
いつもそばにいてくれる人を
困らせたくない。
その温かい気持ちに寄り添います。

「自分は大丈夫」だと思っていませんか？

何かあったときに本当に困るのは、

いつも隣にいる大切な人。

家族の困る顔を少しでも和らげるのが保険です。



30年間培った実績と信頼で
サポートしていきます

お客さまの一生涯の
トータルアドバイザー
を目指して

弊社は、お客さまの視点に立ち、

常に最高品質のサービスとニーズに合った保険の提供を通じて、

お客さまの生活の安心と安全に寄与し、社会に貢献いたします。

法人約500社

個人4500人

公的機関にも携わっています

創業以来地域にお住まいの方を

中心に、多くのお客さまとお付

き合いをさせていただいており

ます。そこで蓄積された情報と

経験は、お客さまに安心した生

活を送ってもらううえで大切な

実績。これらを活かして法人、

個人だけではなく、公的機関の

サポートもおこなっています。

全 て に 真 剣 で あ る こ と

豊 か な 発 想 と 向 上 心

自ら に 厳 しく 反 省 を 忘 れ ず

社 訓

誠実

創造

自律

夢 あ る 者 は

希望ある者は

目標ある者は

計画ある者は

行動ある者は

実績ある者は

反省ある者は

進歩ある者は

希望がある

目標がある

計画がある

行動がある

実績がある

反省がある

進歩がある

夢 が あ る

FIS の原点

夢

1984 フリーオート　個人事業でスタート

1990

㈱エフ、エイ、ジィ設立　資本金 1,000 万

㈱エフ、エイ、ジィを販売専門会社に

㈲フリーオートをサービス専門会社に

1986 ㈲フリーオートに法人化　資本金 500 万

1991 大井町でフリーオートサービス工場を開業

1999 店舗敷地拡大

1988 大井町金子に店舗をオープン

1998 大井町に新店舗を設立

2001
㈲フリーオートを廃業し、㈱エフ、エイ、ジィに統合

㈱エフ、エイ、ジィのサービス工場を新設

2010
㈱エフ、エイ、ジィがモーター保険代理店として
全国で 2 番目に M 特級を取得

㈱エフアイエスの本社を新社屋に移転

2012

2019

㈱エフ、エイ、ジィの保険部門を分社化し、
㈱エフアイエスを設立　資本金 100 万

小田原市扇町に新事務所を開設

株式会社 エフアイエス FIS,Ins.

本社 〒 258-0019
 神奈川県足柄上郡大井町金子1640

TEL 0465-46-7611（代表）

FAX 0465-43-7122

代表者 代表取締役　大津 悟

営業時間 9：00～18：00

創業 1987年11月　

資本金 1,100万円（グループ全体）

*



 

修理
買替

ワンデー

事業用

個人

適切な方法の
ご提案

相手への賠償（対人）

相手への賠償（対物）

おケガの補償

お車の補償

豊富な知識・経験を持った

スタッフが在中。事故発生

時からアフターフォローま

で、お客さまの立場に立っ

て迅速にご対応します。

お車の緊急トラブルにも素

早い対応・手配が可能です。

また、数十台の代車も所有

しており、要望に合わせて

無料で代車をご提供します。

修理・買替などのさまざま

な選択肢から、ご加入の保

険内容・コスト面などを分

析し、お客さまに合った適

切なプランをご提案します。

発生から
アフターフォロー
まで担当

レッカー移動、
代車手配

1日分の自動車保険

一般総合自動車保険

個人総合自動車保険

事故処理担当
スタッフ在中

レッカー車所有で
迅速な対応

トータルサポート

事故

グループ会社に自動車販売店を有しています

輸入車、国産車の新車・中古車販売を主に事業を展開してい
ます。「よりよい商品をお客さまにお届けする」これが創業以
来の営業スタイルです。車選びのトータルアドバイザーとして、
すべてのお客さまのご要望にお応えしていきます。

よりよい車であなたの夢を叶えたい

株式会社エフ、エイ、ジィ

住所 〒 258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子 1628-1
TEL 0465-83-6511
FAX 0465-83-6571
MAIL nero1@fag-co.jp
営業時間 9:30 ～ 19:00
定休日 月曜日 ( 月曜日が祭日の場合は火曜日 )　
取扱商品 国産、輸入車の新車、中古車販売、買い取り、車検
 修理、点検、鈑金、各種保険、部品販売
創業 1987 年

万が一の事故の際に迅速かつ最善の解決策を提案できる理由は、
創業 30 年以上の自動車販売店と連携しているからです。

補償の枠を超えたサポート体制 （ （車のプロとしての実績も活かします

弊社ではグループ会社の自動車販売店と連携しています。
保険だけではなく、車のプロとしてもサポート。

またレッカー車を所有しており迅速な対応が可能です。

自社で備えるサービスを活用し、
担当者が寄り添い、迅速な対応をしていきます

保険の種類

事故発生時には、保険
のプロ、そして車のプ
ロとしての知識も活用
し、迅速かつ適切に対
処。保険の意義を最大
限に発揮させます。



生保を含む各種保険を
オーダーメイドプランで

ご提案

保険の枠を超えて
幅広い解決策を
ご提供します

必要に迫られて個別に

追加し、バラバラになり

がちな各種保険。そのと

きに必須となる保障を把

握し、お客さまに代わっ

て統括管理します。

保険に限らずトータルでサ

ポート。業界の枠を超えた

お客さま同士の繋がりを作り、

相互繁栄を目指します。

お客さまのもとへ出張し、セミ

ナーを開催。ご依頼に応じて

さまざまなメニューから厳選

し、最新情報をお伝えします。

不慮の事故や労務トラブルな

ど、リスクの分析を行い、ゼ

ロにはできないリスクへの対

策をお手伝いします。

保険をとりまく環境は、

時代とともに変化してい

ます。加入して終わりで

はなく、大切なのはアフ

ターフォロー。しっかり

とサポートしていきます。

お客さまを守れないの

では、保険として役にた

ちません。保険料を安く

するだけでなく、妥協の

ない「守りきれる保険」

をご提案していきます。

各種保険を
統括管理

ネットワークを活かし、
問題解決を
お手伝いします

安心して業務に
取り組める環境を
手助け

さまざまな
トラブルにおける
リスク軽減をサポート

一生涯の
アフターフォロー

本当に必要な
プランの提案

  

契約後も
お付き合いさせて
いただきます

リスクを
限りなくゼロに

一人一人に合わせたオーダーメイドプランを作成。
契約後も時代に合わせた保険を維持・提供していきます。

サポートするのは個人だけではありません。
よりよい会社を実現するために、会社にも寄り添っていきます。

fi s

ネットワーク

コンサルティング セミナー

住まいの保険
生活をするうえで欠かせない大切な建物
や家財を火災および風水害といった自然
災害から守ります。地震保険とセットで
ご加入頂くと、より安心です。

企業財産の保険
所有・使用・管理している財物を、自然
災害から守ります。休業時の利益損失な
ど間接損害を補償し、安心して事業を継
続できる体制を構築する保険です。

その他の保険
その他、まさかの出来事で旅行が中止に
なったときに発生するキャンセル料をカ
バーするキャンセル保険などを取り扱っ
ております。

AWPチケットガード少額短期保険

チューリッヒ少額短期保険

賠償責任の保険
業務活動・行事により第三者にケガをさ
せてしまった際や、製造した製品により
事故が起きてしまった時など、さまざま
な法律上の損害賠償リスクを補償します。

旅行の保険
ケガや病気の治療費用など、旅行中に起
こりうるリスクを総合的に補償する保険
です。旅行を安心して楽しむためにも、
ご加入されることをおすすめします。

ケガの保険
日常生活で起こってしまう突発的なケガ
を補償する保険です。勤務中はもちろん、
買い物、スポーツ時など、さまざまなシー
ンをカバーしていきます。

労働災害の保険
安心した経営をおこなっていくために、
従業員の業務上の災害に関わるケガの補
償や各種費用の支出、賠償責任のリスク
を業種に合わせて補償します。

医療・生命保険
万が一のことがあった際、遺された家族
の生活を守る保険です。人生の「もしも」
のため、ご要望を伺いながらオーダーメ
イドの保険設計をアドバイスします。

法人向け生命保険
経営者の万が一の備えや、従業員の病気、
退職金など、目的に応じた商品の組み合
わせをご提案。福利厚生、資産運用に活
用できるタイプのプランも備えています。

保険の種類 保険の種類




