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　４月１２日、三井住友海上の全国４万の保険
代理店うち、優秀な代理店が集まるエージェン
ト オブ ザ イヤーに、代表取締役社長の溝口
と尾藤執行役員、三輪執行役員、原執行役員
の４名が出席いたしました。
　このエージェント オブ ザ イヤーでは、数ある
優秀な代理店の中から、厳選された代理店が
登壇し、表彰されます。
　ニュータスも代表の溝口が登壇し、多くの代理
店の店主や関係者の前で表彰をされました。

三井住友海上　最高位の代理店コンクール。
三井住友海上の代理店　４万２６７店の中から、高い基準を超え、
入賞した代理店が一堂に会します。
各代理店から入賞成績により招待される人数が決まり、今回は
８１６名が参加しました。
更に、毎年１０社の最も優秀な成績を残した代理店が、登壇して
表彰をされます。



　この４月より、ニュータスに新しい
部署が発足いたしました。
　その名は、「営業支援部」です。
各営業部署に対して横断的な支援
活動を行います。
具体的には、長期契約などのため、
毎年お会いする機会のないお客様

へも、ニュータスのサービスをもれな
くお届けしていきます。
最新の情報提供や、隠れたお困りご
との解決で、一層お客様へのお役立
ち活動を行っていきます。
　この新しい営業支援部が、今以上
のお客様の満
足のために、
新しいサービス
をお届けしてい
きます。

usiness ontinuity lanning

ＢＣＰは、事業継続計画のことです。
具体的には、巨大災害時などに事
業が継続・復旧可能となるための
準備や行動計画のことです。

　４月１０日（水）の全社員研修にて、
ニュータスのＢＣＰの内容説明を行
いました。
　ＢＣＰの内容を、社員にしっかりと
理解してもらうことが、一番最初に
必要なことです。
　ＢＣＰの内容の中で重要なことは、
巨大災害時に、いかに社員の安否
確認を行えるかです。
社員の安否確認が
できて、初めて次の
システムの復旧、
営業再開につなげ
られます。
　その為にはひとり
ひとりが、災害時に
どの様に行動すべ

きかを理解しておかなくてはいけま
せん。

我々保険代理店は、このような災害
時にこそ、お客様のお役に立てるこ
とが社会的な使命です。
もちろん自身も被災していることが
想定されます。
ですから、この
ＢＣＰの重要性
をより会社全体
で意識づけして
います。

４月１９日には名古屋本社で、地震
を想定した防災訓練を行いました。
ＢＣＰが策定され
ていても、実際に
社員が行動でき
なくてはいけませ
ん。
そのために全員
が真剣に取り組
みました。



マイスター認定は、営業・ＳＳにとっ

て１９上期の成果の証です。

各認定者の皆様、本当におめでとう

ございます。

そして、１９上期の期間中で最も顕

著な活躍をした人へ贈られるＭＶＰ

とＴＹＦ大賞の発表に移りました。

４月１０日は、ニュータス１９下期キッ

クオフ会でした。

半期ごとに、その前半期のプロジェク

トの表彰や、ＭＶＰと、ＴＹＦ大賞を表

彰します。

その前に新入社

員にニュータス

をもっと知っても

らうクイズといっ

た余興もありました。

その後、１９上期に営業・ＳＳが達成

に最も力を入れたマイスター認定か

ら表彰は始まりました。

証券回収マイスターは、全ての部署が達成。

個人別の単価アップマイスターも４名が、マイ

　　　　　　　　　　　　　　スター認定を受けました。

　　　　　　　　　　　　　　今期もたくさんの

　　　　　　　　　　　　　　認定者が誕生し

　　　　　　　　　　　　　　ました。

東京営業部は、
そっくりさんが
代理で写真撮影



　

続く表彰式で、１９上期の営業ＭＶＰ

の受賞者は東営部の岩﨑Ｂ、支援Ｍ

ＶＰは、営業２部の真野ＳＬで、両名と

も初受賞となります。

また、ＴＹＦ大賞の受賞者は、原ＥＹで

ＴＹＦ大賞を初受賞となりました。

３名に受賞の感想をいただきました。

東京営業部長

 岩﨑健太郎

ＳＳリーダー

　真野めぐみ
執行役員

　　原　大樹

質　受賞の感想を。
原　お客様のＳＯＳに全力で
取り組んだ半年間だったと
自分でも思えたので、とても
嬉しかったです。
質　受賞の要因は何だった
と思いますか？
原　人と比べるのではなく、
お客にとってベストなスピー

ド対応を行ってきたからと思います。
質　１９下期への意気込みを。
原　スピード対応を極めたい。
質　最後に受賞の喜びをひと言で。
原　お客様と仲間に感謝！

質　受賞の感想を。

岩　発表時に自分の名前

が映し出された時には大変
驚きましたが東営のチーム
力が評価されたことが一番
嬉しいです。
出向者の私を温かく迎え入
れて、一緒に楽しく仕事を
してくれたニュータスの全員
に心から感謝しています。

質　受賞の要因は何だった思いますか？
岩　「チームワーク」の一言につきると思いま
す。東営の皆が自分の役割をしっかり理解
して、チームの為に全力を尽くしてくれたこと
が、大きな成果に繋がったと思います。
ダブル達成した時の皆の笑顔がとても印象
的でした。
質　１９下期への意気込みを。
岩　環境は厳しくなると思いますが、ＭＶ

質　受賞の感想を。
真　最初は実感がありま
せんでした。
ただ、色々な方から「真
野さんに入れたよ！」と
言ってもらえたときに、
こんなに多くの人が投票
してくれたのだと実感す
ることができ、いっしょに
喜んでくれる人がいたこ

とが、本当に嬉しかったです。
質　受賞の要因は何だったと思いま
すか？
真　いっしょに盛り上げてくれる仲間がい

て、最後まで諦めずに頑張ることができた　

から...　ですかね・・・？

質　１９下期への意気込みを。
真　営推リーダーとして、さらに活躍し、みん
なを引っ張っていけるように頑張ります！　
質　最後に受賞の喜びをひと言で。
真　頑張れたのはみんなのおかげです。　

Ｐの名に恥じないよう連続ダブル達成に
拘りたいと思います。
質　最後に受賞の喜びをひと言で。
岩　ニュータスに来れて本当に良かった。
　　 これからもよろしくお願いします！ 



今回、「旅キュー」を取得されたのは、
佐伯さん、金子（芽）さんの２名でした。
早速、お二人に旅行先での写真を
ご提供いただきました。
　　　　　　　 某国の

有名な山

楽しそうな写真をありがとうございました。
　

５月はＧＷがあるため旅キュー取得は
ありません。
６月には、誰が何処へ行くのでしょうか？

　健康経営の活動の一つにもなってい

る「旅休暇（旅キュー）」は、ニュータス

にあるユニークな福利厚生の施策の

一つです。

　その内容は、週末などの休日に、有

給とは別に、この旅休暇をつけて連休

にして旅行に行ってもらい、

心と体のリフレッシュをして、

仕事を頑張ってもらおうとい

う目的で、有給とは別に、

年１日の取得ができます。

　社員には好評で、多くの

旅行先からの写真がこれまでの

社内報に載りました。

その旅キューをもっと活用できる

ように、ブリルツアースタイルの

永見様と半田様に旅キューを使

った日程でのお薦めのプランを

プレゼンしていただきました。

卵・卵。

今回、偶然にもお二人とも行先は
同じだったようです。
さすが有名な夢の国です！



ＭＳＡ生命 4/27 のみ受付 

ソニー生命 4/27,4/28,5/5,5/6 のみ受付 

アフラック 4/27,5/2 のみ受付 

オリックス 4/27,5/6 のみ受付 
メットライフ 4/27,5/6 のみ受付 

ニッセイ 4/27 のみ受付 

アクサ 5/1,5/2 のみ受付 

ネオファースト 4/27,5/2 のみ受付 

マニュライフ 全日休み(4/27～5/6) 

ジブラルタ      〃 

エヌエヌ      〃 

ニッセイウエルス      〃 

プライマリー  〃 

ＦＷＤ富士      〃 
 

ニュータス休業日
　

　　４月２７日（土）～５月６日（月）　休業日
　

　　※以下の日は、一部社員が出社し電話応対いたします。
　

　　 ４月２７日（土） 10：00～17：00
　　 ４月３０日（火） 10：00～17：00
　　 ５月　２日（木） 10：00～17：00

各生命保険会社の電話受付

三井住友海上保険相談窓口
　

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　　0120-632-277

三井住友海上事故受付
　

自動車　　　　0120-258-365
　

自動車以外　0120-258-189

おクルマＱＱ隊
　

専用ﾀﾞｲﾔﾙ　 0120-096-991

三井住友海上連絡窓口

３月２９日、法人営業部の
杉浦さんと、青木さんとの
お別れとなりました。
今後も、杉浦さんにはＭＳ
からニュータスを助けてい
ただきます。

２０１９年４月１日
ニュータス入社式
　

新卒入社第９期生の
６名が入社しました。
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