あなたの身近な保険代理店

おかげさまで
３０周年
特別号
～大切なみなさまへ～

株式会社エス･ハートは皆様のおかげで、8月に創立
株式会社エス･ハートは皆様のおかげで、 月に創立30周年を迎えることが出来ました。
月に創立 周年を迎えることが出来ました。
今回は30周年記念号をお送りします。
今回は 周年記念号をお送りします。
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このたびエス・ハートが３０周年を迎えることが
できましたことを応援していただいております全ての皆
様に感謝申し上げます。

創業の思いを未来へ
３０周年にあたって

代表取締役 小林 良昭

思えば昭和５９年５月に「自分で商売がしたい、資本金
がいらない、勉強をしながら手数料がいただける、こん
な良い商売は無い、後は自分次第。人生をかけよう」と
、損害保険代理店の世界に飛び込みました。
カラーＢＯＸ１つから始めたこの仕事でした。
お客様から「ありがとう、助かった」の笑顔を励みに
今日まで来ました。
何の取り柄もない私がここまでこれたのは、
温かいお客様と
『ネアカのびのびへこたれず』
『今日がだめなら明日があるさ』
の、能天気な性格と家族のように苦楽を共にできる
社員のお陰です。
東日本大震災という悲しい出来事もありましたが、
多くの愛（ハート）に支えられてここまで歩んできました。
これからも次の１０年に向けて『チーム エス・ハート』と
して創業の精神を忘れることなく、明るく楽しく元気に且
つ厳しさの中にも感動と感謝のある代理店を目指し精
進する所存でございますので、これまで同様ご支援ご
指導いただき、末永くお引き立て賜りますようお願い申
し上げす。
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㈲小林保険サービスを設立
独立開業
住友海上仙台支店に特別研修生として入社

３０周年おめでとう
もう３０周年ですか、あっという間の３０年でお互い年を取りましたね。
私とは平成４年からのお付き合いですが、全社員皆さまの頑張りで小林社長の
声以上の大きな保険代理店に発展し、とてもうれしく思っています。
「Ｓ」に込めた経営理念のもと顧客の安心安全・地域社会への貢献の社是は、
四年前の東日本大震災後の対応で見事に実証し、各方面から称賛されたこと
は鮮明に記憶しております。末端株主としても御社の活躍は頼もしく誇りに思っ
ておりました。また、我家も大変お世話になりありがとうございました。
ネアカでへこたれず、明日を目指して保険代理店の王道を進み、顧客と地域社
会への果たすべき役割を実行するため、さらなるご発展とご成長を期待しており
ます。
３０周年 誠におめでとうございます。

有限会社 米本新聞店＆エス・ハート株主
米本 亮一 様

ありがとう
地域のみんなに愛され、頼りにされている小林夫妻の気さくな心に魅かれます。
エス・ハートは信頼が有るから、保険に入り安心して自分の生活が出来ることに
感謝しています。
これからも宜しくお願いします。
。
庵原 幸男 様

セルテックエンジニアリング 株式会社
代表取締役 齋藤 博 様

祝３０周年
３０周年おめでとうございます。
長く続けられているということは、ただ単に時間が過ぎただけのこと
ではなく、皆さんから愛され信頼されてきた証です。多くの人は“か
かりつけの医者”がいたり、困ったときの車やさんや町の電気やさ
んにはいつも助けられてきました。ところが、保険は車や火災保険
あるいは生命保険など種類によってお世話になるところが違って
いました。そんな中で、エス・ハートさんにお世話になるようになっ
てからは、最新の情報でニーズに合った提案をいただくようになり、
大変助けられています。
玄関先で体育会系の威勢のいい小林専務さんの訪いが聞こえま
す。たくさんお世話になって恩返しをしなければなりませんが、それ
は私どもも長く続けていくことではないかと思っています。

株式会社エス･ハート様の創立３０周年と言う記念すべき節目を
迎えられました事を心よりお喜び申し上げます。
小林社長とは、有限会社小林保険様の創立当初からお付き合いをさせて頂い
ております。
思い起こせば３０年前、創立当初から小林社長は、活気とやる気で満ち溢れて
おりました。
３０年間に比べ御社の業界は、めまぐるしく変化をとげて来ました。
その中で、小林社長を初めとし、社員の皆様一丸となり、努力した結果の
３０周年だと思います。
そんな小林社長も、この間お話した所、少し丸くなった様な感じが致しました。
もう年だ、と言いながら何事にも真剣に取り組む姿勢は、健在の様で安心して
おります。
今後とも４０周年、５０周年と御社のさらなるご発展とますますのご繁栄を、
心からお祈りいたします。

株式会社 ニューオート
代表取締役 佐々木 和彦 様

株式会社エス・ハートの
設立３０周年を心からお祝い申しあげます。
次代の安心と安全な保険代理店として必要不可欠な「Ｓ」を社名としたエス・ハート
の企業活動は、エス・ハート友の会会員の資質の向上と相互交流を通じて、自ら
の企業はもとより、地域経済の健全な発展ならびに豊かな地域社会の構築に大
きな役割を担ってこられました。これもひとえに、役員ならびに従業員の皆様方の
永きにわたるご努力の賜物であり、敬意を表します。
結びに、この記念すべき３０周年の節目を契機として、エス・ハート友の会会員相互
の連携を一層強めるとともに、従来にも増して会社の活発な事業活動を展開するこ
とを、心から期待しております。
有限会社 庄司コーポレーション
代表取締役 庄司 弘 様

創立３０周年おめでとうございます。
未曾有の東日本大震災では、社屋が海に近いという事もあり、
床上浸水の被害に見舞われ、会社再生の難題に直面し、
大変心配をしましたが、バイタリティ溢れる小林社長と
有能な社員一丸となり、見事に復興されました事、敬意を表します。
お客様のことを第一に考え、行動するエス･ハートの今後益々の
ご発展を記念し、お祝いのメッセージと致します。
NPO法人
法人 ハンス・バーガー協会
理事長 国井 陽介 様

＜ 本社 ＞
住 所： 岩沼市押分字新田東134

ＴＥＬ ： ０２２３－２４－４１７０
ＦＡＸ ： ０２２３－２４－４８１７

＜ 仙台営業所 ＞
住 所： 宮城県仙台市太白区富沢南
１－１８－２－１０２
ＴＥＬ ： ０２２－３０７－３１８８
ＦＡＸ ： ０２２－３０７－３１３８

＜ 仙南営業所 ＞
住 所： 宮城県柴田郡大河原町字
新東２２－３
ＴＥＬ ： ０２２４－５１－９０２１
ＦＡＸ ： ０２２４－５１－９０２２

仙台営業所 専務取締役
小林 久家です。

仙台営業所 部長
森田 隆司です。

感謝と真心の精神で対応します。

これからもお客さまの最も身近な
所でサポートできるよう努めます。

仙南営業所 所長
平間 信浩です。
保険は、『
保険は、『いざ』
いざ』と言う時にしかその存在を発揮で
きません。お客様の、その『
『いざ』
きません。お客様の、その
いざ』に備えるお手伝
いをこれからもさせて頂きたいと考えております。

仙台営業所 部長
今泉 和夫です。
お客様が損をしないよう心がけます。
問題解決には全力投球します。

仙台営業所 次長
田中 秀穂です。

仙台営業所 課長
山崎 竜一です。

私たちが思いを込めて育てた、
「幸せ・愛」の花が咲く種をお届けいたします。

これからもお客様を守るお手伝いを
させて頂きます。

本社 係長
高橋 章です。
保険でお悩みのお客様の立場で物事を考え、とにかく
わかりやすく！をモットーに、保険全般のベストな解決策を
ご提案させて頂きます！

仙台営業所
及川 裕太です。
謙虚な心で誠実な対応を
させていただきます。

仙台営業所
佐藤 公信です。
事故処理は私にお任せ下さい。保険会社の
ネットワークをフルに活用し迅速に行動します。

お気軽にお立ち寄りください。
ご相談も承ります。
本社スタッフ

本 社
富沢駅近くにございます。
ご来店をお待ちしております。
仙台営業所スタッフ

笑顔でおまちしております。
お気軽にご来店ください。
仙南営業所スタッフ

仙南営業所

仙台営業所

