


今まで保険の相談をいただいた方のご感想の一部をご紹介しますと

親身になって相談にのってくれそうだと思った！

鈴木さん ご夫婦 岡山生命保険の見直し 相談

岡山市・鈴木さま ご夫婦の 保険見直しの感想を ご紹介させて頂きます。

鈴木さまは、笑顔が素敵な ご夫婦です。

ちょうど知り合ってから１年が経過して、赤ちゃん誕生の嬉しい お知らせをいただき久々に お

会いしてきました。ご主人は、大手製薬会社にお勤め、奥様は薬剤師さんです。

１年前 何故 浦上に 相談して下さったのか・・・改めて お聞きしてみました。

◆ご相談をされる前は、どんなことで お悩みでしたか？

実は、友だちから 保険に入っていたのですが、本当にこの内容で良いのか、少し不安に感じて

る部分があったので、第三者の目から公平にみてほしかったのです。

◆私のことを、どこで知りましたか？



保険の見直し の相談にのってくれるところを、インターネットで検索して、いろんなところと比較し

て、浦上さんに 相談してみたい！と思い 連絡をさせていただきました。

◆他にも たくさん 保険の見直しを 受付けている お店や 会社が、あるのに 何故 私にご

依頼をしてくださったのですか？

インターネットを見て、保険の相談ができるところを色々探してみると・・・

保険相談窓口など 最近良くありますが お店のような保険屋さんを すごくたくさん目にしました。

社員さんが何人もいて、それは それで 店構えも綺麗で 凄いな? とは思ったのですが、自分

の話を聞いてくれた人が 誰だったかも わからなくなった り、結局 保険を受けとるときに どん

な契約をしていたかも 確認できない・・ということになりそうで嫌だったんですね。

また、本当に きちんとした説明もあるのかガ、疑問だったのです。

◆なにが 決め手となって、ご相談しようと思われましたか？

浦上さんにお願いしたのは、個人で親身になって考えてくれそぅ。

何かあった時に直接聞けるのではと思ったからです。

浦上：鈴木さん これからも よろしくお願いします。

また、率直な ご感想をいただき、お写真等の 掲載許可までいただき 有難うございました。



実は、あせって電話で相談の予約をしました。

岡山市 松谷さまご夫婦

誰からのご紹介でしたか？

｢一緒の病院で出産したＳさんと、仲良しになり、時々 公園に一緒に 遊びに行っていたのです

が、その時 私から、Ｓさんは保険のこと どうしてるの？と聞いたら、浦上さんのことを教えても

らったんですよ。｣

私の記憶では、最初に松谷さんから、ご相談のお電話をいただいたと思いますが、電話するの

に躊躇されませんでしたか？

「いいえ。その時 入っていた保険のおばちゃんから、何度も切り替えの催促の電話があって、焦

って、浦上さんの電話番号をＳさんに、聞いて電話しました。」

「今度こそ、自分たちで納得できる内容にしたかったんです･･･」



保険を扱ってる方は、沢山いると思いますが、選んでいただいた、ポイントは何ですか？

「一番の、決め手は、まず要望を聞いてくれてからそれに合わせた 提案をしてくれた事と、私た

ちのペースで、急がずに話しをしてくれたことです。」

「あとは、今まで聞いたことが、なかった割引や、自分たちでは、探せないような商品を紹介をして

くれたこことですね。Ｓさんに紹介してもらって本当にラッキーでした。」

マイホーム購入をきっかけに保険の見直しをし

ました

岡山県・瀧川さん｜マイホームの購入をきっかけに保険の見直し

◆『瀧川さんと 最初お会いしたのは、４年くらい前でしたよね？』

「そうです。ちょうど 長女が生まれ 育休中に、学資保険に入っておかないとな・・ 思



って、いろいろ インターネットで情報を探していたところ、偶然見つけたホームページ

が浦上さんのホームページだったんですよね。普段なら「あやしい な・・」と疑って、相

談なんてすることはないんですが何故か、気持ちが動いて、直ぐに メールをさせても

らって、相談させてもらいました。

学資保険の相談の後、折角の機会 だったので、私たち夫婦の加入している 生命保

険についても、いろいろアドバイスを貰ったんです。

直感で「連絡してみよう！」と思って正解でした。

◆ありがとうございます。今回、再度お電話いただいたのも 学資保険のご相談がキ

ッカケでしたよね？

２人目の子供が 誕生したので、学資保険のことはもちろんですが、前回とは状況が

変わり、今回は、マイホーム を建てることになったので、

じっくりと 浦上さんの話を聞こうと思って 相談をお願いしたんです。これから少し長

めの 育休にはいると収入も減少しますしマイホームのローン の支払いもありますか

ら・・・

ちょうど４年前に、お話を聞いた時

マイホームを、建てると ローンを決済する保険にも

加入することになるし、その時に 今の保険をもう少し、調整してあげるといいですよ・・

そうすれば、これくらい 支払いが下がるから・・

学資保険の支払い分、保険の支払が 浮くじゃないですか・・という感じで話で 盛り上

がったことを 思い出したんです。

◆覚えていてくれたんですね。ありがとうございます

あの時は、ここまで考えていなかったんですが、



やはり、２人目の子供の誕生と、マイホームの購入の

イベントが 重なると 流石に 保険の内容のこともそうですが出ていく出費のことも

気にかかるようになりました。

◆今回の 見直しをされて、よかったですか？

はい。

今から考えると、４年前に 見直しをしておけばよかったな?と思いましたが、タイミング

なんだろうな・・

と思います。

今回 保険の支払も、自分たちの思ったように見直すことができたし支払いを軽減させ

た分、貯蓄に回したりローンの支払も 良い感じになりそうです。

何より 保険の話を 夫婦でするのは、お互いの考え方を確認したり話ができるよいチ

ャンスでした。

これからも、宜しくお願いします。

◆こちらこそ 本当に 瀧川さんご家族と出逢えて本当によかったです。これからも よ

ろしくおねがいします。



マイホームを建てた後のことが気になり電話し

ました

生命保険の見直し相談 岡山市 高森様

高森さんは、マイホームを建てられ、出産前のご夫婦でした。明るい笑顔が印象的でした！

そんな高森さん ご夫婦に、ご相談される前 と 後 のインタビューをお願いしましたら、快く了

承いただき、また写真の掲載も、

「私たちのように ずっと保険の事で悩んでる人の役に立つなら、いいですよ」

と承諾いただきました。

お問合せの前 どんな事で お悩みでしたか？



今の保険は、払いすぎではないか？

このままでいいのか？

マイホーム取得・出産を迎えるにあたって見直すべきでは・・・

と悩みつつパソコンでいろいろ検索しながら、私たちの立場にたって 相談できる人はいないか、

調べていたんです。

実は、この家に越してきたのも、まだ最近ですが、住宅ローンの支払も始まったし、ハウスメーカ

ーの営業の方にも、ちょっと保険のことも 尋ねてみた りしたんですが、生命保険も確かに 大

切だけど、今は、住宅ローンの支払いの返済を 優先したほうが 良いと思うという アドバイスも

貰ったりしたんで す。

もうすぐ、赤ちゃんも誕生するし、今のうちに 保険のことも、ちゃんとした人に相談して、納得した

ものにしておきたかったんです。

当社のホームページを見つけられて すぐにお電話されましたか？

奥様： はい！ すぐに電話しましたよ！

私も、まだ お仕事をしているので、仕事から帰ってきて、食事をして、ホッとできる時間といえば、

９時くらいからですが、あいぷらす さんの 電話の受付は、遅くまで受付をしてくれていたので、

９時過ぎだけど『まだ間に合う！』と思ってすぐ電話をかけました。

ご相談いただいて、良かったことがあれば、教えてください。

保険のことを客観的に教えてもらえた気がします。

保険会社の営業の方だと押し売り感がヒシヒシと伝わってきますが、

そんなことは、まったく感じないで、友達と話してるような感じで



リラックスして相談できたように思います。

ご相談された後、は どうされましたか？

私たちの、現状の 悩みや、考えを聞いてもらった後、どのように保険を見直したらいいのかを、

お願いしたので、もちろん 見積もりを、いくつか作ってもらいましたが、特に、その場で 加入して

ください みたいな事は言われませんでした。

自分たちで結論を出せばいいんだ・・と安心しました。私は、メールもよく使うので、その後 解ら

ないことや、追加の見積もりなど メールでやりとりさせてもらって

その後、主人とも話をして、浦上さんに お願いしようということになり、今度は、メールで

「保険の手続をしたいんでお願いします?」とメールしました。

それで、自宅にきてもらって、手続をさせてもらいました。

今回の 保険の見直しで、感じたことがあれば教えてください・・

今回の見直しで、今回の見直しで、タバコを吸っていなければ割引があったり、いろんな興味深

い保険の知識も教えてもらいラッキーでした。

また、主人とも これからの私たちの 今後の将来の 私たちの家庭について、じっくり話ができ

たし、よかったな?と思います。意外に 二人で話をしている時よりも、浦上さんと一緒に 話をして

いると

主人の話している事を 聞きながら 「そう思っているんだ?」というような 新たな発見もありまし

た。

ホームページを見て、直感で お電話させてもらったのですが、正解でした。



高森さん 嬉しいご感想をいただきありがとうございました。

禁煙センセイとご縁をいただきました

川井さんとの出会いは、最近話題の FACEBOOK を通じて、保険の相談のお問合せをいただい

たことがきっかけでした。

川井さんは、がん予防から発見、退治まで行う腫瘍内科。呼吸器内科のドクター。

浦上は、初めて人とお会いする事は、大好きなのですが、実はすごく緊張してしまうのです。

しかし、川井先生（以下先生と呼ばせて頂きます）の穏やかな雰囲気と、話しやすさに緊張が溶

けて・・・相談に答える役の私なのに、川井先生の話に引き込まれていきました。

病院でのお仕事だけでも、多忙を極めるはずなのに、

自ら「禁煙啓発がライフワーク」とまで、公言され、

ホームページや、ブログ、FACEBOOK、TWITTER まで使い、禁煙啓発をされているのかを、

興味深くお話をお聞きしました。



川井先生は、500 人以上の肺がん患者の生死を 18 年にわたって見つめてこられたそうで、燃

え尽きそうになる中で、禁煙こそが大事と気づき、つらいだけでない楽しい禁煙外来を 10 年以

上行われているそうです。

私自身、数年前までタバコを吸っていましたが、禁煙しようと、禁煙のガムを噛んだり、パッチを貼

ったりしていましたが、なかなか止められませんでした。

そんな中、やめることができたきっかけは、大切な人のがん発症でした。

その話を知ったその日に、タバコさえ欲しくないと思いやめることができました。

川井先生のお話を聞いていると、どうやら禁煙できないのは、自分の意志が弱いのではなくて、

タバコには、なかなかやめられないメカニズムがあるようです。

今では、タバコをやめるに、川井先生自身もされている禁煙外来という制度もあるので、一人で

自分の意志の弱さを悔いることをしなくても、楽しく禁煙できそうです。

ということで川井先生とは、保険の相談を通じて出逢うことができたわけですがなんだか、必然的

に出会えたのではないかと思うほどでした。

また、浦上が保険のご相談をいただいた方に

生命保険会社のなかには、タバコを１年以上吸われていない方向けに、割引制度があることをお

話ししていると、１年経った頃突然お客さんより電話があり

「禁煙できたんよ?」と楽しそうに報告頂くことが増えてきたんですよ・・と、川井先生にお話すると、

「なるほど。禁煙のきっかけにもなるし、凄くいいですね！」と、言っていただき嬉しくなりました。

川井先生これからも、よろしくお願いします。

【川井先生のプロフィール】

◆岡山医療ガイド◆

http://iryo.sanyo.oni.co.jp/news_tag/search/川井治之

◆連絡先情報◆



ブログ”楽しく禁煙” http://smoke-free.cocolog-nifty.com/blog/

ブログ”卒煙目指して” http://smokefree.posterous.com/

FACEBOOK? https://www.facebook.com/kinen.sensei

保険に対する考え方が、ガラッと変わりました

岡山市 東さま ご夫婦 生命保険の見直し

保険に対する考え方が、ガラっと変わりました。

◆『いつ どんなキッカケで、保険の見直しに ご興味を持たれましたか？』

はい。

実は、結婚した時に、生命保険に入っていたのですが、一人目の子供が出来て、学資保険の加

入をし、そして、今回 二人目の子供ができて

◯２人目の子供のためにも学資保険にはいらんといけんよな?

◯ただ、そろそろマイホームを建てようと思っているし、ここで支払いを増やすのも、キツイな?

と、いろいろ考えていたのですが、行動を起こせずにいたのです。



◆『私どものことを、何処で お知りになられましたか？』

ちょうど、二人目の子供ができた頃、母も保険の見直しの相談を、浦上さんにしていまして、

母が、「自分が思ったように、ちゃんと提案もしてくれるし、押し付けるような人でもないし いい人

よ・・」と言っていたので、母に紹介してもらったのです。

◆相談された時の第一印象は、いかがでしたか？

落ち着いて話がしたいと思ったので、母がいる実家で、お会いすることにしたのです。

（子供が小さいので、話を聞かせてもらう間、母がこどもの面倒を見てくれて、助かりました。）

保険の話は、新婚の頃、妻と一緒に聞いたことがあったのですが、その時と比べると

子供が２人になり、マイホームのことを考えている今では、自分の考えも 変わってきているな?と

気が付きました。

また、普段の生活では、なかなか話せないことを 第三者である 専門家の浦上さんに聞いても

らうと、夫婦のそれぞれの 考えが、整理できて、凄くよかったと思いました。

特に 浦上さんは、気をつかわず話やすい方だったので、安心して相談できました。

最初、お会いした時には、一切 保険の提案は、なくて、「どんなふうになれば、私達 夫婦が、安

心できるか？」ということを、いろいろ 話したことが 一番印象に残っています。

◆今回の見直しで、浦上さんの提案以外に、他の商品との比較はされませんでしたか？

はい。

浦上さんは、保険会社の社員ではありませんし、数社の保険を取り扱っている事、今まで加入し

ていた保険の取り扱いもされていることもあり 特に、私の方で比較することは、ありませんでした。

テレビとかでコマーシャルされている保険のことや、共済とかの商品についても、いろいろ教えて

くれました。

◆なぜ 浦上さんの所で 保険の見直しを任されたのですか？理由を３つ教えてください。

そうですね。あえて３つと言うと・・・



１）私たちの話を、すごく丁寧に聞いてくれましたので この人に任せようと思ったのですが、

最初 名刺を頂き 挨拶された時 「お母様からの紹介であっても、プライベートなことなので、気

があわない･･気に入らないと思ったら、断ってくださいね･･」と言われたこと。

２）今まで払っていた 保険の支払の範囲内で、学資保険にも加入できて、私達 夫婦の保険も

納得いく内容になったので決めました。

３）提案いただいたものを、私達 夫婦と、浦上さんの３人で、話し合いをしながら 最終的に見直

しプランを 形にしていきましたので、自分たちが作ったようにも感じて、すごく気に入りました。

◆保険の見直しを終えての感想

保険に対する考え方が、ガラっと変わりました。

今までの保険の加入の仕方は、というと、

なんだか難しい話を、一方的にされて、話をしていくにつれ、営業の人の 押し に負ける感じで、

加入する感じのイメージでしたが、今回は、まるっきり 違い自分たちで作った そんな感じです。

★浦上から 東さんへ

東さん この度は、有難うございました。話が盛り上がり、脱線しながらの 保険見直しのお話し

をさせて頂きましたが、ご夫婦 それぞれ、本音で、将来のことについて話ができる時間が持て

よかったな?と思いました。

東 さん ご主人は、毎日 通勤で、香川県まで通われていらっしゃいます。また奥様は、そんなご

主人を支えていらっしゃいます。そんな中で、お時間をとってい ただき、途中 打ち合わせのため

に メールでもやりとりを 何度か させていただいたのですが、テキパキと ご連絡いただき、気

持の良い やりとりができ ました。

東さん ご縁をいただきありがとうございます。また、本当に喜んでいただき嬉しかったです。

そして、ご紹介くださいました お母様 有難うございます。

これからも、宜しくお願いします。



私達のペースで考えることができた！

倉敷市 S さま ご夫婦 生命保険の見直し

私達のペースで考えることができた！

◆『いつ どんなキッカケで、保険の見直しに ご興味を持たれましたか？』

よ うやく、念願の マイホームが完成することになり、あと１ヶ月で引越しという感じの時だったの

ですが、人生の節目でもあるし、子供も２人いるので、今まで 結婚以来 そのままにしていた

主人の生命保険 ローンの支払のこともあるけど、ここらで ちゃんとしておきたいな と思ってい

ました。

◆『私どものことを、何処で お知りになられましたか？』

インターネットや、いろんな本で 情報を集めていたところ、

たまたま マイホームの建設を お願いしている ハウスメーカーの 店長さんのブログで、

浦上さんのことが、紹介されていたので、気になってホームページを見に行きました。

ホームページを見ると 岡山県が、やっている『ももっこカード』（岡山県が発行している子育て家

庭を応援するカード）が、利用できたり同世代の方の 感想や写真がたくさん掲載されていて、



「なるほど・・保険のことで 悩んでいるのは、私だけじゃなかったんだ?」と共感しました。

やっと この人に相談してみよう！という人を見つけることができたのですが、

日々の生活や、マイホームの打ち合わせに時間がかかってしまい、気がつくと、２ヶ月くらい経過

していました。

「よしっ！」 と 勇気を出して、フリーダイヤルに電話をしてみました。

◆相談された時の第一印象は、いかがでしたか？

本当は、主人と一緒に 話を聞かせていただきたかったのですが、仕事が忙しく、なかなか時間

の都合がつかなかったので、平日の昼間、子供が お昼寝の時間に合わせてもらい 自宅に来

て頂きました。

せっかく話を聞くのだから･･･と思い、聞いておきたいことを メモしてみましたが、何を聞けば良い

のか？？？という感じだったので、当日 まずは、保険の イロハ を簡単に 教えてもらいました。

話を聞くうちに、自分が 聞きたかったことが、こういうことだったんだな?て感じでわかり、それか

らは、私から 疑問に思うことを 少しずつ質問させてもらいました。

そして、私達 夫婦の考えていることや、住宅ローンのこと、などをお話しして、私達に ぴったり

なお勧めの 生命保険を作ってもらうことにしました。

お会いする前までは、どんな方なんだろう･･･と少し不安でしたが、凄く 話しやすかったので、安

心できました。

また、来られて 直ぐに保険の提案をされるのかと思ったら、大違いで、まず話を聞いてから、後

日 希望に沿ったものを 作ってきてくれるとのことで、楽しみに待ちました。

◆今回の見直しで、浦上さんの提案以外に、他の商品との比較はされませんでしたか？

浦上さんに 相談する前に、インターネット等を使い いろんな情報は、調べていたので、

気になることがあれば、浦上さんに 包み隠さず率直に 質問させてもらい



その度に、メリットとデメリット等 ちゃんと教えてくれたので、この人に任せて間違い無いと思い

相談する窓口を変えることは、一切しませんでした。

◆なぜ 浦上さんの所で 保険の見直しを任されたのですか？理由を３つ教えてください。

３つあげるとすれば・・

１）地元の岡山で、相談ができる 保険の専門家であったこと。

２）岡山県が、やっている『ももっこカード』（岡山県が発行している子育て家庭を応援するカード）

が、利用できる会社であったこと。

３）相談させていただいてからは、こちらの必要とする情報は丁寧に解りやすく説明していただき、

こちらが納得のいくまで待っていただけたので、安心して相談が出来たこと。

◆保険の見直しを終えての感想

自分で納得、自分のペースで決めることができ よかった！

保 険関係の人といえば、なんだか 契約を急ぐ人（営業マン）が多く、納得して 自分のペースで

決めることができない･･･ という印象が強かったのです が、今回の保険の見直しは、納得して

私達 夫婦のペースで これだ！ と決めることができたので、すごく 良かったです。

★浦上から S さんへ

S さん この度は、有難うございました。

S さんは、解らないことがあれば、その都度 ご質問をいただけたので、キチントお答えして 喜ん

でいただきたいな・・・と思いました。

「もう少し時間をくださいね」と言われていたのですが、年末 S さんから ご連絡を頂戴し、

ご主人とも 一緒に お話しができ、ご家族 全員とお会いして 納得して お申し込みをいただき

ました。記念に撮影させていただいた お写真 S さん家族の あたたかさ が伝わってきます。

もうすぐ、新居に ご入居される頃だと思います。

ご家族４人で、明るいスタートになりましたね。

これからも、よろしくお願いいたします。



気がつけば生命保険の悩みが、アッサリ解決！

岡山県岡山市 保険の見直し相談 村田さま ご夫婦

村田様からは、ご結婚前に 保障の見直しの相談をいただきました。現在は、マイホームを建て

られ、そして パパになられました。

ご結婚前に、キチントできることは、余裕を持ってやりたいということで、保障の見直しの相談にの

らせて頂きました。ポジティヴで、明るく、多趣味の方でした。ご職業は、公務員。



ご結婚前に ご相談いただきました頃の写真

「この人が、浦上さんだよ！」と言って・・

村田さんから、頂いたご感想です。



浦上さんからこの感想文を書いてほしいとの依頼をいただいたとき、正直な話うれしかったです。

就職したての頃、職場にやってくる保険会社の方に勧められるまま保険に加入してしまいまし

た。

数社と契約していたため、さすがに自分なりに不要だと思った部分の解約はしたものの、多少ダ

ブっている部分が残り、きちんとした保障の見直しが必要だな

あと、なんとなく感じていました。

なかなか実行に移せずにいましたが、結婚を間近に控え、将来のことを考えるようになり、この機

会にと雑誌を読んだり、ネットで探すなどして少しずつ見直しの準備をしていました。

探してみると似たようなホームページがいくつもありましたが、浦上さんのホームページはなぜか

読んでいて安心するというか信頼できそうだなあという印象が持てました。

いろいろ工夫されていて読んでいて興味が沸き、隅々まで何度も読み返しました。そして、毎月

限定数で無料相談もされていると知り、数日考えた後で相談メールを送り、遂に念願の保障の見

直しの第一歩を踏み出すことができました。

実際にお会いしてみると、予想していた以上にとても親しみやすく誠実な方でした。こちらは保険

に関しては何もわかってないため、ほんとに基本的なことばかり質問しましたが、画用紙の板書

付きで納得できるまでしっかり説明してくださいました。

おまけに説明が上手で、しかもおもしろいので、これで無料でいいのかと思ってしまうほどでし

た。

充実してとても勉強になった数時間でした。そして、最後にノートパソコンを使って見直しの具体

案を示してもらい、削ってもいい部分、残しておいたほうがいい部分をアドバイスしてもらいまし

た。

あとは,それに従い手続きを進めていき、気が付けば今までかかえていた悩みがいつの間にかお

金をかけることもなく、あっさり解決していました。



浦上さんからこの感想文を書いてほしいとの依頼をいただいたとき、正直な話うれしかったです。

というのも単純に、以前の自分と同じ思いを持っている方々にこういう解決の仕方もあることを知

ってほしいと思っていたからです。考えてみると、ほとんどの方は勧められるままに保険に加入し

ているのが現状だと思います。

それで何も問題がなければいいのですが、本当に無駄をなくそうと思ったときに浦上さんのいうと

おり会社ごとの資料を見て比較しても、判断が難しいですし、素人にはわからない仕掛けもある

ようです。

これは保険会社も商売でやっていることですし、営業の方が自社の保険が一番だといって勧誘

するのもビジネスである以上当たり前のことです。ただし、その状態で、個人と保険会社が対等な

立場で契約を結んでいるかといえば、疑問があります。

そんなとき、浦上さんのようなアドバイザーは、素人の個人とプロの企業の間の不平等をなくすた

めに本来必要な存在ではないかと思います。いまでは、なによりも気持ち的にもすっきりしました

し、不思議と保険っておもしろいなと思えるほどになりました。

ほんとうにありがとうございました。 今後ともいろいろお世話になるかもしれませんが、よろしく

お願いいたします。どうかお体に気をつけて頑張ってください！！



まずは、相談だけしたかった！

その希望を叶えてくれました。

岡山県倉敷市 高橋さま ご夫婦

｢保険に入るから会って話をするんじゃなくて、保険の専門家に相談したかったから、会って本音

で相談にのってもらったんです！｣

● ｢ご相談いただいた きっかけ は、何ですか？｣

独身のときは、親の付き合いで 大手の保険会社で加入していました。

だから と言うか、何も 内容については、解ってもいないし、興味もありませんでした。結婚を切

欠に、親から ｢もう時期、満期が来るらしいから、あなた達で 考えて いいようにしなさいね！｣

と 言われ、



たまたま その時に、 あいぷらす の 浦上さんと 兄の夫婦が、保険の見直しをしていると言う

話を聞いて、紹介してもらったんです。

●｢他にも 保険屋さんは、沢山いると思いますが、何がよかったんですか？｣

はい。

最初は、兄の夫婦に、てみたら、兄夫婦は、 ｢何でも話せる人だし、まずは、いろいろ教えてもら

ったら ええよ・・。

希望を言わん限り、プランも組めんから・・｣と言われました。

ほんまかな？？と思っていましたが

実際 会って相談すると、言われた通り 机の上に置かれたのは、大きな白い紙と マジック 電

卓だけ・・

なるほど 兄夫婦の言っていた理由が よくわかりました。また、子供が小さいので、自宅に来て

もらって、話をしてもらえたのも、落ち着いて話ができてよかったです。



気兼ねせず、私たちのペースで話ができました

岡山県岡山市 今吉さま ご夫婦

保険のこと、いろいろと 資料を取りよせたりして悩んでいたところ、浦上さんを紹介してもらい、

相談にのってもらいました。

自分自身の仕事でも、最近になって、保険の勉強や、税務の勉強をしていますが、やはり、客観

的に、自分にとって どれくらいの保険が、身の丈にあっているのか・・とか

たくさんある保険会社の商品の中で、どこの保険会社の、どの商品が、自分の考えにあっている

のかなど漠然とした 疑問に ひとつ ひとつ ゆっくりと教えてもらい 自分たちで納得できる保

険の見直しができ満足しています。



中立の立場で、相談にのってくれた点が良かっ

たです

岡山県岡山市 Ｓさま ご夫婦 生命保険の相談

どのような経緯で、当社をお知りになられましたか？

ひとり目の子を出産したとき 同じ産婦人科で出産を迎え お友達になったＳさんと 産後 保険

の話題になり、浦上さんのことを 紹介してもらいました。

初めてお会いしてから、一年くらい間を置いて、今回 再び お問い合わせいただいたのですが、

最初に お話しした内容は、正直 あまりピンと来なかったですか？

そんなわけじゃないんですよ・・。（笑）



最初お会いしたときは、出産後で バタバタしていたのと、マイホームを購入して引越し前だった

ので、保険のことは早く何とかしたいと 思っていたの ですが、それよりも 住宅のローンのこと

や、新しい生活が始まってみないと、実際のところ いくら生活費がかかるかとか、いくら払えるか

とか、どれくらい 保障が必要かとか、不透明な部分も多く 引越ししてからにしようと思っていた

のです。

といっても引越しして だいぶ時間が経ちましたね。

Ｓさんは、既に 大手の保険会社の 保険に入られていましたが、その保険は、どんな切欠で加

入されたのでしょう？

あの保険は、会社に新入社員で入社したときに、毎日職場に来られる保険の営業の方に、勧め

られて、加入したんですよ。

あの時は、先輩や、同僚も入ってるっていうことで、正直 内容なんて見なかったのですが とり

あえず 支払いができそうな金額だったので、勧めれたプランに加入したんです。

あれから、結婚したり、子供が２人できたり、マイホームをもったり すごく生活も変わってきたん

ですが、保険は そのままでした。

保険といえば、保険の外交員さんもたくさん会社にこられるでしょうし、保険を扱う代理店さんや、

通信販売もありますが・・・今だから お聞きしますが、私以外には、相談されませんでしたか？

実は、浦上さんに会ってから、１年くらいの間に、いろんな営業の人が 保険を勧めてこられたん

ですが、一方的に その会社の商品を説明されたり、真面目に質問しても、なんだかチンプンカン

プンな説明をされたりして、しっくり来なかったんですね。

今回、保険の見直しをして、良かった点は、ズバリ 何でしょう？

ず?っと気になっていたので、やっと安心できて ホッ としました。

やはり、浦上さんの 中立の立場で、私たちのペースで 相談にのってくれる存在は、大きいです。

今回も、相談にあたり、浦上さんから



「たくさん話しを聞いた後だと、どのプランも 良く見えてくるので、まず 保険として毎月支払える

金額と、何が保険の中にあったら安心か？を教えてください」

と言われ、毎月の支払いの目安や、家族の状況の 質問にお答えした後、日を改めて、いくつか

のプランを見せてもらいました。少し、驚いたのは、いろんな保険会社を組み合わせてプランして

くれたこと・・

そして、保険会社によって、ずいぶん 保険の内容や、支払うお値段も 違うんだな・・と思いまし

た。タバコを吸わない場合の割引は、今回は使えませんでしたが、興味をそそられました。

大切だけど、面倒に思っていた保険のこと、今は、すごく安心しています。

ありがとうございました。

新しい情報も積極的に知っておくことは良いこと

ですね！ 岡山県倉敷市 保険の見直し相談 Ｍさま



今まで、生命保険や、損害保険もですが、人まかせでいたんですが、

やはり、自分のことは、自分で キチント理解したいし、

新しい情報も積極的に、知っておくことが、良いと思います。

浦上さんは、とても親切に、客観的に意見してくださる上、私の考えにあったプランを考えてくださ

り、本当に良い出会いに感謝しています。

今まで うやむやになっていたことも、スッキリ！

岡山県岡山市 自営業／山本整体矯正院 山本さま

保険には、大手の保険会社から加入しておりましたが、度々、説明や、提案に来てくれる担当の

営業に方がいましたが、なかなか 納得のいく説明をしてもらうことができず うやむやな感じでし

た。



そんな状況の中、たまたま浦上さんと、知り合いになる機会があり、相談にのってもらいました。

おかげで、今まで うやむやになっていたことも、スッキリできました。

悩むくらいなら、プロに聞くだけ聞いてみれば、結論は早いですね。。

今加入している保険の内容を、まず知ることが

できました 岡山県岡山市 ／熊本さま

保険には、加入していましたが、なんだか 納得できないままでした。

いつか、見直したいと思いながら、そのままに していましたが、ようやく 納得できました。自分で



わからない事は、信頼の置けるプロの方に相談してみる事が、大切ですね。相談相手を見つける

のが一苦労だったのですが・・・。 トータルビューティサロン ＲＯＳＡＲＹ経営

直接アドバイスを貰うのが、一番の悩の解決で

す！

岡山県岡山市 米国税理士 澤根哲郎 先生より 推薦の言葉をいただきました。

岡山県岡山市 米国税理士 澤根哲郎さま

こんなにたんたんとしていて、

保険の仕事が成り立つのかと心配なのですが、

押し付けがましさがぜんぜんないので、安心なのです。

また、浦上さんは、いろいろな保険会社の保険を中立的な立場から説明してくれるので、安心し

て選ぶことだできます。

浦上さんは、たくさんの小冊子や、レポートを書かれています。

小冊子を書くというのは、実はたいへんな作業です。



一冊の小冊子を書くには、小冊子の１０倍程度の知識と、それを１０分の位置に圧縮するという

能力の両方が必要になります。

この点を考えると、保険の相談は浦上さん以外に考えられませんね。

小冊子を使って勉強するのもよいですが、実は、直接アドバイスを貰うのが、一番の悩の解決の

近道なのです。

あの時、紹介してもらってラッキー！！でした。

岡山県小田郡矢掛町 自営業／三幸造園 齋木さま

保険には、若い頃から 知っている営業の女性を通じて、大手の生命保険会社に入っていました

が、丁度 保険の更新があるということで、その営業の女性がきて説明をしてくれたんですが、説

明とは、程遠いものでした。

たくさんの提案書を持ってきて、今月末までにサインをするよう言われましたが、まったく 納得の

いく説明もありませんでした。テレビでは、あんなに 笑顔のいい保険レディの方が、親切に説明

してくれるのに、実際は、違うなあ・・と思ってました。

そして、昔から仲の良い友人に、その事を 話したら、「大切な事だから・・一度プロに相談して

は・・」ということで、浦上さんを紹介してもらったんです。



私の場合、自営業ですし、普通のサラリーマンとも違います。

また 家庭もありますし、いろんな気がかりもありましたので、いろいろと 自分の考えを言って、

本当にどれくらいの保障を持っておいたら安心かも計算してもらったり、また支払いのことも気に

なるので、本音で話をしました。

いろいろ話をした結果、満足のいく見直しができました。

「ほんと！あの時、紹介してもらってラッキーでした！



























































他にも沢山の ご感想をいただいています。

１・今までは、保険を使ったこともありませんでしたし、何も知らずに何十年もきました。支払いも銀行引き

落としで当然のように支払ってきましたが、今回保険の仕組みとか、自分の買った保険の内容を教え

ていただき大変勉強になりました。今までは健康でやってこれましたがこれから先の主人を含めて家

族のことを考えるいい機会でした。（岡山市 斎藤様）

２・保険は、３つしかないという話を聞き、なんだか目が覚めたように解るようになりました（津山市 岩井

様）

３・正直、本をいただいて読みましたが、相談しようかどうかとまどいました。無料診断中とのことだったの

で思い切ってプロの方に相談できてよかったです。（岡山市 井上様）

４・生命保険以外の車の保険で相談したかったのですが、プロの方を紹介してくれて助かりました。（岡山

氏Ｓ様）

５・ちょっと一人で聞かせていただくのは、不安だったので社宅の お友達と保険の診断を受けました。な

んだか車の査定を受けてるようで面白かったです。ありがとう。（岡山市 Ｔ様）

６・会社に入って「保険くらい入っとかないと！」ということで勧められて解らず加入してましたが、今日はじ

めて自分の保険内容を知ることができました。（福山市Ｔ様）

７・自宅まで来ていただき相談にのっていただけたことは、子供のいる私にとってはありがたかったです。

保険のＡＢＣから教えていただいたこともよかったです。（岡山市Ｎ様）

８・パソコンを使って、説明をしていただき すごく簡単に自分のＡとＢを知ることができました。凄いですね。

（倉敷市 Ｔ様）

９・学資保険に加入しようかと思った矢先、本を読ませていただき、私には必要ないと思いました。主人の

保険について今度は教えてください。（岡山市 Ｙ様）

１０・一緒に受講させていただいたＳさんもすごく喜んでましたよ。ありがとうございます。（倉敷市 Ｔ様）

１１・会社の保険は、付き合いで加入してましたが、同じ経費なのでもっと効率よく使える方法を教えてくれ

てありがとう。（岡山市 会社経営者Ｙ様）

１２・今度は、兄の家庭にも行っていただけませんでしょうか？楽しみにしてるようなんで（倉敷市 Ｋ様）

１３・保険なんかなんでも同じだと思い、・・どうせ聞いてもわからないと思い込んでいました。かれこれ２０

年も払ってきたのに、支払いはどんどん上がっていくし、「もう、止めてしまおうか」と思った時に浦上さ

んに友人の紹介で出会いました。親切に、そして冷静に診断をしてもらい、ようやく解らないものが、



どんどん氷解していくような感じでした。時間は、かかりましたが、いろいろ教えてもらってよかったで

す。今後ともよろしくお願いします。（岡山市 会社経営者Ｎ様）

１４・聞きたいが、何をどう聞けばいいのかわからなかったし、どうせまた同じように保険を勧めるだけじゃ

ないかな？と思っていましたが、的確な診断ありがとうございました。保険のイロハから教えてもらい

浦上さんとのお話でをしてるうちに何故自分は、保険に入ってるかという根本的なことがよくわかりま

した。ありがとうございます。（倉敷市 Ｙ様）

１５・念願のマイホームを購入し２年目を迎えましたが、保険の支払いが負担になり相談させてもらうことに

しました。・・「ローンの借り入れをした際に、あなたが死んだ時にローンを完済させる保険に加入され

ましたか？」と聞かれ、思い出しました。家を購入前から継続していた保険を、コンピュータを使って診

断してもらい、納得できる内容に改善してもらいました。これからは、安心です。

１６・保険を見直すなんて、損するに違いないと思っていましたが、包み隠さず、私にとってメリットになるこ

とと、デメリットになることまで教えていただき納得できる内容に、改善していただきました。お会いで

きてよかったです。同時に何故もっと早くに、お会いできなかったのか！と浦上さんに笑いながら話し

ましたよね。（津山市 Ｎ様）

１７・だいたい あなたの年齢なら５０００万くらいが平均ですから・・と言われ保険に加入していましたが、

妻は正社員として働いているし、マイホームも持てたし、もう少し お話を聞きたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。（米子市 Ｅ様）

１８・今入ってる保険を、図に書いて説明いただき、すごく勉強になりました。自分でも改善しないといけな

いな・・というとこが、どの部分かも、よくわかるようになりました。（岡山市 Ｋ様）

１９・自分の保険に今ひとつ自信が持てず、あれもこれもと小口の保険に加入していましたが、やっと本物

の保険に出会ったと言う感じです。ご提案いただいた内容すごく満足しています。また、保険以外の

ことでも相談させていただきましたが、すばらしい方を紹介していただきありがとうございました。今後

ともよろしくお願いします。あと、弟夫婦のとこにも相談に行っていただきありがとうございます。

（福山市 Ｙ様）

２０・子供が生まれたら「子供保険」「学資保険」と思っていましたが、私の場合、加入しなくて良かったです。

親切なアドバイスありがとうございました。（岡山市 Ｒ様）

２１・『私の保険は、フル装備』で安心だ！と思っていましたが、特約の内容を、一つ一つ教えていただいた

ら、そんな状態ならないと支払われないのか・・とか、他の保険とダブってたりとかで、いくつもの発見



がありました。今回の診断で、なんだか沢山 得した気分です。友達にも少し話したら、聞いてみたい

といっていましたが、お願いできませんか？（岡山市 Ｓ様）

２２・６１歳という年齢でも、なんとかなるんだろうか？！と思いながら、思い切って相談させていただきまし

たが、特にありがたかったのは、今まで働いていた時に加入していたつきあいで加入した保険とか職

場で加入した保険が沢山あり、証券の紙はあるんだけど、何がなんだかわからない状態でしたが、も

う保険の機能がなくなっていたものと、まだ機能が働いているもの・・という感じで解り易く、教えてい

ただいたことが印象的です。（倉敷市 Ｉ様）

２３・小冊子ありがとうございました。すごくわかりやすい内容で、今度、友人にも見せてあげようと思って

います。（備前市 Ｈ様）

２４・何の気なしに 小冊子を請求させていただいたんですが、見てみると 凄くわかりやすいですね。今度

『保険診断クリニック』よろしくお願いいたします。（岡山市 Ｔ様）

２５・自分の家庭にとっての必要な額とかを、図にしていただき解りやすく説明いただきありがとうございま

した。今、他の方から勧められてる保険があったのですが、できたら浦上さんに一度設計してもらおう

かと思いました。楽しみにしています。（井原市 Ｈ様）

２６・自分のライフプランを的確にきいてもらうことができ、おまけに図やグラフで見ることができ、保険の話

というよりは、自分の目標とかを設定する上で凄く役に立ちました。もちろん、保険の分析とかも新し

い発見が多かったです。（総社市 Ｏ様）

２７・小冊子を読ませていただき、公的な保障がある。と書いてあったんで、自分の場合どれくらい準備さ

れてるんだろうかと思い 診断クリニック に応募させていただきました。今回、ご縁が持てて本当に

よかったです。ありがとうございます。

２８・保険については、解らないものとして自分から遠ざけていたが、１回の話でよくわかった。（岡山市３７

歳男性）

２９・保険の話を何度も聞いたことがあったが、どの人も、一方的で押し付けがましい人が、多かったが今

回は、自分からいろんな質問をさせてもらうことができよかった。（福山市４０歳男性）

３０もっと早く、話を聞くべきだった。なんでもっと早く来てくれなかったのか！といったが聞かなかったのは

私だったんですね！（４５歳女性）

３１保険は、なんでも同じだと考えていたが、加入の仕方によりこんなに違うとは思いませんでした｡（神戸



市４０歳ご夫婦）

３２・息子から紹介され、話を聞かせていただいたが加入もしないのに今まで付き合いで加入した保険証

券について教えてくれ、保険期間が知らないまま終わってるもの、続けたらいいものを親切に教えて

くれた。（倉敷市６５歳）

３３・よく話を聞いてくれ、そのうえ的を得た話をしてくれて、 うれしかった。（岡山市３２歳ご夫婦）

３４・日頃 忙しく話を夫婦でしていなかったが自分たちの将来について考えるいい機会になった。（岡山市

４５歳）

３５・今まで、何回となく保険の下取りをして、保険は何度も変えるのがあたりまえと思っていたが、違うこと

がわかった。（岡山市３２歳）

３６・大きな勘違いに気付かせていただいた。（岡山市５０歳会社経営者）

３７・５２歳になって初めて保険のことがわかった。（岡山市会社役員５２歳）

３８・付き合いで沢山の保険に加入していたが、内容を把握することができ、また安心できる内容で保険料

負担を圧縮できた。（岡山市４５歳）

※ すべてプライバシー保護の為、フルネーム掲載はしておりませんので ご了承ください。

※ どんどん ご感想は、更新中です。是非、今後のコンサルティングを充実させていくためにも、たくさん

のご意見をお待ちしております。


