


 

経歴と仕事内容 
ソニー生命保険株式会社においてライフプランナーから支社長までの10年間、常
にトップクラスの実績を残す。その後、ＣＣＣグループの株式会社アダムス（現
CCC）の取締役ゼネラルマネージャーを経て、保険営業パーソンやファイナンシャ
ルプランナーを支援・組織化する株式会社ホロスプランニングを設立、代表取締
役に就任。またトップセールス・トップマネジメント経験を活かし、人材育成・能力
開発事業に進出。株式会社ＨＯＬＯＳ－ＢＲＡＩＮＳを設立し、取締役
会長に就任。大手企業の営業パーソン、管理職を中心に育成指導に携わる。
現在は乗合保険代理店向けシステム「ＣＳＢ」、保険事業者向けポータルサイ
ト「ＩＮＳ-ＮＡＶＩ」の開発、運営も手がけ、保険事業成功支援業を本格展
開中。また、2011年には生活総合支援サービス「L-club」をスタート。 

主な資格 

国際資格：サーティファイドファイナンシャルプランナー 

国家資格：１級ファイナンシャル・プランニング技能士 

日本メンタルへルス協会認定：心理カウンセラー 

産業能率大学認定：ペルソナセールストレーニング公認トレーナー 

主な著書  

「そろそろ、しゃべるのをおやめなさい」（ＴＦＰ出版）             

堀井 計 プロフィール（1958年京都府生まれ ） 
保険代理店協議会 理事長 
 
株式会社ホロスプランニング 代表取締役  
会社概要 
資本金13,455万円 
ファイナンシャルプランニング（資産運用設計・相続・税務などの相談） 
保険代理業（生損保32社の商品から最適商品をオーダーメイド設計） 
従業員64名（募集人246名）営業拠点29箇所 
〒604-8152 
京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 
烏丸中央ビル4階 
TEL075-222-6700  FAX075-222-2070 
 
株式会社ＨＯＬＯＳ－ＢＲＡＩＮＳ 取締役会長 
会社概要 
資本金2,500万円 
人材育成・能力開発・営業力強化・各種セミナー企画 

 
株式会社エルティヴィー 代表取締役会長 
会社概要 
資本金5,000万円 
保険事業独立支援システムCSB 運営 
保険ビジネス成功支援コンテンツHIT 企画・運営 
ライフプランリコメンドサービスL-club 運営 

 
サイコム・ブレインズ株式会社 取締役 
会社概要 
資本金6,404万5千円 
国内外における研修の企画・運営・実施・経営・イノベーション人材育成事業 
グローバル人材育成事業 
営業人材育成事業・若手・中堅人材育成事業  
〒101-0021 
東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル6F 

総合コーディネーター 
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保険代理店協議会の概要 
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法 人 名 一般社団法人保険代理店協議会 
設   立 平成22年10月01日 
住   所 東京都渋谷区渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ30F 
      ほけんの窓口グループ事務企画室内 
代   表 理事長 堀井 計  

【会員構成】 全66社 
 
  保険代理店 45社 
  支援事業者 12社 
  保険会社   9社 

【保険代理店協議会の目的】 
 会員がお客様に対して、永続性を持って最善のサービスを提供することを第一とし 
 あわせて保険業界、代理店の成長・発展に寄与する  

【沿革】 
 平成19年02月14日 発起人7名を中心に、第1回会合を行い設立準備を開始。  
 平成19年10月10日 任意団体 保険代理店協議会設立総会を開催し設立 
 平成22年10月01日 一般社団法人 保険代理店協議会設立(1月任意団体解散) 

【保代協会員が追求するもの】 
 ①マーケットの主役はお客様。100％満足される制度設計・商品設計のできる乗合代理店のビジネ 
  スモデルを目指す。生保は100人100様であり100％満足できる商品提供ができる。 
 ②重要事項、有無責、保険金支払に関する約款説明、金融商品に対する説明といった募集態勢が 
  キチンとできる。 
 ③各社の全部の商品を取扱うことから完全な募集行為がコンプライアンスを踏まえ確実に 
  実行できる。 
 ④お客様の声が経営の原点でありお客様と保険会社の結節点になり業界に 

   貢献する。 



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%94%9F%E5%91%BD
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年度末登録営業職員数、登録代理店数および代理店使用人数の推移 

法人代理店 
個人代理店 
年度末登録営業職員数 
代理店使用人数 

＊代理店使用人数は、法人代理店人数と個人代理店の合計 

法人代理店 

34,820 

年度末登録営業職員数 

240,952 

代理店使用人数 

989,301 

個人代理店 

68,046 



個人代理店 

課題 ・保険会社との力関係 

・一人親方 

・個人事業止まり 

・後継者不在 

法人代理店 課題 ・保険会社との力関係（レート維持） 

・個人事業  → 企業化 

・システム化 

・マネジメント 

・社員教育 

・コンプライアンス 

7万店 

3.5万店 

一社専属 損保研修生 

直販・募集人 

・投資のいらない独立 

・保険会社の支援を活用 

100社 

課題 ・トップランナーとしての責務 

・IPO実現 

・業界構造変革 

・雇用創出 

3,000人規模 

広域展開大型 
乗合代理店 

100人規模 

25万人 

http://www.hokepon.com/




風が弱まっても（環境変化・市場縮小・規制強化） 
       競争が激化しても前進する力とは何か？ 
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リアルで生命保険を売る仕事の考え方 

   ～POINT～ 
商談力 
コンサルティング力 

を高め成約率･紹介率を
いかに上げるか。 

更に販売効率をいかに
上げるか 

    ～POINT～ 

＜来店型＞ 

ニーズが顕在化された見込客 

をいかに店内で着座させるか 

＜訪問型＞ 

ニーズが顕在化されてなくても 

いかに面談機会を創るか 

   ～POINT～ 

＜受動的フォロー＞ 

顧客からの問合せ 

給付金･保険金支払い 

＜能動的フォロー＞ 

新商品案内 

ニーズ察知からの適時 

コミュニケーション 

 

http://gp2.gpupdate.net/ja/photolarge.php?photoID=75081&catID=1102-2281


あらゆる業界で顧客満足度向上に投資している 
              企業の業績は比較優位にある 

・ロイヤルティ ⇒ 

顧客満足度を上げるメリット 

・テーマパーク 

・そして保険代理業 

・自動車 ・オートバイ  ・ホテル 

リピート 

・クチコミ ⇒ 紹介 

・価格プレミアム ⇒ 購買単価 

・コスト節減 ⇒ クレーム対策費用 

・成約率 ⇒ 効率化 
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  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」 
 

         傍聴及び参考人発表報告 

11 



過去急成長してきた事業（商品）は 

       すべて規制強化によって終焉を向かえてきた・・ 

不動産バブル→総量規制（銀行に対する貸出規制） 

消費者金融→グレーゾーン金利違法判決・改正貸金業法 

長期障害・全損逓増・全損ガン→法人税基本通達 

ソーシャルゲーム「コンプガチャ」→景品表示法 

保険業界も、この急成長期に油断することで、消費者からの 

クレームを引き起こしたり、市場が先行し現行法律と現状との 

GAPが生じ、その是正措置から規制強化に動く可能性有り。 
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現時点での懸念事項の整理 

募集手数料開示を検討 

 

管理体制の構築 

 

賠償請求に対応できる資金確保 

             （賠償責任のリスクを代理店が負う） 

複数商品の中から何を根拠に推奨するかを明確化せよ 

              （まさか手数料の高さで選んでないやろな・・） 
 

巨大化するならそれに対応できる管理体制を構築せよ 

 

保険仲介人同等のサービスを提供するなら同等のリスクを負え 

＊我々は業界をリードするためにも、消費者に対し後ろ指を指されない 

 適切な募集活動と管理態勢構築を行うことで業界の範となり、この業態の必要性 

 を説き、 保険業界の発展に貢献 していく必要があります。 
13 









今野 則夫 
保険代理店協議会 発起人 副理事長 
保険の窓口グループ株式会社 
代表取締役社長 
 
 
 
 
会社概要 
資本金 64,750万円 
生命保険募集に関する業務 ・損害保険代理店業務 
保険に関する総合的コンサルティング ・年金資金・資産運用に関する業務 
法人・財務や相続・事業継承に関する保険によるコンサルティング 
企業における顕在・潜在リスク診断 
従業員数3012名（グループ連結：2012年7月1日現在）    
 
展開ブランド（グループ計302店舗） 
ほけんの窓口：179店舗 
みんなの保険プラザ：88店舗   
ほけんの専門店：35店舗  

 
〒150-8510 
東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ18F 
TEL 03-5464-2511 FAX 03-5464-2477  

 
株式会社 ライフプラザパートナーズ 代表取締役副社長 
 

パネラープロフィール 



勝本 竜二 
保険代理店協議会 副理事長 
株式会社アイリックコーポレーション 代表取締役  
 
 
 
 
 
 
 
生命保険クリニックの運営 
（来店型保険ショップ 取扱い保険会社30社） 
法人向けTAXプランニング 
（企業防衛プラン、税務対策・資産運用などのコンサルタント） 
相続対策（事業承継対策や相続税納税資金の確保プランのご提案） 
CSC事業（「保険クリニック」の全国推進、参加店マネジメント） 
従業員数 113名（募集人含む） 
営業拠点12箇所（『保険クリニック』全国159店舗）2012年9月1日現在 
 
〒113-0033 東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル4階 
TEL 03-5840-9550  FAX 03-5840-9570 

パネラープロフィール 



水野 明 
保険代理店協議会 副理事長 
株式会社ソニックジャパン 代表取締役社長 
 
 
 
 
 

資本金 3,000万 
従業員数 264名（募集人196名） 
営業拠点 全国31箇所（平成2012年10月1日現在） 
 
《企業理念》 
時代の変化を見つめ、たえず進化し、 
感謝の心を持ってお客様の要望に的確にお応えします。 
 
《コーポレートスローガン》 
Be Professional ～プロ意識を持とう～ 

パネラープロフィール 



松村光範 
保険代理店協議会 理事 
ファイナンシャルアライアンス株式会社 
代表取締役社長 
 
 
 
 

 
資本金 1,000万円 
従業員数 764名（募集人含む） 
営業拠点 全国62箇所（2012年11月１日現在） 
 
《キャッチフレーズ》 
「FAにしよう」 
ファイナンシャルアライアンスは 
最高のソリューションを提供する保険のリーディングカンパニー 

パネラープロフィール 



盛岡スペシャルゲスト 

田中 広江 
有限会社アイドカ 代表取締役 
田中広江ＦＰ事務所 所長 
 
 
 
 
資本金 1,000万円 
従業員 15名 
営業拠点 3箇所 
 
＜社名の由来＞ 
住宅取得と同様、人生の大きな買物が「保険加入」です。
人任せにせず、自ら考え自らの意志で加入していただきた
い。「アイドカ」の社名は人が購買行動を起こすまでの心の
流れを表しています。物事を行動に移すまでの5つのステッ
プの頭文字からとりました。お客様がconviction（確信）
をもって保険を選ぶお手伝いをいたします。 
 


