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お客様の近くで、
これからも価値ある保険サービスを。
お客様にとって、最高の「安心・安全」とは。
これは、東芝保険サービスが、70年間変わらず持ち続けてきたビジネスのテーマです。
私たちは、法人・個人、それぞれのお客様の保険ニーズにお応えするため、
いつもお客様に寄り添ってサービスの提供を実践してきました。
そしてこれからもその姿勢を変えることなく、
時代を先取りした保険サービスの提供を行います。
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ごあいさつ

70周年に寄せて

当社は2017年2月1日をもって創業70周年を迎えるこ
とが出来ました。
これも関係各位のご支援、ご鞭撻の賜物であり、ここに
あらためて御礼を申し上げます。

当社は、1947年東芝グループの保険代理店として創業
しました。1989年に社名を東芝保険サービス株式会社
に変更し今日に至っています。
当初9名でスタートした当社は、今では200人を超える
従業員の会社に発展しました。
戦後間もない立ち上げ時から今日に至るまでには困難
な時代もあったと思いますが、常にお客さまに支えられ
て今年70周年を迎えることができました。本当に感謝
いたします。

今後、技術革新等の様々な環境の変化によって私たち
のライフスタイルや企業の行動様式が大きく変化し、そ
れに伴う新しいリスクが発生することが予想されます。
その中で保険代理店は今まで以上にお客さまのニーズ
を理解し、それに合ったソリューションを提案していか
なければなりません。
それらを実行していくために、当社は2007年に行動指

針として三つのＣ（Creative, Credible, Clear）を制
定しました。また、2012年に保険代理店としては日本で
初めてISO10002自己適合宣言を実施しました。これ
らを通じて常にお客さまを第一に考え行動し、当社を更
に発展させることが当社に関係される全ての方々に対
する使命と認識しています。
70周年を機にあらためて常にお客さまのことを考えて
行動することを誓い邁進していく所存ですので、今後と
もより一層のご愛顧、ご支援賜わりますようよろしくお
願い申し上げます、

最後になりますが、本誌作成にあたり、ご祝辞を賜りま
した株式会社東芝の平田代表執行役専務、日興会の古
畑会長をはじめ、編集にご協力を頂きました方々に厚く
お礼申し上げます。

東芝保険サービス株式会社

正岡 忠
取締役社長
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ご祝辞

70周年を祝して

この度、東芝保険サービス株式会社が、創立70周年の
節目を迎えられましたことお祝い申し上げます。また、
東芝グループの保険代理店として、長年に渡り、事業の
拡大および推進をご支援いただいておりますこと心よ
り感謝申し上げます。

貴社におかれましては、法人向けサービスとして、日本
国内の9つの拠点、また海外においては米国、英国、シン
ガポール、中国に駐在員事務所を通じ、東芝グループ各
社にとって利便性が高く、かつ質の高い保険商品・サー
ビスの提供を継続いただいています。また、個人向け
サービスとして「せいかつ・せいめい保障プラン」「用心
坊」等を従業員及び退職者を中心に提供いただき、個人
の生活の安心安定にご貢献いただいています。法人・個
人双方の面からグループを支えていただき、大変心強
く、重ねて御礼を申し上げる次第です。

現在、東芝グループは社会インフラを核とした事業領域
を注力領域と位置づけ、社会インフラ、エネルギー、電
子デバイス、ICTソリューションの事業を通じて安定的
に成長をしていくことを目指しています。このような状
況の中で、貴社には事業のニーズに柔軟に応え、保険商

品・サービスの提供を継続し、事業そしてグループの発
展へ寄与いただくことを期待しています。また、個人向
け商品・サービスについては今までと同様に質の高い
サービスを提供いただき、従業員及びに退職者の生活
への支援を継続いただきたいと存じます。

創立70周年を迎えられ、東芝保険サービス株式会社が
東芝グループの保険代理店として更なるご発展をなさ
れますこと、及びに、社員皆様の益々のご繁栄を心より
祈念申し上げます。　

株式会社東芝

平田 政善
代表執行役専務

日興会

古畑 雅則
会長

ご祝辞

創立７０周年祝辞

東芝保険サービス株式会社の皆様、創立７０周年、おめ
でとうございます。
日興会を代表して衷心より祝意を表します。７０周年を
迎えられたことは、創立当初より、幾多の試練の中、献
身的に保険事業に対して情熱を燃やし、その普及に当
たって来られた歴代の従業員及び役員の皆様、株式会
社東芝ならびに東芝グループ内外の関係会社の皆様の
並々ならぬご努力の賜物であると深く敬意を表します。
歴史を重ねながらしっかりと保険制度が根を下ろし、東
芝グループ企業の財産保全と従業員の皆様の安全と安
心の為に東芝保険サービス株式会社が大きく貢献して
いることに嬉しさと誇りを感じています。また、それを
実現して頂いた保険会社各位のご支援には深く感謝申
し上げます。

日興会は、東芝保険サービス株式会社の退職者の親睦
を図ることを目的とし、併せて東芝保険サービス株式
会社の繁栄に寄与することを目的として、日興実業時代
の昭和６１年に４１名の会員で発足致しました。現在は
東芝保険サービス株式会社に３年以上勤務された方が
入会資格を持ち、会員数は９1名となっております。年一
回の日興会総会も今年は３２回目を迎え、東芝保険

サービス株式会社と共に末永く発展していくことを願っ
ております。

さて、２１世紀を迎え、国の内外を問わず、社会情勢は
めまぐるしく変化しつつあります。この様な中で、現在、
東芝グループの置かれている立場は創業以来の最大の
危機と言われ、大幅な事業ポートフォリオの見直しがな
されています。この様な環境下で、東芝保険サービス株
式会社が提供している保険制度によって安全・安心を得
ている人達の笑顔を絶やさない為にも、今後も「継続は
力なり」を念頭に頑張って頂きたいと思います。現役の
皆様には、諸先輩方が築いてこられた確固たる基盤を
大切にしながら、こうした新しい時代の激動に立ち向か
う力を身につけて、来たる８０、９０、１００周年に向け
て、しっかりと学び、さらなる改革・発展を目指して頂き
たいと存じます。

最後になりましたが、７０周年を迎えることができた関
係部門の皆様の多大なご尽力に感謝し、東芝保険サー
ビス株式会社の今後のますますのご繁栄を祈念申し上
げまして、挨拶といたします。
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取締役
出口さん

常務取締役
萩原さん

取締役
丹波さん

［本店１］（リテ１）
大原さん

［情］（システム）
潮さん

［ＣＳ推］（自）
木崎さん

［企営2］（法3）
大城さん

70年間を基盤に、
次の姿を描く。

それぞれの世代、
それぞれの立場で思い出話。
銀座時代は、
苦労もあり、楽しさもあり。

保険の自由化を機に
営業スタイルも変化。
ITシステムの導入で、
お客様への提案も積極的に。

萩原　当社も70周年を迎え、これまでの歩みを振り返ると実

に様々なことがありました。私もこの業界に身を置くように

なって多くの出来事を経験してきましたが、一番のターニング

ポイントは「保険の自由化」でしょう。1996年に新保険業法が

施行されて以降、保険代理店として他社と

の差を出すために皆が知恵を絞り、やる

べきことが多様化する時代に突入して

いったと思います。

出口　一律だった保険条件や保険料率も、

自由化で各社バラバラになりましたね。自

由化になる以前を思い出すと、当時の苦労

が蘇ってきます。私が入社した1984年頃は

自動計上システムがなく、一度に送られて

きた大量の申込書をすべて手作業で処理し

ていました。見積書も手書きで、パソコンは

もちろん、ワープロさえ普及途上だった時

代です。

丹波　確かに、自動車保険の計算も先輩か

らいただいた料金表を利用して、すべて電

卓を使って計算をしていました。自動更新

もありませんでしたので、一人が担当する満

期が月に200件ほどあったと思います。

木崎　私が担当していた自賠責保険の事

務処理で、筆圧が足りなくて複写の一番下

にある証明書が薄くなり、当時の上司に怒

られたことがあります。少しの書き損じで

もやり直しを強いられ、今では考えられな

い苦労があったことを思い出します。

大城　上司から昔の苦労話を聞いたことがあります。私たち世

代にしてみれば、それがたいへんだったと聞かされても全くイ

メージが湧きません。それに、以前は事務所も銀座にあったそう

で、今とは何から何まで環境が違っていたのでしょうね。

出口　銀座駐車場ビル（現：銀座第2東芝ビル）時代は2フロア

を借りていて、実働部隊は皆フレンドリーでした。ある日、私が資

格試験を受けて遅くに戻ってきた時も、皆が待っていてくれて一

緒に飲みに行きました。誰かの試験の後は、皆で銀座に繰り出す

伝統があったと思います。それに、毎月のように誰かの誕生会を

やっていましたよ。

萩原　保険の自由化以前は、新入社員もそれほど仕事はきつく

なかったですね。むしろ、上司や先輩に誘われる方がたいへん

だったような気がします。でも、出口さんが言うように、チーム内

にはいつもフレンドリーな空気が流れていました。

木崎　私は、同じ銀座でも数寄屋橋の銀座東芝ビル銀座（当時）

でしたので、少し雰囲気が違いました。

丹波　私が入社した1985年当時は、ファックスが本社にしかな

い時代で、先輩が書いた書類を本社まで持参し、ファックスをお

願いするといった具合でした。

萩原　丹波さん、それを言うなら私が入社した1983年はファック

スもなく、海上保険用のINVOICEや船積書類の件でお客様の所

を往復していました。ファックスが設置された時は感動でした。

大原　今では考えられないような環境でも、皆さん仕事には厳

しかったのでしょうね。先ほどの丹波さんのお話を聞いている

と、私をはじめ、今の保険営業マンは皆、数字を入力するだけで

計算ができると思い込んでいます。便利さの追求は良いことで

すが、保険の仕組みなど、細部の理解は自分の手を動かした方

が、深まるのではないかと思います。

潮　私が入社した頃も、手作業の時代でした。さらに、営業マン

は営業業務だけではなく、お金の管理まですべて手作業でした。

今は分業化され、それぞれのミッションに集中できると思います

が、保険業務全体を把握するには昔の方が、理解が深まったと思

います。

丹波　しかし、なにぶん一人がやる仕事が多くなったことで、そ

れと並行して幅広い知識が必要になってきたことも事実です。業

務の効率化を図るためにはどうしたら良いかという議論があち

らこちらで出てきて、システム化の話がクローズアップされてき

ました。

潮　そう言う意味では、最初は事務処理を効率化するシステム

をつくりました。パソコンが普及する前でしたから、専用のコン

ピュータを使って計算し、帳票づくりも行いました。とは言って

も、帳票の設計にしても定規を使っていたくらいです。システム

をつくる裏の部分では、まだまだ手作業でしたね。

出口　その頃の営業スタイルと言うと、まず、自分のキャラク

ターを売ることでした。個人向け営業では、今のように一人ひと

りに接触するのではなく、総務や経理部門へのアプローチだっ

たので、音頭を取ってくれる部署への自己アピールが肝だったと

思います。

萩原　先ほど出口さんから個人向け営業の話が出ましたが、東

芝に限らず、大企業グループの保険代理店は、グループ内の企業

契約から入り込み、その延長で従業員個人向けにアプローチす

るようになります。当社も東芝の事業拡大に合わせて各事業所

や工場に駐在員事務所を開設し、身近な代

理店として機能していきました。特に自由化

以前は、身近にいることが、グループ内の保

険代理店としては非常に良いことだったと

思います。そこに商機を見出していた訳で

す。

丹波　萩原さんの言うように、自由化以前

から身近な存在として現場の近いところに

駐在事務所を設置した当時の方針は、非常

に良かったと思います。当時の方針があっ

たからこそ、自由化後、企業契約では、包括

契約「T-CLIPやT-COPP」がスタート、個人

向け営業では、東芝保険制度（せいかつ・せ

いめい保障）をスタートでき、大きな勝因に

繋がったと思います。

大原　自由化の頃の話は正直言って初めて

で、以前は保険料率が同じだったことも知り

ませんでした。確かに他社との差異化は難し

かったと思いますが、お客様の近くにいるこ

とで、顔を見て話ができるのは良かったと

思います。

大城　私が入社してからは、自由化のよう

な業界の大きな変化はありません。あくま

で想像の域は脱しませんが、当時はたいへんだったと思います。

潮　自由化が定着してくることを見越し、システム担当としては

やるべきことがはっきりしていたと思います。業界の再編や商品

内容の違いで自社の手数料が変更になることで、当然、システム

の変更を余儀なくされましたが、その分戦いやすくなり、私たち

の打つ手は増えたと思います。

萩原　自由化の前と後では、保険代理店としてのフットワークは

如実に変わりました。自由化前は親戚に付けている感覚でした

が、自由化後は攻め込まれてしまう危機感が芽生えました。つま

り、自由化によって機関代理店というビジネスモデルは崩壊した

1947年に誕生し、その後、銀座、田町、川崎と本社事務所が移転。

保険の自由化という業界の大きなうねりも経験し、

東芝の基幹代理店として成長した東芝保険サービス。

70周年の節目を迎え、当時の保険営業の姿を振り返るとともに、

各世代が会社の将来像を述べるなど、活発な意見交換が展開しました。

06 07

記念対談  /  70th Anniversary70th Anniversary  / 記念対談

70 周年記念座談会／ 70th Anniversary Memorial Roundtable Discussion



と思います。潮さんが言ったよう

に、環境の変化に乗り、独自性を

出せたことは良かったと思いま

す。それは、売上や利益にも反映

されました。

出口　そのことは個人向けでも

同じです。自由化後は、個人向け

保険の保有契約数が3～4倍に

増えていると思います。単価は

落ちましたが、契約数増でカ

バーし、トータル売上が相当増えました。割引の適用が、自由化

前は東芝本体だけだったのがその後は広がりましたね。それか

らもう一つ忘れてはいけないのが、自由化後はリスク分析業務

が増えたことでしょう。

潮　分析業務は、最近特に重要度を増しています。2013年頃か

らお客様からの苦情、要望、意見などをデータベース化するよう

にしましたが、それまでは各営業担当に任せていました。お客様

の声を経営に活かすシステムへの着手を本格化させたのは東日

本大震災後で、当社のITは、事務システムから顧客管理へと移

り、今ではリスク分析を含めた戦略的経営に寄与する分析に至っ

ています。

出口　分析結果により、営業は

攻めどころがはっきりします。さ

らに、保険が適正に運用されて

いるかを、お客様に明示できる

のでありがたいですね。

丹波　この中では私と潮さんが

スタッフ系ですから、私からも当

社のITの仕組みについて少し付

け加えたいと思います。今日の

座談会でも再三話題に上る保険の自由化と時を同じくして、ITシ

ステムで仕事も大きく様変わりしました。当時から稼働している

「MAGIC」は、今でもシステムの母体として使われています。社

内で定着するまでに1～2年かかりましたが、保険代理店では初

めての試みでした。その後10年くらい経って保険会社が持ってき

た仕組みには、MAGICに取り入れられていたものが多くあり、そ

ういう意味で私たちのシステムは、先見性があったと思います。

大城　つまり、事務業務と営業業務の両方が飛躍的に変わって

いった時期だったのですね。その後は、このシステムがどのよう

に進化したのですか。

丹波　仕事用のシステムがベースとなり、お客様からの情報を

蓄積して分析し、新たな提案に結び付けるスタイルに応用展開す

るようになりました。インターネットの進化、タブレットやスマー

トフォンなどの端末の普及も後押しする大きな要因になったの

は事実です。これからは、さらにお客様のニーズに入り込んでい

くことがテーマですね。

大城　個人向け保険では、毎年たくさんの商品が登場していま

す。お客様と向き合って商品の優位性を示すためには、商品内容

だけではなく、業界の周辺知識もインプットしておかないと、ラ

イバル会社と闘っていけません。営業先が企業の場合も、経理部

門から数字をもらうだけの流れ作業ではなく、自分自身が経理

などの専門知識をより高いレベルで持たなければ、お客様の事

業に深く踏み込めないと思います。

大原　大城さんがそのためにト

ライしようとしていることに、興

味があります。何を実践している

のですか。

大城　保険の勉強会はたくさん

あるので、時間をつくって参加す

るのはもちろんですが、経理系

の知識を深める講習会などにも

参加して知識を身に付ければ、

お客様との話をさらに深掘りで

きると考えています。

大原　なるほど。私は、今は他社商品を知ることで、保険の知識

を高めることが重要だと考えています。他の商品を知れば東芝

の商品の良さを勧めやすくなると思うからです。また、実際に損

害があった場合の知識やノウハウも習得しなければなりません。

個人向けの場合、事故対応の機会があまりないのですが、実はそ

こが保険の一番大事なところだと

思いますので、商品を売る時に役

に立つと思います。

木崎　私は駐在の経験もあり、今

の自動車保険担当に異動するま

では自動車以外の事務業務を全

部やってきたと言っても良いくら

いです。これまでのお客様との接

点で得た情報をなるべく社内で共

有し、改善に向けた活動の一助に

なればと思っています。例えば、

保険申込書の記載文字の大きさ

や用紙の色のことなど、東芝OB

の方から受けた指摘も貴重な意

見として反映していきたいと思

います。一人で抱えず、皆で情報

を共有すれば、その先に答えが

見つかるかも知れませんから。

潮　核家族が当たり前になり、

共働きや一人暮らしが増えて家

族構成が変わったこと。地震や地球環境の変化が原因と考えら

れる自然災害が増えてきたこと。生活にITが入り込み、サイバー

テロなどのリスクが増えてきたこと。自動車の自動運転や、医療

についても遺伝子レベルの解析が急速に進歩してきたこと。こ

のような社会背景から、保険商品の位置付け自体が変化しつつ

あります。私は、当社のポジションを踏まえたうえで市場のニー

ズを掴み、どのように貢献できるかが、この先ますます重要に

なってくると思います。

丹波　今の話と関連しますが、多くの情報が蓄積され、個人の

保険はその内容がよりカスタマイズされていくと思います。車の

自動運転化が進めば、自動車保険の存在意義も変わるでしょう

し、医療保険も個人データを詳細に反映させた保険料の設定に

進化していくでしょう。私たちはそれを見据え、個々を磨いてお

客様に対応できる高いスキルを

持った保険のプロ集団を目指す

べきです。それが、これからの保

険業界を乗り切る最適な姿では

ないでしょうか。

出口　私たちが知らない保険情

報を先にインターネットで拾い、

お客様から指名してくるケースも

出てきました。そうなると、東芝

グループだから廉価な保険を

セールスするばかりでは立ち行かなくなります。東芝グループだ

からこその差異化も考えつつ、お客様から「良い保険だから、解

約しません」と言っていただける保険商品の構築が急務でしょ

う。そして、お客様が今最も望むことは、ワンストップで対応でき

る保険コンサルですから、私たちもそのスタンスで向き合うよう

にしていきたいと思います。コンサルから導くベストマッチング

がコンセプトになりますね。

萩原　今日のメンバーが、それぞれ問題意識を持って取り組ん

でいることはすばらしいと思います。私も、これまでの会社のあ

り方では、今後厳しくなるという危機感を持っています。対個人

で言えば、フィナンシャルプランニング事業の延長で保険にも精

通している。対企業であれば、リスクマネジメント事業と保険事

業が両輪である。というように、業態そのものを変えることを余

儀なくされるほど、保険代理店業だけでは限界が来ています。

大城　東芝グループが置かれている現在の立場は、かつて無

かったほど難しい局面にあるこ

とは、経験が浅い私も十分に認

識しています。海外でのビジネス

も含めてベクトルを定め直す時

期なのでしょうか。

萩原　我々は1989年に初めて

海外駐在員を出してから30年近

くになります。その大きな転換

点に遭遇していることは確かで

しょう。しかし、そういう時でも

前向きな姿勢を崩さず、お客様と向き合っていれば必ず答えは

見つかると考えています。

企業向け保険の提供から始まり、保険の自由化を

機に、個人向けサービスにも力点を置くなど、東芝

グループの機関代理店としての歴史を歩んできた

東芝保険サービス。70周年の節目に、座談会に参

加した各世代のメンバーは、会社を取り巻く環境の

変化を直視するとともに、それぞれの立場で今後の

事業スタイルと向き合っていました。

これからの保険業界における
当社の役割とは。
ベテラン・若手、
皆が将来へのベクトルを考える。

まとめ

08 09

記念対談  /  70th Anniversary70th Anniversary  / 記念対談



1947年、戦後まもなく東京の日本橋で創業して以来、
東芝グループの保険代理店として保険事業を展開してきた当社の歴史をご紹介します。

年代 1945　　　　　1957 1958　　　　　1967 1968　　　　　1977 1978　　　　　1987 1988　　　　　1997・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・

社
内
事
項

社
外
事
項

1947

1950

1953
1954

● 東京都日本橋区本町4丁目1番地（大森ビル）
において創立。資本金10万円（株式総数2千株、
1株50円）株主数10名

● 東京海上火災保険(株)と火災保険代理店契約
締結

● 大阪営業所開設

● 本社を東京都中央区銀座7丁目4番地
（菅原ビル）に移転

● 有償割当増資を実施、資本金40万円となる

● 本社を東京と中央区銀座東3丁目2番地
（三貴ビル）に移転

1945
1946
1947

1949
1950

1953
1955
1956

● 太平洋戦争終結

● 日本国憲法公布(22.5.3施行)

● 労働基準法公布（9/1施行）

● 独占禁止法公布（7/20施行）

● 1ドル=360円の単一為替レート実施

● 全国損害保険代理業協会連合設立

● 商法改正公布（206.7.1施行）

● 朝鮮戦争勃発

● ＮＨＫテレビ放送開始

● 原子力基本法、原子力委員会設置法公布

● 日ソ国交回復

● 日本国連加盟承認

1963

1964

1967

● 定款の「営業の目的」のうち「保険代理業」を
「損害保険代理業」に変更

● 団体交通損害保険募集開始

● 東芝総合共済制度発足

● 本社を東京都中央区銀座西6丁目2番地
（銀座駐車場ビル）に移転

1958
1959
1960
1964

1967

● 国民健康保険法成立

● 皇太子成婚式

● カラーテレビ放送開始

● 東海道新幹線営業開始

● 東京オリンピック開催

● 第3次中東戦争勃発（スエズ運河封鎖8年間）

1968
1969
1970

1972

1974
1975
1976
1977

● 九州出張所　 開設

● 名古屋出張　 所開設

● 定款の「営業  の目的」に「生命保険代理業」を
追加、生命保険　代理業務開始

● 仙台出張所　 開設

● 札幌出張所　 開設

● 沼津出張所　 開設

● 広島出張所　 および高松出張所開設

● 姫路出張所　 開設

● 新潟出張所　 開設

● 創立30周年　記念式典および祝賀会挙行
（於赤坂プリン    スホテル）

● 横浜出張所    および金沢出張所開設

● 団体普通傷    害保険募集開始

● がん保険の    契約開始

● 東芝工場駐    在員派遣開始

1968
1969

1970
1972

1973

1976

● 東京都府中市  で3億円強奪事件発生

● 東名高速道路  全線開通

● 米アポロ11号  月面に人類第1歩

● 日本万国博覧  会開催

● 札幌冬季オリ   ンピック開催

● 沖縄県発足

● 日本、変動相   場制へ移行

● 第4次中東戦   争勃発、ＯＰＥＣ「石油戦略」発動
オイルショック起   こる

● ロッキード事    件、米国で発覚、日本国内の
重大問題となる

1988
1989

1990
1991
1993
1994
1995

1996
1997

● 世界最長の青函トンネル（58.85km）開通

● 昭和天皇崩御、昭和から平成に消費税施行、
税率は3%

● バブル経済崩壊で株が暴落

● 雲仙普賢岳で大火砕流発生

● 皇太子婚約・結婚　● サッカーＪリーグ開幕

● 松本サリン事件発生

● 阪神淡路大震災　● Windows 95発売

● 地下鉄サリン事件

● アトランタ・オリンピック開催

● 消費税5％に引き上げ

● 日本サッカー 悲願のワールドカップへの出場決める

1978

1979
1980
1982

1983
1984
1986

1987

● 全日本電気工事業工業組合連合会
（全日電工連）に対する第三者賠償制度契約開始

● 川崎出張所開設

● 積立ファミリー交通傷害保険募集開始

● 横浜出張所を川崎出張所に併合

● 支店、出張所の名称変更実施

● 北関東営業所開設

● 医療保険（関連会社）契約開始

● 東芝入院保障保険契約開始および
付加給付金制度導入

● 団体傷害保険の契約日を1月1日に変更、
統一募集実施

● 創立40周年記念式典および祝賀会挙行

● 東芝機械(株)沼津事業所に駐在員事務所開設

● (株)東芝柳町工場に駐在員事務所開設

● 本社事務所を銀座東芝ビルに移転

1978
1981
1982

1984

1985

● 新東京国際空港（成田）開港

● 神戸ポートアイランド博覧会（ポートピア81）開催

● ホテルニュージャパン火災

● 羽田沖日航機墜落事故

● 東北新幹線（大宮-盛岡）開通

● 上越新幹線（大宮-新潟）開通

● 江崎グリコ社長誘拐事件発生

● 東京芝浦電機(株)は社名を(株)東芝に変更

● つくば科学万博（EXPO′85）開催

● 日航ジャンボ機墜落、520名死亡

1988

1989

1990

1991
1992

1994

1995

1996

● 東芝グループ積立年金制度発足
● 日本ジョンソンアンドヒギンズ(株)と
包括業務提携契約締結

● 社名を「東芝保険サービス株式会社」に変更し、
新社標制定

● (株)東芝青梅工場に駐在員事務所開設
● 東芝セラミックス(株)小国製造所に
駐在員事務所開設

● 米国（ニューヨーク）に初めて駐在員派遣
● 東芝保険サービス(株)共済会として発足
●  (株)東芝多摩川工場及び本社芝浦分室に
駐在員事務所開設

● (株)東芝大分工場に駐在員事務所開設
● 東芝エンジニアリング(株)本社に駐在員事務所開設
● (株)東芝那須工場に駐在員事務所開設
● 東芝エンジニアリング(株)府中事業所に
駐在員事務所開設

● 団体保険システムの呼称「MAGIC」と決定
（Management system for General Insuranse Contracts）

● 阪神淡路大震災発生、本社より関西支店に
支援部隊派遣、顧客支援に注力

● 新経営スローガン「MAGIC」設定
（・Marketing ・Ａctive ・Ｇlobal ・Innovation ・Creative）

● 岩手東芝エレクトロニクス(株)に駐在員事務所開設
● (株)東芝浜川崎工場に駐在員事務所開設
● (株)東芝北九州工場及び姫路工場に
駐在員事務所開設

● 全社員にパソコンを配置し、ＯＡ化を推進
銀座東芝ビル

菅原ビル
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年代 1998 2007 2008 2016・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007

● 冬季長野オリンピック開催　● 第16回サッカーＷ杯仏大会に日本が初出場　● 和歌山毒物カレー事件発生

● 2000年問題　● ミレニアムカウントダウンが世界各地で催される

● 三宅島噴火で全島民避難　● 新紙幣2000円札・新500円硬貨発行

● アメリカ同時多発テロ事件

● 2002 FIFAワールドカップ開幕

● 郵政事業庁が日本郵政公社に

● 新潟県中越地震

● JR福知山線脱線事故　● 日本の人口が1899年の統計開始以来初の自然減

● 東京マラソン開催

2009
2010
2011

2013
2014

2015
2016

● 裁判員制度による初の裁判が始まる

● 日本年金機構が発足

● 3.11東日本大震災発生

● 地上デジタル放送に完全移行

● 富士山が世界文化遺産に登録される

● 消費税が5%から8%に増税

● 御嶽山が7年ぶりに噴火

● マイナンバー制度がスタート

● 4.14熊本地震発生

1998

1999

2000
2001

2002

2003

2004
2005

2006

2007

● 関西支店に「事故相談センター」新設　● ７月１日保険料率完全自由化
● 個人契約者の相談窓口として本社にフリーダイヤル設置
● 東芝グループ新団体自動車保険「東芝・ザ・用心坊」募集開始 割引率２５％
● 経営変革２００１運動導入(シックスシグマ）
● Y２Ｋ問題対策本部設置
● ｢東芝・ザ･用心坊」割引率引き上げ２５％から３０％「スーパー・ザ用心坊」と呼称変更
● 九州支店、東北支店に「事故相談センター」設置
● 在職者・ＯＢ向けフリーダイヤル設置
● 中部支店「事故相談センター」設置
● T-CLIP（東芝包括総合賠責国内連結２０７社）スタート
● ０１ActionPlan実施（経費節減）
● 「用心坊110番」スタート：24時間365日自動車事故受付体制
● ES１１９番開設ー従業員のVOE提案箱
● 関越支店、東芝本社ビル営業一部に「事故相談センター」開設
● 静岡支店「事故相談センター」設置　● 長期計画[Compass03」初年度スタート
● ２級FP資格取得　全社員取得を義務付ける　● 東芝保険サービスアジア社(シンガポール）設立
● 新東芝保険制度「せいめい・せいかつ保障」スタート　● 用心坊３０％から３５％割引率拡大
● 保険金請求専用ダイヤル「せいかつ・せいめい１１９番」開設
● 東芝選択型福祉制度[Tea time」に｢せいかつ･せいめい保障制度」[TISCO版FPサービス」登録
● 個人情報保護「プライバシーポリシー」宣言
● 雇用延長制度制定
● T-COPP（Toshiba Group Consolidated Property(insurance) Proguram)スタート
● 「Compass’０３」を継承、更に発展させた[Compass’０６」制定
● TISCO初の一般向け来店型ショップ　アフラックショップ・ラゾーナ川崎店営業開始
● 「TISCOグループ行動基準」制定
● TISCO行動指針制定〈三つのC　Creative　Credible　Clear〉
● 「保険終身サポート倶楽部」サービス開始
● 創立60周年を迎える
● 中国(上海)に駐在員事務所を開設

2009
2011

2012

2013

2014

2016

● 本社を田町に移転
● 新潟営業所を開設
● TISCO-WAY制定及び推進スタート
● TISCO-Credo制定
● 「お客さまの声対応方針」の制定、新たにお客様相談室を開設
● 「ＣＳ－ＵＰ１０００２管理システム」稼働
● 「ISO10002自己適合宣言」を実施
● 首都直下地震対応（BCP）マニュアル制定
● 東芝メディカルシステムズ(株)向けロスプリベンションサービスを開始　
● 本社を川崎に移転
● 栃木営業所を開設
● 「そりゃいいね！Ｃｒｅｄｏ」の運用開始
● 英国（ロンドン）に駐在員事務所を開設
● 海外駐在員向けヘルスケア・プログラムを新規構築
● 保険業法改正に伴う方針、販売方針の策定、意向対応・募文登録システムの構築、
● 保険業務マニュアルの整備、研修を実施
● 東芝グループ構造改革を実施
● 団体火災保険の募集開始

従来は東芝本体のみの割引であったが、東芝本体を含め東芝グループ従業員
全てを割引対象とした画期的な新団体扱い自動車保険の導入

①保険金の請求アドバイスサービス②ご遺族の保険金請求漏れ防止サービス③保険の管理診断サービス

（Toshiba Consolidated Liability Insurance Program)
従来総合賠償責任保険として、東芝本体と一部の関係会社を被保険者として、付保されていたものを、
以下の観点から、対象関係会社を連結会社全てに、また、担保範囲を拡充した。

　従来、東芝本体の社員でしか認められなかった団
体割引を、東芝グループの社員全てに適用したも
の、保険自由化によって可能となった。これにより、
東芝本体の社員とグループ関係会社の社員との福
利厚生の格差の解消、また、TISCOにとっては、加入
率の低い関係会社の拡販ができ易くなった。

目的：東芝の連結経営重視の観点から、グループワ
イドにて統一、管理された、包括保険のスキームが
もっとも望ましいこと、また、スケールが大きくなる
ことにより、コストメリットと、より良いカバーを得る
ことができる。

目的：スケールメリットを生かし、安定した保険手
配、コストメリットと、担保範囲の拡充特に地震リス
クのカバーの取得。

東芝保険サービスとしては、初めて、東芝グループ
外の不特定多数のお客様(個人）を対象とした営業
の展開

｢東芝･ザ･用心坊」概要

社
内
事
項

社
外
事
項

日進町ビル

TISCO-Credo

3C

田町グランパークタワー
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会社概要 国内拠点

海外拠点

保険相談センター及び駐在先

商　号

創　立 

資本金 

取締役社長

本　社

従業員数

事業内容

本　　　社

企業営業第一部法人第一グループ

企業営業第一部国際グループ

本店リテール営業第二部リテール第三グループ

本店リテール営業第二部リテール第四グループ

西日本支店

西日本支店中四国営業所

東日本支店

東日本支店北海道営業所

中部支店

九州支店

首都圏営業部新潟営業所

首都圏営業部栃木営業所

アフラックサービスショップラゾーナ川崎店

〒210-0024

〒105-8001

〒105-8001

〒183-0043

〒212－8581

〒541-0053

〒730-0017

〒980-0014

〒063-0814

〒451-0064

〒810-0072

〒957-0197

〒324-0036

〒212-0013 

神奈川県川崎市川崎区日進町７－１　川崎日進町ビル１０Ｆ、１１Ｆ 
ＴＥＬ（０４４）５７８－１０４８　ＦＡＸ（０４４）２１１－０７８７ 
東京都港区芝浦１－１－１（東芝ビルディング３６Ｆ） 
ＴＥＬ（０３）３４５７－４５３４　ＦＡＸ（０３）５４４４－９２０９ 
東京都港区芝浦１－１－１（東芝ビルディング３４Ｆ） 
ＴＥＬ（０３）３４５７－２２９５　ＦＡＸ（０３）３４５７－３９９０　　　　 
東京都府中市東芝町１　㈱東芝　府中事業所内 
ＴＥＬ（０４２）３３３－６８８１　ＦＡＸ（０４２）３６０－３２９４　　　 
川崎市幸区小向東芝町１ ㈱東芝　小向事業所内 
ＴＥＬ（０４４）５４８－５９６１　ＦＡＸ（０４４）５４１－８６４５　　　　 
大阪府大阪市中央区本町４－２－１２（東芝大阪ビル） 
ＴＥＬ（０６）６２４５－６０２１　ＦＡＸ（０６）６２４５－５２０５ 
広島県広島市中区鉄砲町７－１８（東芝フコク生命ビル７F) 
ＴＥＬ（０８２）２１２－３６８３　ＦＡＸ（０８２）２１２－３６８９ 
宮城県仙台市青葉区本町２－１－２９（仙台本町ホンマビル３F） 
ＴＥＬ（０２２）２６４－７３４６～７　ＦＡＸ（０２２）２６７－１０３６ 
北海道札幌市西区琴似４条２丁目１番２号 
ＴＥＬ（０１１）６２４－１０９８　ＦＡＸ（０１１）６１５－２１０２ 
愛知県名古屋市西区名西２－３３－１０（東芝名古屋ビル３F） 
ＴＥＬ（０５２）５２８－１３９１～３／１３９５　ＦＡＸ（０５２）５２８－１３９４ 
福岡県福岡市中央区長浜２－４－１（東芝福岡ビル） 
ＴＥＬ（０９２）７３５－３４９２　ＦＡＸ（０９２）７４１－６５９４ 
新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－８６１－５　グローバルウェーハズ・ジャパン（株）内  
ＴＥＬ（０２５）２５６ー３２３２　ＦＡＸ（０２５）２５６ー３２３３ 
栃木県大田原市下石上１３８５　東芝メディカルシステムズ㈱内 
ＴＥＬ（０２８７）２９－２８７６　ＦＡＸ（０２８７）２９－３４９８ 
神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１　ラゾーナ川崎プラザ１F 
ＴＥＬ（０４４）８７４－８１８４　ＦＡＸ（０４４）８７４－８１８５ 

Toshiba America Inc.(米国)

Toshiba Asia Pacific Pte Ltd.(シンガポール)

Toshiba China Co., Ltd.(中国)

Toshiba of Europe Limited(英国)

9740 Irvine Blvd.,　Irvine CA　92618　United States Of America
ＴＥＬ: +1-949-461-4046
20 Pasir Panjang Road, #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore 117439
ＴＥＬ: +65-6305-5574
Room 2201, Raffles City Office Tower) No.268, Xizang Road(M) 200001 China
ＴＥＬ: +86-21-2316-0666
3 Furzerground Way, Stockley Park, Uxbridge,Middlesex UB11 1EZ United Kingdom
ＴＥＬ: +44-20-8734-5844

東芝保険サービス株式会社

1947年（昭和22年）2月1日

1億5000万円

正岡　忠

〒210-0024　神奈川県川崎市川崎区日進町7－1　川崎日進町ビル

238名（2017年4月1日現在：有期社員、出向者等含む）

損害保険代理業、 生命保険代理業、

FP（ファイナンシャルプランニング）サービス業、 遺言信託媒介業等

全社ミッション

「最良」で「信頼性が高く」「明快」なリスクソリューションを提供することで企業の発展に寄与し、
個人には安心を届ける存在でありつづける。

ミッション：「最良」で「信頼性が高く」「明快」な保険商品をファイナンシャルプランニング
　　　　　 手法にて個人に生涯を通じて提供することで安心を届ける。
ビジョン　：補償内容確認運動を行うことで、お客さまに寄り添い、お客さまの立場で、契約の保全に重点を置き、
　　　　　「相談」と「提案」を行い、ＴＩＳＣＯのプレゼンスを確立する。

ミッション：「最良」で「信頼性が高く」「明快」な保険商品とリスクマネージメントサービスを
　　　　　 世界の東芝グループ企業に提供することで、安定的な発展に寄与する。
ビジョン　：「世界５拠点体制」と「コントロールド・グローバル・プログラム」で、
　　　　　 全世界の東芝グループ企業の事業発展を支える存在となる。

東芝本社保険相談センター

川崎保険相談センター

小向保険相談センター

ＭＣ保険相談センター

大船保険相談センター

半技Ｃ保険相談センター

横浜保険相談センター

京浜保険相談センター

浜川崎保険相談センター

府中保険相談センター

TＳOL（SLC）保険相談センター

TＳOL（ＩＩＣ）保険相談センター

ＴＰＳＣ保険相談センター

ＴＪ保険相談センター

東芝テック本社保険相談センター

トプコン保険相談センター

IBJL東芝リース(株）

(株)全日電工連総合サービス

姫路保険相談センター

加賀保険相談センター

三重保険相談センター

ＪＤＩ東浦保険相談センター

愛知保険相談センター

四日市保険相談センター

ＪＤＩ石川保険相談センター

大分保険相談センター

岩手保険相談センター

小国保険相談センター

富士保険相談センター

東芝機械保険相談センター

東芝テック三島保険相談センター

東芝テック大仁保険相談センター2015201420132012201120102009200820072006 （年） 20152016 2016201420132012201120102009200820072006

51,831
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取扱保険料 人員推移(正規従業員数)

リテール営業グループ（ＲＢＧ）：

企業営業グループ（ＣＢＧ）：
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