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組合員各位

年末年始の業務日程のご案内

年末年始の業務日程および緊急連絡先をご案内申し上げます。

 年末年始の業務日程

東京本部 /  神戸支部 /  福岡支部 /  今治支部
年末は １２月２８日（ 金） まで

年始は １月 ７日（ 月） から

シンガポール支部

年末は １２月２８日（ 金） まで

年始は １月 ２日（ 水） から

ロンドン駐在員事務所

年末は １２月３１日（ 月） まで

年始は １月 ２日（ 水） から

 緊急連絡先

夜間・ 休日中の緊急連絡先一覧表を同封いたしますので、緊急の場合は、該当先へご連絡くださいます

ようお願い申し上げます。

また、緊急連絡先は、コーポレートサイトからもご覧いただけます。

https:/ / www.piclub.or.jp/ emergency 

以上
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2018年12月現在

《 事故対応》

役  職 氏　名 携帯電話番号

チームリーダー 八木澤　恵介 080-1274-3766 P&I

丸島　和希 080-2382-3883 P&I FD&D

江尻　篤史 080-4360-8146 P&I FD&D

中島　来夢 090-5560-0091 P&I

根本　あかり 080-3736-0457 P&I

チームリーダー 森田　哲 070-1537-0889 P&I

田島　裕一 080-9446-8467 P&I FD&D

赤塚　寛 080-4034-3490 P&I FD&D

平山　智香子 080-1301-8527 P&I

田中　靖子 080-1216-6980 P&I FD&D

チームリーダー 築野　智裕 080-8422-0053 P&I

高嶋　俊治 080-4152-9161 P&I

大槻　昌弘 080-8742-1930 P&I

三上　真理子 070-4022-8892 P&I FD&D

チームリーダー 中浜　裕介 070-4231-0378 P&I FD&D

内山　智史 080-8332-6201 P&I FD&D

山崎　琢磨 070-1254-4473 P&I FD&D

北島　祐樹 080-4063-1337 P&I FD&D

チームリーダー 松井　徳洋 090-6899-5755 Crew

津川　聡 090-5314-3886 Crew

小野　和恵 090-5206-6596 Crew

小田嶋　玲子 070-4174-9587 Crew

井之口　葵 080-9588-8822 Crew

根本　尚子 070-4189-1028 Crew

神戸支部 損害調査チーム

チームリーダー 木村　信二 080-2500-9909 P&I Crew FD&D

阿部　泰輝子 090-7112-1514 P&I FD&D

油谷　倫子 090-3496-1060 Crew

饒　歓 090-8826-6890 P&I FD&D

三木　雄介 090-5253-9186 P&I FD&D

損害調査ﾁー ﾑ　 ﾁー ﾑﾘー ﾀ゙ ｰ 西埜　聡子 090-4813-1981 P&I Crew FD&D

支部長 山本　理基 080-1272-3360 P&I Crew FD&D

チームリーダー 齋藤　丈夫 090-8976-8238 P&I Crew FD&D

前川　淳 090-5143-6558 P&I Crew FD&D

シンガポール支部

Seni or Cl ai ms Executi ve 橋本　直樹 +65-9711-2745 P&I Crew FD&D

Cl ai ms Executi ve Ari el  Wang +65-8809-5210 P&I Crew FD&D

Cl ai ms Executi ve Jenni f er Shi +65-8182-4007 P&I Crew FD&D

緊急連絡先

 Phone:  03-3662-7221 / Fax:  03-3662-7400 / Emai l :  g1cl ai ms@pi cl ub. or. j p

 Phone:  03-3662-7222 / Fax:  03-3662-7225 / Emai l :  g2cl ai ms@pi cl ub. or. j p

 Phone:  03-3662-7226 / Fax:  03-3662-7225 / Emai l :  g3cl ai ms@pi cl ub. or. j p

 Phone:  03-3662-6668 / Fax:  03-3662-7400 / Emai l :  g4cl ai ms@pi cl ub. or. j p

 Phone:  +65-6224-6451 / Fax:  +65-6224-1476 / Emai l :  si ngapore@pi cl ub. or. j p

 Phone:  0898-33-1117 / Fax:  0898-33-1251 / Emai l :  i mabari -cl ai ms@pi cl ub. or. j p

今治支部 損害調査チーム

福岡支部

 Phone:  092-272-1215 / Fax:  092-281-3317 / Emai l :  fukuoka@pi cl ub. or. j p

 Phone:  078-321-6886 / Fax:  078-332-6519 / Emai l :  kobecl ai ms@pi cl ub. or. j p

損害調査第1部 第3チーム

損害調査第1部 第2チーム

担当分野

損害調査第1部 第1チーム

 Phone:  03-3662-6660 / Fax:  03-3662-7400 / Emai l :  gcrew@pi cl ub. or. j p

損害調査第2部 Crewチーム

損害調査第1部 第4チーム



役  職 氏　名 携帯電話番号 担当分野

Chi ef  Executi ve Di rector 福嶋　正俊 +44-77-4065-0301 P&I Crew

Di rector Royston Dei tch +44-79-4907-4646 FD&D

Cl ai ms Manager Arsi noi  I l i okaftou +44-75-4004-8029 P&I Crew FD&D

《 保険契約》

役  職 氏　名 携帯電話番号

チームリーダー 廣田　洋介 080-9573-7061

坂元　伸光 080-2978-9827

チームリーダー 坂本　京子 090-4372-7142

谷田部　菜理　 080-9562-1283

チームリーダー 蔵田　達司 090-6949-8802

宍戸　昌樹 080-1030-2435

井ノ久保　総一郎 080-8724-4215

チームリーダー 孫　珍成  080-1274-3693

チームリーダー 篠崎　吉邦 080-2126-0135

塩　大樹 080-3958-7678

井口　拓人 080-3550-8252

チームリーダー 岡林　慎二郎 090-6826-2218

松原　敬一郎 090-5800-2009

岡田　真友 080-2514-4965

本田　誠 070-2660-1707

契約ﾁー ﾑ　 ﾁー ﾑﾘー ﾀ゙ ｰ 森田　隆男 090-7457-7572

支部長 山本　理基 080-1272-3360

チームリーダー 山本　雅之 080-8639-9285

河西　いつか 080-2989-8387

シンガポール支部

Seni or Underwri ter 川瀬　美公望 +65-9658-4210

Underwri ter Al f red Kem +65-9620-6250

◆ 緊急連絡先は、コーポレートサイトからもご覧いただけます。

   https: //www. pi cl ub. or. j p/emergency

 Phone:  03-3662-7211 / Fax:  03-3662-7225 / Emai l :  g4underwri ti ng@pi cl ub. or. j p

契約部 第1チーム

 Phone:  03-3662-7212 / Fax:  03-3662-7225 / Emai l :  nai ko-kei yaku@pi cl ub. or. j p

 Phone:  03-3662-6649 / Fax:  03-3662-7400 / Emai l :  g1underwri ti ng@pi cl ub. or. j p

 Phone:  03-3662-7211 / Fax:  03-3662-7225 / Emai l :  g2underwri ti ng@pi cl ub. or. j p

 Phone:  03-3662-7211 / Fax:  03-3662-7225 / Emai l :  g3underwri ti ng@pi cl ub. or. j p

契約部 第4チーム

契約部 第2チーム

契約部 第3チーム

契約部 内航チーム

JPI英国サービス株式会社（ ロンドン）

   Phone:  +44-20-7929-3633 / Fax:  +44-20-7929-7557 / Emai l :  ukservi ces@j pi cl ub. com

 Phone:  +65-6224-6451 / Fax:  +65-6224-1476 / Emai l :  si ngapore@pi cl ub. or. j p

今治支部 契約チーム

 Phone:  0898-33-1117 / Fax:  0898-33-1251 / Emai l :  i mabari -underwri ti ng@pi cl ub. or. j p

福岡支部

 Phone:  092-272-1215 / Fax:  092-281-3317 / Emai l :  fukuoka@pi cl ub. or. j p

神戸支部 契約チーム

 Phone:  078-321-6886 / Fax:  078-332-6519 / Emai l :  kobeunderwri ti ng@pi cl ub. or. j p


