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経営理念

行動指針

モットー

　当社は、「経営理念」を実現するための行動のあり方を指し示すものとして、「行動指針」を定めています。

　当社は、行動すべきことを一言で象徴的に表す言葉として、「モットー」を定めています。

私たちのモットーは「FACE TO FACE」です。

ごあいさつ

マークの由来

　当社は、損害保険のプロフェッショナルとして、お客様へ良質なサービスをご提供することで、お客様からより

信頼される企業として成長し、社会の発展に貢献するために、「経営理念」を定めています。

私たちは損害保険事業を通じて、お客様が心から満足し感動するサービスを提供します。

私たちは損害保険事業を通じて、社員の人材育成に努め、創造性をもって成長します。

私たちは損害保険事業を通じて、より信頼される企業として誠実に行動し、社会に貢献します。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は、野村グループの損害保険会社として、「お客様が心から満足

し感動するサービスの提供」、「社員の人材育成に努め、創造性をもって
成長」、「より信頼される企業として誠実に行動し、社会に貢献」という３
つの経営理念を実現させるべく、日々取り組んでいます。
平成26年度の日本経済は、政府の「三本の矢」による経済政策や日

銀の金融政策が進められたことから、企業収益や雇用環境の改善傾向
が続き、特に輸出関連企業を中心に企業業績が進展し、株価は約15年
ぶりの高水準に達するなど、景気回復が実感される年となりました。一
方で、年度前半の消費税増税に伴う個人消費の回復の遅れに加え、急
激な円安による輸入原材料の高騰で、中小企業製造業や非製造業には
仕入れコスト増となり、経済環境は依然として不透明な状況で推移しま
した。
このような環境のもと、当社は平成25年４月から３ヶ年の中期経営計
画の２年目にあたる昨年度においては、営業事務オペレーション改革が
進み営業課店との連携による代理店サポート体制の充実が図れ、多店
舗型代理店への販路拡大、大規模モーター代理店の営業展開が推進
された一方、保険募集人の適正化による代理店募集網の態勢整備を実
行しました。また、資産運用においても、責任準備金対応債券による運
用、為替ヘッジおよび保有株式の売却等を行い、一層のリスクの低減に
努めました。今年度は中期経営計画の最終年度として、引き続き中期経
営計画の基本方針に則り、改革を実行することで、継続的に保険引受
利益を黒字化し、より一層強固な財務基盤を構築します。
当社は、会社の業務執行に対する取締役会への監査機能を強化する

ため、平成27年６月より「監査等委員会設置会社」に移行しました。監
査等委員会における社外取締役の経営参画を通じて、会社の業務執行
プロセスの透明性と効率性向上を図り、更なるコーポレートガバナンスと
内部統制の強化を図ってまいります。
平成28年５月には改正保険業法の施行が予定されており、保険会社

および代理店に対して、お客様への情報提供義務および意向把握義務
が課されるとともに、代理店に対しては募集の実態に応じた体制整備義
務が課されるなど、これまで以上にお客様に対する募集プロセスにおけ
るきめ細やかな対応と募集体制の強化が求められることとなります。当
社は、こうした保険業法改正の趣旨を踏まえ、これまで以上に代理店の
皆様とのイコールパートナーシップを築き、お客様の満足度をいかに高
めていくかについて、代理店の皆様方と一緒に考え、ともに成長してくこ
とを通じて「オンリーワン」の損害保険会社を目指していきます。
皆様の日ごろのご愛顧に感謝申し上げるとともに、今後とも変わらぬ

ご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
平成27年７月

取締役社長（代表取締役）

このマークは、朝日の「Ａ」と火災の「火」とを組み合せたもので、朝日火災のお客様
と共に社員、代理店の全員の一致協力の言動を表し、「常に新しく、上昇する朝日の
勢い」を象徴しています。

「わかりやすい説明」「真心のこもった事故対応」を実践し、「お客様の声は宝物」と受け止め、
質の高いサービスをお客様に提供します。

自由闊達な企業風土のなかで、人格と個性を尊重し、品格と教養を高め、高い倫理観と
創造性をもって行動します。また、代理店の皆様の良きパートナーとして、互いに信頼し相互の
発展を図ります。

損害保険事業の社会的責任と公共的使命を踏まえ、個人情報保護、反社会的勢力への
対処、情報開示などコンプライアンスを尊重し、適正な企業活動を行います。
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東京都千代田区神田美土代町７番地
昭和26年2月28日

34ヶ所
9ヶ所

3，168店
520名

５１億５，３１５万円
4,018億円
712億円

897万264株
208万4千株

277名
1名

3

会社概要会社概要（平成２7年３月31日現在）
本店の所在地※
設立年月日

営業拠点数※

代理店数
従業員数
資本金
総資産
元受正味保険料（含む収入積立保険料）

発行済株式総数

株主数

添　田　智　則

内　尾　　博

松　下　春　喜

本　田　泰　章

鈴　木　　守

山　田　貴　好

三　浦　義　範

三　浦　敏　男

松　山　久　敏

役員（平成２7年7月1日現在）
取締役社長（代表取締役）

専務取締役

常務取締役

常務取締役

常務取締役

取締役

取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員）

朝日火災について

会社沿革
　当社は、昭和２６年２月２８日、野村證券、大和銀行（現りそな銀行）、第一銀行（現みずほ銀行）、そのほか財界人および
有力各社の発起により、資本金５,０００万円をもって設立、登記されました。同年３月１７日、火災、海上および運送保険の
事業免許を受け、営業を開始しました。
　以後当社は、積極的活動と経営の効率化により着実な発展を続け、平成２３年５月２４日、野村ホールディングス株式会社
の連結子会社となり、現在に至っています。

※　本店の所在地、営業拠点数は平成27年7月1日現在のものです。

本支店
サービスセンター

普通株式
甲種優先株式
普通株式
甲種優先株式

この会社案内の経営指標等は、単体決算のものです。

3,126
1,118
768
673
418
405
286
258
244
215

上位10名の株主上位10名の株主（平成２7年3月31日現在）

野村土地建物株式会社
野村ホールディングス株式会社
株式会社野村総合研究所
株式会社ジャフコ
株式会社りそな銀行
株式会社みずほ銀行
野村不動産株式会社
髙木証券株式会社
野村殖産株式会社
株式会社杉村倉庫

普通株式

2,084野村土地建物株式会社

甲種優先株式

所有株式数
（千株）

所有株式数
（千株）

  7月
  9月

  10月
平成 １7年 4月
  4月
  11月
平成 １8年 5月
  5月
  6月

  12月
平成 １９年 ４月
  ９月
平成 ２０年 ４月
  １０月
  １１月
平成 ２１年 3月
  ３月
  ３月

  4月
  ４月
  ６月
 
 
  ７月
  １０月
平成 ２２年 ２月

  ４月
  ９月

平成 ２３年 ３月
  ３月

  ４月
  ４月

  ５月

 　 １０月
平成 ２4年 4月
  8月

  11月

平成 25年 １０月
 　 １０月

平成 26年 ３月

  4月
  ４月
  ８月

  10月

  11月

昭和 ２６年 ２月

  ３月
  ３月
昭和 ２７年 ３月

昭和 ２８年 １２月

昭和 ２９年 ３月
  ３月
昭和 ３０年 １２月
昭和 ３６年 ３月
昭和 ４０年 １月

  ２月
昭和 ４３年 ８月

昭和 ４４年 １１月

昭和 ４６年 3月
  7月

昭和 ４８年 ４月

昭和 ５０年 １２月

  １２月
昭和 ５6年 3月
昭和 ６２年 １０月

昭和 ６３年 ９月

  １０月

平成 元年 ４月
平成 ３年 ３月
平成 ５年 ３月
平成 ６年 ４月
平成 9年 11月

平成 １１年 11月
平成 １２年 ７月
　　　　  ９月
平成 １3年 3月
  ４月
  ４月
  ４月
平成 １４年 ７月

平成 １5年 1月
  6月
  8月
平成 １6年 1月

創立総会を日本工業倶楽部で開催
尾上登太郎、初代社長に就任。発行済株式
総数１００万株、資本金５，０００万円。本社を東京
都千代田区大手町２-２ 野村ビル６階に設置
（２月２８日登記）
火災 ・ 海上 ・ 運送保険事業免許取得
営業開始（３月１７日）
本社を東京都千代田区神田鍛冶町２-１０
上野ビルへ移転
新資本金１億円に（１００万株を増資、発行済株
式総数２００万株）
自動車保険事業免許取得
傷害保険 ・ 信用保険事業免許取得
自動車損害賠償責任保険事業免許取得
創立10周年を迎える
新資本金２億５，０００万円に（３００万株を増資、
発行済株式総数５００万株）
鉄道保険部と合体
飛騨川事故（観光バス２台飛騨川に転落、１０４
名死亡。乗客１名につき傷害保険５０万円当社
に付保）発生。当社全額支払い
満期戻長期保険事業免許取得、ペットネーム
「朝日の貯蓄保険」として発売
創立20周年を迎える
全日空機、自衛隊機と空中接触事故（旅客 ・ 乗
員全員死亡。旅客１５５名中１２５名が当社契約
者）発生。当社１億２，５００万円支払い
新代理店制度発足にともない、代理店講習の
自社教育体制を確立 ・ 実施

創立２５周年を記念して朝日火災代理店企業
共済組合設立
自家用自動車保険「ＰＡＰ」認可
創立30周年を迎える
新資本金１３億３，０００万円に（第三者割り当てに
より１００万株を増資、発行済株式総数６００万株）
関連子会社「朝日火災ビジネス・サービス株
式会社」設立
新資本金２４億５００万円に（第三者割り当てによ
り１００万株を増資、発行済株式総数７００万株）
オンラインネットワーク完成
創立４０周年を迎える
朝日火災富士研修センター完成
満期戻総合保険「スーパージャンプ」発売開始
新資本金２５億２３５万円に（第三者割り当てに
より３３万株を増資、発行済株式総数８６９万株）
ホームページ開設
ロードアシスタンスサービス開始
代理店専用ホームページ「ＡＧ－ＮＥＴ」開設
創立50周年を迎える
新代理店制度実施
申込書の代理店オンライン計上開始
「コンプライアンス推進室」設置
満期戻総合保険「スーパージャンプ Ｗ３０型」
発売開始
「医療総合保険」「がん保険」発売開始
「お客様相談センター」設置
「勧誘方針」改定
ホームサポートサービス「生活救急車」開始

火災保険において保険料後払い方式の導入
「朝日火災安心コールセンター」開設（東日本
大震災被災者支援）
野村ホールディングス株式会社の連結子会社
となる
「損害保険募集人一般試験」開始
建設工事保険「建築ものがたり」発売開始
ビジネス総合補償特約付普通火災保険「ビジ
ネス総合保険」発売開始
事業者総合賠償責任保険「ビジバイ」、「BGL」
発売開始
傷害総合保険「天使のお守り」発売開始
自己株式31万9,736株を消却（発行済株式総
数：普通株式897万264株、甲種優先株式208
万4千株）
家庭総合保険「ホームアシスト ラクラクWEB
試算」リリース
全保険種目で24時間365日の事故受付開始
ホームページ全面リニューアル
家庭総合保険申込書の代理店WEBオンライ
ン計上開始
自動車保険承認請求書の代理店WEBオンラ
イン計上開始
個人用自動車保険「ASAP ラクラクWEB試算」
リリース
個人用自動車保険の免責金額設定プラン「ス
マートチョイス」発売開始

「行動規範」作成
リスク細分型自動車総合保険「ASAP（アサッ
プ）」発売開始
「ｅ－ＪＩＢＡＩ」稼働開始
家庭総合保険「ホームアシスト」発売開始
「プライバシーポリシー」作成
「業法第一条の誓い」制定
「内部統制システムの基本方針」決定
次期システム構築プロジェクト開始
本社を東京都千代田区神田美土代町７番地
住友不動産神田ビルに移転
「保険金等支払管理委員会」設置
次世代育成支援対策法認定マーク「くるみん」取得
意向確認書面制度開始
「朝日コンシェルジュサービス」開始
「ＡＬＭ委員会」設置
商品専門試験制度開始
事業者総合賠償責任保険「CGL」発売開始
「海外旅行保険」発売開始
新資本金５０億３１５万円に（第三者割り当てに
より２０８万４千株を増資、発行済株式総数：普
通株式８６９万株、甲種優先株式２０８万４千株）
「勧誘方針」改定
「反社会的勢力対応マニュアル」策定
新資本金５１億５，３１５万円に（第三者割り当て
により６０万株を増資、発行済株式総数：普通
株式９２９万株、甲種優先株式２０８万４千株）
「利益相反管理方針」策定
「経営理念」「行動指針」改定、「モットー」制定
ホームページで自動車保険Ｗeb約款の掲載
開始
自動車保険において保険料後払い方式の導入
自動車保険フリート契約者向けドライブレ
コーダー特約発売
創立６０周年を迎える
「地震保険相談ダイヤル」開設（東日本大震災
被災者支援）

（注1） 三浦敏男および松山久敏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
（注2） 三浦義範、三浦敏男および松山久敏は、会社法第329条に基づき選任された
　　　「監査等委員である取締役」です。
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東京都千代田区神田美土代町７番地
昭和26年2月28日

34ヶ所
9ヶ所

3，168店
520名

５１億５，３１５万円
4,018億円
712億円

897万264株
208万4千株

277名
1名

3

会社概要（平成２7年３月31日現在）
本店の所在地※
設立年月日

営業拠点数※

代理店数
従業員数
資本金
総資産
元受正味保険料（含む収入積立保険料）

発行済株式総数

株主数

添　田　智　則

内　尾　　博

松　下　春　喜

本　田　泰　章

鈴　木　　守

山　田　貴　好

三　浦　義　範

三　浦　敏　男

松　山　久　敏

役員役員（平成２7年7月1日現在）
取締役社長（代表取締役）

専務取締役

常務取締役

常務取締役

常務取締役

取締役

取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員）

朝日火災について

会社沿革
　当社は、昭和２６年２月２８日、野村證券、大和銀行（現りそな銀行）、第一銀行（現みずほ銀行）、そのほか財界人および
有力各社の発起により、資本金５,０００万円をもって設立、登記されました。同年３月１７日、火災、海上および運送保険の
事業免許を受け、営業を開始しました。
　以後当社は、積極的活動と経営の効率化により着実な発展を続け、平成２３年５月２４日、野村ホールディングス株式会社
の連結子会社となり、現在に至っています。

※　本店の所在地、営業拠点数は平成27年7月1日現在のものです。

本支店
サービスセンター

普通株式
甲種優先株式
普通株式
甲種優先株式

この会社案内の経営指標等は、単体決算のものです。

3,126
1,118
768
673
418
405
286
258
244
215

上位10名の株主（平成２7年3月31日現在）

野村土地建物株式会社
野村ホールディングス株式会社
株式会社野村総合研究所
株式会社ジャフコ
株式会社りそな銀行
株式会社みずほ銀行
野村不動産株式会社
髙木証券株式会社
野村殖産株式会社
株式会社杉村倉庫

普通株式

2,084野村土地建物株式会社

甲種優先株式

所有株式数
（千株）

所有株式数
（千株）

  7月
  9月

  10月
平成 １7年 4月
  4月
  11月
平成 １8年 5月
  5月
  6月

  12月
平成 １９年 ４月
  ９月
平成 ２０年 ４月
  １０月
  １１月
平成 ２１年 3月
  ３月
  ３月

  4月
  ４月
  ６月
 
 
  ７月
  １０月
平成 ２２年 ２月

  ４月
  ９月

平成 ２３年 ３月
  ３月

  ４月
  ４月

  ５月

 　 １０月
平成 ２4年 4月
  8月

  11月

平成 25年 １０月
 　 １０月

平成 26年 ３月

  4月
  ４月
  ８月

  10月

  11月

昭和 ２６年 ２月

  ３月
  ３月
昭和 ２７年 ３月

昭和 ２８年 １２月

昭和 ２９年 ３月
  ３月
昭和 ３０年 １２月
昭和 ３６年 ３月
昭和 ４０年 １月

  ２月
昭和 ４３年 ８月

昭和 ４４年 １１月

昭和 ４６年 3月
  7月

昭和 ４８年 ４月

昭和 ５０年 １２月

  １２月
昭和 ５6年 3月
昭和 ６２年 １０月

昭和 ６３年 ９月

  １０月

平成 元年 ４月
平成 ３年 ３月
平成 ５年 ３月
平成 ６年 ４月
平成 9年 11月

平成 １１年 11月
平成 １２年 ７月
　　　　  ９月
平成 １3年 3月
  ４月
  ４月
  ４月
平成 １４年 ７月

平成 １5年 1月
  6月
  8月
平成 １6年 1月

創立総会を日本工業倶楽部で開催
尾上登太郎、初代社長に就任。発行済株式
総数１００万株、資本金５，０００万円。本社を東京
都千代田区大手町２-２ 野村ビル６階に設置
（２月２８日登記）
火災 ・ 海上 ・ 運送保険事業免許取得
営業開始（３月１７日）
本社を東京都千代田区神田鍛冶町２-１０
上野ビルへ移転
新資本金１億円に（１００万株を増資、発行済株
式総数２００万株）
自動車保険事業免許取得
傷害保険 ・ 信用保険事業免許取得
自動車損害賠償責任保険事業免許取得
創立10周年を迎える
新資本金２億５，０００万円に（３００万株を増資、
発行済株式総数５００万株）
鉄道保険部と合体
飛騨川事故（観光バス２台飛騨川に転落、１０４
名死亡。乗客１名につき傷害保険５０万円当社
に付保）発生。当社全額支払い
満期戻長期保険事業免許取得、ペットネーム
「朝日の貯蓄保険」として発売
創立20周年を迎える
全日空機、自衛隊機と空中接触事故（旅客 ・ 乗
員全員死亡。旅客１５５名中１２５名が当社契約
者）発生。当社１億２，５００万円支払い
新代理店制度発足にともない、代理店講習の
自社教育体制を確立 ・ 実施

創立２５周年を記念して朝日火災代理店企業
共済組合設立
自家用自動車保険「ＰＡＰ」認可
創立30周年を迎える
新資本金１３億３，０００万円に（第三者割り当てに
より１００万株を増資、発行済株式総数６００万株）
関連子会社「朝日火災ビジネス・サービス株
式会社」設立
新資本金２４億５００万円に（第三者割り当てによ
り１００万株を増資、発行済株式総数７００万株）
オンラインネットワーク完成
創立４０周年を迎える
朝日火災富士研修センター完成
満期戻総合保険「スーパージャンプ」発売開始
新資本金２５億２３５万円に（第三者割り当てに
より３３万株を増資、発行済株式総数８６９万株）
ホームページ開設
ロードアシスタンスサービス開始
代理店専用ホームページ「ＡＧ－ＮＥＴ」開設
創立50周年を迎える
新代理店制度実施
申込書の代理店オンライン計上開始
「コンプライアンス推進室」設置
満期戻総合保険「スーパージャンプ Ｗ３０型」
発売開始
「医療総合保険」「がん保険」発売開始
「お客様相談センター」設置
「勧誘方針」改定
ホームサポートサービス「生活救急車」開始

火災保険において保険料後払い方式の導入
「朝日火災安心コールセンター」開設（東日本
大震災被災者支援）
野村ホールディングス株式会社の連結子会社
となる
「損害保険募集人一般試験」開始
建設工事保険「建築ものがたり」発売開始
ビジネス総合補償特約付普通火災保険「ビジ
ネス総合保険」発売開始
事業者総合賠償責任保険「ビジバイ」、「BGL」
発売開始
傷害総合保険「天使のお守り」発売開始
自己株式31万9,736株を消却（発行済株式総
数：普通株式897万264株、甲種優先株式208
万4千株）
家庭総合保険「ホームアシスト ラクラクWEB
試算」リリース
全保険種目で24時間365日の事故受付開始
ホームページ全面リニューアル
家庭総合保険申込書の代理店WEBオンライ
ン計上開始
自動車保険承認請求書の代理店WEBオンラ
イン計上開始
個人用自動車保険「ASAP ラクラクWEB試算」
リリース
個人用自動車保険の免責金額設定プラン「ス
マートチョイス」発売開始

「行動規範」作成
リスク細分型自動車総合保険「ASAP（アサッ
プ）」発売開始
「ｅ－ＪＩＢＡＩ」稼働開始
家庭総合保険「ホームアシスト」発売開始
「プライバシーポリシー」作成
「業法第一条の誓い」制定
「内部統制システムの基本方針」決定
次期システム構築プロジェクト開始
本社を東京都千代田区神田美土代町７番地
住友不動産神田ビルに移転
「保険金等支払管理委員会」設置
次世代育成支援対策法認定マーク「くるみん」取得
意向確認書面制度開始
「朝日コンシェルジュサービス」開始
「ＡＬＭ委員会」設置
商品専門試験制度開始
事業者総合賠償責任保険「CGL」発売開始
「海外旅行保険」発売開始
新資本金５０億３１５万円に（第三者割り当てに
より２０８万４千株を増資、発行済株式総数：普
通株式８６９万株、甲種優先株式２０８万４千株）
「勧誘方針」改定
「反社会的勢力対応マニュアル」策定
新資本金５１億５，３１５万円に（第三者割り当て
により６０万株を増資、発行済株式総数：普通
株式９２９万株、甲種優先株式２０８万４千株）
「利益相反管理方針」策定
「経営理念」「行動指針」改定、「モットー」制定
ホームページで自動車保険Ｗeb約款の掲載
開始
自動車保険において保険料後払い方式の導入
自動車保険フリート契約者向けドライブレ
コーダー特約発売
創立６０周年を迎える
「地震保険相談ダイヤル」開設（東日本大震災
被災者支援）

（注1） 三浦敏男および松山久敏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
（注2） 三浦義範、三浦敏男および松山久敏は、会社法第329条に基づき選任された
　　　「監査等委員である取締役」です。
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主な保険商品のご案内
住まいの保険

朝日火災のご契約者サービス　

からだの保険

スーパージャンプ（満期戻総合保険）
充実の補償に加え、満期返れい金が
楽しみな積立型火災保険です。

［スーパージャンプの特長］
１．建物や家財などを対象に、火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹
（ひょう）災、雪災、水災などの災害リスクを幅広く補償します。
２．１回の災害でお受け取りになる保険金が、災害発生時のご契約
金額に満たない限り、何度でも保険金をお受け取りになれま
す。　

３．スーパージャンプは全国一律の保険料率で、かつ建物と家財
が同じ保険料率のため、お客様にわかりやすい火災保険です。

４．保険期間は５年間または６年間で、ご契約の方法はお客様の
ニーズに合わせて各種タイプをご用意しています。

［傷害総合保険の特長］
１．入院は、日帰り入院から1,000日まで補償、通院も1日目から補
償します。

２．傷害事故で介護が必要になった場合は、介護保険金をお支払
いします。　

３．犯罪被害に遭って死亡した場合や重度の後遺障害が生じた場
合は、被害事故補償保険金を上乗せしてお支払いします。

４．天災危険補償特約を追加することで、地震、噴火、津波によるケ
ガも補償します。

５．個人賠償責任危険補償特約を追加することで、日本国内・国外
を問わず、他人にケガをさせた場合や他人の物を壊した場合な
ど法律上の損害賠償責任を負った場合も補償します。

日本国内 ・ 国外を問わず、事故による
ケガを幅広く補償する傷害保険です。

パーソナルアシスト（傷害総合保険）

サービスの種類 対象となるご契約者 内　容

お客様相談サービス すべてのお客様

すべての自動車保険のご契約者

【ロードアシスタンス特約】
　ご契約車両が事故や故障により自力走行不能となっ
た場合、事故・故障現場から修理工場への搬送（レッカー
けん引）費用、落輪時のクレーン作業費用、修理完了後
の車両の引取費用を１事案につき20万円を限度に補償
します。
【故障時緊急修理サービス】
　ご契約車両の故障やトラブルの際、修理業者を手配
し、現場にて30分程度の応急修理軽作業を無料で行い
ます。
＜対象となる無料サービス＞
①キーの閉じ込み時の鍵開け（ヘルパー工具を使用して鍵
開けできる場合に限ります。）　②バッテリーあがり時の
ジャンピング　③パンク時のスペアタイヤ交換（チェーンの
脱着は対象外となります。また、二輪自動車・原動機付き自
転車はサービスの対象外となります。）　④各種オイル漏れ
時の補充　⑤冷却水補給　⑥その他現場で対応できる軽
作業　⑦ロープ使用程度による落輪引上げ作業（1m以内）
⑧燃料切れとなった場合、ガソリンまたは軽油を最大10リッ
トルまで無料で現場にお届け（注）（自宅駐車場および同等と
判断できる場所での燃料切れはサービスの対象外となりま
す。）
（注）電気自動車の電池切れの場合は、レッカーサービスを適用します。

【ＡＳＡＰ限定のサービス】
①臨時代替交通費用サービス
②臨時宿泊費用サービス
③臨時ペット宿泊費用サービス

　本社内に「お客様相談センター」を設置し、保険商品
のご案内やご契約・事故の手続きなどお客様からのお
問い合わせやご相談に当社スタッフが直接お応えして
います。

　カギ・ガラス・水まわりのトラブルに緊急対応サービ
スをご紹介します。（ご利用料金は、お客様負担となり
ますので、あらかじめご了承ください。）

　緊急時の24時間営業ガソリンスタンド、宿泊設備の
ご案内、緊急時のタクシー・レンタカー・整備工場のご
案内などを行います。（ご利用料金は、ご利用者のご負
担となりますので、あらかじめご了承ください。）

以下に該当するご契約車両が対
象です。ただし、2014年11月30
日以前保険始期のご契約に対す
るロードアシスタンスの適用条件
等については、当社ホームページ
（http://www.asahikasai.co.jp/service/

tabid/71/Default.aspx#road20141130）

をご確認ください。
●ＡＳＡＰのご契約車両
●ＰＡＰ（ノンフリート）のご契約車
両

●ＰＡＰ（フリート）にてロードアシ
スタンス特約（注）をセットしたご
契約車両

（注）ロードアシスタンス特約の正式名称は、「車
両緊急時搬送・引取費用補償特約」といい
ます。

※ロードアシスタンスの詳細は、「ご契約のしおり」の「車両緊急時搬送・引取費
用補償特約」および当社ホームページ掲載の「ロードアシスタンス規定」をご
確認ください。

スーパージャンプ・ホームアシス
ト・セーフティ家財総合保険・家
財の味方のご契約者

ロードアシスタンス

カーライフサービス　

ホームサポートサービス
“生活救急車”

朝日火災ならではの保険商品が確かな安心と安全をお届けします。

ホームアシスト（家庭総合保険）
建物や家財を対象に幅広い補償内容を
備えた住宅専用の火災保険です。

［ホームアシストの特長］
１．火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹（ひょう）災、雪災、水災などの
自然災害リスクから、盗難や破損、汚損などの日常災害リスク
まで、お住まいのリスクを幅広く補償します。

２．建物をご契約の場合は、建物罹災時の仮住まい、水道管凍結時
の修理、盗難によるカギの交換なども補償します。　

３．ご契約方法は、お客様のニーズに合わせて「ワイド」、「ベーシッ
ク」、「エコノミー」、「フリー」の4つのプランから補償内容をお
選びいただけます。

４．ご自宅が失火元になった場合に備える類焼損害補償特約など、
更なる充実補償もご希望により追加できます。

　当社では、ご契約者の皆様へ多様なサービスをご提供しています。主なご契約者サービスは次のとおりです。

（平成27年7月1日現在）

※　一部の保険商品名で皆様に馴染みのあるペットネームで表記をしています。
※　ご契約者サービスは、平成27年7月1日現在、当社がご提供させていただいているものです。
　　今後、ご契約の保険期間中であっても、当社の都合によりご契約者サービスの追加・変更・廃止をさせていただく場合もございます。
　あらかじめご了承ください。

0120-115-603
お客様からのご相談・ご要望は 事故のご連絡・ご相談は

受付時間：平日 午前９：００～午後５：００ 年末年始は除きます。  
携帯電話・PHSからもご利用できます。

0120-120-555お客様相談センター 朝日火災あんしんダイヤル
受付時間：２４時間３６５日
携帯電話・PHSからもご利用できます。

くるまの保険

[ＡＳＡＰの特長]
１．ＡＳＡＰにはゴールド免許割引、ＡＳＡＰ安心プラン割引の２つの
専用割引があり、適用条件を満たしたお客様は、割安な保険料
でご契約いただくことができます。

２．ＡＳＡＰはお車の使用目的（注1）によってリスクを細分化し、お客様
に最適な保険料をご提供します。

3．車両保険に車両地震特約（注2）を追加することで、通常の車両保
険では補償されない地震、噴火、津波による車両損害を補償す
ることができます。

4．対人賠償事故、対物賠償事故の場合は、原則として被害者との
示談交渉を含め、当社が事故の解決までお手伝いします。

5．ロードアシスタンス特約（注3）により、レッカーけん引費用等を
20万円まで補償します。また、「故障時緊急修理サービス」がご
利用になれます。さらにASAP限定のサービスとして「臨時代替
交通費用サービス」、「臨時宿泊費用サービス」および「臨時ペッ
ト宿泊費用サービス」がご利用になれます。
（注1） お車の使用目的には 「日常 ・ レジャー使用」、 「通勤 ・ 通学使用」、 「業務使用」 の

３区分がございます。
（注2） 「車両地震特約」の正式名称は 『地震 ・ 噴火 ・ 津波危険 「車両損害」 補償特約』 と

いいます。
（注3） 「ロードアシスタンス特約」の正式名称は「車両緊急時搬送・引取費用補償特約」と

いいます。

上記商品は、平成27年7月1日現在の商品名および補償・サービス内容を記載しています。今後、商品改定により商品名および補償・サービス内容が変更になる
場合もございます。あらかじめご了承ください。

ＡＳＡＰ（個人用自動車保険）
アサップ

ＡＳＡＰは個人のお客様専用の
自動車保険です。
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主な保険商品のご案内
住まいの保険

朝日火災のご契約者サービス　

からだの保険

スーパージャンプ（満期戻総合保険）
充実の補償に加え、満期返れい金が
楽しみな積立型火災保険です。

［スーパージャンプの特長］
１．建物や家財などを対象に、火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹
（ひょう）災、雪災、水災などの災害リスクを幅広く補償します。
２．１回の災害でお受け取りになる保険金が、災害発生時のご契約
金額に満たない限り、何度でも保険金をお受け取りになれま
す。　

３．スーパージャンプは全国一律の保険料率で、かつ建物と家財
が同じ保険料率のため、お客様にわかりやすい火災保険です。

４．保険期間は５年間または６年間で、ご契約の方法はお客様の
ニーズに合わせて各種タイプをご用意しています。

［傷害総合保険の特長］
１．入院は、日帰り入院から1,000日まで補償、通院も1日目から補
償します。

２．傷害事故で介護が必要になった場合は、介護保険金をお支払
いします。　

３．犯罪被害に遭って死亡した場合や重度の後遺障害が生じた場
合は、被害事故補償保険金を上乗せしてお支払いします。

４．天災危険補償特約を追加することで、地震、噴火、津波によるケ
ガも補償します。

５．個人賠償責任危険補償特約を追加することで、日本国内・国外
を問わず、他人にケガをさせた場合や他人の物を壊した場合な
ど法律上の損害賠償責任を負った場合も補償します。

日本国内 ・ 国外を問わず、事故による
ケガを幅広く補償する傷害保険です。

パーソナルアシスト（傷害総合保険）

サービスの種類 対象となるご契約者 内　容

お客様相談サービス すべてのお客様

すべての自動車保険のご契約者

【ロードアシスタンス特約】
　ご契約車両が事故や故障により自力走行不能となっ
た場合、事故・故障現場から修理工場への搬送（レッカー
けん引）費用、落輪時のクレーン作業費用、修理完了後
の車両の引取費用を１事案につき20万円を限度に補償
します。
【故障時緊急修理サービス】
　ご契約車両の故障やトラブルの際、修理業者を手配
し、現場にて30分程度の応急修理軽作業を無料で行い
ます。
＜対象となる無料サービス＞
①キーの閉じ込み時の鍵開け（ヘルパー工具を使用して鍵
開けできる場合に限ります。）　②バッテリーあがり時の
ジャンピング　③パンク時のスペアタイヤ交換（チェーンの
脱着は対象外となります。また、二輪自動車・原動機付き自
転車はサービスの対象外となります。）　④各種オイル漏れ
時の補充　⑤冷却水補給　⑥その他現場で対応できる軽
作業　⑦ロープ使用程度による落輪引上げ作業（1m以内）
⑧燃料切れとなった場合、ガソリンまたは軽油を最大10リッ
トルまで無料で現場にお届け（注）（自宅駐車場および同等と
判断できる場所での燃料切れはサービスの対象外となりま
す。）
（注）電気自動車の電池切れの場合は、レッカーサービスを適用します。

【ＡＳＡＰ限定のサービス】
①臨時代替交通費用サービス
②臨時宿泊費用サービス
③臨時ペット宿泊費用サービス

　本社内に「お客様相談センター」を設置し、保険商品
のご案内やご契約・事故の手続きなどお客様からのお
問い合わせやご相談に当社スタッフが直接お応えして
います。

　カギ・ガラス・水まわりのトラブルに緊急対応サービ
スをご紹介します。（ご利用料金は、お客様負担となり
ますので、あらかじめご了承ください。）

　緊急時の24時間営業ガソリンスタンド、宿泊設備の
ご案内、緊急時のタクシー・レンタカー・整備工場のご
案内などを行います。（ご利用料金は、ご利用者のご負
担となりますので、あらかじめご了承ください。）

以下に該当するご契約車両が対
象です。ただし、2014年11月30
日以前保険始期のご契約に対す
るロードアシスタンスの適用条件
等については、当社ホームページ
（http://www.asahikasai.co.jp/service/

tabid/71/Default.aspx#road20141130）

をご確認ください。
●ＡＳＡＰのご契約車両
●ＰＡＰ（ノンフリート）のご契約車
両

●ＰＡＰ（フリート）にてロードアシ
スタンス特約（注）をセットしたご
契約車両

（注）ロードアシスタンス特約の正式名称は、「車
両緊急時搬送・引取費用補償特約」といい
ます。

※ロードアシスタンスの詳細は、「ご契約のしおり」の「車両緊急時搬送・引取費
用補償特約」および当社ホームページ掲載の「ロードアシスタンス規定」をご
確認ください。

スーパージャンプ・ホームアシス
ト・セーフティ家財総合保険・家
財の味方のご契約者

ロードアシスタンス

カーライフサービス　

ホームサポートサービス
“生活救急車”

朝日火災ならではの保険商品が確かな安心と安全をお届けします。

ホームアシスト（家庭総合保険）
建物や家財を対象に幅広い補償内容を
備えた住宅専用の火災保険です。

［ホームアシストの特長］
１．火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹（ひょう）災、雪災、水災などの
自然災害リスクから、盗難や破損、汚損などの日常災害リスク
まで、お住まいのリスクを幅広く補償します。

２．建物をご契約の場合は、建物罹災時の仮住まい、水道管凍結時
の修理、盗難によるカギの交換なども補償します。　

３．ご契約方法は、お客様のニーズに合わせて「ワイド」、「ベーシッ
ク」、「エコノミー」、「フリー」の4つのプランから補償内容をお
選びいただけます。

４．ご自宅が失火元になった場合に備える類焼損害補償特約など、
更なる充実補償もご希望により追加できます。

　当社では、ご契約者の皆様へ多様なサービスをご提供しています。主なご契約者サービスは次のとおりです。

（平成27年7月1日現在）

※　一部の保険商品名で皆様に馴染みのあるペットネームで表記をしています。
※　ご契約者サービスは、平成27年7月1日現在、当社がご提供させていただいているものです。
　　今後、ご契約の保険期間中であっても、当社の都合によりご契約者サービスの追加・変更・廃止をさせていただく場合もございます。
　あらかじめご了承ください。

0120-115-603
お客様からのご相談・ご要望は 事故のご連絡・ご相談は

受付時間：平日 午前９：００～午後５：００ 年末年始は除きます。  
携帯電話・PHSからもご利用できます。

0120-120-555お客様相談センター 朝日火災あんしんダイヤル
受付時間：２４時間３６５日
携帯電話・PHSからもご利用できます。

くるまの保険

[ＡＳＡＰの特長]
１．ＡＳＡＰにはゴールド免許割引、ＡＳＡＰ安心プラン割引の２つの
専用割引があり、適用条件を満たしたお客様は、割安な保険料
でご契約いただくことができます。

２．ＡＳＡＰはお車の使用目的（注1）によってリスクを細分化し、お客様
に最適な保険料をご提供します。

3．車両保険に車両地震特約（注2）を追加することで、通常の車両保
険では補償されない地震、噴火、津波による車両損害を補償す
ることができます。

4．対人賠償事故、対物賠償事故の場合は、原則として被害者との
示談交渉を含め、当社が事故の解決までお手伝いします。

5．ロードアシスタンス特約（注3）により、レッカーけん引費用等を
20万円まで補償します。また、「故障時緊急修理サービス」がご
利用になれます。さらにASAP限定のサービスとして「臨時代替
交通費用サービス」、「臨時宿泊費用サービス」および「臨時ペッ
ト宿泊費用サービス」がご利用になれます。
（注1） お車の使用目的には 「日常 ・ レジャー使用」、 「通勤 ・ 通学使用」、 「業務使用」 の

３区分がございます。
（注2） 「車両地震特約」の正式名称は 『地震 ・ 噴火 ・ 津波危険 「車両損害」 補償特約』 と

いいます。
（注3） 「ロードアシスタンス特約」の正式名称は「車両緊急時搬送・引取費用補償特約」と

いいます。

上記商品は、平成27年7月1日現在の商品名および補償・サービス内容を記載しています。今後、商品改定により商品名および補償・サービス内容が変更になる
場合もございます。あらかじめご了承ください。

ＡＳＡＰ（個人用自動車保険）
アサップ

ＡＳＡＰは個人のお客様専用の
自動車保険です。
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業 績
着実に堅実に、さらなる飛躍へ。

財務主要データ

平成27年3月期決算

業績推移
　当社は「お客様が心から満足し感動するサービス」を提供することでお客様からの信頼を獲得するとともに、保険引受利益の拡大と堅実な資産

運用を通じて安定的に利益を生む強固な財務基盤を持つ会社になるために、平成25年４月から中期経営計画をスタートさせました。当会計年度に

おいては、中期経営計画の基本方針に則り、営業事務オペレーション改革が進み営業課店との連携による代理店サポート体制の充実が図れ、多店

舗型代理店への販路拡大、大規模モーター代理店の営業展開が図れた一方、保険募集人の適正化による代理店募集網の態勢整備を実行しまし

た。また、資産運用においても、前会計年度に引き続き、責任準備金対応債券による運用、為替ヘッジおよび保有株式の売却等を行い、リスクの低

減に努めました。

主要指標

この会社案内の経営指標等は、単体決算のものです。

※　ソルベンシー ・ マージン比率
　当社の平成27年3月期における「ソルベンシー ・ マージン比
率」は、804.9％となっております。
　損害保険会社は、通常の予測を超える危険が発生した場合
でも十分な支払能力を保持しておく必要があり、ソルベン
シー ・ マージン比率は、その支払余力を示す客観的な判断指標
です。この数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の
充実の状況が適当である」とされています。

　保険会社の収益にあたる
もの。事業会社の売上高に
あたります。

　元受正味保険料から再保
険料を加減し、積立保険料
を控除した売上高です。

　元受正味保険金と他の保
険会社へ再保険で支払った
受再保険金の合計額から再
保険者から受取る回収再保
険金を控除した額です。

決算のしくみ （単位：百万円）

保険引受収益 81,393
正味収入保険料 31,506
収入積立保険料 27,763
積立保険料等運用益 4,346
その他 17,777

資産運用収益 7,339
利息及び配当金収入 6,015
有価証券売却益 5,449
積立保険料等運用益振替 4,346
その他 220

その他経常収益 129

経常収益 88,862

特別損益 5,761

法人税等 1,392

当期純利益 1,035

経常費用 80,673

経常利益 8,188

保険引受費用 72,101
正味支払保険金 20,514
損害調査費 1,344
諸手数料及び集金費 6,191
満期返戻金 43,907
その他 142

資産運用費用 90
有価証券売却損 19
有価証券評価損 13
その他 56

営業費及び一般管理費  8,451
うち保険引受に係る
営業費及び一般管理費
その他経常費用 31

8,396

総
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円
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71,250

34,011
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448

403,437

29,175
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（単位 ： 百万円）

（含む収入積立保険料）（注1）

（注2）

（注3）

（※）

元 受 正 味 保 険 料

正 味 収 入 保 険 料

正 味 支 払 保 険 金

利息及び配当金収入

経 常 利 益

当 期 純 利 益

総 資 産

純 資 産

指　標 平成25年
3月期

平成26年
3月期

64.7％

47.8％

1.26％

519.6％

65.0％

48.3％

1.30％

588.4％

平成27年
3月期

69.4％

46.3％

1.72％

804.9％

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

運 用 資 産 利 回 り

ソ ル ベ ン シ ー・
マ ー ジ ン 比 率　

（注1） 　元受正味保険料 ：

（注2） 　正味収入保険料 ：

（注3） 　正味支払保険金 ：

（含む収入積立保険料）

※　責任準備金
　将来の保険金などの支払いに備えてあらかじめ積み立てておく準備金のことで、次年度以降の保険金支払いに対
応する保険料を積み立てる「普通責任準備金」、積立保険の満期返戻金や契約者配当金の支払いに備えて積み立
てる「払戻積立金」、「契約者配当準備金」、また、通常の予測を超えるような大災害による保険金支払いに備えて積
み立てる「異常危険準備金」などがあります。

■正味収入保険料の構成比 ■総資産の内容
【平成27年3月期】 【平成27年3月期】

正味収入保険料

総資産

責任準備金

自動車保険
39.4％
自動車保険
39.4％

火災保険
16.2％
火災保険
16.2％

傷害保険
9.1％
傷害保険
9.1％

自賠責保険
13.6％
自賠責保険
13.6％

満期戻長期保険
　　 4.8％

満期戻長期保険
　　 4.8％

その他 16.9％その他 16.9％

合計315億円合計315億円
有価証券
92.0％
有価証券
92.0％

コールローン 2.0％コールローン 2.0％
現金・預貯金 2.0％現金・預貯金 2.0％ その他 4.0％その他 4.0％

合計4,018億円合計4,018億円
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業 績
着実に堅実に、さらなる飛躍へ。

財務主要データ

平成27年3月期決算

業績推移
　当社は「お客様が心から満足し感動するサービス」を提供することでお客様からの信頼を獲得するとともに、保険引受利益の拡大と堅実な資産

運用を通じて安定的に利益を生む強固な財務基盤を持つ会社になるために、平成25年４月から中期経営計画をスタートさせました。当会計年度に

おいては、中期経営計画の基本方針に則り、営業事務オペレーション改革が進み営業課店との連携による代理店サポート体制の充実が図れ、多店

舗型代理店への販路拡大、大規模モーター代理店の営業展開が図れた一方、保険募集人の適正化による代理店募集網の態勢整備を実行しまし

た。また、資産運用においても、前会計年度に引き続き、責任準備金対応債券による運用、為替ヘッジおよび保有株式の売却等を行い、リスクの低

減に努めました。

主要指標

この会社案内の経営指標等は、単体決算のものです。

※　ソルベンシー ・ マージン比率
　当社の平成27年3月期における「ソルベンシー ・ マージン比
率」は、804.9％となっております。
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シー ・ マージン比率は、その支払余力を示す客観的な判断指標
です。この数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の
充実の状況が適当である」とされています。

　保険会社の収益にあたる
もの。事業会社の売上高に
あたります。

　元受正味保険料から再保
険料を加減し、積立保険料
を控除した売上高です。

　元受正味保険金と他の保
険会社へ再保険で支払った
受再保険金の合計額から再
保険者から受取る回収再保
険金を控除した額です。

決算のしくみ （単位：百万円）
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（注1） 　元受正味保険料 ：

（注2） 　正味収入保険料 ：

（注3） 　正味支払保険金 ：

（含む収入積立保険料）

※　責任準備金
　将来の保険金などの支払いに備えてあらかじめ積み立てておく準備金のことで、次年度以降の保険金支払いに対
応する保険料を積み立てる「普通責任準備金」、積立保険の満期返戻金や契約者配当金の支払いに備えて積み立
てる「払戻積立金」、「契約者配当準備金」、また、通常の予測を超えるような大災害による保険金支払いに備えて積
み立てる「異常危険準備金」などがあります。

■正味収入保険料の構成比 ■総資産の内容
【平成27年3月期】 【平成27年3月期】

正味収入保険料

総資産

責任準備金

自動車保険
39.4％
自動車保険
39.4％

火災保険
16.2％
火災保険
16.2％

傷害保険
9.1％
傷害保険
9.1％

自賠責保険
13.6％
自賠責保険
13.6％

満期戻長期保険
　　 4.8％

満期戻長期保険
　　 4.8％

その他 16.9％その他 16.9％

合計315億円合計315億円
有価証券
92.0％
有価証券
92.0％

コールローン 2.0％コールローン 2.0％
現金・預貯金 2.0％現金・預貯金 2.0％ その他 4.0％その他 4.0％
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神戸

姫路 京都

8

営業ネットワーク

9

営業店一覧

サービスセンター一覧
朝日火災ならいつでも、どこでも安心。万全のサービスを提供します。

（平成２7年７月１日現在）

※サービスセンター併設店

高崎支店※

〒３７０－００５２ 群馬県高崎市旭町４４－２ 旭町ビル
TEL.０２７（３２２）３７３９

新潟支店
〒９５１－８０６８ 新潟県新潟市中央区上大川前通六番町１２１５－７ 新潟野村證券ビル
TEL.０２５（２２５）１７００

金沢支店
〒９２０－００３１ 石川県金沢市広岡１－１－３５ 金沢第二ビル
TEL.０７６（２３３）２８８４

営業第一部　営業第二部　ミディ部
〒１０１－８６５５ 東京都千代田区神田美土代町７番地
TEL.０３（３２９４）２１１１

 本 店※

水戸支店
〒３１０－００２１ 茨城県水戸市南町２－６－１８ オカバ水戸ビル
TEL.０２９（２３１）１９９１

宇都宮支店
〒３２０－０８１１ 栃木県宇都宮市大通り１－４－２２ MSC第2ビル
TEL.０２８（６２４）８５８１

さいたま支店
〒３３０－０８０２ 埼玉県さいたま市大宮区宮町2－３5 大宮MTビル
TEL.０４８（６４４）７７４４

千葉支店
〒２６０－００28 千葉県千葉市中央区新町3－１3 千葉TNビル
TEL.０４３（２４６）６２３６

新宿支店
〒１６3－０536 東京都新宿区西新宿1－２6－2 新宿野村ビル
TEL.０３（３３４３）４５７６

西東京支店
〒１９０－００２２ 東京都立川市錦町１－７－１８ 立川エフビル
TEL.０４２（５２４）８２０５

横浜支店
〒２３１－００１５ 神奈川県横浜市中区尾上町４－５２ 横浜野村證券ビル
TEL.０４５（６４１）８６１２

首都圏営業本部

東日本営業本部
札幌支店※

〒０６０－０００3 北海道札幌市中央区北三条西4丁目１－１ 日本生命札幌ビル
TEL.０１１（２３１）７３２１

北東北支店
〒０２０－００３４ 岩手県盛岡市盛岡駅前通８－１７ 明治安田生命盛岡駅前ビル
TEL.０１９（６５３）３０５１

仙台支店※

〒９８０－００１４ 宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０ 仙台本町ビル
TEL.０２２（２２１）７６２１

郡山支店
〒９６３－８００２ 福島県郡山市駅前２－５－１２ 郡山野村證券ビル
TEL.０２４（９２３）４０６５

岐阜支店
〒５００－８８１３ 岐阜県岐阜市明徳町１０ 杉山ビル
TEL.０５８（２６３）３１９１

静岡支店※

〒４２０－０８５７ 静岡県静岡市葵区御幸町４－１ アーバンネット静岡ビル
TEL.０５４（２５３）３１５１

浜松支店
〒４３０－０９３６ 静岡県浜松市中区大工町１２５ 大発地所ビルディング
TEL.０５３（４５４）８３９６

四日市支店
〒５１０－００６７ 三重県四日市市浜田町５－２７ 第三加藤ビル
TEL.０５９（３５１）７２１５

松本支店
〒３９０－０８１５ 長野県松本市深志２－５－２ 県信松本深志ビル
TEL.０２６３（３２）９３７４

中部営業本部

上越・北陸営業本部
岡山支店
〒７００－０９０１ 岡山県岡山市北区本町2－5 ちゅうぎん駅前ビル
TEL.０８６（２２５）０５０５

広島支店※

〒７３０－００３1 広島県広島市中区紙屋町２－１－22 広島興銀ビル
TEL.０８２（２４７）２４３１

福岡支店※

〒８１０－０００１ 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ 福岡天神センタービル
TEL.０９２（７１２）３３１１

北九州支店
〒８０２－０００５ 福岡県北九州市小倉北区堺町１－２－１６ 十八銀行第一生命共同ビルディング
TEL.０９３（５５１）５８８１

熊本支店
〒８６０－０８０4 熊本県熊本市中央区辛島町３－２０ NBF熊本ビル
TEL.０９６（３２４）２３３２

大分支店
〒８７０－００34 大分県大分市都町1－2－1 大分中央通りビル
TEL.０９７（５３４）６０１１

鹿児島支店
〒８９２－０８４４ 鹿児島県鹿児島市山之口町１－１０ 鹿児島中央ビル
TEL.０９９（２２２）８１４１　　　

西日本営業本部

京都支店
〒６００－８４１１ 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６１２ 四条烏丸ビル
TEL.０７５（２１１）４２２１

神戸支店
〒６５０－００３４ 兵庫県神戸市中央区京町７１ 山本ビル
TEL.０７８（３２１）０７０１

姫路支店
〒６７０－０９０２ 兵庫県姫路市白銀町２４ みなと銀行第一生命共同ビルディング
TEL.０７９（２８１）３５３５

近畿・四国営業本部

〒５４１－８５０８ 大阪府大阪市中央区本町３－４－１０ 本町野村ビル
TEL.０６（６２６５）２８００

大阪支店※

〒４６０－０００３ 愛知県名古屋市中区錦２－１９－６ 名古屋野村證券第二ビル
TEL.０５２（２３１）４４６１

名古屋支店※
東海サービスセンター
〒４２０－０８５７ 静岡県静岡市葵区御幸町４－１ アーバンネット静岡ビル
TEL.０５４（６５２）２５６１

近畿サービスセンター
〒５４１－８５０８ 大阪府大阪市中央区本町３－４－１０ 本町野村ビル
TEL.０６（６２６５）２８０５

中四国サービスセンター
〒７３０－００３1 広島県広島市中区紙屋町2－1－22 広島興銀ビル
TEL.０８２（２４７）２４５１

九州サービスセンター
〒８１０－０００１ 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ 福岡天神センタービル
TEL.０９２（７１２）３３５６

北海道サービスセンター
〒０６０－０００3 北海道札幌市中央区北三条西4丁目１－１ 日本生命札幌ビル
TEL.０１１（２３１）７６３１

東北サービスセンター
〒９８０－００１４ 宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０ 仙台本町ビル
TEL.０２２（２６１）９４３０

上信越サービスセンター
〒３７０－００５２ 群馬県高崎市旭町４４－２ 旭町ビル
TEL.０２７（３２０）７５０５

本店サービスセンター
〒１０１－８６５５ 東京都千代田区神田美土代町７番地 住友不動産神田ビル
TEL.０３（３２９４）２１４２

中部サービスセンター
〒４６０－０００３ 愛知県名古屋市中区錦２－１９－６ 名古屋野村證券第二ビル
TEL.０５２（２３１）４５２５

高松支店
〒７６０－００２３ 香川県高松市寿町１－１－１２ パシフィックシティ高松
TEL.０８７（８２１）５５８１

松山支店
〒７９０－０003 愛媛県松山市三番町6－8－1 太陽生命松山ビル
TEL.０８９（９４３）７６０５

上越・北陸営業本部

高崎支店
金沢支店

新潟支店

近畿・四国営業本部

高松支店
松山支店

支店：3

支店：5
岐阜支店
静岡支店
浜松支店
四日市支店
松本支店

　損害保険の募集は当社と委託契約を締結した代理店が行っています。損害保険代理店は当社の営業店
で募集しております。また、一定期間当社の社員として雇用の上、多くの専門知識を習得した後、当社の専
業代理店として独立する代理店研修生制度もあります。

損害保険代理店

営業部 : 2　ミディ部 : 1
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神戸

姫路 京都

8

営業ネットワーク

9

営業店一覧

サービスセンター一覧
朝日火災ならいつでも、どこでも安心。万全のサービスを提供します。

（平成２7年７月１日現在）

※サービスセンター併設店

高崎支店※

〒３７０－００５２ 群馬県高崎市旭町４４－２ 旭町ビル
TEL.０２７（３２２）３７３９

新潟支店
〒９５１－８０６８ 新潟県新潟市中央区上大川前通六番町１２１５－７ 新潟野村證券ビル
TEL.０２５（２２５）１７００

金沢支店
〒９２０－００３１ 石川県金沢市広岡１－１－３５ 金沢第二ビル
TEL.０７６（２３３）２８８４

営業第一部　営業第二部　ミディ部
〒１０１－８６５５ 東京都千代田区神田美土代町７番地
TEL.０３（３２９４）２１１１

 本 店※

水戸支店
〒３１０－００２１ 茨城県水戸市南町２－６－１８ オカバ水戸ビル
TEL.０２９（２３１）１９９１

宇都宮支店
〒３２０－０８１１ 栃木県宇都宮市大通り１－４－２２ MSC第2ビル
TEL.０２８（６２４）８５８１

さいたま支店
〒３３０－０８０２ 埼玉県さいたま市大宮区宮町2－３5 大宮MTビル
TEL.０４８（６４４）７７４４

千葉支店
〒２６０－００28 千葉県千葉市中央区新町3－１3 千葉TNビル
TEL.０４３（２４６）６２３６

新宿支店
〒１６3－０536 東京都新宿区西新宿1－２6－2 新宿野村ビル
TEL.０３（３３４３）４５７６

西東京支店
〒１９０－００２２ 東京都立川市錦町１－７－１８ 立川エフビル
TEL.０４２（５２４）８２０５

横浜支店
〒２３１－００１５ 神奈川県横浜市中区尾上町４－５２ 横浜野村證券ビル
TEL.０４５（６４１）８６１２

首都圏営業本部

東日本営業本部
札幌支店※

〒０６０－０００3 北海道札幌市中央区北三条西4丁目１－１ 日本生命札幌ビル
TEL.０１１（２３１）７３２１

北東北支店
〒０２０－００３４ 岩手県盛岡市盛岡駅前通８－１７ 明治安田生命盛岡駅前ビル
TEL.０１９（６５３）３０５１

仙台支店※

〒９８０－００１４ 宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０ 仙台本町ビル
TEL.０２２（２２１）７６２１

郡山支店
〒９６３－８００２ 福島県郡山市駅前２－５－１２ 郡山野村證券ビル
TEL.０２４（９２３）４０６５

岐阜支店
〒５００－８８１３ 岐阜県岐阜市明徳町１０ 杉山ビル
TEL.０５８（２６３）３１９１

静岡支店※

〒４２０－０８５７ 静岡県静岡市葵区御幸町４－１ アーバンネット静岡ビル
TEL.０５４（２５３）３１５１

浜松支店
〒４３０－０９３６ 静岡県浜松市中区大工町１２５ 大発地所ビルディング
TEL.０５３（４５４）８３９６

四日市支店
〒５１０－００６７ 三重県四日市市浜田町５－２７ 第三加藤ビル
TEL.０５９（３５１）７２１５

松本支店
〒３９０－０８１５ 長野県松本市深志２－５－２ 県信松本深志ビル
TEL.０２６３（３２）９３７４

中部営業本部

上越・北陸営業本部
岡山支店
〒７００－０９０１ 岡山県岡山市北区本町2－5 ちゅうぎん駅前ビル
TEL.０８６（２２５）０５０５

広島支店※

〒７３０－００３1 広島県広島市中区紙屋町２－１－22 広島興銀ビル
TEL.０８２（２４７）２４３１

福岡支店※

〒８１０－０００１ 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ 福岡天神センタービル
TEL.０９２（７１２）３３１１

北九州支店
〒８０２－０００５ 福岡県北九州市小倉北区堺町１－２－１６ 十八銀行第一生命共同ビルディング
TEL.０９３（５５１）５８８１

熊本支店
〒８６０－０８０4 熊本県熊本市中央区辛島町３－２０ NBF熊本ビル
TEL.０９６（３２４）２３３２

大分支店
〒８７０－００34 大分県大分市都町1－2－1 大分中央通りビル
TEL.０９７（５３４）６０１１

鹿児島支店
〒８９２－０８４４ 鹿児島県鹿児島市山之口町１－１０ 鹿児島中央ビル
TEL.０９９（２２２）８１４１　　　

西日本営業本部

京都支店
〒６００－８４１１ 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６１２ 四条烏丸ビル
TEL.０７５（２１１）４２２１

神戸支店
〒６５０－００３４ 兵庫県神戸市中央区京町７１ 山本ビル
TEL.０７８（３２１）０７０１

姫路支店
〒６７０－０９０２ 兵庫県姫路市白銀町２４ みなと銀行第一生命共同ビルディング
TEL.０７９（２８１）３５３５

近畿・四国営業本部

〒５４１－８５０８ 大阪府大阪市中央区本町３－４－１０ 本町野村ビル
TEL.０６（６２６５）２８００

大阪支店※

〒４６０－０００３ 愛知県名古屋市中区錦２－１９－６ 名古屋野村證券第二ビル
TEL.０５２（２３１）４４６１

名古屋支店※
東海サービスセンター
〒４２０－０８５７ 静岡県静岡市葵区御幸町４－１ アーバンネット静岡ビル
TEL.０５４（６５２）２５６１

近畿サービスセンター
〒５４１－８５０８ 大阪府大阪市中央区本町３－４－１０ 本町野村ビル
TEL.０６（６２６５）２８０５

中四国サービスセンター
〒７３０－００３1 広島県広島市中区紙屋町2－1－22 広島興銀ビル
TEL.０８２（２４７）２４５１

九州サービスセンター
〒８１０－０００１ 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ 福岡天神センタービル
TEL.０９２（７１２）３３５６

北海道サービスセンター
〒０６０－０００3 北海道札幌市中央区北三条西4丁目１－１ 日本生命札幌ビル
TEL.０１１（２３１）７６３１

東北サービスセンター
〒９８０－００１４ 宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０ 仙台本町ビル
TEL.０２２（２６１）９４３０

上信越サービスセンター
〒３７０－００５２ 群馬県高崎市旭町４４－２ 旭町ビル
TEL.０２７（３２０）７５０５

本店サービスセンター
〒１０１－８６５５ 東京都千代田区神田美土代町７番地 住友不動産神田ビル
TEL.０３（３２９４）２１４２

中部サービスセンター
〒４６０－０００３ 愛知県名古屋市中区錦２－１９－６ 名古屋野村證券第二ビル
TEL.０５２（２３１）４５２５

高松支店
〒７６０－００２３ 香川県高松市寿町１－１－１２ パシフィックシティ高松
TEL.０８７（８２１）５５８１

松山支店
〒７９０－０003 愛媛県松山市三番町6－8－1 太陽生命松山ビル
TEL.０８９（９４３）７６０５

京都京都京都

神戸神戸神戸神戸神戸神戸

上越・北陸営業本部

高崎支店
金沢支店

新潟支店姫路姫路姫路姫路姫路姫路姫路

神戸神戸神戸神戸神戸

近畿・四国営業本部

高松支店
松山支店

神戸神戸神戸神戸神戸

支店：3

支店：5
岐阜支店
静岡支店
浜松支店
四日市支店
松本支店

　損害保険の募集は当社と委託契約を締結した代理店が行っています。損害保険代理店は当社の営業店
で募集しております。また、一定期間当社の社員として雇用の上、多くの専門知識を習得した後、当社の専
業代理店として独立する代理店研修生制度もあります。

損害保険代理店

営業部 : 2　ミディ部 : 1
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