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研修では、アメリカの保険会社や、
保険代理店で、そこのスタッフか
ら様々な話を聞き、日本の保険業
界との違いを学ぶことができたそう
です。（以下、研修の内容抜粋）
原ＥＹ：　アメリカでは日本と比べて
数多くの保険会社が存在し、特定
の分野を専門に扱う会社や、特定
のお客様をターゲットとしている会
社など、日本とは違い様々な形態
があります。

　2019年6月3日から7日まで、アメリカで現地の保険
会社や代理店へ訪問する研修の報告会が7月3日に
社内で行われました。
保険先進国であるアメリカの保険募集の実態につい
て、直接見て、話を聞いた体験を原ＥＹに発表してい
ただきました。

訴訟の多いアメリカでは、お客様のリスクに合わせ
た提案を行う保険代理店は、社会的に重要な役割
を持ち、そこで働くスタッフもお客様への高い意識を
持っています。
お客様を守る保険代理店はアメリカで最も尊敬され
る職業の一つです。
この研修で、我々ニュータスもお客様をお守りする使
命をより意識できました。
またアメリカでの保険募集の実務の様子も見てくる事

ができ、電話主体のお客
様対応や、ＳＮＳなど
を積極的に活用している
様子が、印象的でした。
　研修で吸収したことを、
原ＥＹよる報告会で、社内
にもしっかりと共有がされ
ました。

今回、訪問した保険

会社や保険代理店



　ニュータスの品質の標準化、お客
様への提案時に、信頼・安心いただ
けるレベルであることを認定している
営業マイスター制度。
その基準達成のラップ期限である７
月末では、必須２項目達成に向けて
最終日まで、お客様の元へ足を運び

続けました。
医療保険のメディカルマイスターと、
年金保険のアセットマイスターの獲
得を目指し、各営業マンが奮闘した
７月でした。
電話での対応がメインとなるＳＳも、
個人ごとの単価アップマイスター、
部署ごとの証券回収マイスターへの
取組みが、ニュータス全体への高い
レベルの標準化を果たしていきます。

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。

　毎年、ニュータスではお客様より
台風による被害のご報告をいただ
きます。
　保険による補償があれば安心で
すが、そもそも被害に遭わないため、
自分を守るために、日頃から防災に
ついて意識を向けておくことも大切
です。

　今年は長梅雨から、ゲリラ豪雨、そし
て早くも台風と、雨や風による災害が
多く発生しています。
今年の６月から、避難勧告が５段階の
レベルで案内されるようになりました。
それによって、避難する判断が分かり
やすくなりました。
詳しくは、８月発行し、ＨＰにもアップし
ている「ニュータス防災通信 Vol2」をご
覧ください。
　ニュータスでは、災害に強い保険代
理店として、お客様にとってもお役に
立つ、防災の情報を今後も発信して
まいります。
　８月末、夏も終わりに向かい、本格的
な台風の季節になっていきます。



入社から、もう５ヵ月が経過する新卒

９期生の新人６名。

新社会人としての５ヵ月を経験した

今、心境をインタビューしました。

質問は

Ｑ１．この５ヵ月を振り返って？

Ｑ２．一番印象に残っている事は？

Ｑ３．これからやってみたい事は？

　　　　　　　　（プライベートでも可）

そして、自分の写真を１枚、提供し

てもらいました。

併せて学生時代、一番頑張ったこと

も聞いてみました。

では、６名の皆さんの回答をどうぞ。

　　　　　　　　　　　　　　　酒向拓馬　ＪＣ

　　　　　　　　　　　　　　　学生時代一番頑張った事

　　　　　　　　　　　　　　　部活や、部外でのバンド活

　　　　　　　　　　　　　　　動です。様々なバンドのコ

　　　　　　　　　　　　　　　ピーや、オリジナルの曲を

作るなど、学生時代に一番時間を費やしました。

Ａ１．人生で時間が過ぎるのが本当に早かったで

す。社内では雰囲気が良く、何でも聞きやすいで

す。またプライベートもニュータスのみんなと関わ

ることが多く、とても充実していました。
　

Ａ２．社員旅行です。初めての社員旅行でしたが、

すべてが楽しくて、特に夜のかつおのたたきが

おいしく、お酒がすすみすぎてしまいました。
　

Ａ３．時間に余裕が出てきたらもう一度バンドを組

もうかなと思っています。

だことです！

Ａ１．もう半年経ってしま

うのに、３年で独り立ち

だなんて都市伝説だ！

という気持ちです。
　

Ａ２．外国のお客様と

英語でやり取りしたことです。まさか会社で英語

を使うとは思ってもみませんでした。
　

Ａ３．小さい頃ピアノをやっていたのですが、

姉と比べられるのが嫌で辞めてしまったので、

何か楽器が出来るようになりたいです。

鍋田有希　ＳＳ

学生時代一番頑張った事

映画やライブ、舞台や旅行等々いろいろ足を運ん

堀江真由　ＳＳ

学生時代一番頑張った事

卒業旅行の資金を貯める

こと。
　

Ａ１．入社したての頃は、

今日は何するんだろうと

毎日ドキドキと不安でし

たが、どんな時も同期と一緒に学んだり情報共有

していたのでとても心強かったなあと思います。
　

Ａ２．高知のカツオとにんにくがとても美味しかっ

たのと、部屋でまみちゃんと夜遅くまで話したり

歌ったり夜散歩が楽しかったです！
　

Ａ３．筋肉をつける、スポーツに興味を持つ！

中村拓海　ＪＣ

学生時代一番頑張った事

たくさん遊ぶために、たく

さん働きました！
　

Ａ１．仕事に遊びに非常

に濃い時間で、あっとい

う間の５ヵ月でした！

　

Ａ２．友達から「社会人になってからいきいきして

るね」と言われました。嬉しかったです！
　　

Ａ３．本気で体を鍛えたいです！



　

渡邉山斗　ＪＣ

　　　　　　　　　　　　　　　学生時代一番頑張った事

　　　　　　　　　　　　　　　勉強です！！

　　　　　　　　　　　　　　　（大学の時、限定）
　

　　　　　　　　　　　　　　　Ａ１．楽しいことや、新しい

　　　　　　　　　　　　　　　ことがたくさんあって、

　　　　　　　　　　　　　　　とても楽しいです！

素敵な仲間たち、先輩方に囲まれていてほんとう

に幸せです。
　

Ａ２．初めての大口を取った時です。

後藤ＫＤに同行してもらい、長火のカツオを釣り上

げできました。

社会人になったら、もっときついことばかりだと思っ

ていましたが、楽しいことも辛いことも仲間と一緒

に感じあえるのは、ニュータスだからできることだ

と実感しました。
　

Ａ３．「ボルダリング」、「バンジージャンプ」、「ラフ

ティング」です。

山森麻未　ＳＳ

学生時代一番頑張った事

部活動(オリエンテーリング部)　気になる方は、

調べてください～。
　

Ａ１．時間が過ぎるのが

早すぎる！土日が来る

喜びを噛みしめています。

　

Ａ２．社員旅行で、自分が

作ったうどんが、思った以上に美味しくなくて

驚きました～

　

Ａ３．アジアを制覇したい！釣りをしてみたい！！

ドラムを叩けるようになりたい！！

この回答と一緒に、６名にはそれぞ

れ、「ひと言」（どんなことでもＯＫ）を

もらいました。では、どうぞ！

「ひと言」　（どんなことでもＯＫ）

酒向ＪＣ

　フットワ～ク！！！

中村ＪＣ

　一発芸ならお任せください。面白い

　かは別ですが、なんでもします。

渡邉ＪＣ

　なんとかなる！！

鍋田ＳＳ

　そろそろ國枝さんと区別がついて

　きたでしょうか？

堀江ＳＳ

　おすすめのランチありますか？

山森ＳＳ

　Ｔｉｍｅ　ｉｓ　ｍｏｎｅｙ

４月の入社式、初々しい姿でみんな

の前で新入社員としての抱負を語っ

てくれた６名も、この５ヶ月で、すっか

りニュータスのメンバーとして溶け込

んでいます。

まだ、覚えることも多いですが、既に

この９期生の後輩となる内定者も

決まりました。

すでに全体会議後の懇親会に参加

もしています。

まだまだ成長していくばかりの９期

生が活躍してくれることで、もっと

ニュータス全体が飛躍をしていける

はずです。

みんなが君たちに期待をしている。

　　頑張れ！　９期生！！



ニュータスが、「第５０回デサントレディース
東海クラシック」に協賛をします。
下記、東海テレビの番組内で、ニュータス
のＴＶＣＭが放送されます。
また、今回は開催コースである「新南愛知
カントリークラブ」で、ゲートからクラブハウス
までの道路にスポンサーのアプローチボード
が設置されています。
この東海エリア内の多くの方の目に触れる
絶好の機会です。　
　

東海テレビ
　

番組名
「デサントレディース東海クラシック50回大会を制するために！？
　　　極意習得に若手女子プロが挑戦（仮タイトル）」
　

　9月14日（土）　13：00～14：00　（CM60秒）

番組名
「第50回デサントレディース東海クラシック」
　

　9月21日（土）　25：10～26：05　（CM30秒）
　

　9月21日（土）　14：00～15：25　（CM30秒）
　

　9月22日（日）　13：45～14：15　（CM30秒）
　

　9月23日（月）　24：30～25：45　（CM30秒）

新南愛知カントリークラブの入口からクラブ
ハウスまでを通る全ての方の目に触れる
アプローチボードに
ニュータスの社名が
堂々と設置されてい
ます。
お客様以外の多くの
方にもニュータスの
ことを知ってもらえま
すね。



自動車アフターサービス　レンタカー紹介　第 26 号が出ました！

お客さまの事故受付から契約内容を確認しましたところレンタカー特約が付

お客様の事故などのレッカー移動や、レンタカーの手

配といった自動車アフターサービスへのレンタカー紹

介が開始されました。

今まで、お客様から事故の連絡は、

営業マンによりも保険会社の事故

受付に直接入る事が多かったので、

「事故連絡先カード」をお配りし、事故の連絡を担当へ

とお薦めすることで、レンタカーの紹介へと繋げやすく

なってきました。　お客様満足へとも繋がる活動です。

レンタカー速報メール、続々発信！

８月１０日毎年恒例の
犬山花火大会が行わ
れ、旅館の一室を借り
て花火鑑賞です
旅館の屋上は、絶好
の鑑賞スポットです。

ニュータスゴルフ部の
有志メンバーによる
ラウンドで、勝ち組と
負け組の記念写真。
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