なことに社員一同、気を配っております。 

 

「お客様の不安を安心に変える」事故をされた直後は、少なからずともパニックに陥って

いるはずです。それが夜遅くであるとなおさら・・「明日も仕事にいかなければならないの

に車、どうしよう」・・もしそれが家から離れているのであれば、「家までどうやって帰ろ

う」・・「車をきれいに直してくれるところはあるのだろうか」・・ 

ファブリカでは、365日 24 時間の受付・引取・代車手配、150台を超える豊富なラインナ

ップの無料代車、愛知・岐阜・三重、東海 3 県をカバー 、安心の永久保証書 という充

実したサービス内容で、事故をされた方の「不安」を「安心」へつなげるお手伝いをして

おります。 

 

その他、各保険会社様の自動車の保険料率改定以降、保険でご修理するか自費でご修理す

るか悩まれるケースが大変増えてきていると思います。もちろん、上記のサービスは自費

の場合でも全て適用させていただきます。 

さらに、そのようなケースは、引取を行いましてからまず初めにお見積りをお取りしまし

て、自費か保険か入念にお打合せを行った上でご修理を開始させていただきます。 

引取前の無料画像見積りも行っております。（gazo@batsu.co.jp へメールを頂くのみです） 

 

「どのような事案であってもまずは一度ご相談ください」0120-102-595もしくは各営業担

当（安藤・吉田・田中・平野）までお電話ください。ご質問等でも構いません。 

 

年間 3000台の修理実績、顧客満足度 93%（アンケート調べ）のファブリカへ、大切なお客

様の 「いざ」 という時をどうぞお任せください。 

株式会社ファブリカコミュニケーションズ 

ファブリカ事業本部 

〒486-09322 愛知県春日井市松河戸 1434-1 

☏0120-102-595 TEL:0568-36-8545 FAX:0568-36-8543 

HP: http://www.fabrica-tokai.com/ 【ファブリカ東海】で検索 

 

 



下取りよりＪＣＭのクルマ買取りがお得！

会員様・お客様に車の入替や売却のご予定・ニーズがありましたら、まずは何でもご相談ください！

【愛知県損害保険代理業協会 賛助会員のＪＣＭなら安心満足！】

  ・宣伝・店舗等運営コストを抑えて買取り価格に還元、高価買取りを致します。　

  ・完全無料出張で手間や費用発生の心配がありません。　　　

  ・中古自動車認定査定士の有資格者（当社社員）がお伺いし、対応いたします。　　　　　

  ・売却を急かしたりせずお客様のご都合・代替のタイミングに合わせて対応します。　　

  ・車両代金は現金決済も可能、名義変更手続きも無料で確実に行います。

  ・譲渡のための印鑑証明が取得できないケース（本人死亡や海外転出など）もご相談ください。

【こんなときにご利用ください！】

  ●車の乗替を検討　：　下取り額が納得できない。下取り額は妥当なの？

→　「新車下取りと比較してみてください！」

  ●売却のみを検討　：どこに売ればいいの？　高くて信頼できる会社に売りたい。　

→　「賛助会員のＪＣＭにお任せ下さい！」

  ●ディラーでは値が付かない・・。　引取費用が掛かると言われた。

  →　「事故車や古い車でもまずはご相談ください！」

【サービスの流れ】

   皆様のビジネスチャンスを広げるお客様へのサービスツールとしてＰＲしてください！

　　　　　　※販促チラシを必要枚数分ご用意できます。 →

 →②まずは概算査定。お車の情報をＴＥＬまたはＦＡＸでお知らせください。

 →③ご都合に合わせて無料出張査定。お客様のスケジュールに合わせて、ご指定の場所に伺います。

 →④買取りＯＫ→お客様とご契約。車引取時に車両代の現金決済も可能です。※書類完備が前提

 →⑤ＪＣＭで責任を持って名義変更手続き～手続き完了後は、完了通知でお知らせします。

 →⑥月末〆にて紹介いただいた会員様、代協事務局様に実績のご報告。　

【お問い合わせ・ご連絡先】　　

株式会社ＪＣＭ名古屋支店　　担当　寺田・安藤

〒451-0044　名古屋市西区菊井２－１９－１１　大興クレアシオン４Ｆ

ＴＥＬ ０５２－５６１－８８９９　　ＦＡＸ ０５２－５６１－８８９３

ＨＰ　 http://www.jcmnet.co.jp/daikyo/

ＪＣＭは（社）中古自動車販売協会連合会と損保会社様はじめ大手企業２０社の出資提携により設立された

全国展開の会社です。既に官公庁はじめ職域団体・組合など３００社以上の企業の皆様から車を売却、処分

する際の相談先として幅広くご紹介・ご利用いただいています。
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有限会社ロードサービス豊橋 
 

 
当社は、東三河（豊橋・豊川・田原・新城・蒲郡）を中心に、 

「車のトラブル年中無休・24 時間出動！」のロードサービス豊橋です。 

オートバイから、大型トラックまで、ガス欠・スペアタイヤ交換・インロックの開錠

から、落輪・横転・転落時のクレーン作業や長距離搬送まで対応可能ですので、事故や

故障などの万一の際には、是非ご利用下さい。 

国内損保全社のロードサービス提携出動業者としての登録も出来ておりますので、自

動車保険付帯サービスでの出動（各損保コールセンター経由）や、作業後に保険会社へ

保険金請求する方法（搬送費用特約・車両保険・対物保険等）の、どちらでも対応させ

て頂きますので、お気軽にご連絡下さい。 

 

有限会社ロードサービス豊橋  TEL 0532(54)9299  (24時間受付) 
 

豊 橋 本 店   440-0086 豊橋市下地町宮前 29 番地 1 

豊 橋 東 店   441-3154 豊橋市二川町西向山 6番地 1 

豊川インター店   442-0806 豊川市牧野町 2丁目 108 番地 

 

音羽インター店   441-0202 豊川市赤坂町関川 58 番地 1 

中部運輸局 認証 自動車整備工場 愛第 8986 号 

中部運輸局 許可 一般貨物自動車運送事業 愛運輸第 934 号 

中日本高速道路株式会社（NEXCO 中日本）事故車等排除業務協定 締結 

http://www17.ocn.ne.jp/~rs-toyo     

   

協賛会員の 

コーナー
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株式会社 川口硝子店 
 
 弊社は名古屋熱田区の本社を中心として半田市上浜町、天白区野並に各営業所を構え愛知県を

カバーさせて頂いております自動車ガラス専門店です。専門と申しましても近年では自動車ガラ

スのリペア・交換だけにとらわれずボディーコーティングやウインドフィルムはもちろん、ヘッ

ドライトの磨きやルームクリーニングから更にはカッティングシート（車ボディー用）・車両盗

難防止の為にガラスへの車体ナンバーなどのエッチング加工・防犯フィルム施工（家庭窓、車）

最近では車内装のリペア（タバコによるシート穴修理や革シート補修及びダッシュボードの傷修

理）の施工も開始しました。 
 もちろんメインのガラスに関しましても保険対応の純正ガラスだけでなく、フロントガラス破

損の場合には実費支払の場合にもクオリティーの高い国産優良品やお値打な海外製ガラスもご

用意させて戴けます。更にここ数年話題になっている『高機能断熱ガラス』も取り扱っておりま

す。『高機能断熱ガラス』とは UV（紫外線）９９％カットはもちろん、日差しのジリジリとし
た暑さを軽減させる“中赤外線カット機能”も備えておりこちらは IR（中赤外線）を約９０％
カットするというまさに“ハイスペック”なガラスです。 
このハイスペックな機能はウインドフィルムにも利用されており、一昨年辺りから各メーカー

より発売され始めましたが昨年は真夏日が続いた事もあって一時はフィルムが欠品するなど急

激な需要を発しました。 
弊社ではボディーコーティングの需要も伸びており、一昨年前より“本物のガラスコーティン

グ”『アドバンスト・クオーツ』を導入させていただきました。必ずご満足いただけると自信を

もってお勧めいたします。 
その他にも弊社は創立時より板ガラスを扱っていた事もあり、自動車に限らずお客様の事務所

の扉のガラスや窓ガラスの破損、また事務所ガラスへの防犯フィルムの施工も可能です。 
この様に自動車ガラスに限らずトータルでお客様にご満足頂ける技術及びサービスを提供し

てまいります。 
 

■熱田店〒456-0052 名古屋市熱田区二番 1丁目 14-12 TEL：052-671-8872 

 
■半田店〒475-0804 半田市上浜町 10-3 TEL：0569-22-7865 

 
■野並店〒468-0045 名古屋市天白区野並三丁目 497：TEL：052-895-4108 

 

  

協賛会員の 

コーナー
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 その他、荷物の運搬に便利なバン・トラック、みんなで乗れるワゴン・バス、 

 車いすに乗ったまま乗車できる福祉車両、 

 一度乗ってみたい話題のスポーツカー「86」 など多彩なラインナップで 

皆さまのご利用をお待ちしております。  

 
「あなたの街のレンタカー」トヨタレンタリース愛知です。 

 

愛知県のレンタカーならお任せ下さい！ 

中部国際空港や名古屋空港、名古屋駅などの主要駅を中心とした 

充実の店舗ネットワークで、お客様のニーズにお応え致します。 

レジャーはもちろん、ビジネス・引越しなど、 

様々なシーンにぴったりの 1 台をご用意致します。 

レンタカーは、必要な時だけ利用でき、大変便利で経済的です。 

ぜひ、トヨタレンタリース愛知のレンタカーをご利用下さい。 

お待ちしております。 

 
 注目のハイブリッドレンタカー 

 

 今、最も人気のレンタカーは、 

 アクアやプリウスなどのハイブリッドカーです。 

 ハイブリッドカーは、燃費の良さはもちろん、 

 走行中に静かなことや、運転のしやすさなどから 

 レンタカーでも多くのお客様に選ばれています。 

 トヨタレンタリース愛知では、 

TOYOTA のハイブリッドカーを積極導入し、 

車種も豊富にご用意しております。 

ISO14001 
JAER0791 

トヨタレンタリース愛知は、 

国際的な環境規格 ISO14001 を 

全店で認証取得しております。 

＜ご予約・お問い合わせは＞ 

総合予約室  

8：00～20：00（年末年始は除く） 

協賛会員の 

コーナー
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ＡＢＳオートビジネスサービス株式会社 
 
 
平成２５年８月に賛助会に入会しましたＡＢＳオートビジネスサービス株式会社です。 

「頼れる賛助会員」としてＰＲさせていただきます。 

 お客さま(企業)が車両を活用される場合は、道路交通法、道路運送車両法等の様々な法律

の規制を受けます。万一、不幸にして事故などが発生したときは、場合によっては「行政上

の責任」「刑事上の責任」「民事上の責任」などが厳しく企業に問われる経営リスクを内包し

ています。車両の維持・管理に関わる業務は、総務・経理、その他関連部署ならびに車両使

用者にまたがります。さらに、支店・営業所の車両までとなると、全体的使用状況の把握も

難しく、煩雑になりがちです。 

 そこで、お客さまそれぞれの車両管理の現状分析を行い、課題を抽出し、その解決方法を

ご提案するコンサルティングから、車両一括集中管理業務をサポートするのが、ＡＢＳオー

トビジネスサービスです。 

 このような私どもオリジナルの車両管理マネジメントシステムはトータルコストの削減

を実現し、ご好評をいただいております。 

 

メリット１ 

 車両トータルコストの低減推進 (直接コストの削減) 

 現状のリース料金やメンテナンス料金を弊社が把握している相場料金と比較検証し、入札

＆購買方法等の見直しと合わせて、車両トータルコストの更なる低減化を実現します。 

メリット２ 

 車両管理業務のＢＰＯ化実現 (間接コストの削減) 

 お客さまの車両管理業務をＢＰＯ化していただき、管理工数の大幅削減を図ると共に管理

業務の効率的な一元化を実現します(クラウド型車両管理システム【ＡＢＳ－Ｗｅｂ】)。 

メリット３ 

 『新たなコスト増０円』プランの提供 (予算枠不要) 

新たなコストの追加支出増が０円(予算枠不要)で、①車両総合管理業務の受託サービスと

②車両管理システム【ＡＢＳ－Ｗｅｂ】を提供させていただきます。 

 

  まずは弊社ホームページ http://abs-tokyo.co.jp をご覧いただき、 

ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上 

 

ＡＢＳ オートビジネスサービス株式

会社 

中部支社 中島(r.nakashima@abs-tokyo.co.jp) 
Tel 052-968-1719 Fax 052-968-1728 

 

協賛会員の 

コーナー
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賛助会員一覧 

愛知県代協ホームページ http://www.aichidaikyo.or.jp/・「リンク」タグの賛助会員に掲載してい
ます。 
  

  会 社 名 担当者名 所 在 地 ＴＥＬ/ＦＡＸ 

1 株式会社 宣 通 山下 正義 名古屋市東区東桜 2-16-27 
052-979-1600

052-979-1601

2 ＤＲＰネットワーク愛知支部 平沼 秋信 春日井市松河戸町 804 
0568-83-8881

0568-83-8882

3 オートサポートあいち 伊藤 公明 
豊川市大堀町 263            

（有）オトワ商事 

0533‐85‐3433

0533‐85‐3485

4 
（株）東京海上日動 

キャリアサービス 
 河端 真美

名古屋市中区丸の内 3-20-17     

中外東京海上ビル２Ｆ 

052-972-0600

052-972-0601

5 (有) 岐垣
ギエン

創建 佐藤 有巨 大垣市新田町 3-13 
0584-87-2633

0584-87-2635

6 （株）タケヒロレッカー 後藤 眞伯 一宮市丹陽町伝法寺字西大門 292 
0586-77-7089

0586-76-9935

7 
MS&AD 

スタッフサービス（株） 
菊月 彰彦 

名古屋市西区名駅 2-22-9  

あいおいﾆｯｾｲ同和損保名古屋ﾋﾞﾙ 

052-571-3585

052-571-3595

8 
（株）ファブリカ 

コミュニケーションズ 
安藤 弘道 春日井市松河戸町 1434-1 

0568-36-8545

0568-36-8543

9 （株）ＪＣＭ名古屋支店 寺田 和政 
名古屋市西区菊井 2-1-11 

    大興クレアシオン 4F 

052-561-8899

052-561-8893

10 三裕産業 株式会社 塩谷 拓也 名古屋市港区当知 3-2904 
052-383-6520

052-383-5474

11 (有)ロードサービス豊橋 大場  篤 豊橋市下地町字宮前 29-1 
0532-54-9299

0532-54-9266

12 （株） 川口硝子店  川口 正章 名古屋市熱田区六番 3-12-24 
052-671-8872

052-671-5868

13 
（株） トヨタレンタリース愛知 

レンタル営業推進部 
山﨑 剛 名古屋市昭和区白金 3-17-15 

052-883-2116

052-889-1489

14 
オートビジネス 

サービス（株） 
中島 良治 

名古屋市中区丸の内 3-22-21  

損保ジャパン名古屋ビル 

052-968-1719

052-968-1728

15 （株）アスマイル 小宮 慶昭 
東京都港区浜松町 1-21-5  

SATSUTA ビル 6 階 

03-5733-0825

03-5733-0835

16 （株） タウ 清水 博之 
愛知県名古屋市東区葵 1-19-30 

マザックアートプラザ 10F   

052-930-6711

052-930-6712

17 （株） イケダ 池田 茂 岐阜県岐阜市六条北 4-4-10 
058-271-6788

058-271-6787
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「新入会員オリエンテーション・認定書授与式・セミナー・懇親会」 

 
◇日時：平成 26 年 2 月 3 日（月）     ◇会場：キャッスルプラザホテル 

タイムスケジュール 司会者 

13:00 
（梓の間） 

役員集合 打合せ 林専務理事 

13:15 ～ 14:15 
（梓の間） 

【第 1 部】   新入会員オリエンテーション 

◇参加対象者： 
①愛知県代協・新入会員 

（平成 23年度から平成 25年度入会者案内送付） 
②愛知県代協・一般会員 

（会員の所属する代理店の募集従事者） 
③愛知県代協・協賛会員 
      ＊参加希望者は、事務局へ1月17日（金）までに申込下さい。

◇次 第 
新入会員の自己紹介 
持参資料「代協活動の現状と課題」（平成 2５年度版） 
   （１）日本代協の歴史・役割・組織について 
   （２）愛知県代協の活動状況について 
   （３）フリーディスカッション 

金子副会長 

14:30 ～ 15:15 
（鳳凰の間） 

【第 2部】  「第 14 期 認定証授与式」 
・髙木会長 挨拶 
・来賓挨拶  

(一社)日本損害保険協会中部支部  委員長 重田 昇三様 
   （日本興亜損害保険㈱常務執行役員中部本部副本部長） 
                 
認定証授与 41名・認定者代表挨拶 

中野副会長 

15:30 ～ 17:00 
（鳳凰の間） 

【第 3部】   愛知県代協セミナー

 演題：「損害保険代理店のＢＣＰ」 
 講師：りそな総合研究所  

シニアコンサルタント  田中 真樹 氏 

平岩副会長 

17:15 ～ 19:15 【第 4部】  懇親会

 
＊日本代協・トクムラケンタの顧客簿の DVD を流すこと 

神谷副会長 

 

◆オブザーバー：三重県代協会長・岐阜県代協会長・静岡県代協会長 

◆懇親会会費  ○会員 5,000 円 ・ ○非会員（賛助含む）8,000 円  
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平成 25 年度入会者ご紹介 
 

事務局からのお願い 
★登録情報に変更があれば御連絡下さい。 送付先 FAX０５２-２０３-８７２３ 

会員番号 １４A- 所属支部名 支部

代理店名  
代表者 

氏 名 

愛知県代協 

登録者 

代表者に同じ 登録者 

携帯番号 

所在地 
〒      － 

TEL  FAX 

Email            ＠ 

代申会社  所属支社 

募集人数     名（内、委託型募集人   名） 
  

 

  

No. 入会日 
会員

Ｎｏ. 
支 部 代 表 者 名 代 理 店 名 代  申 

1 4/1 1922 名古屋東 中島 克規 ㈲三幸プランニング 日本興亜 

2 4/5 1923 名古屋北 安江 寛二 ㈱クオーレ 三井住友 

3 4/16 1924 豊 川 鈴木 讓 愛知海運産業㈱ 日本興亜 

4 4/16 1925 名古屋東 松永 淳司 松永総合保険㈱ 日本興亜 

5 4/22 1926 豊 橋 戸苅 宏之 ㈱ＰＩＴ あいおいﾆｯｾｲ同和

6 5/24 1927 名古屋西 長谷川 圭次 朝日火災ビジネス・サービス㈱ 朝日火災 

7 6/24 1928 名古屋東 神戸 勝英 ㈱エムエル保険サービス 三井住友 

8 7/11 1929 名古屋北 福崎 悟 ㈲鈴幸商会 日新火災 

9 7/23 1930 名古屋北 田中 智也 クオーレ総合保険（事） 三井住友 

10 7/30 1931 豊 橋 古林 靖規 ㈱古林保険事務所 あいおいﾆｯｾｲ同和

11 8/20 1932 尾 張 東海 健志 ㈱東海保険工房 東京海上日動 

12 9/13 1933 尾 張 中野 豊 ＡＬＬ保険プラザ(株) 愛知支店 あいおいﾆｯｾｲ同和

13 10/7 1934 尾 張 若林 清隆 
総合保険事務所            

ジャパンコミュニケーションズ 
損保ジャパン 

14 12/10 1935 名古屋西 松井 優子 Vergil
ヴァージル

 Insurance
インシュアランス

 （株） あいおいﾆｯｾｲ同和
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■ 不公正と思われる保険募集等に関する報告書 ■ 
報告先：愛知県代協（担当：企画環境委員会）F A X ： 0 5 2 － 2 0 3 － 8 7 2 3  

 

日常の営業活動の中で、保険販売等に関し、明らかに不公正と思われるケースや 
コンプライアンス上おかしいと思われるケース等ご報告下さい。 

  

■報告者：代理店名(               ) 氏 名(             ) 

 連絡先(電話：               ) 所属支部(          支部)

■該当先                       ＊該当( )に○印を、会社名・担当者名をご記入ください。

（  ）金融機関（銀行・信用金庫・共済等 ） 
会社名「                   」・担当者名（            ）

（  ）ディーラー等 
会社名「                   」・担当者名（            ）

（  ）保険会社・共済等 
     会社名「                   」・担当者名（            ）

（  ）勤務先「                   」・担当者名（            ）

■該当案件：おかしいと思われた保険販売状況等 → なるべく具体的に！ 
（１）お客様 → 個人・法人 
（２）いつ、（     年     月     日） 
（３）どこで、（上記店舗 お客様宅）                         
（４）だれが、 
（  ）車の販売にあたり、お客様の不利益になる保険の勧誘をした。 
（  ）家の新築時に、融資担当者がローン金利を優遇することを条件に保険の勧誘をした。 
（  ）勤務先で、強制的に保険を切り替えさせられた。 
（  ）十分な説明もないまま 保険に加入又は切り替えさせられた。 
（  ）これまで加入していた生命保険を、十分な説明も無く解約し、新たに入り直すことを勧め

られた。 
（  ）その他 → 具体的に記入（                           ）

■備考（                                          ）

 
 
 
 
 

添付種類（有・無）
 

ご協力頂き、誠に有難うございました。 上記案件を証明する資料等がありましたら添付して下さい。 
資料が無くても事例を積み重ねて本部へ報告致しますので、趣旨をご理解の上ご協力をお願い致します。 

 

 

■個人情報の取扱いについて 
一般社団法人 愛知県損害保険代理業協会（以下「当協会」）は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の

信頼をより向上させる為、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適

正に取り扱うと共に、安全管理について適切な措置を講じます。 

当協会は、個人情報の取り扱いが適切に行われるように協会会員への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いが行われるよう取り組んで

参ります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当協会の個人情報の取り扱い及び安全管理に係る適切な措

置については、適宜見直し、改善いたします。 

＊愛知県代協ホームページ http://www.aichidaikyo.or.jp/ ・下段 「各種資料」の「代協の

運営の関する物」に掲載しています。 

添付資料 
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日本代協（一般社団法人 日本損害保険代理業協会）とは 
損害保険の普及と保険契約者の利益を守るため、常に代理店の資質の向上に努める「損害保

険代理店」の団体です。 
愛知県代協（一般社団法人愛知県損害保険代理業協会）とは 

日本代協を構成する１６ﾌﾞﾛｯｸ（４７単位代協）組織の１県代協で 10支部を統括する団体です。  
  平成２０年１２月 一般社団法人 愛知県損害保険代理業協会となる。 

●活動の実績● 
・損害保険の普及、防災・防犯運動の促進 
・代理店制度の創設と改善への積極的な提言 
・代理店手数料、自賠責手数料の引上げ 
・特定契約代理店制度の改善 
・保険料別途預金口座への定期預金導入 
・代理店登録手続きの改善 
・自己代理店新設時の猶予期間の廃止 
・全国損害保険代理業国民年金基金設立 
・住宅金融公庫物件の一部解放の実現 
・国民金融公庫融資対象業種に損害保険代理業を追加 
・中小企業金融公庫融資対象に損害保険代理業を追加 
・中小企業新技術体化投資促進税制の対象業種に 
損害保険代理業を追加 

・募集秩序維持・募集環境整備に関する問題の 
数多い解決 
・火災保険・地震保険・自動車保険等の改定 
・保険業法の改正作業に参画、平成８年４月 
新保険業法が施行 

・特定契約取扱代理店制度の改善. 
 
  

★ ご紹介ください「会員対象者」！！ ★ 

 【入会資料送付先】                   送付先 FAX ０５２－２０３－８７２３ 

代理店名  
代表者 

氏 名 

愛知県代協 

登録者 

代表者に同じ 登録者 

携帯番号

所在地 

〒      － 

TEL  FAX 

Email            ＠ 

代申会社  所属支社

募集人数 
   名（内、委託型募集人   名） 

  

紹介者氏名  所属支部 

＊愛知県代協ホームページ http://www.aichidaikyo.or.jp/ ・「入会のご案内」タグ⇒「申し込み
手続き」の入会申込書（ＰＤＦ）をご利用ください。 
 
  

●日本代協の現在の取組● 
・損害保険代理店制度の改善 
・損害保険募集環境の整備 
・損害保険料所得控除制度の拡充 
・日本代協認定保険代理士国家資格への昇格

・地球環境を守るための運動 
・一般消費者向けの公開講座を開始 
・銀行窓販問題 
・郵便局の損害保険商品販売の問題 
・活力ある代理店制度研究 
・国民年金基金の推進 
・学校教育への取組み 
・代理店賠責「日本代協新プラン」の普及 

日本代協の概略 
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 ＦＡＸ送信先 

 FAX03-6268-0012  
全国損害保険代理業国民年金基金あ

て 

 

国民年金基金 掛金試算等依頼書 

＊上記表内はすべてご記入ください。（国民年金番号がない方は加入できません） 
 

 
 

←１口目の A型は必ずご加入いただきます。 

（６５歳から終身お受取・15 年間遺族保証あり） 

A．６５歳から終身お受取（15 年間遺族保証あり） 

B．６５歳から終身お受取（遺族保証なし） 

Ⅰ．６５歳から 15 年間お受取(15 年間遺族保証あり） 

Ⅱ．６５歳から 10 年間お受取(10 年間遺族保証あり) 

Ⅲ．60 歳から 15 年間お受取(15 年間遺族保証あり) 

※Ⅳ．60歳から10年間お受取(10年間遺族保証あり) 

※Ⅴ．60 歳から 5年間お受取(5 年間遺族保証あり) 

（※）Ⅳ型、Ⅴ型は 50 歳以上の方は加入できません。 

 

＊50歳以上、59歳までの加入希望の方は、下記ご予算を記入の上 FAXください。 

 

 

 

 

＊日本代協ホームページ http://www.nihondaikyo.or.jp/「保険代理店の皆様へ」のタグ⇒左サイ
ドタグ下段の全国損害保険代理業国民年金基金を参照ください。 

 

 

会員
 

所属代協 愛知県代協 

非会員  
代理店事務所 

所 在 地  
都道

府県

加入申出者・掛金試算等依頼者の氏名 性
別 

生年月日 
昭和 
平成 

年 月 日

ﾌﾘｶﾞﾅ 
男
・
女 

基礎年金（国民年金手帳）番号 

氏 名 
‐

   

郵 便 番 号 ご  自  宅  住  所 

   

‐ 

   
都道

府県

郡
・
市

区
・
町

 

自宅電話番号 携帯電話番号 自宅 FAX 番号 ご自宅住所 続き 

  

加
入
す
る
年
金
タ
イ
プ 

１
口
目 

給付 

の型 

加入 

口数 
掛金月額 

A 
   千   円

２
口
目
以
降 

A      

B      

Ⅰ      

Ⅱ      

Ⅲ      

※Ⅳ      

※Ⅴ      

合計掛金月額 
 千   円

掛金月額 

のご予算 

千   

円 

FA
X
 

03-6268-0012 

具体的な加入タイプが決まらない

方または掛金等が不明な方は、 

目安としてご予算をご記入下さい。

加入できる年金タイプ案を FAX で 

お送りします 


