クラウドサービス「ほけスマ」提供開始

月から、保険代理

「 ほ け ス マ 」 は、 保 険
険代理店の体制整備が促

加え、導入することで保
する網羅的な解決につな

ベルの悩みやニーズに対

理を実施した上で、本社

社のネットワークを活用

保険代理店の体制整備

が実現できる。

は、代理店自らが構築す

「代理店が抱えている膨

してＰＲしていく。さら

大な作業から解放される

との連携をとるケースが

全国の保険代理店に拡大

ことを当サービスを通じ

さらに、コロナ禍で働

していく考えを示してい

て実感してもらいたい。

る必要があるものの、コ

舘林氏は、保険代理店

る。

保険代理店を経営してい

に、保険会社の担当者に

経営を行う中で、代理店

また、無料体験期間を

るからこそ、本当に必要

多いことから、複数店舗

り方では、テレワークの

の煩雑で膨大な業務を課

設定することで、実際に

なものは何かを理解して

き方が大きく変化してい

推進は難しい面があった

題として認識していた。

サービスを利用してもら

いる。当サービスの導入

ストや時間の問題で取り

が、「ほけスマ」では資

また、多くの代理店が管

い、使いやすさなどを実

によって、顧客対応とい

組みを進められない代理

料の管理をはじめ業務管

理業務に追われることで

月の提供

感してもらう取り組みも

もサービスについて説明

理機能が備わっているた

会社経営や部下の指導、

進めている。

し好評を得ていることか

め業務の進ちょく把握も

保険募集などに支障をき

拡大を検討している代理

な要素のデータ管理によ

クラウドで完結できるこ

たしているという悩みを

店経営者にも最適なサー

るＰＤＣＡサイクル運用

とから、テレワーク化の

る一方で、従来の紙資料

グしていた帳票類を全て

が可能になるため、紙や

促進が可能になる。

での管理や社内会議の業

クラウドに統一できるこ

エクセルで行っていたＰ

店 も 多 い。 舘 林 氏 は、

レジットカード決済③説
とから、資料整理などに

ＤＣＡサイクル運用を全

ら、両者で協力しながら

明書不要で利用可能④ウ

追われ、後回しになりが

ビスになる。

ェブから導入可能⑤シス

ちな営業活動を優先する

務進ちょく状況報告のあ

テム開発不要⑥月会費や

ウドでのデータ入力②ク

同サービスは、①クラ

サブスク利用が可能―の

てクラウドで実行でき、

ＰＤＦなどでファイリン

業務の時間短縮と効率化

が可能になるため、各支

クラウドでの業務管理

した悩みを抱える代理店

抱えている。同社もそう

２００人以上の大手代理

れており、中には社員数

から問い合わせが寄せら

開始から、多くの代理店

っかけにつながればうれ

え、体制整備を進めるき

に時間を使えることに加

う本来優先するべき業務

しい」と語る。

いう。

店からも話が来ていると

の一つであったことが開

今後は、ホームページ

発背景になる。

で、複数の支店を持つ代

やＳＮＳに加え、保険会

店のデータを本社で一括

理店では、支店の業務管

管理できる点もメリット

煩雑で面倒な業務を一括管理

また、体制整備に重要

ことができる。

舘林氏

六つが特長で、特に紙や

る。

代理店の体制整備促進に

富山県富山市の保険代理店㈱カルナは２０２１年

業界特有の煩雑な事務作
がるというメリットがあ

いたい」と述べる。

メリットを実感してもらい、体制整備を進めるきっかけにつなげてもら

の展開を進めていく予定であり、同じ悩みを抱える保険代理店に導入の

ることが期待される。代表取締役の舘林厚氏は、「多くの保険代理店へ

するもの。取り組みが進んでいない代理店の体制整備の促進の一助にな

た時間を顧客対応といった保険募集人本来の業務に費やすことを可能に

ている。同サービスは、業務効率化に加え、資料整理などに割かれてい

た業務を一括管理できるクラウドサービス「ほけスマ」の提供を開始し

店向けに煩雑な紙媒体での資料管理や面倒な複数支店の業務管理といっ

10

進するサービス。現場レ

10

㈱カルナ

業や管理業務の効率化に

（第 3 種郵便物認可）
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