
9



経営理念
　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。

行動指針
　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。

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。

■

■

■

「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。

■

■

■



トップメッセージ
いつも格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、楽天損害保険株式会社に社名変更して、ちょうど１年が経過いた

しました。その初年度は、風水災として史上最大の保険金支払額となった台

風21号が発生するなど、未曽有の自然災害に見舞われた年となりました。こ

の場をお借りし、あらためて被災された方々に心からお見舞い申し上げたい

と存じます。

2018年度は、「お客様に迅速かつ適切に保険金をお支払いさせていただ

く」という点において、損害保険事業の真価が問われる年となりましたが、お

かげさまで、保険金のお支払い部門だけでなく、営業部門や管理部門も含

め、全社員一丸となって取り組んだ結果、前年比55.0%増の年間事故受付

件数134,190件に対し、3月末時点で99.7%以上のお支払いを完了させて

いただくことができました。

楽天グループの一員として2年目を迎えた当社は、従来の代理店チャネル

での保険販売に加え、楽天グループのお客様に、新しい方法で、新しい価値

を本格的に提供するステージに入りました。

楽天グループは、つねに新しい挑戦を続け、店舗網の拡大に加え、携帯電

話事業への参入や利便性の高い新たな決済システムの構築など、日々進化

発展を遂げ、顧客基盤を拡大しております。

当社も、既成概念に捉われないユニークな発想で、お客様の新たな保険

ニーズにお応えし、お客様の利便性を高めながら、より一層の成長を目指し

てまいります。

今後も変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。

2019年7月

楽天損害保険株式会社

代表取締役社長



会社概要

会社沿革

（2019年3月31日現在）

1951年  ２月

  ３月

1952年  ３月

2006年  ６月

2018年  ３月

  ７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）

朝日火災海上保険株式会社として営業開始 （３月１７日）

東京都千代田区神田鍛冶町2－10　上野ビルへ移転

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へ移転

楽天株式会社の子会社となる

楽天損害保険株式会社へ社名変更

役員（2019年7月1日現在）

大株主（2019年3月31日現在）
楽天インシュアランスホールディングス 16,891千株

楽天損保について

東京都千代田区神田美土代町７番地

1951年2月28日

26ヶ所

1ヶ所

7ヶ所

3ヶ所

1，687店

595名

５１億５，３１５万円

3,174億円

633億円

16,891千株

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

穂　坂　雅　之

橋　谷　有　造

多 田 健 太 郎

大　塚　祐　介

斉　藤　光　洋

武　田　和　徳

並　木　哲　也

角　谷　洋　一

森　本　大　介

金　澤　浩　志

取締役会長

取締役副会長

代表取締役社長 執行役員

取締役 執行役員
最高執行責任者COO
（Chief Operating Officer）

取締役 執行役員

取締役

取締役

監査役（常勤）

社外監査役

社外監査役

※　営業拠点数は2019年7月1日現在のものです。

本支店

オフィス

サービスセンター

サービスオフィス

　当社は、1951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、朝日火災海上保険株式会社として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、2018年3月30日、楽天株式会社の子会社となり、同
年7月2日付で、「楽天損害保険株式会社」に社名変更しました。
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【1】 インターネット完結商品の販売開始
当社は、2018年10月から自転車ユーザー向け傷害総合保険「サイクルアシスト」の販売を開始しました。さらに、

2018年12月から住宅向け火災保険である家庭総合保険「ホームアシスト」、2019年２月から賃貸住宅入居者向け家財
の火災保険「リビングアシスト」、2019年３月からゴルファー向け傷害総合保険「ゴルフアシスト」ならびに海外旅行保険
および国内旅行保険「トラベルアシスト」の販売を開始しました。
当社は、１年間で５商品のインターネット完結商品の販売を開始しました。今後もお客様のニーズに合わせた商品や

サービスを拡充することで、より一層お客様の満足度の向上に努めてまいります。

【2】 １日保険シリーズの販売開始
当社は、2019年４月から楽天グループの無料通話＆メッセージアプリ「Rakuten Viber」の利用者向けに、国内旅行

傷害保険「１日保険シリーズ」の販売を開始しました。「１日保険シリーズ」は、楽天会員かつ「Rakuten Viber」の利用者
を対象に、スポーツ観戦・野外フェス等、近年、多様化するアクティビティを安心してお楽しみいただくために、当日申込
を可能とした、スピーディにご加入いただける保険です。本保険には、「スポーツ保険」、「国内旅行保険」、「お出かけ安心
レジャー保険」、「ゴルフ保険」、「イベント・スポーツ観賞保険」と５つのアクティビティに備えた補償が含まれ、１日200円
から加入することができます。今後も楽天グループのシナジーを生かし、商品ラインナップの拡充やサービス向上を
図ってまいります。

【3】 受賞歴・第三者機関からの評価

トピックス

価格.com 保険アワード 火災保険の部 ３年連続総合第１位

オリコン顧客満足度ランキング 自転車保険 第１位

J.D. パワー 顧客満足度調査 2018年自動車保険新規加入満足度調査２年連続No.1＜代理店系保険会社部門＞

　　　　　　　　　　　　　2018年自動車保険契約者満足度調査No.1＜代理店系保険会社部門＞

価格.com 保険アワード 火災保険の部 ２年連続総合第１位

J.D. パワー 顧客満足度調査 2017年自動車保険新規加入満足度調査No.1＜代理店系保険会社部門＞

価格.com 保険アワード 火災保険の部総合第１位

2019.4

2019.1

2018.7

2018.4

2017.7

2017.4
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スーパージャンプ（満期戻火災保険）
充実の補償はもちろん、満期返れい金の
お楽しみがある一時払火災保険です。

［スーパージャンプの特長］
１．保険期間は５年間、保険料払込方法は一時払の満期返れい金
がある火災保険です。

２．建物や家財などを対象に、火災、落雷、破裂または爆発、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幅広く補償します。

３．万が一、全焼してしまっても、損害保険金に加えて、全損時特別
費用保険金をお支払いします。

４．１回の災害でお支払いする保険金が保険金額の全額に満たな
い限り、何度でも保険金をお支払いし、満期時には満期返れい
金をお支払いします。

５．ご契約時に建物の再調達価額の評価を適正に行うことにより、
建物が古くなっても、物価変動があっても、保険金額を限度に
実際の損害額を保険金としてお支払いします。

［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．犯罪被害やひき逃げ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．個人賠償責任危険補償特約をセットすることで、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
に負担する法律上の損害賠償責任も補償します。

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）

「傷害総合保険」のネット完結型自転車向けプランです。

サイクルアシスト（傷害総合保険）

「傷害総合保険」のネット完結型ゴルファー向けプランです。

ゴルフアシスト（傷害総合保険）

ネット完結型の海外旅行保険、国内旅行傷害保険です。

トラベルアシスト（海外旅行保険）（国内旅行傷害保険）

楽天損保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）
建物や家財等を対象に幅広い補償内容を
備えた住宅向けの火災保険です。

［ホームアシストの特長］
１．火災、落雷、破裂または爆発、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．お客様のニーズに合わせて補償内容をお選びいただけます。
４．インターネットでのお申込みによりキャッシュレス、ペーパーレ
スでご契約いただけます。

[ＡＳＡＰの特長]
1．ＡＳＡＰには専用割引としてゴールド免許割引があり、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けます。

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．ロードアシスタンス特約注2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」をご利
用いただけます。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」もご利用いただけます。
注1　「日常 ・ レジャー使用」、 「通勤 ・ 通学使用」、 「業務使用」 の３区分があります。
注2　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、2019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。

3

住まいの保険

くるまの保険 からだの保険

主な保険商品のご案内
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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】
　ご契約のお車が事故や故障により自力走行不能となった場
合に、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】
　ご契約のお車の故障やトラブルの場合、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・紛失時の鍵開け（現場で鍵開けできる場
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に、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※２
（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。）
※2　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。

　緊急時の24時間営業ガソリンスタンド、宿泊設備、タク
シー、レンタカー、整備工場、代替交通手段のご案内を行いま
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。ロードアシスタンスの詳
細および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※１をセットしたご
契約車両

※1　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

カーライフサービス　

　水廻り・カギ・ガラス・エアコン・給湯器のトラブルにかか
わる応急処置に対応します。（部品代および30分程度の
応急処置を超える作業料は、お客様負担となりますので、
あらかじめご了承ください。）

賃貸居住者専用火災保険「リビン
グアシスト総合保険」のご契約者
（注）一部対象外の契約もあります。

緊急サポートサービス

　水廻り・カギ・ガラス・エアコン・給湯器のトラブルにかかわ
る応急処置に対応します。（作業料等のご利用料金はご契約
の保険始期によってお客様負担となります。また、部品代は
お客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。）

ホームアシスト、スーパージャンプ
のご契約者

ハウスアシスタンス
サービス

　ALSOK社の隊員が事故現場に無料でかけつけ、事故現場
の安全確保、事故状況の確認、事故現場の記録、ロードアシ
スタンスの出動要請を行うサービスです。(お車の故障やト
ラブルによるロードアシスタンスのみ利用の場合は対象外
となりますので、あらかじめご了承ください。)

ASAPのご契約者
あんしん事故現場
かけつけサービス

　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。
（2019年7月1日現在）

・ご契約者サービスの詳細は、当社ホームページをご確認ください。
・一部の保険商品名は、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、2019年7月1日現在販売している保険商品に対し、当社がご提供させていただいているものを記載しています。
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がございます。
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 楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル
受付時間：２４時間３６５日
携帯電話・PHSからもご利用できます。

ご契約者サービス
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お客様本位の商品開発を進めた結果、2018年度は、住宅向け火災保険「ホームアシスト」が、価格.com 保険アワードで３年連続（2017・2018・

2019年度）総合第１位を獲得しました。また、傷害総合保険（ペットネーム:サイクルアシスト）は、株式会社 oriconMEが発表した2019年 オリコ

ン顧客満足度ランキング 自転車保険において、第１位を受賞しました。資産運用については、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。

 （単位：百万円）

保険引受収益 81,066
正味収入保険料 36,296
収入積立保険料 15,176
積立保険料等運用益 2,368
その他 27,224

資産運用収益 10,819
利息及び配当金収入 6,002
有価証券売却益 7,150
積立保険料等運用益振替 ▲2,368
その他 34

その他経常収益 212

経常収益 92,098

特別損益 ▲215

法人税等 ▲155

当期純利益 377

経常費用 91,660

経常利益 438

保険引受費用 78,704
正味支払保険金 32,297
損害調査費 2,020
諸手数料及び集金費 8,204
満期返戻金 36,015
その他 166

資産運用費用 2,165
有価証券売却損 1,320
有価証券評価損 393
その他 451

営業費及び一般管理費  10,716
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 73

10,634

着実に堅実に、さらなる飛躍へ。

財務主要データ

2019年3月期決算

業 績

　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。

指　標 前期比
増減率

2017年
3月期

79,749

36,619

18,324

1,454

555

368,905

38,325

2018年
3月期

66,294

37,005

20,845

▲3,947

▲3,125

346,204

33,267

2019年
3月期

63,336

36,296

32,297

438

377

317,484

32,220

▲4.5％

▲1.9％

54.9％

―

―

▲8.3％

▲3.1％

（単位 ： 百万円）

（含む収入積立保険料）
※1

※2

※3

元 受 正 味 保 険 料

正 味 収 入 保 険 料

正 味 支 払 保 険 金

経 常 利 益

当 期 純 利 益

総 資 産

純 資 産

※1 　元受正味保険料 ：

※2 　正味収入保険料 ：

※3 　正味支払保険金 ：

（含む収入積立保険料）
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※ソルベンシー・マージン比率は、大災害や資産の大幅な価格下落な
ど、通常の予測を超えて発生するリスクに対応するための「支払余
力」を意味しており、その比率が通常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。

総
資
産
、責
任
準
備
金（
億
円
）

正
味
収
入
保
険
料（
億
円
）

2017年3月期 2018年3月期

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

0

350

300

250

200

0
2019年3月期

366366
３,689

2,894

370370

※

３,462

2,672

362362

３,174

2,417

業績推移

主要指標

指　標 2017年
3月期

53.9％

48.4％

1.76％

731.6％

2018年
3月期

60.7％

49.2％

1.99％

694.5％

2019年
3月期

94.5％

51.9％

2.29％

636.6％

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

※　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」および「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
【2019年3月期】 【2019年3月期】

正味収入保険料

総資産

責任準備金

自動車保険
46.7％
自動車保険
46.7％

火災保険
27.8％
火災保険
27.8％

傷害保険
5.9％
傷害保険
5.9％

自賠責保険
8.7％

自賠責保険
8.7％

満期戻長期保険
1.6％

満期戻長期保険
1.6％

その他9.3％その他9.3％

合計362億円合計362億円
有価証券
79.4％
有価証券
79.4％

現金・預貯金7.7％現金・預貯金7.7％

その他12.9％その他12.9％

合計3,174億円合計3,174億円
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※サービスセンター・サービスオフィス併設店

〒１０１－８６５５ 東京都千代田区神田美土代町７番地
TEL.０３（３２９４）２１１１

 本 店※

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
〒０２０－００22 岩手県盛岡市大通3－3－１0 七十七日生盛岡ビル
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２－10－１6 三共郡山ビル南館
TEL.０２４（９２３）４０６５

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

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

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

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

東日本・首都圏・上越営業本部

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

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
〒４２2－8067 静岡県静岡市駿河区南町14－1 水の森ビル
TEL.０５４（２0３）３061

沼津オフィス
〒４１０－０８０１ 静岡県沼津市大手町５－６－７ ヌマヅスルガビル
TEL.０５５（９５４）１５２２

浜松支店
〒４３０－０９4６ 静岡県浜松市中区元城町216－18 浜松大同生命ビル
TEL.０５３（４５４）８３９６

名古屋支店※

〒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

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

中部・北陸営業本部

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

大阪支店※

〒５３０－０００４ 大阪府大阪市北区堂島浜１－２－１ 新ダイビル
TEL.０６（７６３９）１３００

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

四国支店※

〒７６０－００２３ 香川県高松市寿町2－2－7 いちご高松ビル
TEL.０８７（８２１）５５８１

近畿・四国営業本部

営業店一覧

営業ネットワーク

（2019年7月1日現在）
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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

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

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

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

近畿・中四国サービスセンター
〒５30－0004 大阪府大阪市北区堂島浜1－2－1 新ダイビル
TEL.０６（7639）1310

高松サービスオフィス
〒760－0023 香川県高松市寿町2－2－7 いちご高松ビル
TEL.０８7（821）6860

広島サービスオフィス
〒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

西日本サービスセンター
〒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

札幌サービスオフィス
〒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

東日本サービスセンター
〒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

本店サービスセンター
〒１０2－0074 東京都千代田区九段南２－３－１4 靖国九段南ビル
TEL.０３（6628）7900

火災・新種損害サービスセンター
〒１０2－0074 東京都千代田区九段南２－３－１4 靖国九段南ビル
TEL.０３（6628）7910

保険金お支払センター
〒１０2－0074 東京都千代田区九段南２－３－１4 靖国九段南ビル
TEL.０３（6628）7920

姫姫姫姫姫路姫路姫路

近畿・四国営業本部

支店：6　オフィス：１

松本支店
岐阜支店
静岡支店
沼津オフィス
浜松支店
名古屋支店
金沢支店

法人営業部
法人営業課：3

営業部
営業課　　　　　　　　：3
スーパージャンプ営業課：1

4
京都支店
大阪支店
姫路支店
四国支店

岡山支店
福岡支店
鹿児島支店

広島支店
熊本支店

札幌支店
仙台支店
高崎支店
千葉支店
横浜支店

北東北支店
郡山支店
さいたま支店
新宿支店
新潟支店中部・北陸営業本部

東日本・首都圏・上越営業本部
支店：10

5

サービスセンター一覧



9


