
三愛プラザビル 

・お客様駐車場 5 台以上 

・来店カウンターデスク 

・個室相談デスク 

・クラウドバックアップサーバー 

・統合脅威管理（Unified Threat Management） 

・ビル機械警備（ALSOK） 

 

事業者認定 

・経済産業省 事業継続力強化計画 認定 

・経済産業省 健康経営優良法人 2022 認定 

・埼玉県 健康経営実践事業所 認定 

・埼玉県 受動喫煙防止対策実施施設等 認証 

・埼玉県 多様な働き方実践企業 認定 

・埼玉県 経営革新計画 承認 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

株式会社三愛保険事務所 

〒355-0221 埼玉県比企郡嵐山町菅谷 566 番地 8 三愛プラザビル 

Tel 0493-63-2220（代表） Tel 0493-63-2255（事故） Fax 0493-63-2221 

Mail support@sanai1977.com  営業時間 9:00～17:00（土日祝日・お盆・年末年始休み） 

 

 

 

 

 

 

AIG 損保                        大同生命 

 ・自動車保険の事故 0120-416-652      ・保険金、給付金請求等 0120-789-501 

 ・その他保険の事故 0120-01-9016 

 

損保ジャパン                       SOMPO ひまわり生命 

 ・自動車保険の事故 0120-256-110      ・保険金、給付金請求等 0120-528-170 

 ・その他保険の事故 0120-727-110 

 

あいおいニッセイ同和損保               三井住友海上あいおい生命 

 ・自動車保険の事故 0120-024-024      ・保険金、給付金請求等 0120-324-386 

 ・その他保険の事故 0120-985-024 

2022 年 10 月改定     

 

 

 

比企のリスクマネージャー 

株式会社三愛保険事務所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社概要 

 設立 1997 年 11 月 28 日（創業:1977 年 6 月 1 日） 

 資本金 3,400 万円   代表者 登坂 茂雄   役職員 12 名 

 所在地 埼玉県比企郡嵐山町菅谷 566 番地 8 三愛プラザビル 

 業務内容 損害保険代理店業、生命保険の募集に関する業務 

 取扱保険会社 

  【損害保険（自動車、火災、傷害、賠償責任など）】 AIG 損保  損保ジャパン  あいおいニッセイ同和損保 

  【生命保険（死亡、医療、就労不能、介護など）】 大同生命  SOMPO ひまわり生命  三井住友海上あいおい生命 

 取扱中小企業補償（保障）制度 

  【法人会の経営者大型保障】 東松山法人会会員企業向け制度 

  【商工会の業務災害保険・ビジネス総合保険】 東松山市、比企地域の商工会会員企業向け制度 

  【全国建設業労災互助会補償】 全国建設業労災互助会会員企業向け制度 

 所属団体 東松山法人会  東松山市商工会  嵐山町商工会  小川町商工会  嵐山玉川ライオンズクラブ 

 

企業理念 

 保険を正しく普及し、社会生活や企業経営の安定化・効率化・活性化に貢献する。 

 

経営理念 

 私達の目指す姿 

 ・専門性の追求を行い、コンサルティング業としての保険代理店を確立します。 

 ・地域密着型独立保険代理店のモデルカンパニーとなります。 

 私達の使命 

 ・お客様と保険会社のパイプ役となり、知識・情報・交渉力等の格差を緩和します。 

 ・企業として積み重ねた現場経験を活かし、お客様の不安を軽減するサポートをします。 

 私達の価値観 

 ・お客様の抱えている問題の解決を通じて付加価値を提供します。 

 ・企業として自立し、雇用創出・納税を通じて地域社会の活性化に貢献します。 

 私達の行動指針 

 ・保険のプロとして誇りを持ちながらも、謙虚に学び続けます。 

 ・何事にも当事者意識をもって問題解決に当たります。 

 

 

 



 

 

業務運営 

 スタッフ 

役職 氏名 担当 メモ 

会⾧ 大久保 勉 事故対応 嵐山町出身 / 創業者 / 小鳥好き 

代表取締役 登坂 茂雄 業務管理 前橋市出身 / 元保険会社社員 / キレイ好き 

営業部⾧ 温井 幸男 営業教育 ⾧野県出身 / 元保険会社社員 / 運動好き 

業務部⾧ 宮嶋 貞明 業務教育 小川町出身 / 元代理店店主 / カラオケ好き 

営業 1 課⾧（取締役） 山田 達也 営業 毛呂山町出身 / 元整備士 / 釣り好き 

営業 1 課 町田 朋己 営業 東松山市出身 / 囃子連在籍 / 犬好き 

営業 2 課⾧（取締役） 神結 啓佑 営業 花園町出身 / 元整備士 / ソフトテニス好き 

営業 2 課 大野 大樹 設計 川越市出身 / 保険設計担当 / 車好き 

事務課⾧ ⾧谷川 純子 事務 行田市出身 / 元保険会社社員 / 旅行好き 

事務課 新井 敦子 事務 東松山市出身 / 嵐山町育ち / カフェ好き 

事務課 内田 直美 事務 所沢市出身 / ペン字資格 / 編み物好き 

監査役 波塚 猛俊 監査 新潟県出身 / 元警察官 / ゴルフ好き 

 

 ライフプラン・コンサルティングサービス サポーター 

所属 氏名 担当 メモ 

SOMPO ひまわり生命 松崎 昭仁 生命保険 蕨市出身 / MDRT 成績資格者 / 株好き 

三井住友海上あいおい生命 谷 清美 生命保険 茨城県出身 / 元添乗員・生保職員 / ネイル好き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保 勉 登坂 茂雄 温井 幸男 宮嶋 貞明 山田 達也 

町田 朋己 神結 啓佑 大野 大樹 ⾧谷川 純子 新井 敦子 

内田 直美 波塚 猛俊 松崎 昭仁 

※イメージ写真 

谷 清美 

※イメージ写真 ※イメージ写真 

※イメージ写真 ※イメージ写真 

 営業 1 課 担当地域                           営業 2 課 担当地域 

地域 担当  地域 担当 

ときがわ町 山田 町田  嵐山町 神結 （大野） 

鳩山町 山田 町田  滑川町 神結 （大野） 

毛呂山町 山田 町田  小川町 神結 （大野） 

越生町 山田 町田  東秩父町 神結 （大野） 

東松山市 山田 町田  坂戸市 神結 （大野） 

吉見町 山田 町田  鶴ヶ島市 神結 （大野） 

川島町 山田 町田  深谷市 神結 （大野） 

鴻巣市 山田 町田  本庄市 神結 （大野） 

熊谷市 山田 町田  美里町 神結 （大野） 

行田市 山田 町田  上里町 神結 （大野） 

川越市 山田 町田  神川町 神結 （大野） 

ふじみ野市 山田 町田  寄居町 神結 （大野） 

富士見市 山田 町田  秩父市 神結 （大野） 

狭山市 山田 町田  ⾧瀞町 神結 （大野） 

日高市 山田 町田  皆野町 神結 （大野） 

入間市 山田 町田  横瀬町 神結 （大野） 

所沢市 山田 町田  小鹿野町 神結 （大野） 

 

 営業・業務サポート                             事故対応サポート 

地域 担当  地域 担当 

全地域 温井 宮嶋  全地域 大久保 - 

 

 ※その他の地域につきましては、総合的な判断のもと、担当を設定させていただきます。 

 ※担当地域、担当者は変更になる場合もあります。 

 

 事故対応 

保険事故発生時の保険代理店の役割は、事故の受付、初動対応、保険会社への連携、保険金請求手続きのサポートです。 

当社は、契約者様と保険会社のパイプ役となり、企業としての経験と知識、⾧年に渡る保険会社との信頼関係を活かし、 

迅速な事案解決のためのサポートをいたします。※保険金の支払いを判断する権限は、当社にはなく、保険会社にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆テーマカラーは嵐山町ラベンダーをイメージしております。 

◆写真画像はすべて承認素材及びフリー素材を使用しております。

 

 

契約者様 三愛保険事務所 保険会社 

信頼関係 信頼関係 
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