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総合保険コンサルティング 

株式会社   総合滋賀 

新体制スタート！           

 

            --- 足立剛     

  

   

 
TOKIOMARINE足立杯 
 創業３０周年記念コンペのご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おかげさまで弊社は創業３０年を迎えること

が出来ました。これも今までご愛顧いただき

ました皆様のおかげだと感謝しております。 

そこで、下記日時にて「記念コンペ」を開催

させていただきます。お忙しいと存じますが

皆様奮ってご参加下さいます様お願致しま

す。 

〈日時〉 平成２１年８月１１日（火） 

     8:30 集合 9:00 スタート 

〈場所〉 甲賀カントリー倶楽部 

〈内容〉 山本善隆（*）プロを招き、ワンポ

イントレッスンやラウンド同伴レ

ッスンを行います。 

（＊）ツアー勝利数 １３回 

        生涯獲得賞金 ６２７百万  

        １９５１年１月２９日生れ 

ご参加いただける方は、恐れ入りますが弊社

までご連絡ください。 

新しいメンバーが増えました！ 

13 年もの「ことしん」勤務から一大決心し、本年

６月１日に弊社へ入社いたしました「松田宏明」

をご紹介させていただきます。 

〈生年月日〉1973 年 1 月 18 日生れ 36 歳 

〈 学  歴 〉滋賀県立八日市高校 卒業 

      神戸学院大学経済学部 卒業 

〈 職  歴 〉湖東信用金庫 13 年勤務 

      東京海上日動研修生 1 年勤務 

〈身長体重〉178cm 60kg 

〈本人から一言〉  

本年６月１日、創業３０年を機に社長を足立進より私、足立剛へ引き継ぎ、また

新メンバーとして松田宏明（マツダヒロアキ）を迎え、総合滋賀新体制がスター

トいたしました。 

 保険業界を取り巻く環境も皆様ご存知のとおり、ＴＶＣＭやインターネット等

の通信販売や大手スーパー内に来店型店舗を構え、数十社の生・損保険会社の中

から消費者が選ぶというスタイル、また郵政や銀行の窓口販売など多種多様化し

てきております。そのような環境下、弊社は「東京海上の代理店として３０年の

実績」で築き上げてきました皆様からの信用と信頼を大切に考え、全社員一致団

結し「最高品質の保険商品と万全のアフターサービスをお約束します！」をスロ

ーガンに専心努力いたします。今後とも末永くよろしくお願いいたします。 

6 月より総合滋賀の一員と

なりました。保険業という新

たな仕事に不安もあります

が、何事にも前向きに懸命に

やっていこうと意気込んで

おります。 

皆様よろしくお願い致しま

す。 

足立 剛 

松田 宏明 



弊社事業概要をご案内します！ 

代 理 店 名  株式会社 総合滋賀 

所 在 地   〒529-1443 

         滋賀県東近江市五個荘北町屋町４５番地５ 

         ＴＥＬ ０７４８－４８－４４００㈹ 

         ＦＡＸ ０７４８－４８－５５００ 

創 業  １９７９年９月 

代 表 者   足立 剛 

取 扱 保 険 料  ５億１千万円（０８年度実績） 

資 本 金   １０００万円 

サービス体制  営業スタッフ ３名 

         事務スタッフ ５名 

         共同募集人  ２名 

         提携代理店  ５店 

 

営業内容をご案内します！ 

 取 扱 商 品  超保険（生損保一体型商品） 

          生命保険 

          損害保険 

 その他サービス  交通事故相談 

          社会保険労務士相談（武田かおり社会保険労務士） 

          司法書士・行政書士相談（辻事務所） 

            

３０年の歴史をご案内します！ 

 １９７８年７月  現会長（足立進）、東京海上火災保険㈱へ研修生として入社。 

 １９７９年９月  独立後、自宅に事務所を構える。 

 １９８６年３月  年間収入保険料１億円を突破。ダイヤモンドステイタス認定。 

 １９８８年３月  年間収入保険料３億円を突破。ビッグステイタス認定。 

 １９９１年４月  木村智美入社。 

 １９９２年３月  年間収入保険料５億円を突破。 

 １９９６年７月  ２階建て新事務所を建築（現所在地）。 

 １９９６年９月  東京海上あんしん生命保険㈱取扱開始。 

 １９９９年１月  宇野美佐子入社。 

１９９９年４月  現社長（足立剛）東京海上火災保険㈱へ研修生として入社。 

 ２００１年４月  研修終了後、(有)アダチ(現総合滋賀)へ入社。 

 ２００２年３月  ロイヤルステイタスクラブ「エクセレント代理店」認定。 

 ２００３年９月  渡辺孝子入社。 

２００４年３月  専業代理店年間表彰制度、３部門入賞、現会長が代表挨拶。 

２００６年６月  南ひとみ入社。   

 ２００７年６月  アメリカンファミリー生命保険会社取扱開始。 

 ２００８年４月  松田宏明、東京海上日動㈱へ研修生として入社。足立あゆみ入社。 

２００９年６月  代表者交代(現会長足立進から足立剛へ)。松田宏明入社。 

↑東京海上機関紙に掲載 

↑平成 8年に完成した事務所 



 

 
 代表取締役 

足立 剛 

1972.5.11 生れ 

Ｂ型・おうし座 

趣味:ｺﾞﾙﾌ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

取締役会長 

足立 進 

1943.8.28 生れ 

Ｂ型・おとめ座 

趣味：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

事務リーダー 

 渡邉 孝子 

？？？.9.17 

Ｂ型・おとめ座 

趣味：食べ歩き 

営業事務 

 宇野美佐子 

？？？.2.10 

Ａ型・水瓶座 

趣味:ﾌﾘｰﾏ-ｹｯﾄ 

事務スタッフ 

 南 ひとみ 

？？？.2.23 

Ｏ型・うお座 

趣味:ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ 

総務スタッフ 

 木村 智美 

？？？.3.10 

Ｏ型・うお座 

趣味：コーラス 

お客様担当 

 松田 宏明 

1973.1.18 

Ａ型・やぎ座 

趣味:釣り･ｺﾞﾙﾌ 

経理スタッフ 

 足立あゆみ 

？？？.12.22 

Ｏ型・やぎ座 

趣味：買い物 

２代目の経営者として親から受け継いだ信用

と「三方よし」の理念の基、末永くお付き合

いさせていただきたいと思います。社員一同、

いつも身近であなたをお守りしていきます。 

「三方よし」の五個荘の地に憧れ開業。皆様に

お付合い頂いて３０年、暖かい信用をしっかり

新社長はじめ社員一同お守りさせて頂きます。

厳しい情勢の中で重石となって頑張り続けま

す。末永くご指導宜しくお願い申し上げます。 

駆け出しではございますが前職

での経験を活かしながら皆様の

お役に立てるよう努力いたしま

す。皆様と早くお目にかかれるこ

とを楽しみにしております。 

他損保から転職し、早５年。この

仕事を通じてのご縁を大切に新

体制で気持ち新たにスタートし

たいと思っております。今後とも

よろしくお願いいたします。               

何も分からず保険の仕事に携わ

るようになり、早１０年が経ちま

す。時代の流れに飲み込まれぬよ

う、３人の子育てとともに日々勉

強の毎日です。 

お客様の立場に立ってご提案･対

応するよう、日々心掛けておりま

す。満期案内の封筒・ご案内文も

心を込めて書いております。皆様

よろしくお願いいたします。 

私は、入社して１８年目になりま

す。今までの出会いは私の宝物で

す。これからもこの出会いを大切

にしていきます。皆様よろしくお

願いいたします。 

5 歳・4 歳・2 歳の３人の子育て

に追われる毎日ですが、東京海上

の社員として７年勤務した経験

を活かして、お客様をお守りして

まいります。 



取り扱い保険会社 
                      

東京海上日動火災保険株式会社 

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 

アメリカンファミリー生命保険会社 

 

 

 

 

  総合滋賀 経営理念 

 ｢三方よし｣ 

   「お客様よし・社員よし・地域よし」 

 

株式会社 総合滋賀 

〒529-1443 滋賀県東近江市五個荘北町屋町 45-5 

TEL：0748-48-4400㈹  FAX：0748-48-5500 

E-mail  mail5613@sogoshiga.com  URL  http://sogoshiga.com 

事故受付（東京海上日動）２４時間３６５日 

0120－308－110（超保険事故フリーダイヤル） 
0120－119－110（その他事故フリーダイヤル） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（彦根方面からお越しの皆様） 

国道８号線「北町屋」信号を左

折、1 つ目の信号を右折して１

００ｍ先の右側（旧中山道沿い） 

 

（大津方面からお越しの皆様） 

国道 8 号線「五個荘南」信号を

右折、１つ目の点滅信号を左折

して１００ｍ先の左側 


