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お知らせ
千葉教弘会員で千葉ロイヤルクリニックを
受診する皆様へ 

千葉ロイヤルクリニック

3,000円 5,000円
　昨年度は、千葉教弘で取り扱っている教職員団体扱の

自動車・火災保険について、4つのエリアにおいて代理店

と提携し、担当者をおくことができました。

　今年度は、新たに東葛地区の２代理店と提携し、今まで

以上に教職員の皆様に寄り添い、顔の見える安心をお届

けできると思います。お気軽にご相談ください。

この度千葉教弘では、ご好評を頂いております千葉ロイヤルクリニック短期人間ドック(日帰り)
受診補助を拡充することになりました。ぜひ、皆様の健康管理にお役立てください。また、ご不明
な点がございましたら、千葉教弘・人間ドック担当まで、お気軽にお問い合わせください。

★学校やご家庭でのほのぼのとした出来事・ホットな話題などを募集しています。
　また、“きょうこう千葉"を読んでのご意見・ご感想も、ぜひお寄せください。

東葛地区松戸エリアを担当してお
ります秋田智紀と申します。保険
は複雑でわかりにくい、事故対応
が心配など様々なお話をいただ
きます。ご家族をお守りする保険
は一人一人違い、状況に合わせて
手当をする必要がございます。
皆様の近くに寄り添いご相談で
きる窓口となりますのでよろし
くお願いいたします。

提携代理店は、千葉教弘と提携し、代理店契約を結ぶことで教職員団体扱の自動車・火災
保険を取扱い、販売ができる代理店です。新規のご相談から加入後のアフターフォローまで
Face to faceで対応ができます。

▲提携代理店担当者との打ち合わせ

【担当地区】
松戸市　

【館山・南房総・鋸南担当】
有限会社 ユアサポート　川名 敏弘

【担当地区】
我孫子市、柏市一部　

有限会社 ホットライン
☎047-311-3777
☎090-1853-0724（携帯）

☎0470-20-3220

【銚子・旭担当】

☎0479-22-0851

【成田担当】
東京海上日動 成田支社　伊藤　淳

☎090-4932-3266

近くに寄り添い相談の窓口に
我孫子市に住んで約40年になり
ます。地域のボランティアに参加
した際、小・中学校の教職員の皆
様の多忙さを知りました。忙しい
皆様の「こんな補償をこの位の予
算で」の想いを「保険商品」という
形に、短時間でご提案いたします。
よろしくお願いいたします。

株式会社 ハート保険
コンサルティング

☎04-7179-0810　☎090-1601-5677（携帯）

 ☎0120-10-8851 
頼られる存在を目指します

全６提携代理店!!
★

★

★

★ ★★
【東金・大網白里・九十九里担当】
有限会社 ベストプランニングオフィス　齊藤 博之
☎080-6562-2670

東京日動ダイナミック保険　山本 聖峰

提携代理店って？

平成２９年度 の人間ドック受診補助が

になりました！

※対象とならない保険種類もありますので、ご利用の際お尋ねください。

千葉教弘会員とは？

ユース教弘保険・新教弘保険（ジブラルタ生命）に
10口以上に加入されると「千葉教弘会員」となります。

※お送りいただいた内容に関しては、広報誌および、千葉教弘ホームページに掲載させていただくことが
　ありますので、あらかじめご了承ください。（掲載する場合は、再度ご連絡いたします。）

　　　 ★郵送で応募
               〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10　千葉県教育会館新館７F

　　　　「おたより募集」係
　　　　　氏名・勤務先・電話番号または携帯番号を明記してください。

　　　　★メールで応募     Email：info＠chibakyoko.co.jp
              件名に「おたより募集」と記入してお送りください。
　　　　　なお、投稿された原稿はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。

東葛地区に  新たに２つの “提携代理店”誕生!!

提携代理店担当者を紹介します

秋田 智紀
あきた　とものり

阿部 健一
あ　べ　けんいちNEW

!!
NEW
!!

Q

A

連絡先

“千葉教弘情宣委員会”では
皆さまの声を 募集しています

宛 先

掲載させていただいた方には、千葉教弘オリジナルグッズをプレゼントいたします！

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称 日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は
教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。



「日教弘ライフサポート倶楽部」のご案内

日教弘の会員となり、教弘保険に加入すると
みどりの会員証（日教弘会員証）が発行され、

「日教弘ライフサポート倶楽部」の各種サービスが
利用できます。

全国に広がる、直営施設や提携ならではの特別
料金設定はもちろん、きめ細かなサービスで
きっとご満足いただけます。

全国の「セブン‐イレブン」
「ローソン」「ミニストップ」で
24時間いつでも簡単に発券!!

全国どこでも１点から送料無料！！
次回購入時に使えるポイントも貯まります。

TOHOシネマズ

イオンシネマ

テアトルシネマグループ

ユナイテッド・シネマ／シネプレックス

109シネマズ＆東急系映画館

T・ジョイ

※先行上映や特別興行作品、
　3D・4DX作品などご利用いただけ
　ないものもございます。

※利用するブックサービスにより特典内容が異なります。

⇒会員料金4,000円～

1,300円
1,300円
1,300円
1,300円
1,300円
1,400円

http://www.nikkyoko.net 
0120-371-969ご利用・詳細は

お電話でのお問合せは

検 索日教弘ライフサポート倶楽部

プリシアリゾートヨロン スタンダードコテージ
素泊り ４名利用時 お一人様一般料金7,700円～

人気利用度ランキング TOP3

直営施設などが手ごろな
料金で利用できる!!

リゾート
　　　トラベル

Best 1

Best 2

全国送料無料!!
ポイントがたまる!!

日教弘
　　　ブックス

Best 3

映画鑑賞券

1,300円～
会員価格

例えば・・・

上記のサービスは、ほんの一例です。他にもたくさんオトクなサービスをご用意しています。

ハイブリッド型総合書店

実践！！
○×研究

情宣委員のレポーターが、「日教弘ライフサポート倶楽部」の各種サービスの中でも
人気の高い映画鑑賞券サービスを実際に利用した様子をまとめてみました。

５月５日、“そうだ、映画を観よう！” 左記のページに記載

されている「日教弘ライフサポート倶楽部」の各種サービスに

ある“映画鑑賞券サービス“を利用してお得に映画を観に

行こうと思いました。

まずはチケットを発券するために「日教弘会員証」を持って

自宅近くのコンビニに行きました。

コンビニにある専用機械を

使って簡単にチケットの発券が

できました。 観たいときに

いつでも近くのコンビニで

チケットを発券することが

できるので、とても便利！！

いよいよ映画館へ。コンビニで発券したチケットを

窓口に出して、座席を決め、やり取りもとても

スムーズで安心しました。ずっと楽しみにしていた

映画をもうすぐ観ることができます！

やっぱり映画館に来るとテンションが上がって

しまいます よね♪

※対象の教弘保険については、学校担当のライフプランコンサルタントにお尋ねください。
※みどりの会員証は日教弘が発行しています。千葉教弘の会員規定とは異なりますのでご注意ください。
※いずれのサービスもお手元にカードが届くまでご利用できません。
※日教弘ライフサポート倶楽部は、会員の皆さまの福利厚生を総合的にサポートすることを目的としたサービスでリソルライフサポート(株)
　との提携により提供されています。

「日教弘ライフサポート倶楽部」を 利用してみました「日教弘ライフサポート倶楽部」を 利用してみました「日教弘ライフサポート倶楽部」を 利用してみました

上記のコンビニで全国24時間

いつでも簡単に発券！！

映画を観終わりました・・・とても面白くて見入って
しまいました。
観たかった映画を、通常価格よりも５００円安く
観ることができてすごく満足♪安くなった分の
お金で、ジュースとポップコーンを買い、食べながら
映画を観ることができました。
皆さんもぜひこのお得で便利な映画鑑賞券を利用
して、話題の映画などを観に行ってみてはいかがで
しょうか？

話題の映画を お得に 観に行こう

情宣委員によるレポート情宣委員によるレポート

〝買い物ついでに〝
〝買い物ついでに〝
〝買い物ついでに〝

〝とってもスムーズ〝
〝とってもスムーズ〝
〝とってもスムーズ〝

〝楽しかった〜〝
〝楽しかった〜〝
〝楽しかった〜〝
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提携代理店担当者を紹介します

秋田 智紀
あきた　とものり

阿部 健一
あ　べ　けんいちNEW

!!
NEW
!!

Q

A

連絡先

“千葉教弘情宣委員会”では
皆さまの声を 募集しています

宛 先

掲載させていただいた方には、千葉教弘オリジナルグッズをプレゼントいたします！

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称 日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は
教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。


