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保険ショップは「Ｍ保険ショップは「Ｍ保険ショップは「Ｍ保険ショップは「Ｍadeadeadeade    inininin    JapanJapanJapanJapan」」」」    

日本で生まれた保険ショップ日本で生まれた保険ショップ日本で生まれた保険ショップ日本で生まれた保険ショップのののの元祖「保険クリニック」元祖「保険クリニック」元祖「保険クリニック」元祖「保険クリニック」とととと    

台湾台湾台湾台湾保険ショップ保険ショップ保険ショップ保険ショップががががアドバイザリーアドバイザリーアドバイザリーアドバイザリー業務提携業務提携業務提携業務提携で、研修来日で、研修来日で、研修来日で、研修来日    
    

日本初の保険ショップ『保険クリニック』(全国 154 店舗 2016 年 3 月 5 日現在)を展開し、総合保険コンサルティ

ングサービスを行う株式会社アイリックコーポレーション(本社：東京都文京区 代表取締役：勝本竜二)は、傘下

の台湾初の保険ショップ『保険本舗 InsureShop』(以下『保険本舗』)を運営する台湾統一保険経紀人股份有限公

司(United Insurance Brokers Co.,Ltd.)と、アドバイザリー業務において業務提携契約を締結しました。 

 

 

■業務提携・研修受け入れの経緯■業務提携・研修受け入れの経緯■業務提携・研修受け入れの経緯■業務提携・研修受け入れの経緯    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 5 月 16 日に台湾初の保険ショップ『保険本舗 InsureShop』がオープンしました。 

オープンに先立ち、2014 年 10 月に『保険本舗』の幹部と優績者が来日し、保険ショップ先進国の日本での視察

を複数ブランドに行いました。そこからご縁が始まり、5 月のオープニングセレモニーには日本からは『保険クリニ

ック』が招待を受け、テープカット、講演、座談会などを行いました。日本で初めての保険ショップであり、フランチ

ャイズ展開を進めてきた『保険クリニック』の経験や仕組みについてお話や意見交換を行いました。 

『保険本舗』は、2 号店をはじめ今後積極的な出店を計画しており、フランチャイズ展開も視野に入れています。

下記テーマについて『保険クリニック』の更なるノウハウを幹部の方々に学んでいただくために、今回の業務提

携と研修来日となりました。 

  

2014201420142014 年年年年 10101010 月月月月    保険ショップ視察保険ショップ視察保険ショップ視察保険ショップ視察    
2015201520152015 年年年年 5555 月月月月    『保険本舗』オープン『保険本舗』オープン『保険本舗』オープン『保険本舗』オープン    

左：オープニングセレモニーでのテープカット、右：座談会 

2016201620162016 年年年年 2222 月月月月    アドバイザリーアドバイザリーアドバイザリーアドバイザリー業務における業務における業務における業務における提携提携提携提携    

左上：当社・『保険本舗』スタッフの集合写真

右上：当社社長 勝本(左)と『保険本舗』徐社長(右)

左下：店舗見学での質疑応答

右下：『保険クリニック』新宿店での質疑応答
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■■■■『保険本舗』詳細『保険本舗』詳細『保険本舗』詳細『保険本舗』詳細    

・ブランド名  ： 『保険本舗 InsureShop』 

・URL      ： www.insureshop.com.tw 

・運営代理店 ： 台湾統一保険経紀人股份有限公司(United Insurance Brokers Co.,Ltd.) 
    

    

■研修日程■研修日程■研修日程■研修日程    

    
2222 月月月月 29292929 日（月）日（月）日（月）日（月）    3333 月月月月 1111 日（火）日（火）日（火）日（火）    3333 月月月月 2222 日（水）日（水）日（水）日（水）    

本社にて各部署よりレクチャー本社にて各部署よりレクチャー本社にて各部署よりレクチャー本社にて各部署よりレクチャー    店舗見学店舗見学店舗見学店舗見学    直営店での研修直営店での研修直営店での研修直営店での研修    

午前 ・日本における保険ショップの 

 現状と趨勢 

（社長 勝本より） 

・新小岩店 見学 

（路面店） 

・『保険クリニック』直営店での 

 コンサルティングロープレ 

午後 ・保険ショップのマーケティング 

（広報宣伝部より） 
 

・教育制度について 

（営業教育部より） 
 

・FC 運営・運営マニュアル 

（CSC 運営部より） 

・川崎アゼリア店 見学 

（地下街） 
 

・大崎ニューシティ店 見学 

 （インストア） 
 

・新宿店 見学、質疑応答 

 （空中店舗） 

・フェアウェルランチ 

研修では、『保険クリニック』側から日本の保険ショップをはじめとする業界についての話や、保険ショップのマー

ケティング、コンサルタントの教育制度、フランチャイズ運営等について説明をいたしました。 

店舗見学でも、店舗の作りから店舗でのイベント・コンサルティングの流れなど、実際の出店や店舗運営につい

て数多くの質疑応答がなされました。 

3 日目の研修では、『保険クリニック』新宿店のスタッフによりコンサルティングのロールプレイイングを行い、『保

険クリニック』に来店されるお客様とのやり取りをご覧いただきました。 
    

    

■研修参加者■研修参加者■研修参加者■研修参加者    

・『保険本舗』から、徐社長含む 8 名 

・通訳 1 名 

・『保険クリニック』から、副社長 半澤、CSC 運営部部長 古川 ほか 
 

    

■■■■これまでのこれまでのこれまでのこれまでの『保険クリニック』と海外保険業界との交流『保険クリニック』と海外保険業界との交流『保険クリニック』と海外保険業界との交流『保険クリニック』と海外保険業界との交流    

2012 年 8 月 …韓国  サムスン生命・ヴィキュラス（保険代理店） 

                   他、大手代理店を訪問。韓国の保険業界の現状を視察 

2013 年 8 月 …台湾  国泰人寿（保険会社） 

2014 年 9 月 …シンガポール Tokyo Marine Asia（東京海上日動火災保険） 

2015 年 9 月 …ベトナム Dai-ichi Life Vietnam(第一生命) 

これまでも、上記のようなアジア圏の保険会社・保険代理店を視察訪問しております。現在日本国内で行ってお

ります、生命保険現状把握・検索提案システム『保険 IQ システム』等を通した保険販売のノウハウ等の提供を、

海外のお客様にも力になれるよう取り組みを行っております。 

上記のうち、韓国の大手保険代理店ヴィキュラスとは過去に業務提携をしており、ノウハウや韓国保険市場で

の利用可能性の模索を目的とした『保険 IQ システム』の提供を行っておりました。 
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□□□□アイリックコーポレーション、『保険クリニック』についてアイリックコーポレーション、『保険クリニック』についてアイリックコーポレーション、『保険クリニック』についてアイリックコーポレーション、『保険クリニック』について    

『保険クリニック』は1999年に日本で初めてオープンした保険ショップです。日本の約90％の世帯が加入している生命

保険を、視覚的に分かりやすくご説明するために、保険分析・比較システム『保険 IQ システム』を独自に開発していま

す。保険商品の検索や比較の機能を追加し、保険の現状把握からお客様に合わせたプランのご提案まで、全国の

『保険クリニック』で質の高い均一のサービスの提供の一端を担っています。 

また、個人に加え法人向けの保険コンサルティング業務、ならびに保険代理店や金融機関向けの保険販売ソリュー

ションを提供している保険総合代理店です。 

 

【会社概要】 

・会社名   株式会社アイリックコーポレーション 

・ＵＲＬ    www.irrc.co.jp 

・所在地  東京都文京区本郷 2-27-20 本郷センタービル 4・5F 

・設 立   1995 年７月 

・資本金  444.5 百万円(2014 年 6 月末時点) 

・代表者  勝本 竜二 

 

 

 

□□□□統一保険経紀人股份有限公司統一保険経紀人股份有限公司統一保険経紀人股份有限公司統一保険経紀人股份有限公司(United Insurance Brokers Co.,Ltd.)(United Insurance Brokers Co.,Ltd.)(United Insurance Brokers Co.,Ltd.)(United Insurance Brokers Co.,Ltd.)、『保険本舗、『保険本舗、『保険本舗、『保険本舗 InsureShopInsureShopInsureShopInsureShop』について』について』について』について    

親会社である統一保険経紀人股份有限公司は、1993 年に設立、生命保険 12 社、損害保険 8 社の計 20 社の保険会

社を取り扱っています。『保険本舗』は、「了解保険、安心選択、財富全家(よく分かる、安心して選べる、ライフプラン

の把握)」をコンセプトに 1 号店として竹北市にオープンいたしました。 

 

【会社概要】 

・会社名  統一保険経紀人股份有限公司(United Insurance Brokers Co.,Ltd.) 

・ＵＲＬ    www.uibc.com.tw 

・所在地  台湾台北市中山北路 2 段 129 号 14-2F 

・設 立   1993 年 5 月 

・代表者  取締役社長 徐 采 蘩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


