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代協会員専用「日本代協アカデミー・ネットチャンネル」の

「お試し無料利用期間」が９月３０日にて終了しました。 

１０月からの本番開始に伴い、「利用料金体系と支払方法

等の見直し」を下記のとおり実施します。 

利用者ＩＤ登録が完了済の会員の皆さまにおかれまして

は、10 月初旬にお届けしている「郵便払込取扱票」にて、10

月末までにご利用料金のお支払いをお願い申し上げます。 

また、利用登録がお済みでない会員の皆さまにつきまし

ては、是非ともこの機会にご検討いただき、ご登録ください。 

 

「日本代協アカデミー」ご利用料金と支払方法

変更のお知らせ 

〔変更①〕 利用料金体系 

※料金単位を、「利用者ＩＤ登録数単位」から「利用者合計人

数に応じた代理店単位」に変更し負担を大きく軽減します。 

＜利用者合計人数別料金表＞ 

 
〔変更②〕 利用料金支払方法 

※「クレジットカード払い」を取り止め、「郵便払込取

扱票による郵便振込方式」に変更します。（下記注意） 

【ご請求書・郵便払込取扱票に関するお詫び】 

～下記の内容で会員の皆様にメール発信しています～ 

「日本代協アカデミー・ネットチャンネル事務運営会社であ

る株式会社日企社から、１０月２日もしくは４日に郵送させて

いただきました「日本代協アカデミー・ネットチャンネル」ご請

求書・郵便払込取扱票の「ご依頼人」欄の印字に「法人名の

記載漏れ」があることが判明しました。表示不備を発生させ、

お手間をかけることになり、誠に申し訳ございません。 

法人会員の皆さまにおかれましては、郵便払込取扱票の

「ご依頼人」欄に「手書きにて法人名」を追記いただき、お振

込みいただきますよう、お願い申し上げます。 

新たに作成する請求書につきましては、今後、確認を徹

底し、再発防止に努めてまいります。」 

※郵送させていただいた払込取扱票の払込期限は２０１９年

１０月３１日までとなっています。ご利用継続を希望される会

員の皆さまにおかれましては、払込期日までにお支払い下

さいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

※本件についてのご照会は下記までお願いいたします。 

 ＜日本代協アカデミー 電話ヘルプデスク＞ 

  ＴＥＬ ０３－５２０９－３７７１  

  受付時間：平日 午前９時３０分 ～ 午後５時 

 

日本代協アカデミー・ネットチャンネル利用登録の流れ 

① 「管理者ＩＤ」と「初期パスワード」でログイン 

「ｈｔｔｐｓ：//www.nihondaikyo-academy.com/」

にアクセスし、管理者用の画面を表示 

② 管理者用の画面で「利用者」を登録 

ⅰ.メニューリストから「利用者の一覧」を選択クリック 

ⅱ.[新規作成]をクリックして入力画面を開き、利用者の

必要事項を入力し、登録をクリック、利用者が表示さ

れれば登録完了/登録が完了したらログアウトする 

 

(注)管理者も自分自身を「利用者」として登録、続けて従

業員の方たちを「利用者」として登録 

(注)メールアドレスのない募集人については、「募集人 

ＩＤ」でも登録可能 

※「日本代協アカデミー」の創設の背景について※ 

「改正保険業法」が求めている体制整備の構築とプリンシ

プルとしての顧客本位の業務運営を着実に定着させながら

持続的に発展していくためには、募集人個人のレベルアッ

プを図り、経営者のマネジメント力を磨き、組織の力を活か

して代理店の価値を発揮し、顧客に選ばれる存在となって

成長していく必要があります。 

こうした認識の下で、「代理店経営の高度化」「募集人の

資質向上」「収益向上」の３つのメニューからなる「教育コン

テンツ」と業界の最新情報を分かりやすく伝える「情報提供

コンテンツ」で構成する新たな独自の教育制度として「日本

代協アカデミー」を構築したものです。  

今後、カリキュラムの充実を順次図り、代協会員にとって

有益な制度となるよう取り組みを進めてまいります。 

 

 

 

 INDEPENDENT  INSURANCE 
AGENTS  OF  JAPAN  INC. 

 

～日本代協アカデミー本番開始～ 

最新情報＝特集号 

利用料金体系/支払方法を大幅改善 



第 317 号 ～ 目覚めて変化する ～ 2019 年 10 月 24 日 

2／2 

第 9 回コンベンションの開催概要は下記の通りです。 

*『式典・懇親会』 11 月 1 日（金）13：00～  
・場所：東京（グランドニッコー東京台場ﾊﾟﾚﾛﾜｲﾔﾙ AB）

≪第１部≫式典･代協会員懇談会・基調講演の部

・2018 年度功労者表彰：９名様

≪ブロック≫  ≪代協≫   ≪氏 名≫ 

北海道ブロック 北海道代協  髙梨 重勝 氏 

北東北ブロック  岩手県代協  鈴木  孝  氏 

東関東ブロック  茨城県代協  飯島 俊治 氏 

東 京ブロック 東京 代協  大藪 邦嗣 氏 

東 海ブロック 愛知県代協  髙崎  巧  氏 

北 陸ブロック 石川県代協  尾﨑 健二  氏 

阪 神ブロック 大阪 代協  奥  忠道  氏 

西中国ブロック 山口県代協  鴨居 義成  氏 

四 国ブロック 徳島県代協  井内 一志 氏 

・基調講演：「人工知能（AI）は私達の暮らしをどう変えるか」

講師：野村 修也 様（中央大学法科大学院教授）

*『分科会の部』  11 月 2 日（土）10：00～12：00 

・下記の４分科会を設定

・場所：（分科会別）損保会館各会議室・ホテルジュラク

［中﨑ゼミ］

有限会社ナカザキ・アンド・カンパニー 中﨑 章夫 様 

ﾃｰﾏ：「デジタル社会化と代理店ビジネスの活路～ 

コンパクト代理店が躍動する新たな地平を考える」 

［岩崎ゼミ］ 

静岡県立大学 経営情報学部教授   岩崎 邦彦 様 

ﾃｰﾏ：「21 世紀の保険代理店を考えよう 

～事業の再定義とマーケティングの方向性～」 

［牧野ゼミ］ 

東京大学大学院 非常勤講師        牧野 司  様 

ﾃｰﾏ：「シンギュラリティ時代の保険と代理店経営」 

［櫻井ゼミ］  

リブラス株式会社 代表取締役     櫻井 英裕 様 

 同・業務管理責任者 兼 バックオフィス責任者 

古川 純子 様 

ﾃｰﾏ：「お客様にとっても従業員にとってもプラスに

なる企業作り」 

｢代理店賠責･日本代協新プラン｣の募集は 9 月末で終了

しました。皆様のご協力のおかげで、過去最高値の加入率

を達成することができました。更新内容は下記の通りです。 

例年通り、毎月 20 日申込締切､翌月 1 日を始期とする中途

加入が出来ますので、未加入の方は是非ご加入下さい。 

<保険名称>  専門業務事業者賠償責任保険  

<保険会社>  Ｃhubb(ﾁｬﾌﾞ)損害保険株式会社 

<保険期間>   2019 年 10 月 1 日～2020 年 10 月 1 日

<加入会員数> 10,020 店（継続 9,768 店･新規 252 店）

継続率 96.4% 加入率 84.0% 

 本年 10 月～12 月にかけて、関東財務局による代理店ヒア

リングが実施されます。（概要は以下の通り）なお、ヒアリング

結果については追って公表される見込みです。 

□対象：3 社以上乗合・社員数 10 名以上～300 名未満（保

険会社によっては 100 名未満）の兼業代理店

（※生保は専業・兼業の選別条件なし） 

□店数：最初にアンケートを 100 店に送付し、その回答内容

等を踏まえて 60 店を直接訪問し、対話を実施

（※一部アンケート先には損保専業代理店も含まれる）

□内容：自社における点検・監査の状況、保険会社の監査

の評価、募集人の教育・管理・指導の状況、「顧客本位の

業務運営の原則」への対応状況 他

主に若手募集人の自主的勉強のためのツールとして、代

協会員専用の学習用ＣＤ「損害保険の基礎」を作成しました。

近日中に各代協宛にご案内いたします。是非、活用下さい。 

〈ＣＤ収録内容〉 

・「損害保険の基礎」、「生命保険の基礎」（各ＰＰＴ約360枚）

・保険業法等関連法規 13 種類

・「損害保険用語集」（Ａ４・４０６Ｐ） &� 業界で最多の用語

〈価格〉送料込ＣＤ1 枚 1,000 円（振込手数料は購入者負担）

 東京オリンピックを前にして、日本は例年以上にサイバ

ー攻撃に晒されています。特に近年は、対策が手薄な中

小企業を狙い、そこから取引先の大企業に入り込む「サプ

ライチェーン攻撃」が増加しており、保険会社と継続的な

取引関係がある代理店のセキュリティ対策は、喫緊の重

要課題となっています。その対策ツールとして、損保業界

では必要な要件を満たした上で、低廉な価格で導入でき、

運営コストも安い『損保クラウド』を開発し、代理店に斡旋

を行っています。現在、初期費用無料キャンペーンも実

施されていますので、自社の対策に不安のある方は、早

めに保険会社の担当社員にご相談下さい。

≪関東財務局ヒアリング開始≫ 

～ＰＤＣＡの『Ｄ』と『Ｃ』の対応状況が主な目的～ 

＜2019 年度＞第９回 コンベンション開催
～変化に対応し持続可能な代理店経営を考える～

「損保クラウド」の活用 
～サイバーセキュリティ対策の切り札～ 

『代理店賠責･日本代協新ﾌﾟﾗﾝ』手続き終了 
～10/1 始期日現在：加入率８４.０％～ 

「損害保険の基礎」ハイパー版ＣＤ販売 
～生命保険の基礎、関連条文、用語集も網羅～ 


