
クロフォード＆カンパニーグループは創業以来80年以上にわたってお客様のニーズに応え

るべく、人材と革新的ツールにたゆまない投資を行うことにより、ロスアジャスティング

業界をリードしてまいりました。

クロフォード＆カンパニー・ジャパン株式会社の連絡先

伊藤 謙
シニア・アジャスター
M: +81 80 7193 7259
ken.ito@crawford.co.jp

花神 豊
シニア・アジャスター
M: +81 80 4409 9862
yutaka.hanagami@crawford.
co.jp

平田 幸彦
シニア・アジャスター
M: +81 80 4455 8264
yukihiko.hirata@crawford.co.j
p

山登 智隆
アジャスター
M: +81 80 3750 0849
tomotaka.yamato@crawford.
co.jp

その一翼を担うクロフォード＆カンパニー・ジャパン株式会社は、2021年初頭にクロフォ
ードジャパンデスクをタイに設置するなど、生活、産業、社会の再生ならびに向上という
目標を達成するための戦略として、ロスアジャスティング業界の優秀な人材を発掘すべく
投資を続けております。

将来に向けた専門性への投資

私たちは、日本のオペレーションに複数のシニア・ロスアジャスターを新たに迎えたこと
を喜ばしく思います。このような採用がクロフォード＆カンパニー・ジャパン株式会社の
発展に寄与することを確信しております。

クロフォード＆カンパニー・ジャパン株式会社は、優秀な人材に投資することに最も重き
をおいております。私たちのラーニング&ディベロップメント・プログラムは社員の技能
と経験を向上するためのものであり、優秀な人材を確保して私たちのクレームサービスの
質をたゆまなく向上させていく源でもあります。

新たに加わったシニア・ロスアジャスターあるいはジュニア・ロスアジャスターは、クロ
フォードという組織全体が有する豊富な経験を活かすべく、アジア地区のロスアジャステ
ィング専門家と協調して業務を遂行して行きます。

クロフォード＆カンパニー・ジャパン株式会社の経験豊富なアジャスターはチームとして
業務を遂行し、財物・利益・賠償・リコール・サイバーなどの大規模かつ複雑なクレーム
の対応を行う能力を備えております。

私たちは、将来にわたり益々皆様のお役に立つべく、さらなる先進的なロスアジャスティ
ング技能の習得を続けてまいります。

田内 衛
マネージング・ダイレクター （日本）、
T: +81 3 5540 6698

M: +81 80 7196 3911

mamoru.tanouchi@crawford.co.jp
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For over 80 years, Crawford & Company has led the industry through a relentless focus 
on people and the innovative tools that empower them to meet our customers' needs.

Since establishing Crawford's Japan Desk in Thailand earlier in the year, Crawford & 
Company Japan K.K continues to invest in industry talents as it embarks on its strategy 
to ensure it fulfills its purpose to restore and enhance lives, businesses and 
communities.

Investing in skills for the future
We are delighted to welcome several new senior adjusters to our Japan operation. These 
recruits will be instrumental in the development of Crawford & Company Japan K.K.

Investing in talent is a top priority for Crawford & Company Japan K.K. Our Learning & 
Development programs are designed to develop the skills and careers of our employees, 
helping us attract and retain talent while continuing to improve the quality of our claims 
service.

New or junior adjusters work alongside loss adjusting experts in the region to capitalize 
on the wealth of experience across the organization.

The experienced team of adjusters at Crawford & Company Japan K.K. have the 
capability to handle large and complex claims, including Property, Business Interruption, 
Liability, Recall, and Cyber.

We will share further updates as we set ourselves up for the future to serve you and your 
teams better.

Kind regards,

Mamoru Tanouchi
Managing Director, Japan
T: +81 3 5540 6698
M: +81 80 7196 3911
mamoru.tanouchi@crawford.co.jp

Your Crawford & Company Japan K.K. Contacts

Ken Ito
Senior Adjuster
M: +81 80 7193 7259
ken.ito@crawford.co.jp

Yutaka Hanagami
Senior Adjuster
M: +81 80 4409 9862
yutaka.hanagami@crawford.co.jp

Yukihiko Hirata
Senior Adjuster
M: +81 80 4455 8264
yukihiko.hirata@crawford.co.jp

Tomotaka Yamato
Adjuster
M: +81 80 3750 0849
tomotaka.yamato@crawford.co.jp


