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会社概要１
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社 名 株式会社ミライト（保険のミライト）
所 在 地 三重県四日市市鵜の森一丁目１－１９ 太平洋鵜の森ビル1階

創 業 ２０００年 ９月
資 本 金 １，５２０万円
従 業 員 １３名（２０２１年８月末現在）

取引保険会社 損害保険 損害保険ジャパン株式会社（一社専属）
生命保険 SOMPOひまわり生命保険株式会社

第一生命保険株式会社
少額短期 楽天少額短期保険株式会社

プリベント少額短期保険株式会社
共 済 三重県中小企業共済協同組合

URL http://www.h-melight.com



会社概要２
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売 上 高 １０２，８１８千円（２０２１年４月末決算）

一般収保 ４７５，２９６千円（２０２１年７月末現在）

手数料PT 損保ジャパン２２２PT（１１１PT）

代申認定 PA認定 ハイグレード 2020年度MVP（直近状況）

生保保有 １２５，７６０千円（２０２１年７月末現在）

URL http://www.h-melight.com
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ミライトタイムライン（創業期）
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当時、日本火災で3年間の研修生を終え
2000年9月NK石川保険事務所開業
鈴鹿市の実家の土地に小さな事務所を
建設し妻と二人で始める。同時に三重県
代協へ加入し代協活動もスタートした。

2000年
有限会社保険ブレーンズ設立
代協活動を通じて今後は個人事業から会社
組織にしていかなければと感じ、時期尚早で
はあるが法人成りを決断する。
しかし実態は夫婦だけの家内工業でした。

2004年

研修生上がりの後輩代理店の合流に伴い株式会
社ブレーンズへ改組。鈴鹿・四日市・菰野の3店
舗、収保は1億5千万、従業員5名で非効率

2008年
先輩代理店との合併に伴い現在の

株式会社ミライトへ社名変更。

ただ今思えば分母だけ大きくなり、未成熟な
組織体であり後に様々な問題が発生した。

この時期から組織運営の取り組みが始まった。

2013年

店舗を一か所に集約し現在の事務所へ
移転。保険会社元担当社員早期退職
に伴い雇用、10年間お世話になった
パート社員退社、新卒事務員雇用する
も直ぐ退職、再募集に至る。

2015年

四日市店開設、
鈴鹿と2店舗

一般収保3億
従業員10名

2007年
収保1億２千万
従業員３名



ミライトタイムライン（会社作りの為の期間）

日本代協阪神ブロック人材育成研修会 20 / /21 9 3 8

心機一転、現在の事務所に移り本格的
に組織改革に乗り出すも、方向性の違い
で1名脱退してしまう。

2015年
ISO9001認証取得し組織内に一定の基準
や手順が出来、PDCAを回していく流れがス
タートした。

2017年

お飾りの理念では限界を感じ、またスタッフからも組
織の急激な変化に社長が何を考えているかわから
ないとダメだしされ、改めて私の想いを言語化した。

2018年

健康優良法人2020認定取得

事業継続力強化計画認定取得

2020年

経営労務診断適合企業認証取得

2021年

理念経営
本格導入

事務所水災
被害①

2016年改正保
険業法の施行

全社員雇用
固定給化

評価制度導入
事務所水災
被害②

新型コロナ

言語化 見える化 仕組み化

一般収保3億5千万
従業員12名

一般収保4億
従業員13名

組織に投資

エリア制導入
社長営業から経営



ミライト直近の業績推移（4月末決算）
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過去3か年と今年度予測

1人生産性 11名＝1人1000万予測

13名＝1人790万12名＝1人650万 13名＝1人670万

単位：1千万円
売上高
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ミライトの理念経営
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Management Philosophy
企業理念

保険を通じて人々の心を豊かにする



ミライトの理念経営
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「ありがとうお客様」「ありがとう社員」「ありがとう社会」

この三方が「ありがとう」で行き交い満ち溢れさ
せることです。「皆が心豊かになる会社」に必要
なことを積極的に取り入れ、行動していきます。

3大基本方針



ミライトの理念経営
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私たちは「5C」を実施し、お客様から「ありがとう」の言葉をいただける仕事をします。

Create a Royal Partner
お客様の一生涯のパートナーとなることが私たちの最大の使命です。
Communication
お客様の「ご意向」や「思い」を正しく聞くことから私たちの仕事は始まります。
Clear & Easy
お客様の「知る権利」「選ぶ権利」を尊重し、必要な情報を「明確」かつ「わかりやすく」お伝えします。
Challenge
お客様の「安心」・「安全」を守るため、常に最新の情報収集と自己研鑽に努めます。
Concierge
お客様の「問題解決」のため専門分野とのネットワークを構築し最高品質のサービスを提供します。

Declaration of action
行動宣言
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戦略・取組



プレゼンテーションのタイトル 20XX/2/1 16

情報管理責任者（個人データ管理責任者）

重要物管理責任者

トップグレード推進 品質管理責任者

保険募集管理責任者 業務管理責任者

健康経営 人事・労務管理担当者

情報管理者（個人データ管理者）

SOMPO CarLife業務責任者

防火・防災担当者（ＢＣＰ責任者）

個人情報点検責任者

部長 会計管理責任者 石川　英幸 石川　英幸 小田　勉 個人データ管理者

重要物管理者 自己点検管理責任者

領収証管理責任者 理念策定・広報 教育管理責任者

行動指針策定 お客様の声

精算書・伝票突き合わせ 石川　英幸 小田　勉 品質向上

O/L入力・集計表作成 情報管理者

伝票整理・ファイリング 長期営業計画 北部担当（菰野、東員、いなべ） 苦情処理担当者

給与計算・明細作成 中期営業計画 課長 横山　耕平 生保教育管理責任者

給与振込 石川　英幸 年間計画 代理 小林　章浩 南部担当（津以南、伊賀上野） 坂上　正則 内部監査担当

所得税・住民税納付 小田　勉 月次管理 安達　聖里奈 帳票管理（生保） 教育・研修担当者

年末調整書類の取りまとめ 体制整備

入・出金状況の入力

税理士への決算書類提出 中部担当（鈴鹿・亀山）

家賃・リース料金支払・管理 課長 矢田　雅也 個人情報点検担当者 小田　勉 力量管理表

公共料金支払い・携帯を含む 石川　英幸 伊﨑　展生 中部担当（四日市・細川） 堤　紗弥子 資格試験取得推進

銀行（記帳・振込等） 小田　勉 野呂　真奈美 領収証点検責任者

社有車 帳票管理（損保）

事務所 採用

損害保険加入管理 人事評価

社労士連絡 石川　英幸 責任者の任命 課長 横山　耕平 兼務 小林　章浩 安全運転管理者

健康保険証 小田　勉 課長 堤　紗弥子 生保　業務品質管理者 安達聖里奈 運転月報管理

健診受診管理 代協関係 吉田　智子 損保ジャパン出向

生命保険加入管理 保険会社対応

特定関係法人一覧 石川　英幸 日本代協 小田　勉 BCP責任者

関係 小田　勉 中小企業同友会 TL 石川　英幸 IAチームリーダー 坂上　正則 BCP管理者

人的 野呂　真奈美 教育・指導

関係 ＨＰ作成・更新 IA 石田　浩司 Computer　Security

人的 会社案内 Incident　Response　Team

関係 小田　勉 情報提供 情報管理者（セキュリティ）

資本 安達　聖里奈 FB発信 Chief　Information Security Officer

副部長 矢田　雅也 損保推進チームリーダー インデント対応責任者

事故対応チームリーダー 個人情報苦情対応責任者

事故対応マニュアル作成 教育責任者

小田　勉 定例ミーティング フロー定着 特定個人情報事務取扱責任者

横山耕平 研修管理 ロスプリ 特定個人情報事務取扱担当者

矢田雅也 生保教育・研修 アンダーライティング

副部長 横山耕平 生保推進チームリーダー

課長 堤　紗弥子
監査・点検/点検責任者

相談役
辻　淳一

情報管理部門責任者

情報セキュリティ委員会
（CSIRT)

CISO  小田勉

石川　美鈴

野呂　真奈美

横山　耕平

矢田　雅也

BCP・事業継続力強化

内部監査・教育

安全運転管理

コンプライアンス部

コンプライアンス
オフィサー

資格管理

管財管理

人　事

営業第２課

取締役総務部長
石川　美鈴

取締役会
（原則最終木曜午後）

専務取締役
小田　勉

経営戦略部 営業本部

総務・経理
企業理念
行動宣言

営業部

石川　美鈴

（健康作り担当者）

メンタルヘルス・ハラスメント相談窓口

福利厚生

営業第３課

代表取締役
石川　英幸

経営戦略

営業第１課

Ｍ＆Ａ推進

総務部

坂上　正則

損保推進
事故対応サービス部

渉　外

一般社団法人　日本損害保険代理業協会

三重県四日市市高砂町1-6細川商事ビル

教育・研修・会議

東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル3-321

一般社団法人　三重県損害保険代理業協会
広　報

三重県津市羽所町３４５　第一ビル２－５A

細川商事株式会社

堤　紗弥子

営業第4課
IAチーム

伊﨑　展生

生保推進

小林　章浩
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																所得税・住民税納付 ショトクゼイ ジュウミンゼイ ノウフ																		小田　勉 オダ ツトム						月次管理 ゲツジ カンリ																		安達　聖里奈 アダチ ヒジリ リナ						帳票管理（生保） チョウヒョウ カンリ セイホ																				教育・研修担当者 キョウイク ケンシュウ タントウシャ

																年末調整書類の取りまとめ ネンマツ チョウセイ ショルイ ト																								体制整備 タイセイ セイビ

																入・出金状況の入力 ニュウ シュッキン ジョウキョウ ニュウリョク																																						営業第２課																						資格管理 シカク カンリ

																税理士への決算書類提出 ゼイリ シ ケッサン ショルイ テイシュツ														Ｍ＆Ａ推進 スイシン																																		中部担当（鈴鹿・亀山） チュウブ タントウ スズカ カメヤマ

																家賃・リース料金支払・管理 ヤチン リョウキン シハライ カンリ																																								課長		矢田　雅也						個人情報点検担当者 コジン ジョウホウ テンケン タントウシャ																小田　勉 オダ ツトム				力量管理表 リキリョウ カンリ ヒョウ

																公共料金支払い・携帯を含む コウキョウ リョウキン シハラ ケイタイ フク																		石川　英幸 イシカワ ヒデユキ																								伊﨑　展生 イサキ						中部担当（四日市・細川） チュウブ タントウ ヨッカイチ ホソカワ																堤　紗弥子 ツツミ サヤコ				資格試験取得推進 シカク シケン シュトク スイシン

																銀行（記帳・振込等） ギンコウ キチョウ フリコミ トウ																		小田　勉 オダ ツトム																								野呂　真奈美						領収証点検責任者 リョウシュウショウ テンケン セキニン シャ

						管財管理 カンザイ カンリ										社有車 シャユウ シャ																																																帳票管理（損保） チョウヒョウ カンリ ソンポ

																事務所 ジム ショ														人　事 ヒト コト										採用 サイヨウ														営業第３課																						安全運転管理 アンゼン ウンテン カンリ

																損害保険加入管理 ソンガイ ホケン カニュウ カンリ																								人事評価 ジンジ ヒョウカ

						福利厚生 フクリ コウセイ										社労士連絡 シャロウシ レンラク																		石川　英幸 イシカワ ヒデユキ						責任者の任命 セキニンシャ ニンメイ																課長		横山　耕平 ヨコヤマ コウヘイ						兼務 ケンム																小林　章浩 コバヤシ アキラ ヒロシ				安全運転管理者 アンゼン ウンテン カンリシャ

																健康保険証 ケンコウ ホケンショウ																		小田　勉 オダ ツトム																						課長 カチョウ		堤　紗弥子 ツツミ サヤコ						生保　業務品質管理者 セイホ ギョウム ヒンシツ カンリ シャ																安達聖里奈				運転月報管理 ウンテン ゲッポウ カンリ

																健診受診管理 ケンシン ジュシン カンリ																								代協関係 ダイ キョウ カンケイ																		吉田　智子 ヨシダ トモコ						損保ジャパン出向 ソンポ シュッコウ

																生命保険加入管理 セイメイ ホケン カニュウ カンリ														渉　外 ワタル ソト										保険会社対応 ホケン カイシャ タイオウ																																				BCP・事業継続力強化 ジギョウ ケイゾク リョク キョウカ

																																																						営業第4課
IAチーム

				特定関係法人一覧 トクテイ カンケイ ホウジン イチラン																														石川　英幸 イシカワ ヒデユキ						日本代協 ニホン ダイキョウ																																								小田　勉 オダ ツトム				BCP責任者 セキニン シャ

				関係 カンケイ		一般社団法人　日本損害保険代理業協会 イッパンシャダンホウジン ニホン ソンガイ ホケン ダイリ ギョウ キョウカイ																												小田　勉 オダ ツトム						中小企業同友会 チュウショウ キギョウ ドウユウカイ																TL		石川　英幸 イシカワ ヒデユキ						IAチームリーダー																坂上　正則 サカガミ マサノリ				BCP管理者 カンリシャ

				人的		東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル3-321 １００－０００６ シン ユウラクチョウ																																																				野呂　真奈美 ノロ マナミ						教育・指導 キョウイク シドウ

				関係 カンケイ		一般社団法人　三重県損害保険代理業協会 イッパンシャダンホウジン ミエケン ソンガイ ホケン ダイリ ギョウ キョウカイ																								広　報 ヒロ ホウ										ＨＰ作成・更新 サクセイ コウシン																IA		石田　浩司 イシダ コウジ																		情報セキュリティ委員会
（CSIRT) ジョウホウ イインカイ						Computer　Security

				人的		三重県津市羽所町３４５　第一ビル２－５A ５１４－０００９ ダイ イチ																																		会社案内 カイシャ アンナイ																																										Incident　Response　Team

				関係 カンケイ		細川商事株式会社 ホソカワ ショウジ カブシキ カイシャ																												小田　勉 オダ ツトム						情報提供 ジョウホウ テイキョウ										損保推進
事故対応サービス部 ソンポ スイシン ジコ タイオウ ブ																												CISO  小田勉 オダ ツトム						情報管理者（セキュリティ） ジョウホウ カンリ シャ

				資本		三重県四日市市高砂町1-6細川商事ビル ５１０－００４２ ホソカワ ショウジ																												安達　聖里奈 アダチ セイ リナ						FB発信 ハッシン																																						Chief　Information Security Officer

																																																				副部長 フクブチョウ				矢田　雅也 ヤダ マサヤ						損保推進チームリーダー ソンポ スイシン																						インデント対応責任者 タイオウ セキニンシャ

																														教育・研修・会議																								伊﨑　展生 イサキ								事故対応チームリーダー ジコ タイオウ																						個人情報苦情対応責任者 コジン ジョウホウ クジョウ タイオウ セキニンシャ

																																																														事故対応マニュアル作成 ジコ タイオウ サクセイ																						教育責任者 キョウイク セキニンシャ

																																		小田　勉 オダ ツトム						定例ミーティング																						フロー定着 テイチャク																石川　美鈴 イシカワ ミスズ						特定個人情報事務取扱責任者

																																		横山耕平 ヨコヤマコウヘイ						研修管理																						ロスプリ																野呂　真奈美 ノロ マナミ						特定個人情報事務取扱担当者 タントウシャ

																																		矢田雅也 ヤダ マサヤ						生保教育・研修																						アンダーライティング

																																																		生保推進 セイホ スイシン																												横山　耕平 ヨコヤマ コウヘイ						情報管理部門責任者 ジョウホウ カンリ ブモン セキニンシャ

																																																																														矢田　雅也 ヤダ マサヤ

																																																				副部長 フクブチョウ				横山耕平 ヨコヤマ コウヘイ						生保推進チームリーダー セイホ スイシン																堤　紗弥子 ツツミ サヤコ

																																																				課長 カチョウ				堤　紗弥子 ツツミ シャ ヤコ

																																																						小林　章浩 コバヤシ																								坂上　正則 サカガミ マサノリ						監査・点検/点検責任者



















修正の記録

		2015年6月1日作成 ネン ガツ ニチ サクセイ

		2016年4月1日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				情報管理責任者　石川英幸 ジョウホウ カンリ セキニン シャ イシカワ ヒデユキ

				情報管理者　小田　勉　 ジョウホウ カンリシャ オダ ツトム

		　　		生保業務管理責任者　小田勉 セイホ ギョウム カンリ セキニン シャ オダ ツトム

				生保　教育管理責任者　横山耕平 セイホ キョウイク カンリ セキニン シャ ヨコヤマ コウヘイ

		2016年6月20日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				鈴鹿支店廃止 スズカ シテン ハイシ

		2016年7月13日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				コンプライアンス室長　小田勉 シツチョウ オダ ツトム

				ＩＳＯ資格取得推進責任者 シカク シュトク スイシン セキニンシャ

				品質管理責任者 ヒンシツ カンリ セキニン シャ

		2016年9月28日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				重要物管理責任者　石川美鈴 ジュウヨウ ブツ カンリ セキニン シャ イシカワ ミスズ

				領収証管理責任者　石川美鈴 リョウシュウショウ カンリ セキニン シャ イシカワ ミスズ

				領収証点検責任者　野呂真奈美 リョウシュウショウ テンケン セキニンシャ ノロ マナミ

				重要物点検責任者　川北縁 ジュウヨウ ブツ テンケン セキニンシャ カワキタ ユカリ

		2016年10月26日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				川北　縁　退職 カワキタ ユカリ タイショク

		2016年12月8日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				佐野　清　退職 サノ キヨシ タイショク

		2016年12月26日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				安全運転管理者　小林　章浩 アンゼン ウンテン カンリシャ

		2017年1月10日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				安達　聖里奈　入社 ニュウシャ

		2017年8月1日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				小林　章浩　主任アドバイザー コバヤシ アキラ ヒロシ シュニン

				総務職務分担の明確化 ソウム ショクム ブンタン メイカクカ

		2018年5月16日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				本社3課体制確立・地域割り明確化 ホンシャ カ タイセイ カクリツ チイキワ メイカクカ

		2018年6月1日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				小田勉　専務取締役 オダ ツトム センム トリシマリヤク

				コンプライアンス室にBCP策定を明示 シツ サクテイ メイジ

		2018年8月22日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				小田勉　専務取締役 オダ ツトム センム トリシマリヤク

				コンプライアンス室長 シツチョウ

				特定関係法人追記 トクテイ カンケイ ホウジン ツイキ

		2019年6月１日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				横山　耕平副部長昇格 ヨコヤマ コウヘイ フクブチョウ ショウカク

				堤　紗弥子　営業3課長 ツツミ サヤコ エイギョウ カチョウ

		2019年8月1日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				伊﨑　展生　入社 イ サキ テン ナマ ニュウシャ

		2019年11月20日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				特定関係法人追記（細川商事） トクテイ カンケイ ホウジン ツイキ ホソカワ ショウジ

		2019年12月16日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				SOMPO CarLife業務責任者追加 ツイカ

		2020年2月10日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				牽制部門・教育部門の独立 ケンセイ ブモン キョウイク ブモン ドクリツ

		2020年3月10日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				伊藤栄子入社　営業3課配属 イトウ エイコ ニュウシャ エイギョウ カ ハイゾク

		2020年4月1日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				伊藤栄子退社 イトウ エイコ タイシャ

				コンプライアンス部再編 ブ サイヘン

		2020年5月18日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				吉田　智子入社（5/21） ヨシダ トモコ ニュウシャ

				事故対応サービス部新設 ジコ タイオウ ブ シンセツ

				矢田副部長兼務 ヤダ フクブチョウ ケンム

		2020年9月11日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				メンタルヘルス・ハラスメント相談窓口 ソウダン マドグチ

		2020年11月2日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				コンプライアンス部内に資格管理部門設置 ブ ナイ シカク カンリ ブモン セッチ

				責任者・力量管理表作成責任者　小田 セキニン シャ リキリョウ カンリ ヒョウ サクセイ セキニンシャ オダ

				資格取得推進担当者　堤 シカク シュトク スイシン タントウシャ ツツミ

		2020年11月11日改定 ネン ガツ ニチ カイテイ

				情報セキュリティ委員会設置 ジョウホウ イインカイ セッチ

				（CSIRT)

		reserved-44287x1F		機構改革 キコウ カイカク
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ミライトの戦略
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地域密着

専属
●専属

or
●乗合

●地域貢献業の地域密着モデル
or

●保険販売業の広域拡大モデル



ミライトの各種取組

社内取組

• 毎週定例MT、週毎にコンプラ、品
質向上、ブランド力強化、販売力
強化とテーマごとに開催。

• 毎月、全社員と社長の１on１

• 損保PT、生保PTを其々のリーダー
が毎月開催。

• 既契約者向けインサイドセールスを
アウトソーシングし、情報提供、アポ
取りを効率よく実施。

• お客様の声、お褒めの言葉の収集
を評価制度に反映。

DX

• ミライト＠LINE友達登録推進。

• YouTube等動画活用。

• webセミナー、HPのweb集客。

• iPhone、 iPad、ノートPCを全社
員に貸与、web面談、ペーパレス
化、リモートワークを実現。

• テレワーク指示期間は手当支給。

• Zoomで朝礼、ホスト日替わり。

• 権限明示、情報提供、意向把握、
をExcelで一元化ペーパレスで運用、
今後はRPA導入を検討していく。

その他

• 担当制からエリア制へ、固定給化に
より属人的な対応から会社対応、
個人販売から組織で販売。

• 社長トップ営業から脱却し理念と制
度仕組みで運営販売している。

• 事務所は完全フリーアドレス化。

• 一時的な成果より考え方やプロセス
を評価している。

• 教育には時間とコストをかけ、また評
価をし、代理店内に学び続ける文
化を醸成している。
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代協活動
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●代協活動を通して私が学んだこと。

●代協活動はボランティア活動なのか…？
いいえ…代協活動は…

●これからの代協活動と代理店の未来。



ご清聴
ありがとうございました

株式会社ミライト
代表取締役 石川英幸
ishikawa@h-melight.com
http://www.h-melight.com

日本代協阪神ブロック人材育成研修会
一社 日本損害保険代理業協会 理事・教育委員長 石川英幸)
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