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専門性の高いサービスをグローバルに提供致
します。
当社は、市場をリードする損害鑑定業務及び保険金請求サービスを、現地への深い理解とグ
ローバルな専門知識を活用し、お客様のご要望にお応えします。
当社について
Sedgwickは、世界80ヶ国・3万人以上の
従業員を運営基盤とし、迅速かつ効率
的で、一貫したサービスを提供している
世界的な組織です。当社の現在の高い
評判と評価は、最良かつ柔軟なサービ
スを24時間365日提供することで築き上
げてきました。当社のシステムは、どの
ような条件下でも迅速かつ効率的で、一
貫した損害事故対応を保証致します。

当社は、皆様お客様の名声を守り、
可能な限り迅速に事業活動に復帰する
ことができるよう、知識と技術を活用致
します。

損害鑑定チーム
当社は、お客様が各分野の損害鑑定チ
ームによる高度な業技術知識に基づく
損害事故対応を求めていると理解して
います。

当社は、多岐に渡る分野におい
て、持続性、革新性、技術力を独
自に組み合わせたサービスを提供
いたします。

保険及び損害事故サポ－ト分野
• 自然災害マネジメント
• 建設・機械等技術保険
• 環境汚染
• フォレンジック会計
• 海上保険
• 鉱業・エネルギー
• 発電
• 製造物責任・リコール
• テクノロジ－・サイバ－
• 契約管理代行サ－ビス

30,000+
従業員

80
国
2
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Sedgwickでは、適切な保険金のお
支払いのため、迅速かつ効率的な
解決へ導きます。

損害鑑定サービス
当社のMCLグロ－バルチ－ムは、専門性の高い知識と経験を駆使して、世界標準のサポート
と費用効率性、公正な損害対応に努めています。
MCL グロ－バル (MCL= Major
Complex Loss)

契契約管理代行サ－ビス (TPA =
Third Party Administration)

フォレンジックアドバイザリ－
サ－ビス

当社のMCLグロ－バルチ－ムは、高度の
技術知識と経験に基づき、世界標準の
知識と費用効率性、公正な損害対応に
努めます。事故被害に遭われた方が迅
速に事業活動を再開できるようサポ－ト
致します。

当社のグロ－バルな契約管理代行 サ－
ビスチ－ムは、法人顧客、保険会社、保
険ブロ－カ－及び保険代理店に対して、
全ての分野の保険に関した保険金請
求管理サ－ビスを提供致します。当社
のサ－ビスは、６００人以上の優秀なス
タッフにより構成され、全世界の11カ所
の拠点からご利用いただくことが出来
ます。

公認会計士、損害評価の専門家、不正検
査士等から構成される有能なチ－ムが、
法人企業や公共機関のお客様にフォレ
ンジック会計、経済的損害の査定、財務
分析、評価サ－ビスを提供致します。

分野別専門家 – 当社の専門知識はお
客様の具体的な要求に対応することで
向上します。当社のスタッフはこれまで、
あらゆる経済分野における損害鑑定を
行っています。
戦略的配置 – 世界中に５００人以上
のMCLグロ－バルの専門家を配置してお
り、お客様の要望にお答えすることがで
きます。
積極的な対応 – 迅速な対応を行うこと
で積極的に損害を軽減し、迅速にかつ
費用効率的に解決致します。

当社から提案するサービスには、下記4
点の重要な特徴があります。

当社のアジア地区担当チ－ムは、北京
語、オランダ語、
マレ－シア語、ドイツ語
および日本語に対応しています。また、
下記を含む多様な産業分野において、
複雑な経済損失案件を手掛けた実績が
あります。

• 単一アクセスポイント

• 建設業

• 洗練されたサ－ビスデスク

• サイバ－・テクノロジ－

• –ロスアジャスターへの損害処理
業務割り当て

• 金融サ－ビス

• オ－ダ－メイド型の情報管理
• 保険金お支払いまでの管理

• 鉱業・発電
• 小売り・不動産
• 運輸・医療
当社の専門家による保険金お支払いの
サポートは下記を含みます。

• 事業中断と利益損害
• 在庫損失の査定と評価
• 保険金詐欺や従業員の不正行為
• 製造物責任とリコ－ル
• 再保険と有無責審査

64
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日本チーム
国内および国際鑑定人は、さまざまな知識を持っていることで、多岐に渡る分野において損
害鑑定をすることができます。

長尾 健

山田 祐一郎

渡辺 信孝

幸坂 高明

米沢 隆

会田 圭佑

代表
シニア ロスアジャスター

シニア ロスアジャ
スター

シニア ロスアジャ
スター

シニア ロスアジ
ャター

シニア ロスアジャ
スター

シニア ロスアジャ
スター

日系損害保険会社や外資系損害保
険 会社において、再保険業務や、
国内及び海外の大口事故の損害業
務を長年に渡り携わり、その間クウ
ェートとロンドンの駐在員などを歴
任するとともに、海外保険会社の買
収に関わるデューデリジェンスや海
外拠点のauditなどを経験。東日本
大震災やタイ洪水災害のクレーム対
応にも深く関わりました。
また化学工学会や日本学術振興会
のワーキンググループにおいて、リ
スクベースメンテナンスや、プロセ
ス安全メトリクスなどの技術 報告
書作成に参加。さらに損保総研の講
座 「Global Property Claims」
など、社外の講演活動も行っていま
す。2020年8月Sedgwick Japanに入
社、現在に至っています。

専門分野
• エネルギー、オイル／ガス
• 工事保険
• 賠償責任保険

国内鑑定事務所に入社後、約25年
に渡り企業クレーム(財物/賠責)、
各種工事保険、技術保険の損害鑑
定に携わりました。大規模自然災
害クレームのチームリーダーを務
めた経験もあります。
ま
た2019年に Sedgwick Japanに入
社後、国際マーケットからの依頼
による大口財物保険、賠償責任保
険、海上貨物保険の損害調査業務
やマリン・リスクサーベイなどを数
多く経験しています。

専門分野
• エネルギー
• 広域災害
• 建築
• 工事保険
• 賠償責任保険
• 機械保険
•

国内鑑定事務所を経て、2020年
Sedgwick Japanに入社。火災保
険、 機械保険、利益保険、各種工
事保険、賠償責任保険他、25年に
渡り幅広いクレーム対応経験を持
っています。近年増加している特定
業者対応や訴訟事案における証人
尋問対応および警察の依頼による
鑑定嘱託も行っています。

専門分野
• 広域災害
• 工事保険

国内鑑定事務所にて、個人物件
から企業物件に至るまで各種損
害保険の損害調査鑑定の経験
を積み、また大規模自然災害ク
レームに数多く関与しました。
2020年にSedgwick Japanに入社
後、国際マーケットからの依頼によ
る財物保険、賠償責任保険、TPA等
の損害サービスやマリン・リスクサ
ーベイなど幅広い分野で活動して
います。

専門分野

• 賠償責任保険

• 広域災害

• 利益保険

• 賠償責任保険

資格
• 日本損害保険協会登録1級鑑

定人

• 海上保険

資格
• 日本損害保険協会登録鑑定人

• 損害保険仲立人

2021年にSedgwick Japanに入社前
までは日系損害保険会社、外資系
損害保険会社、再保険会社に約35
年在籍し、クレーム処理から営業
部門やアンダーライティング部門の
経験があり、クレーム部門において
は米国駐在を含め、火災、自動車、
賠責/新種やマリンクレームの処理
経験があります。また元受保険や
再保険を通じ、地震や台風等によ
る広域災害クレーム処理、さらに
国際的な高額ロスや訴訟事案を担
当し、多岐にわたる複雑なクレーム
処理に従事しています。

専門分野
• 広域災害
• 賠償責任保険

資格
• 日本損害保険協会登録鑑定人

• 国際会計修士（専門職）

• 宅地建物取引士

資格

国内鑑定事務所で16年間勤務した
後、2022年にSedgwick Japanに入
社。太陽光発電装置･風力発電装
置などの新エネルギー事案や製造
業などの企業系事案を得意としま
すが、家計分野まで広範に対応す
ることができます。 また、東日
本大震災、タイ洪水、熊本地震、
大阪地震・台風など自然災害対策
室での対応経験も豊富です。

専門分野
• 太陽光発電装置・風力発電

装置
• 広域災害
• 賠償責任保険
• 利益保険

資格
• 日本損害保険協会登録1級

鑑定人
• 日本酒検定1級(日本酒名人)

• 日本損害保険協会登録鑑定人

• 海上保険
• 利益保険

資格
• 日本損害保険協会登録1級鑑

定人

090 3200 1616
takeshi.nagao@jp.sedgwick.com
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080 6895 4533
yuichiro.yamada@jp.sedgwick.com

080 7362 4736
nobutaka.watanabe@jp.sedgwick.com

080 9986 7203
takaaki.kosaka@jp.sedgwick.com

070 3163 7763
takashi.yonezawa@jp.sedgiwick.com

080 7209 1236
keisuke.aida@jp.sedgwick.com
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日本チーム

川満 清栄

日暮

マリン テクニカル
アドバイザー

ジュニア
ロスアジャスター

2021年にSedgwick Japan入社前、
外航海運会社にて、航海士及び海
務監督として6年間勤務後、大手マ
リンサーベイ会社に移り、36年間国
内外に於いて多種のマリンサーベ
イの経験があります。その間10年間
は海外現法及び支店に於いて事業
運営、各現法・支店のマリンサーベ
イヤーの育成及び技能指導を行い
ました。 帰任後、本社営業部門に
於いて ゼネラルマネージャーとし
てマリン関連業務顧客及び官庁と
の折衝、海外検査機関とのネット
ワークの構築、海外事業の展開・
サポート等々に関与しました。ま
た、2011年のタイ大洪水や2017年の
関西台風被害等の損害調査業務に
も従事しました。

専門分野
• 広域災害
• 海上保険

資格
• 三級海技士（航海）

尚吾

不動産鑑定事務所から損害保険
鑑定事務所へ転身後、2020年に
Sedgwick Japanに入社。
国際マーケットからの依頼による
賠償責任保険のグロ－バルプログ
ラムや、海上貨物の損害調査鑑定
業務、
マリンサーベイなどの業務、
大手保険会社での駐在業務などを
経験しました。自然災害対応クレ－
ムについても、多くの鑑定業務経験
があり、モラルリスク対応や特定業
者対応の実績があります。さらに、
情報セキュリティマネジメントの国
家資格を取得しSedgwick Asiaの
Cyber Teamのメンバ－へ選出され
ました。

専門分野

天野

大手金融機関に勤務後、2020年に
Sedgwick Japanに入社。高校時代
を米国で過ごした英語力を生かし
て、入社後すぐに鑑定人及びCILA
の資格を取得しました。国内外の
マーケットでも認められるアジャス
ターを目指す中、国際マーケット
からの依頼による賠償責任保険の
グロ－バルプログラムや、海上貨物
の 損害調査鑑定業務、さらにマリ
ンサーベイ業務や大手保険会社で
の駐在業務を経験しています。また
国内の自然災害対応のクレームや
個人分野のクレ－ムの立会調査を
行っております。

• 建築

• 海上保険

資格

ロスアジャスター

国内鑑定事務所、外資系損保会社
を経て、2022年にSedgwick Japan
に入社。
立会調査や書面査定による損害調
査の経験と自然災害対策室対応の
実績があります。
在フランクフルト日本国総領事館
に3年間勤務していたため、ドイツ
語・英語を話します。

専門分野
• 広域災害

資格
• 日本損害保険協会登録鑑定人

• 広域災害
• 賠償責任保険

• 海上保険

阿野 万里子

専門分野

• 広域災害

• 利益保険

聡

ジュニア
ロスアジャスター

資格
• 日本損害保険協会登録鑑定人
• 法務博士（専門職）

• 日本損害保険協会登録鑑定人

• CILA

• 二級建築士

• 宅地建物取引士

• 宅地建物取引士
• 情報セキュリティマネジメ

ント

080 3490 9556
seiei.kawamitsu@jp.sedgiwick.com

8

080 7364 7290
shogo.higurashi@jp.sedgiwick.com

080 7362 4184
satoshi.amano@jp.sedgiwick.com

080 7593 2122
mariko.ano@jp.sedgwick.com
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私たちのチーム

地域ネットワーク

地域チーム

KOREA
CHINA

JAPAN

Eric Malterre

Chief Executive Officer - Asia

+44(0)7880 043780

eric.malterre@sedgwick.com

Nicki Dunn

CEO Singapore / Head of TPA & Client Services – Asia

+65 9834 0019

nicki.dunn@sg.sedgwick.com

Nigel Cook

Head of Major Complex Loss - Asia

+65 9179 8189

nigel.cook@sg.sedgwick.com

David Seng

Head of Property, Regional Executive Adjuster, MCL - Asia

+65 9147 8178

david.seng@sg.sedgwick.com

Linda Sim

Head of Forensic Advisory Services - Asia

+65 9728 8880

linda.sim@sg.sedgwick.com

Cherie Ng

Finance Director - Asia

+65 9368 8015

cherie.ng@sg.sedgwick.com

Lynn Pua

Colleague Resources Director - Asia

+65 9654 4173

lynn.pua@sg.sedgwick.com

Margaret Lim

Marketing Manager - SE Asia

+65 9690 9189

margaret.lim@sg.sedgwick.com

PAKISTAN

TAIWAN

INDIA
HONG
KONG

THAILAND

VIETNAM

各国の代表		
GUAM
PHILLIPINES

MALAYSIA
SINGAPORE
INDONESIA
PAPUA NEW GUINEA

Sedgwick オフィス
グループオフィス
対応範囲

すべての請求は、単一窓口のため、アカウントス
ーパーバイザーによって一元管理されます。

Sedgwick offices
Affiliate offices
Coverage provided
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アカウントスーパーバイザーは、各請求に必要な専門家の割り当てと調整
を担当することに加えて、クライアントの利益が各国で考慮されるようにし
ます。

China

William Huang

General Manager

+86 138 1668 8658

william.huang@sedgwick.cn

China

John Law

Technical Director/
Head of Business Development

+86 138 0188 9068

john.law@sedgwick.cn

Hong Kong

Alexander Tang

Managing Director

+852 9013 2257

alexander.tang@hk.sedgwick.com

Indonesia

Andri Dirgantara

President Director

+62 812 102 1637

andri.dirgantara@id.sedgwick.com

Japan

Takeshi Nagao

Managing Director

+81 90 3200 1616

takeshi.nagao@jp.sedgwick.com

Korea

Steve Chung

Managing Director

+82 10 2555 1690

steve.chung@kr.sedgwick.com

Malaysia

Aldrin Wong

Chief Executive Officer

+60 12 289 0193

aldrin.wong@my.sedgwick.com

Malaysia

Soo Kwong Weng

Deputy CEO

+60 17 300 1028

kwongweng.soo@my.sedgwick.com

Malaysia

Reuben Francis

Deputy CEO

+60 17 738 9147

reuben.francis@my.sedgwick.com

Singapore

Ben Chin

COO Asia/CEO Singapore

+65 9781 3318

ben.chin@sg.sedgwick.com

Singapore

Eugene Goh

Deputy CEO

+65 8028 6570

eugene.goh@sg.sedgwick.com

Thailand

Jakkrit Khaosaard

Chief Executive Officer

+66 81 319 9487

jakkrit@th.sedgwick.com

Taiwan

Huoo Lian Liou

Managing Director

+886 919 341 180

huoo-Lian.liou@tw.sedgwick.com

Taiwan

David Chin

Technical Director

+886 919 341 100

david.chin@tw.sedgwick.com
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Global solutions.
Local expertise.
Sedgwick Japan G.K.
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-2
ビュレックス麹町
Office: 03 6261 2525
Email: info@jp.sedgwick.com

caring counts | sedgwick.com

© 2022 Sedgwick I 2022

