
貴社・貴社商品/サービスを
保険・共済業界に広めるためのご支援

について

ご案内

株式会社 新日本保険新聞社

セブンスターズコンサルティング株式会社



保険・共済業界のマーケットの規模（参考）

業界区分 損害保険 生命保険 共済 少額短期保険

企業数（協会会員） 29社 42社
・消費生活協同組合 139組合
・農業協同組合 919組合 112社

その他（外資等） 25社 ー ー ー

関係団体・賛助 12組織 １組織＋α ー 24組織

従業員数 88,426人 128,870人 255,000人 不明

契約数・顧客数

MS＆AD：4400万（個人）・
法人（250万）

TND：1455万（自動車のみ）
上記はあくまで事例で全社を
合算すると測りきれないほど
の巨大マーケットです。

7,293.2万件 13,022万件 ９９５万件
（11２社計）

営業拠点数 1,973箇所

かんぽ生命のみでも
郵便局20,035局
簡易郵便局506局
かんぽ生命82支店

・消費生活協同組合 139組合
・農業協同組合 919組合 ー

損サ拠点数 1,326箇所 ー ー ー

登録営業職員数 ー 248,601人 ー ー

代理店数
法人：95,383店
個人：69,802店
合計：165,185店

法人：33,114店
個人：48,692店
合計：81,806店

・消費生活協同組合 139組合
・農業協同組合 919組合 ー

代理店募集人数 2,040,486人 985,726人 ー 278,000人
※上記データは各協会HPよりSSCが集計：2021年3月データ。
※生命保険の契約件数は、上位5社（かんぽ生命、日本生命、住友生命、明治安田生命、メットライフ生命）の合計のため実際はそれ以上に契約件数・お客様件数は存在します。



（例）損害保険業界・代理店区分



保険会社

関連子会社

グループ会社

代理店
（様々な業界）

営業職員会社

従業員

労働組合

保険・共済業界におけるビジネスの可能性

海外出先

取引下請会社

■ 経営施策 ■ 態勢整備・法改正対応・コンプライアンス
■ 営業施策・支援策 ■ 社員・代理店教育 など
■ 保険金支払・損害サービス
■ 商品・サービス・パンフレット・ツール
■ IT関連（FinTech、DX、動画等）
■ 人事施策
■ 総務・経理・備品・コスト削減
■ 不動産・資産管理運用

無限のビジネスチャンスが
ここにあります！



新日本保険新聞とは
新日本保険新聞（損保版、生保版）は、昭和22年創業の株式会社新日本保険新聞社が

発行する老舗の保険業界向けの業界専門新聞です。損保版は主に、損害保険業界の多
くの保険会社の社員や保険代理店、保険関連事業者などが読者です。生保版は主に、生
命保険業界の多くの保険会社の社員に加え、営業職員、セールスパーソン、保険代理店、
保険関連事業者などが読者です。

紙面内容の特徴は、損保版、生保版ともに、営業現場の役に立つような営業支援に関
する情報を中心に多く記載していることです。保険代理店や営業職員、セールスパーソ
ン、保険会社の支店課支社の社員に対してや、保険代理店が顧客に持つ中小企業など
に対して、貴社のサービスなどをPRする媒体として、ご活用いただけます。

また、新聞の貴社記事掲載面や広告掲載面を二次利用するなどして、保険業界への営
業展開の販促ツールとして活用いただけます。

■ 保険業界の動向。
■ 成功している会社、組織、セールスパーソン等の情報。
■ カウンター・窓販に関する専用情報。
■ 保険税務の最新情報。
■ 話題の新商品・サービスの情報。
■ 優績セールスパーソンのノウハウ情報。
■ 新規開拓のノウハウ情報。
■ 成功している代理店のノウハウ情報。
■ 生損保のクロスセリングのノウハウ情報
■ お客様からの質問・相談対応について、税務・リスクマネジメント、ファイナンシャルプランニング等の観点からのアドバ

イスに関する情報。 など

掲載している内容の概要





見本



⑴ 新日本保険新聞への記事掲載
⑵ 新日本保険新聞への広告掲載

⑶ 新日本保険新聞によるメルマガ掲載

⑷ 新日本保険新聞×セブンスターズコンサルティングによる保険業界への
人脈紹介

⑸ 保険業界への進出のためのプランニングサポート
・どのようなアクションを取れば良いのか。
・どこの誰に人脈を作り、どのような提案をすれば良いのか。などを一緒に考えます。

サポート内容

・損保版、生保版 ： 毎週月曜日（第4回発行、第5週目の月曜日は休刊）
・サイズ/ページ数 ： タブロイド版 8ページ（損保版）、10ページ（生保版）

・発行周期：月3回、不定期
・読者数：約12,000通（保険代理店店主、募集人、営業職員、セールスパーソン、保険会社社員、保険関連事業者など）

・保険会社社員
・保険代理店経営者
・保険代理店募集人
・保険業界関係会社/組織

※ 人脈紹介につきましては、あくまで対応可能な範囲でのサポートとなり、必ずしもご要望に応じた紹介ができると
は限りませんので、ご了承ください。



料金プラン ※ 上記⑴・⑵・⑶に関する料金プラン。⑷・⑸は別途コンサルティ

ングフィーがかかりますが、詳細は個別調整となります。

全２段 3段3分の１ 3段2分の１ 全3段

□バナー広告出稿料金 150,000円 120,000円 130,000円 170,000円

全3段 全5段 全7段

□記事形式の広告（取材あり） 103,000円 14８,000円 178,000円

□記事形式の広告（記事提出） 70,000円 115,000円 145,000円

ヘッダ6行広告 単独（号外）PR広告

□メールマガジン 38,000円 132,000円

※ バナー広告出稿の掲載スペース： 紙面1ページが10段で換算。画像データなどは広告依頼者様にてご準備ください。
1面の広告掲載はございません。外4面は上記料金の2割増となります。

※ 記事形式の広告：新日本保険新聞社の記者が取材のうえ原稿作成する場合は、記事提出の金額に＋33,000円となります。

※ メールマガジンのヘッダ広告6行広告とは、全角30文字×6行以内の広告をヘッダ枠で掲載。料金は1回あたりの金額になります。
1通あたり換算：38,000円/12,000通＝1通 3.16円。

※ 単独（号外）PR広告とは、全角30文字×130行以内でPR文字を掲載（タイトル全角20文字まで）。料金は1回あたりの金額となります。
1通あたり換算：132,000円/12,000通＝1通 11円。

※  料金の表示は税別となります。



保険業界を攻めるなら業界新聞の購読を
おすすめします！

新日本保険新聞

① 発行日 ー 週刊（毎週第１～４ 月曜日、月4回発行）
② 購読料 ー 月額：2200円（税込・送料込）、年間一括 18700円

生保版・損保版の両方の場合は、上記×２となります。

生保版、損保版の２紙の両方で、年間4万程度で、業界全体の流れを把握するこ
とが可能となり、保険業界市場へのアプローチ戦略を構築しやすくなります！



〈 会社概要 〉
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セブンスターズコンサルティング株式会社
（ジェノプラン遺伝子検査キット正規販売代理店）
代表取締役 佐々木篤史（健康経営アドバイザー）

損害保険会社の勤務を経て、セブンスターズコンサルティング㈱を設立。

現在、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 実務支援アドバイザー、特定非
営利活動法人 ランチェスター協会 認定インストラクター、金融内部監査士と
して企業の発展に向けた経営コンサルタントとして活躍する傍ら、人生100年
時代における健全な日本の発展を想い、遺伝子検査を活用した健康リスクの見
える化を通じた健康リスクマネジメントの普及に力を入れている。

〈 自己紹介 〉

独立行政法人中小企業基盤整備機構実務支援アドバイザー

一般社団法人日本内部監査協会金融内部監査士

NPO法人ランチェスター協会認定インストラクター

日本リスクマネージャー＆コンサルタント協会リスクコンサルタント

ISD個性心理学協会認定インストラクター

ファイナンシャルプランナー 2級技能士

一般社団法人日本地域活性化推進機構 専門家メンバー

危機管理経営をサポートする会創設メンバー

東京商工会議所港支部会員

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会 賛助会員

一般社団法人 滋賀県損害保険代理業協会 賛助会員

事業内容

経営
コンサル
ティング

ヘルスケ
ア事業

内部監査
サービス


