保険商品一覧／個人保険
■変額保険、変額個人年金保険以外
【主契約】
医療保険 医療費の自己負担が増大する今の時代に頼もしい保険
終身医療保険（０９）
（アクサの「一生保障」の医療保険
プライム１）

無解約払いもどし金型終身医療保
険（０９）
（アクサの「一生保障」の医療保険
プライム2）

入院保障保険（終身型 ０９）
（アクサの「一生保障」の医療保険
がん入院日数無制限型）

限定告知型終身医療保険
（新安心基準）

●入院・手術・放射線治療を、一生涯にわたって確保することができます。
●１日以上の入院に備えた保険です。
●公的医療保険制度の対象となっている手術などを保障します。
●この保険は無配当タイプです。
●各種特約を付加することによって、さらに充実した保障にすることが
できます。

災害・疾病入院給付金
手術給付金
放射線治療給付金
保険期間（終身）

▲ご契約

●入院・手術・放射線治療を、一生涯にわたって確保することができます。
●１日以上の入院に備えた保険です。
●公的医療保険制度の対象となっている手術などを保障します。
●この保険は無配当タイプです。
●各種特約を付加することによって、さらに充実した保障にすることが
できます。
●この保険は、主契約の保険料払込期間中の払いもどし金がないしくみ
の保険ですので、その分保険料が割安になります。

死亡保険金
災害・疾病入院給付金
一生涯保障

手術給付金
放射線治療給付金
保険期間（終身）

▲ご契約

●入院を、一生涯にわたって確保することができます。
●ガンにより長期入院をされた場合でも、安心の保障です。
●１日以上の入院に備えた保険です。
●この保険は無配当タイプです。
●入院給付金のお支払いがない場合などに５年ごとに保険料が割引にな
る、無事故割引特則を付加することができます。
●各種特約を付加することによって、さらに充実した保障にすることが
できます。
●この保険は、主契約の保険料払込期間中の払いもどし金がないしくみ
の保険ですので、その分保険料が割安になります。

●入院・手術保障を一生涯にわたって確保できます。
●健康状態に不安のある方でも４つの告知項目に該当しなければご契約
いただけます。
●ご契約前に発病した病気が悪化・再発して入院・手術を受けた場合に
も給付金をお支払いします
（従いまして、通常の医療保険より保険料が割り増されています）。
●契約日から１年以内の入院給付金・手術給付金は５０％に削減されま
す。
●１０年毎に所定の無事故に該当した場合、入院無事故給付金をお支払
いします。
●保険期間中に死亡された場合は、責任準備金と同額の死亡時返戻金を
お支払いします。
●特約を付加することにより、一生涯の死亡保障も確保することが可能
です。
●この保険は無配当タイプです。

一生涯保障

死亡保険金
災害入院給付金
一生涯保障

疾病入院給付金
ガン入院給付金
保険期間（終身）

▲ご契約

削減期間
（初年度）

▲ご契約

死亡時返戻金
災害入院給付金・疾病入院給付金
（入院給付金日額×入院日数）
一生涯保障
手術給付金
無事故給付金（１０年毎に所定の無事故に該当時）
保険期間（終身）

傷害保険 不慮の事故に対する備えをしっかりとしておきたい
長期傷害保険

●保険期間中に所定の不慮の事故により死亡された場合、災害死亡保険
金をお支払いします。保障は一生涯続きます。
●保険期間中に所定の身体障害状態になられた場合、障害給付金をお支
払いします。保障は一生涯続きます。
●簡単な告知でお申し込みいただけます。
●この保険は無配当タイプです。

災
害
保
険
金
額

第１級（災害保険金額の１０割）
災害死亡保険金

▲ご契約

第２級（災害保険金額の７割）
第３級（災害保険金額の５割）
障害給付金
保険期間（終身）
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終身保険 高齢化の時代だからこそ、一生涯にわたって保障を確保しておきたい
介護終身保険
（賢者の備え）

無配当終身保険

５年ごと利差配当付終身保険
（終身保障プラン）

●当社所定の要介護状態が180日以上継続した場合、介護保険金をお
支払いします。
●当社所定の要介護状態にならずに死亡または所定の高度障害状態とな
られた時、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
●この保険は無配当タイプです。
●保険料の払込期間は、ご自身のライフプランによって選択することが
できます。

●死亡・高度障害状態になられた場合、死亡・高度障害保険金をお支
払いします。主契約の保障は一生涯続きます。
●保険料の払込期間は、ご自身のライフプランによって選択することが
できます。
●各種特約を付加することによって、総合的な保障を確保することがで
きます。
●この保険は無配当タイプです。

●死亡・高度障害状態になられた場合、死亡・高度障害保険金をお支
払いします。主契約の保障は一生涯続きます。
●保険料の払込期間は、ご自身のライフプランによって選択することが
できます。
●各種特約を付加することによって、総合的な保障を確保することがで
きます。
●この保険は５年ごと配当タイプです。

介護保険金または死亡・高度障害保険金

▲ご契約

保険期間（終身）

死亡・高度障害保険金

▲ご契約

保険期間（終身）

５年ごと積立配当金

死亡・高度障害保険金

▲ご契約

保険期間（終身）

定期保険 毎月の保険料は低く抑えて、できる限り保障を充実させたい
低払いもどし金型定期保険
（LTTP フェアウインド）

非更新型定期保険

初期低払いもどし金型逓増定期保険
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●保険期間中に死亡・高度障害状態になられた場合、死亡・高度障害
保険金をお支払いします。主契約の保障は９８歳まで続きます。
●低払いもどし期間（型により異なります）中に解約された場合の払い
もどし金を抑制する仕組みで保険料が計算されています。
●各種特約を付加することによって、総合的な保障を確保することがで
きます。
●この保険は無配当タイプです。

●保険期間中に死亡・高度障害状態になられた場合、死亡・高度障害
保険金をお支払いします。
●保険期間はライフプランに合わせて自由に選択できます。
●この保険は無配当タイプです。

●保険期間中に死亡・高度障害状態になられた場合、死亡・高度障害保
険金をお支払いします。
●保険料は変わらずに、保険金額が所定の割合で複利で逓増します。
●必要保障額に合わせて、逓増改変年度が異なる５つのタイプから選択
できます。
●低払いもどし期間（型により異なります）中に解約された場合の払い
もどし金を抑制する仕組みで保険料が計算されています。その分保険
料が割安になっています。
●ガン割増特則が付加されますので、ガンにより死亡・高度障害状態に
なられた場合、ガン死亡・高度障害保険金を上乗せしてお支払いしま
す。
●この保険は無配当タイプです。

低払いもどし期間

死亡・高度障害保険金

保険期間

▲ご契約

▲９８歳

死亡・高度障害保険金

▲ご契約

保険期間

低払いもどし期間
死亡・高度障害保険金
基準保険金額

▲ご契約

保険期間

ガン・３大疾病保険 生活習慣病に備えて、手厚い保障を確保しておきたい
ガン収入保障保険（無解約払いも
どし金型）
（アクサの｢収入保障｣のがん保険）

ガン保険

●ガン罹患による収入減少のリスクなどに備えることができます。
●お支払金・年金種類・年金支払期間が異なる４つの型があります。
Ⅰ型（ガン収入保障年金：５年確定年金）
Ⅱ型（ガン収入保障年金：５年保証期間付有期年金）
●第１回年金倍額支払特則を付加することにより、第１回の年金のお支
払額を２倍にすることができます。
●保険料の払込免除のお取扱いがあります。
●この保険は無配当タイプです。
●この保険は、払いもどし金がないしくみの保険ですので、その分保険
料が割安となっています。

●ガンによる入院・手術・死亡に対する保障を、重点的に確保することが
できます。またガン以外で死亡された場合、死亡保険金をお支払い
します。
●ガン治療給付金の支払われた入院の開始日から２年経過した後に
ガンで再度入院を開始した場合にも、ガン治療給付金をお支払いします。
●Ⅰ型、Ⅱ型のいずれかを選択できます。Ⅱ型にご契約の場合、保険期
間満了時に生存されていたときに生存給付金をお支払いします。
●Ⅰ型は終身タイプ、定期タイプのいずれかを選択できます。Ⅱ型は定
期タイプのみのお取扱いとなります。
●終身タイプにご契約の場合、ガンに対する保障を一生涯にわたって
確保することができます。
●定期タイプ・年満了契約の場合、健康状態にかかわらず当社の定める
年齢範囲内で自動更新されます。
●この保険は無配当タイプです。

〈Ⅰ型〉
年金種類：確定年金
年金支払期間：5年

ガン収入保障年金の
お支払事由に該当

ガン収入保障年金の
責任開始の日
▼

年金支払期間
（5年間）

ガン収入保障年金
（確定年金）

3ヵ月

以後保険料の払込は不要です
保険期間

▲
ご契約

▲
保険期間
満了

（Ⅰ型定期タイプ）
▼責任開始期

９０日間待期間

▼ガン給付責任開始期
ガン治療給付金
ガン入院給付金
ガン手術給付金
ガン退院給付金
ガン死亡保険金

自
動
更
新

死亡保険金
▲ご契約

保険期間

養老保険 保障と貯蓄の両方をしっかりと確保しておきたい
５年ごと利差配当付養老保険
（ニューウインド・養老）

無配当養老保険

【特

●保険期間中に死亡・高度障害状態になられた場合、死亡・高度障害
保険金を、また保険期間満了時に生存されていた場合、満期保険金を
お支払いします。
●貯蓄性が高く、さまざまな資金計画に適しています。
●各種特約を付加することによって、総合的な保障を確保することが
できます。
●この保険は５年ごと配当タイプです。

●保険期間中に死亡・高度障害状態になられた場合、死亡・高度障害
保険金を、また保険期間満了時に生存されていた場合、満期保険金を
お支払いします。
●貯蓄性が高く、さまざまな資金計画に適しています。
●各種特約を付加することによって、総合的な保障を確保することが
できます。
●この保険は無配当タイプです。

５年ごと積立配当金
満
期
保
険
金

死亡・高度障害保険金

▲ご契約

保険期間

満期▲

満
期
保
険
金

死亡・高度障害保険金

▲ご契約

保険期間

満期▲

約】

より充実した保障と安心を求めるお客さまのために、さまざまなニーズに応じて各種特約をご用意しております。

死亡・高度障害時に備えた特約
非更新型家族収入特約

非更新型定期保険特約

■特約死亡・高度障害年金
保険期間中に死亡・高度障害状態になられた場合、特約保険期間満了時
まで特約死亡・高度障害年金をお支払いします。

■死亡・高度障害保険金
保険期間中に死亡・高度障害状態になられた場合、死亡・高度障害
保険金をお支払いします。
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医療保険に付加できる特約
先進医療給付特約（０９）

生活習慣病入院給付特約（０９）

■先進医療給付金
保険期間中に、所定の先進医療による療養を受けられた場合、特約基本
給付金額×技術料に対応する所定の給付倍率（３０５倍〜５倍で通算７００
倍限度）の先進医療給付金をお支払します。

■生活習慣病入院給付金
保険期間中に所定の生活習慣病により１日以上入院された場合、生活習
慣病入院給付金日額×入院日数の生活習慣病入院給付金をお支払いし
ます。

この特約は終身医療保険（０９）
・無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）
・

この特約は終身医療保険（０９）
・無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）
・

入院保障保険（終身型０９）の専用特約です。

入院保障保険（終身型０９）の専用特約です。

特定疾患給付特約（０３）

女性疾病入院・手術給付特約（I型）

■特定疾患給付金
保険期間中に特定疾患を発病され、かつ、所定の診断基準に該当された
場合、特定疾患給付金をお支払いします。

■女性疾病入院給付金
保険期間中に所定の女性疾病により１日以上入院された場合、女性疾病
入院給付金日額×入院日数の女性疾病入院給付金をお支払いします。

この特約は終身医療保険（０９）
・無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）
・
入院保障保険（終身型０９）の専用特約です。

初期入院給付特約
■初期入院給付金
保険期間中に不慮の事故または疾病により２日以上継続して入院された
場合、主契約入院給付金日額の４倍の初期入院給付金をお支払いします。
この特約は医療給付金付個人定期保険の専用特約です。

介護終身保険特約
■死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金
保険期間中に死亡・高度障害状態あるいは所定の要介護状態になり、そ
の要介護状態が１８０日以上継続した場合、死亡・高度障害・介護保険金
をお支払いします。
この特約は無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）の専用特約です。

介護終身給付特約
■死亡給付金・高度障害給付金・介護給付金
保険期間中に死亡・高度障害状態あるいは公的介護保険に定める要介護
2以上の状態に該当した場合、死亡・高度障害・介護給付金をお支払し
ます。
この特約は無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）の専用特約です。

ガン倍額支払特約
■ガン死亡・高度障害保険金
保険期間中にガンにより死亡・高度障害状態になられた場合、ガン死亡・
高度障害保険金をお支払いします。
■ガン入院給付金
保険期間中にガンにより８日以上継続して入院された場合、主契約入院
給付金日額×入院日数のガン入院給付金をお支払いします。
この特約は医療給付金付個人定期保険の専用特約です。

成人病入院倍額支払特約
■成人病入院給付金
保険期間中に所定の成人病により８日以上継続して入院された場合、主
契約入院給付金日額×入院日数の成人病入院給付金をお支払いします。

■女性疾病手術給付金
【入院中】
保険期間中に１日以上の入院をし、かつその入院中に所定の女性疾病に
より治療を直接の目的として所定の手術を受けられた場合、女性疾病入
院給付金日額×２０の女性疾病手術給付金をお支払いします。
【入院外】
保険期間中に入院外で、所定の女性疾病により治療を直接の目的として
所定の手術を受けられた場合、女性疾病入院給付金日額×5の女性疾病
手術給付金をお支払いします。
■女性疾病放射線治療給付金
保険期間中に所定の女性疾病により所定の放射線治療による施術を受
けられた場合、女性疾病入院給付金日額×１０の女性疾病放射線治療給
付金をお支払いします。
この特約は終身医療保険（０９）
・無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）の
専用特約です。

女性疾病入院・手術給付特約（II型）
■女性疾病入院給付金
保険期間中に所定の女性疾病により１日以上入院された場合、女性疾病
入院給付金日額×入院日数の女性疾病入院給付金をお支払いします。
■女性疾病手術給付金
【入院中】
保険期間中に１日以上の入院をし、かつその入院中に所定の女性疾病に
より治療を直接の目的として所定の手術を受けられた場合、女性疾病入
院給付金日額×１０の女性疾病手術給付金をお支払いします。
【入院外】
保険期間中に入院外で、所定の女性疾病により治療を直接の目的として
所定の手術を受けられた場合、女性疾病入院給付金日額×３の女性疾病
手術給付金をお支払いします。
■女性疾病放射線治療給付金
保険期間中に所定の女性疾病により所定の放射線治療による施術を受
けられた場合、女性疾病入院給付金日額×5の女性疾病放射線治療給付
金をお支払いします。
この特約は入院保障保険（終身型０９）の専用特約です。

退院後療養給付特約
■長期入院給付金
保険期間中に所定の成人病により２７０日以上継続して入院された
場合、主契約の入院給付金日額の１００日分の長期入院給付金をお支払い
します。
この特約は医療給付金付個人定期保険の専用特約です。

■退院後療養給付金
保険期間中に主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払わ
れる入院をされ、その退院時に生存されている場合、入院１回につき、
退院後療養給付金日額×５
（通算して１０回限度）の退院後療養給付金を
お支払いします。
この特約は終身医療保険（０９）
・無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）
・
入院保障保険（終身型０９）の専用特約です。
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３大疾病診断給付特約
■ガン診断診断給付金・急性心筋梗塞診断給付金・脳卒中診断給付金
保険期間中にガン、急性心筋梗塞または脳卒中と診断され、それぞれ所
定の状態になられた場合、それぞれ1回を限度として各診断給付金をお
支払いします。

手術給付特約
■手術給付金
保険期間中に治療を目的として所定の手術を受けられた場合、所定の手
術給付金をお支払します。
この特約は入院保障保険（終身型０９）の専用特約です。

この特約は終身医療保険（０９）
・無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）
・
入院保障保険（終身型０９）の専用特約です。

手術給付特約（０９）
疾病入院給付特約（０９）
■特約疾病入院給付金
保険期間中に疾病により1日以上入院された場合、特約疾病入院給付金
日額×入院日数の特約疾病入院給付金をお支払いします。

■手術給付金
保険期間中に治療を目的として所定の手術を受けられた場合、手術給付
金日額×１０の手術給付金をお支払します。
この特約は入院保障保険（終身型０９）の専用特約です。

この特約は終身医療保険（０９）
・無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）の
専用特約です。

災害入院給付特約（０９）
■特約災害入院給付金
保険期間中に所定の不慮の事故により１８０日以内に開始した1日以上入
院された場合、特約災害入院給付金日額×入院日数の特約災害入院給付
金をお支払いします。
この特約は終身医療保険（０９）
・無解約払いもどし金型終身医療保険（０９）の
専用特約です。

入院時手術給付特約
■入院時手術給付金
保険期間中に入院給付金が支払われる入院をし、かつその入院中に、治
療を目的として公的医療保険制度の診療報酬点数表により手術料が算定
される所定の手術を受けられた場合、入院時手術給付金をお支払します。
この特約は入院保障保険（終身型０９）の専用特約です。

限定告知型終身保険特約
■死亡保険金
保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします（ご契約か
ら１年以内の疾病による死亡の場合、保険金は５０％に削減されます）。
この特約は限定告知型終身医療保険の専用特約です。

非更新型定期保険などに付加できる特約
災害割増特約

成人病入院・手術特約

■災害・高度障害保険金
保険期間中に不慮の事故により１８０日以内に死亡・高度障害状態に
なられた場合または所定の感染症により死亡・高度障害状態になら
れた場合、災害・高度障害保険金をお支払いします。

■成人病入院給付金
保険期間中に所定の成人病により５日以上継続して入院された場合、
入院給付金日額×
（入院日数−４日）の成人病入院給付金をお支払い
します。

傷害特約
■災害保険金
保険期間中に不慮の事故により１８０日以内に死亡された場合または
所定の感染症により死亡された場合、災害保険金をお支払いします。
■障害給付金
保険期間中に不慮の事故により１８０日以内に所定の障害状態になられた
場合、災害保険金額の１割（６級例：片手親指の喪失）〜１０割（１級例：
両眼の失明）の障害給付金をお支払いします。

■長期入院給付金
保険期間中に所定の成人病により２７０日以上継続して入院された場合、
１回につき、入院給付金日額の１００日分の長期入院給付金をお支払いし
ます。
■成人病手術給付金
保険期間中に所定の成人病により所定の手術を受けられた場合、所定の
成人病手術給付金をお支払いします。

疾病入院・手術特約
■疾病入院給付金
保険期間中に疾病により５日以上継続して入院された場合、入院給付金
日額×
（入院日数−４日）の疾病入院給付金をお支払いします。
■手術給付金
保険期間中に不慮の事故または疾病により所定の手術を受けられた
場合、所定の手術給付金をお支払いします。

災害入院特約
■災害入院給付金
保険期間中に不慮の事故により１８０日以内に５日以上継続して入院
された場合、入院給付金日額×
（入院日数−４日）の災害入院給付金を
お支払いします。

その他の特約
リビング・ニーズ特約

指定代理請求特約

■特約保険金
余命が６ヵ月以内と判断された場合、特約保険金をお支払いします。

所定の保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情があると
きに、受取人に代わってあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等
を請求できます。
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■変額保険・変額個人年金保険
変額保険 ライフステージの変化に応じた保障と資産形成を効率的に準備したい
年金払定期付積立型変額保険
（ライフ プロデュース（０６））

●特別勘定の運用実績により積立金額などが変動する保険です。
●保険期間中に死亡された場合、または所定の高度障害状態になられた
場合、それぞれ死亡年金、高度障害年金をお支払いします。
●保険期間満了時に生存されていた場合、満期保険金をお支払いしま
す。ただし、満期保険金額に対する最低保証はありません。
●年金支払期間によって、ご契約には２つの型があります。Ⅰ型（５年保
証定額型）、Ⅱ型（１０年確定定額型）のいずれかを選択できます。
●当社所定の範囲内において、保障額、保険料の見直し、積立金額の一
部引出ができます。
●この保険は無配当タイプです。

（Ⅰ型）
死亡・高度障害時

死亡・高度障害年金を支払い
保険期間満了まで

換
算
保
障
額

危険保険金額

▲
積立金額
既払込保険料

▲
ご契約

保険期間／保険料払込期間

満
期
保
険
金

▲
保険期間満了日

この商品は、資産運用の実績や為替の変動などによって収益が期待できる一方で、
お客さまの受取総額などが支払総額を下回る場合もある投資性の強い保険商品です。
またご契約にあたっては一定の費用がかかります。十分に内容をご理解のうえ、ご検討をお願いします。

ご注 意

受取総額が、お支払総額を下回る場合があります。
この保険は積立金額などが特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）す
る仕組みの変額保険です。特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内
外の株式・公社債などで行なっており、株式および公社債の価格変動や為替
変動などに伴う投資リスクがあります。特別勘定資産の運用実績が積立金額

に直接反映されますので、このリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失
を被ることがあります。運用実績によっては、満期保険金額やご契約を解約
した場合の払いもどし金額などが払込保険料総額を下回る場合があります。
特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待通りでなかった場合でも、
当社または第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。

この商品には、一定の費用がかかります。
＜第１回の年金の支払事由発生前にかかる費用＞
●保険関係の費用
項目

費用

備考

毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均
月単位の契約応当日の前日末に積立金から控除します。
した額に、危険保険料率を乗じた額
各保険料を特別勘定に繰り入れる際、当該保険料から控除して
保険料（任意一時払保険料を除く）に対し、３.００％
積立金に充当します。

危険保険料
保険契約管理費
（保険料比例部分）
保険契約管理費（定額部分）
保険契約管理費
（危険保険金額比例部分）
保険契約管理費
（積立金額比例部分）

毎月２５０円（固定費）

月単位の契約応当日の前日末に積立金から控除します。

毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均
月単位の契約応当日の前日末に積立金から控除します。
した額に対し、０.０１％／月
積立金に対し、年率１.００％
毎日、積立金から控除します。
（１.００％／３６５日を乗じた金額）

※危険保険料は、危険保険金額が積立金額の変動等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額を記載することが困難であり、表示することはできま
せん。また、危険保険料率は、年齢、性別によって異なります。詳しくは、
「ご契約のしおり・約款」の「保険の特長と仕組み ２.保険料について」をご覧ください。

●運用関係の費用
項目

費用
ラ イ フ プ ロ デ ュ ー ス ３０：年率０.７７７０％程度（税抜
ラ イ フ プ ロ デ ュ ー ス ５０：年率０.８２９５％程度（税抜
ラ イ フ プ ロ デ ュ ー ス ７０：年率０.８８２０％程度（税抜
ライフプロデュース日本株式：年率０.８６１０％程度（税抜
ライフプロデュース世界株式：年率０.８９２５％程度（税抜
ライフプロデュース世界債券：年率０.５４６０％程度（税抜

運用関係費

備考
年率０.７４％程度）
年率０.７９％程度）
年率０.８４％程度） 投資信託の純資産額に対して、
年率０.８２％程度） 毎日積立金から控除します。
年率０.８５％程度）
年率０.５２％程度）

※運用関係費は、おもに利用する投資信託の信託報酬の率を記載しています。また、信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および
消費税等の税金の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載
することが困難であり、表示することができません。
運用関係費は、運用の手法の変更･運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

＜第１回の年金の支払事由発生以後にかかる費用＞
項目

時期

費用

備考

年金管理費

年単位の契約応当日

支払年金額の１％

年金支払開始日以後、年単位の契約応当日に責任準備金から控除されます。

※年金管理費は、将来変更となる可能性があります。

＜解約された場合にかかる費用＞
項目
解約控除

時期
解約時

費用

備考

積立金に対する解約控除 解約日が契約日より起算して１０年未満の場合には、経過年数（１年未満切上げ）
額と危険保険金に対する に応じて、積立金額に対する解約控除額（１０％〜１％）と危険保険金に対する解約
解約控除額の合計額
控除額（０.５％〜０.０５％）の合計額を解約日の翌営業日の積立金額から控除します。

※積立金の一部引出にも、経過年数に応じて積立金額に対する解約控除がかかることがあります。
※基本年金年額の減額、契約の型の変更、保険期間の短縮の際にも、危険保険金額の減額により、危険保険金額に対する解約控除が適用される場合があります。
・積立金の移転の際にも所定の移転費用を積立金から差し引きます。
・諸費用の詳細については「ご契約のしおり・約款」の「ご契約後について１２.費用について」「ご契約後について８.ご契約の解約・積立金の一部引出と払い
もどし金について」をご覧ください。

お客さまにご負担いただく費用は、危険保険料、各保険契約管理費、運用関係費、年金管理費、解約控除、および積立金の移転費用の合計額となります。
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積立金額

ユニット・リンク

●特別勘定の運用実績により積立金額などが変動する保険です。
●保険期間中にもしものことがあったときには、死亡・高度障害保険金をお支払します。
死亡・高度障害保険金は、基本保険金額または積立金額のいずれか大きい額をお支払い
します。（基本保険金額は最低保証されます）
●保険期間満了時には運用実績に応じた満期保険金をお支払いします。最低保証はありま
せん。（基本保険金額を下回ることがあります）

基
本
保
険
金
額

満
期
保
険
金
額

死亡保険金額・高度障害保険金額

▲
ご契約

▲
保険期間満了

この商品は、資産運用の実績や為替の変動などによって収益が期待できる一方で、
お客さまの受取総額などが支払総額を下回る場合もある投資性の強い保険商品です。
またご契約にあたっては一定の費用がかかります。十分に内容をご理解のうえ、ご検討をお願いします。

ご注 意

受取総額が、お支払総額を下回る場合があります。
この保険は積立金額などが特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）す
る仕組みの変額保険です。特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内
外の株式・公社債などで行なっており、株式および公社債の価格変動や為替
変動などに伴う投資リスクがあります。特別勘定資産の運用実績が積立金額

に直接反映されますので、このリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失
を被ることがあります。運用実績によっては、満期保険金額やご契約を解約
した場合の払いもどし金額などが払込保険料総額を下回る場合があります。
特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待通りでなかった場合でも、
当社または第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。

この商品には、一定の費用がかかります。
＜第１回の年金の支払事由発生前にかかる費用＞
●保険関係の費用
＜主契約部分＞
保険契約の締結、維持などに必要な費用を主契約の保険料から控除します。主契約の保険料からこの費用を控除した金額を特別勘定に繰
り入れます。
また、特別勘定に繰り入れた後に、死亡保障などに必要な費用を積立金額から定期的に控除します。
なお、上記の費用は、性別、被保険者の年齢などにより異なるため、具体的な金額や上限額を表示することができません。
＜特約部分＞
特約を付加された場合は、主契約の保険料とは別に特約部分の保険料をご負担いただきます。特約部分の保険料は特別勘定では運用いた
しません。
特約保険料は保険設計書でご確認ください。
また、契約条件に関する特約（08）を付加し、特別保険料の付加の条件が適用された場合は、特別保険料をご負担いただきます。特別
保険料は特別勘定では運用いたしません。
特別保険料の合計額は契約条件・特別条件承諾書でご確認ください。
●運用関係の費用
項目

備考

費用

運用関係費

安定成長バランス型：投資信託の純資産額に対して
年率0.61635％程度（税抜 0.587％程度）＊1
積極運用バランス型：投資信託の純資産額に対して
年率0.74340％程度（税抜 0.708％程度）＊1
日 本 株 式 プ ラ ス 型：投資信託の純資産額に対して
年率0.99750％程度（税抜 0.950％程度）
外 国 株 式 プ ラ ス 型：投資信託の純資産額に対して
年率0.99750％程度（税抜 0.950％程度）
世 界 債 券 プ ラ ス 型：投資信託の純資産額に対して
年率0.68250％程度（税抜 0.650％程度）
金 融 市 場 型：投資信託の純資産額に対して
年率0.034125％〜0.483000％程度
（税抜 0.0325％〜0.4600％程度）＊2

特別勘定にて利用する投資信託
において、毎日、投資信託の純資
産額から控除します。

※運用関係費は、おもに利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数
料および消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具
体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、各特別勘定がその保有資産から負担するため、
基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。これらの運用関係
費は、特別勘定の廃止もしくは統合・運用協力会社の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
＊1「安定成長バランス型」および「積極運用バランス型」の運用関係費は、おもな投資対象である投資信託の信託報酬率を基本資産配分
比率で加重平均した概算値です。各投資信託の信託報酬率はそれぞれ異なりますので、各投資信託の価格の変動等に伴なう実際の配分
比率の変動により、運用関係費も若干変動します。
＊2「金融市場型」の運用関係費は、各月の前月最終5営業日における無担保コールオーバーナイト物レートの平均値に応じて毎月見直さ
れます。
＜解約された場合にかかる費用＞
項目
解約控除

費用

ご負担いただく時期

解約日における保険料払込年月数が10年未満の場合に、基本保険
解約日の積立金額から控除します。
金額に対し保険料払込年月数により計算した額

※解約控除額は保険料払込年月数、契約年齢、保険期間などによって異なり、具体的な金額を表示することができません。
※基本保険金額を減額されたときは、減額分は解約されたものとしてお取扱いします。
※保険料払込年月数が10年未満の場合に定額払済養老保険への変更などをされる場合にも解約控除がかかります。
※諸費用の詳細については「ご契約のしおり・約款」の「ご契約後についての大切なことがら１９.費用について」をご覧ください。

お客さまにご負担いただく費用は、保険関係費、運用関係費、年金管理費・解約控除および積立金の移転費用の合計額となります。
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変額個人年金保険
変額個人年金保険
（09）

ご注 意

●この保険は、特別勘定資産の運用実績によって積立金額、死亡給付金
額および年金額等が変動する変額個人年金保険です。
●年金支払開始日以後も特別勘定による運用を継続します。
●この保険の保険料のお払込方法は一時払です。
●積立期間は、最短1年から年単位で設定できます。
●年金支払期間によって、ご契約は「有期D2型」、「終身D3型」の2
つの型があります。
●年金支払開始日前に、被保険者が死亡された場合は、死亡給付金をお
支払いします。死亡給付金額は運用実績により変動しますが、最低保
証があります。
●
「ロールアップ保証機能」により、基準保証金額が、積立期間に応じ
て毎年増加します。
●積立期間中の運用が好調な場合は、「ラチェット保証機能」により、
基準保証金額が増加する可能性があります。
●この保険は無配当タイプです。

【イメージ図】
（積立期間が10年の場合）
ロールアップ保証金額

基︵
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本時
保払
険保
金険
額料
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特
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勘
定
繰
入
額

125％

ラチェット保証金額

積
立
金
額

死
亡
給
付
金
額

災
害
死
亡
給
付
金
額

100％

基本保険金額×10％
契約日

年単位の契約応当日
積立期間満了日
積立期間（10年）
※特別勘定繰入日に、一時払保険料から契約初期費（5.0％）を控除した金額を特別
勘定に繰り入れます。
※このイメージ図は、将来の積立金額や死亡給付金額等を保証するものではありません。

この商品は、資産運用の実績や為替の変動などによって収益が期待できる一方で、
お客さまの受取総額などが支払総額を下回る場合もある投資性の強い保険商品です。
またご契約にあたっては一定の費用がかかります。十分に内容をご理解のうえ、ご検討をお願いします。

受取総額が、お支払総額を下回る場合があります。
この保険は、積立金額及び年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動
（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式および円貨建ての
公社債等で行なっており、株式および公社債等の価格変動や為替変動等に伴
う投資リスクがあります。特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映さ

れますので、このリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることが
あります。運用実績によっては、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が
一時払保険料を下回る場合があります。特別勘定における資産運用の結果が
ご契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社、当社の募集代理店および
第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。

この商品には、一定の費用がかかります。
＜契約時＞
項目

費用

契約初期費

一時払保険料に対して5.0％を特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

＜積立期間中および年金支払期間中＞
項目

費用

保険関係費

特別勘定の積立金額に対して年率2.95％を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定の積立金額から控除
します。

運用関係費

特別勘定にて利用する投資信託における純資産総額に対して年率0.2205％程度（税抜：0.21％程度）を
乗じた金額の1/365を、毎日、投資信託の純資産総額から控除します。

※運用関係費は、おもに利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等
の税金等の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載するこ
とが困難であり、表示することができません。また、特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客
さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。これらの運用関係費は、特別勘定の廃止もしくは統合・運用協力会社の変更・運用資産額の変
動等の理由により、将来変更される可能性があります。

＜一般勘定で運用する年金の支払期間中＞
項目
年金管理費

費用
年金額に対して1.0％年金支払日に責任準備金から控除します。

※年金管理費は、将来変更される可能性があります。

お客さまにご負担いただく費用は、契約初期費、保険関係費、運用関係費、年金管理費の合計額となります。
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保険商品一覧／団体保険
アクサ生命は団体保険・団体年金保険の引受業務を行なっています。
おもに、企業の福利厚生に適応した商品・サービスを提供しています。

終身保険 従業員の退職後の暮らしをしっかりとサポート
一時払退職後終身保険

●退職後における老後保障（死亡・高度障害）を目的とした保険で、終身にわたり保障します。
●保険料は、契約時に一時にお払込みいただく一時払方式となっております。
●契約者配当金は積立方式とし、保険金お支払いのとき、または解約のときにお支払いします。

定期保険 従業員とそのご家族の分まで充実の保障でカバー
総合福祉団体定期保険

●企業・団体の従業員が死亡・高度障害状態になられた場合、企業の福利厚生規程に基づいて支給される金額を、死亡・高
度障害保険金としてお支払いします。
●団体でのご契約のため割安な保険料で保障が得られます。
●全員が診査なしで加入でき、契約団体別の実績に応じて契約者配当金をお支払いします。

福祉団体定期保険

●企業・団体の役員・従業員の遺族等の生活保障を目的とした死亡保険です。
●団体でのご契約のため割安な保険料で保障が得られ、保険料や保険金等が税法上優遇されます。
●全員が診査なしで加入でき、契約団体別の実績に応じて契約者配当金をお支払いします。

財形

勤労者の資産形成を計画的にバックアップ

勤労者財産形成貯蓄積立保険

●保険料は毎月の給与や毎期の賞与などから天引きされますので、確実に貯蓄できます。
●災害で死亡・高度障害状態になられた場合は、事故発生時までにお払込みいただいた保険料累計額の５倍の金額をお支
払いします。

財形年金積立保険

●１０年保証終身年金、確定年金のいずれかを選択できます。年金の型は、１０年保証終身年金にご契約の場合、逓増型、
定額型のいずれかを選択でき、確定年金は定額型のみのお取扱いとなります。
●お受取りの年金には税金がかかりません（払込保険料累計３８５万円まで非課税です）。
●災害で死亡・高度障害状態になられた場合は、事故発生時までにお払込みいただいた保険料累計額の５倍の金額をお支
払いします。
●保険料は毎月の給与や毎期の賞与などから天引きされますので、確実に老後資金を準備できます。

財形住宅貯蓄積立保険

●財形年金積立保険と合わせて元本５５０万円まで利子非課税です。
●マイホーム資金の融資が受けられます。

年金保険 老後生活資金を計画的に積立てます
新企業年金保険

●企業・団体に必要な退職金・退職年金の原資を平準的に積立てることができます。
●積立金は、堅実な運用が期待できます。また、適格退職年金については、特別勘定による運用も可能です。
●企業・団体の退職年金規程に基づき、年金制度の運営や管理を行ないます。

拠出型企業年金保険

●企業・団体の従業員・所属員が保険料を自己負担して老後の年金資金を積立てるための保険です。
●積立金は、堅実な運用が期待できます。
●年金制度の円滑な運営や管理を行ないます。

厚生年金基金保険

●企業・団体の従業員の老後生活を確かなものとするために、国の厚生年金保険制度のうち、老齢厚生年金の一部を代行し、
それに企業独自の年金を上乗せするための厚生年金基金専用の年金保険です。
●企業にとって退職年金の負担が平準化されます。
●積立金は、堅実な運用が期待できます。また、特別勘定による運用も可能です。

国民年金基金保険

●自営業者の老後生活を確かなものとするために、公的年金である国民年金の上乗せ給付をするための国民年金基金専用
の年金保険です。
●積立金は、堅実な運用が期待できます。また、特別勘定による運用も可能です。
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医療保険 医療費の自己負担が増大する今の時代に頼もしい保険
医療保障保険＜団体型＞

団体信用生命保険

●公的医療保険制度の被保険者を対象として、入院時の医療費負担の軽減や、死亡保障をする保険です。

もしもの時の債権債務リスクをまるごとカバー

団体信用生命保険

●各種信用制度を利用する債務者の死亡保障を目的とした保険です。
●債務の完済までの間、債務額と同額の死亡保障を行ない、債務の返済に応じて保険金額が逓減します。
●全員が診査なしで加入でき、契約団体別の実績に応じて契約者配当金をお支払いします。

消費者信用団体生命保険

●信用供与契約を利用する債務者の死亡保障を目的とした保険です。
●債務額の変動に応じ保険金額が増減するので債務の返済が保障されます。
●全員が診査なしで加入でき、契約団体別の実績に応じて契約者配当金をお支払いします。

※詳細は、
「商品パンフレット」、
「ご契約のしおり・約款」をご参照ください。
（２０１０年７月２日現在）
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企業概要
アクサ ジャパン ホールディング株式会社
2000年3月7日、アクサ生命と日本団体生命（商号変更後：アク
サ グループライフ生命）が、株式移転方式で設立した日本初の保
険持株会社。株式の98％をAXAが保有する（間接保有を含む）
AXAのメンバーカンパニーです。子会社であるアクサ生命、ネク
スティア生命、アクサ損害保険を連結する持株会社で子会社各社
の経営管理・監督を行なっています。
また資産運用を行なう他のＡＸＡのメンバーカンパニーと連携し
て、日本のお客さまをサポートするフィナンシャル・プロテクショ
ン事業を展開しています。
本

社：〒１０８-８０２０ 東京都港区白金一丁目１７番3号 NBFプラチナタワー
０３-６７３７-７７００
（代表）
設 立：
２０００年3月
資本金：
２,０８７億円
発行済株式数：
７,８５２千株
事業内容：子会社の経営管理・監督
役 員
取締役会長（社外取締役） ジョン・アール･デイシー
取締役（社外取締役） シュ・クー
取締役（社外取締役） ヤン・ヴァン・デン・ヴェルグ
取締役（社外取締役） 若月 三喜雄
取締役（社外取締役） 八木 哲雄
取締役 代表執行役社長兼 CEO マーク・ピアソン
取締役 執行役兼 CFO ピーター・エッツェンバッハ
執行役員人事部門長 岩崎 敏信
執行役員ジェネラル・カウンセル兼法務・コンプライアンス部門長 垣貫 ジョン
執行役員危機管理・事業継続管理室長 ファーハド・ファーシャド
執行役員監査部門長 種村 尚
執行役員広報部門長 福井 由紀子
執行役員チーフ・インベストメント・オフィサー 松山 明弘
執行役員チーフ・リスク・オフィサー 住谷 貢
執行役員ファイナンシャルコントロール部門長 アンジェラ・チョイ
執行役員ファイナンシャル企画管理部門長 長野 敏

ネクスティア生命保険株式会社
ネクスティア生命保険は、2008年4月より営業を開始した日本初
のインターネット専業生命保険会社です。アクサ ジャパンホール
ディング株式会社、SBIホールディング株式会社、
ソフトバンク株式
会社の出資により設立された、SBIアクサ生命保険株式会社が前
身で、2010年2月にアクサ ジャパン ホールディング株式会社の
95％子会社となり、2010年5月ネクスティア生命保険株式会社
に社名を変更いたしました。お客さまのニーズに合った最適な商品・
サービスを、手ごろな保険料でご提供しています。
本

社：〒１０２-００８３ 東京都千代田区麹町三丁目3番地4
KDX麹町ビル8階
０３-５２１０-１５３１
（代表）
設 立：
２００６年１０月１３日
（SBIホールディングス株式会社、アクサ ジャパン ホールディング
株式会社、ソフトバンク株式会社の合弁会社としてSBI生保設立
準備株式会社を資本金5億円（資本準備金含む）で設立）
資本金：
３,７５０百万円
発行済株式数：
１５万株
事業内容：生命保険業
役 員
取締役会長（非常勤） ファーハド・ファーシャド
代表取締役社長 今井 隆
取締役（非常勤） 住谷 貢
監査役（常勤）
阿部 典達
監査役（非常勤） 長野 敏
監査役（非常勤） 水村 崇

アクサ生命保険株式会社 *
アクサ 生 命 保 険は1 9 9 4 年に世 界 最 大 級 の 保 険・資 産 運 用グ
ル ープA X A の日本 法 人として設 立され、2 0 0 0 年に日本 団 体
生命保険（商号変更後：アクサ グループライフ生命）と経営統合、
2005年に合併し、2009年のアクサ フィナンシャル生命との
合併を経て、事業規模を大幅に拡大しました。現在は顧客セグ
メントに応じた6つの販売チャネル（アクサ CCI、アクサ FA、
アクサ FS、アクサ コーポレート、アクサ エージェント、アクサ
金融法人 ）に専門 の 教育を受けた社員を配置し、お客さまやビ
ジネスパートナー のニーズに合わせたアドバイスと最適なソリ
ューションをご提供しています。
本

社：〒１０８-８０２０ 東京都港区白金一丁目１７番3号 NBFプラチナタワー
０３-６７３７-７７７７
（代表）
設 立：
１９９４年7月
資本金：
６０５億円
発行済株式数：
２１０千株
事業内容：生命保険業
役 員
取締役会長（社外取締役） 若月 三喜雄
取締役シニアアドバイザー 矢部 進
取締役（社外取締役） 八木 哲雄
取締役（社外取締役） ジョン・アール・デイシー
取締役（社外取締役） 井上 ゆかり
取締役 代表執行役社長兼 CEO マーク・ピアソン
取締役 代表執行役副社長兼 CFO ピーター・エッツェンバッハ
取締役 専務執行役兼 チーフマーケティングオフィサー 松田 貴夫
取締役 専務執行役兼 チーフディストリビューションオフィサー 幸本 智彦
執行役兼人事部門長 岩崎 敏信
執行役ジェネラル・カウンセル兼法務・コンプライアンス部門長 垣貫 ジョン
執行役兼インフォメーションテクノロジー部門長 マーク・ブロティエール
執行役兼カスタマーサービス部門長 ファーハド・ファーシャド
執行役兼監査部門長 種村 尚
執行役兼広報部門長 福井 由紀子

アクサ損害保険株式会社（アクサダイレクト）
アクサ損害保険（アクサダイレクト）は、AXAグループの100%
出資により1998年に設立された損害保険会社です。1999年4
月には通信販売による「アクサダイレクト総合自動車保険」の承認
認可を受け、同年7月より本格的に販売を開始しました。2004
年12月、アクサジャパン ホールディングの100％子会社となり、
アクサの日本における損害保険分野を担当する会社として業務
を展開しています。ヨーロッパにおけるダイレクト保険のリーディ
ングカンパニーであるAXAの豊富な経験と技術を活かし、日本の
お客さまのニーズに合った商品・サービスをご提供しています。
本

社：〒１１１-８６３３ 東京都台東区寿2-1-１３ 偕楽ビル
０３-４３３５-８５７０
（代表）
設 立：
１９９８年6月
資本金：
１７２億円
発行済株式数：
３４４千株
事業内容：損害保険業
役 員
取締役会長（非常勤） ギ・マルシア
代表取締役社長 藤井 靖之
取 締 役
石田 一夫
取 締 役
齋藤 貴之
取 締 役
喜多 暢之
取 締 役
ニコラ・エブラン
取 締 役
足立 正之
取締役（非常勤） 松田 貴夫
取締役（非常勤） ヤン・ヴァン・デン・ベルグ
常勤監査役
府川 峰夫
監査役（非常勤） アレックス・木村
監査役（非常勤） フィリップ・キュテック
※役員は２０１０年６月３０日現在
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営

業

店

網

（２０１０年６月１日現在）

個人保険に関するお問合せは
カスタマーサービスセンターへ
■仙台支社
９８０-８４１４
仙台市青葉区本町２-１６-１２
仙台商工会議所会館８Ｆ
０２２-２２１-３３５２

青森営業所
０３０-０８２３
青森市橋本２-２-１７
青森商工会館１Ｆ
０１７-７７７-７０２７

仙台営業所
９８０-８４１４
仙台市青葉区本町２-１６-１２
仙台商工会議所会館８Ｆ
０２２-２２１-３３５２

長井営業所
９９３-００１１
長井市館町北６-２７
（財）置賜地域地場産業振興センター３Ｆ
０２３８-８４-３４４４

■東北北海道営業局
９８０-００１４
仙台市青葉区本町１-５-３１
シエロ仙台ビル３Ｆ
０２２-２６７-６１１３

八戸営業所
０３１-００７６
八戸市堀端町２-３
八戸商工会館５Ｆ
０１７８-４７-０３１６

石巻営業所
９８６-０８７３
石巻市山下町１-１-１６
Ｍ ｓビル３Ｆ
０２２５-９３-８３９２

■郡山支社
９６３-８００５
郡山市清水台１-３-８
郡山商工会議所会館２Ｆ
０２４-９３４-１５３０

■札幌支社
０６０-０００１
札幌市中央区北１条西２-２-１
北海道経済センタービル６Ｆ
０１１-２４１-６２８６

弘前営業所
０３６-８３５４
弘前市上鞘師町１８-１
弘前商工会館４Ｆ
０１７２-３３-５７４４

古川営業所
９８９-６１６６
大崎市古川東町５-４６
古川商工会議所会館３Ｆ
０２２９-２３-３０３６

郡山営業所
９６３-８００５
郡山市清水台１-３-８
郡山商工会議所会館５Ｆ
０２４-９３４-１２８５

札幌営業所
０６０-０００１
札幌市中央区北１条西２-２-１
北海道経済センタービル７Ｆ
０１１-２７１-７３８８

十和田営業所
０３４-００８２
十和田市西二番町４-１１
十和田商工会館２Ｆ
０１７６-２４-２６２４

気仙沼営業所
９８８-００８４
気仙沼市八日町２-１-１１
気仙沼商工会議所会館４Ｆ
０２２６-２２-１７５２

いわき中央営業所
９７０-８０２６
いわき市平田町１２０
いわき駅前再開発ビル「ラトブ」
６Ｆ
０２４６-２２-５４４７

岩見沢営業所
０６８-００２１
岩見沢市１条西１-１６
岩見沢商工会議所会館３Ｆ
０１２６-２５-４７８８

五所川原営業所
０３７-００５２
五所川原市東町１７-５
五所川原商工会館３Ｆ
０１７３-３４-９５７７

０１２０-５６８-０９３
アクサ CCI

小樽営業所
０４７-００３２
小樽市稲穂２-２２-１
小樽経済センタービル６Ｆ
０１３４-３２-２０１０
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米沢営業所
９９２-００４５
米沢市中央４-１-３０
米沢商工会議所第２会館
０２３８-２２-８５２６

■青森支社
０３０-０８２３
青森市橋本 ２-２-１７
青森商工会館１Ｆ
０１７-７７７-７０２０

カスタマーサービスセンター

■盛岡支社
０２０-００２６
盛岡市開運橋通１-１
アクア盛岡ビル８Ｆ
０１９-６５２-０２９７

■秋田支社
０１０-０９２１
秋田市大町３-５-１
秋田大町ビル３Ｆ
０１８-８６２-１６６８

いわき浜営業所
９７１-８１６２
いわき市小名浜花畑町１１-３
カネマンビル２Ｆ
０２４６-５４-３７８５

秋田営業所
０１０-０９２１
秋田市大町３-５-１
秋田大町ビル６Ｆ
０１８-８６２-１６７０

福島営業所
９６０-８０５３
福島市三河南町１-２０
コラッセふくしま８Ｆ
０２４-５３６-２４０７

苫小牧営業所
０５３-００２２
苫小牧市表町１-１-１３
苫小牧経済センタービル６Ｆ
０１４４-３３-６８３３

盛岡中央営業所
０２０-０８７５
盛岡市清水町１４-１２
盛岡商工会議所会館２Ｆ
０１９-６５１-２５９４

大館営業所
０１７-００４４
大館市御成町２-８-１４
大館商工会館１Ｆ
０１８６-４９-５９５３

会津若松営業所
９６５-０８１６
会津若松市南千石町６-５
会津若松商工会議所会館２Ｆ
０２４２-２８-０９４８

函館営業所
０４０-００１１
函館市本町８-１８
五稜郭本町ビル４Ｆ
０１３８-５５-００３４

盛岡北営業所
０２８-６１０１
二戸市福岡横丁２４
二戸市商工会館別館２Ｆ
０１９５-２３-６８１７

横手営業所
０１３-００２１
横手市大町７-１８
横手商工会議所会館４Ｆ
０１８２-３３-０７０２

相双営業所
９７５-０００６
南相馬市原町区橋本町１-３５
原町商工会議所会館２Ｆ
０２４４-２４-３４８０

■旭川支社
０７０-００４３
旭川市常盤通１-２５００
道北経済センタ−ビル１Ｆ
０１６６-２３-７９８６

釜石営業所
０２６-００２１
釜石市只越町１-４-４
釜石商工会議所会館３Ｆ
０１９３-２４-２０１０

■山形支社
９９０-００４２
山形市七日町３-１-９
山形商工会議所会館３Ｆ
０２３-６２４-２９４７

旭川営業所
０７０-００４３
旭川市常盤通１-２５００
道北経済センタ−ビル１Ｆ
０１６６-２３-７９８６

宮古営業所
０２７-００７４
宮古市保久田７-２５
宮古商工会議所会館２Ｆ
０１９３-６３-５５３１

山形営業所
９９０-００４２
山形市七日町３-１-９
山形商工会議所会館３Ｆ
０２３-６３２-８７４５

北見営業所
０９０-００１６
北見市大町７０-１
日東バイオン貸事務所１Ｆ
０１５７-２３-４１２７

一関営業所
０２１-０８６７
一関市駅前１
一関商工会議所会館１Ｆ
０１９１-２１-５１６５

天童営業所
９９４-００３４
天童市本町１-４-３５
新月堂ビル フロムワン２Ｆ
０２３-６５４-６０６８

■北信越営業局
３８０-０８２３
長野市南千歳２-１２-１
長野セントラルビル７Ｆ
０２６-２２３-２８１１

帯広営業所
０８０-００１３
帯広市西３条南９-１
帯広経済センタービル４Ｆ
０１５５-２６-２０１５

花巻営業所
０２５-００７５
花巻市花城町１０-２７
花巻商工会議所会館２Ｆ
０１９８-２４-０４１９

酒田営業所
９９８-００４４
酒田市中町２-５-１０
酒田産業会館２Ｆ
０２３４-２３-２６９４

■新潟支社
９５０-００７８
新潟市中央区万代島５-１
万代島ビルディング１０Ｆ
０２５-２４３-００３６

釧路営業所
０８５-０８４７
釧路市大町１-１-１
道東経済センタービル８Ｆ
０１５４-４３-１８１４

大船渡営業所
０２２-０００２
大船渡市大船渡町字欠ノ下向１-１３４
大船渡商工会議所会館３Ｆ
０１９２-２７-５７４４

鶴岡営業所
９９７-００３５
鶴岡市馬場町１１-６３
鶴岡商工会館３Ｆ
０２３５-２４-０８９６

新潟営業所
９５０-００７８
新潟市中央区万代島５-１
万代島ビルディング１０Ｆ
０２５-２４３-００３６

白河営業所
９６１-０９０８
白河市大手町５-１２
白河商工会議所会館１Ｆ
０２４８-２３-４１４３
須賀川営業所
９６２-０８４４
須賀川市東町５９-２５
須賀川商工会議所会館１Ｆ
０２４８-７６-６９１５

柏崎営業所
９４５-００５１
柏崎市東本町１-２-１６
モーリエビル２
０２５７-２１-０６４４

諏訪営業所
３９２-００２３
諏訪市小和田南１４-７
諏訪商工会館３Ｆ
０２６６-５３-８９５５

日立営業所
３１７-００７３
日立市幸町１-２１-２
日立商工会議所会館１Ｆ
０２９４-２１-５３８７

前橋営業所
３７１-００２２
前橋市千代田町３-５-１３
前橋セントラルビル４Ｆ
０２７-２３４-３３１７

上越営業所
９４３-０８０４
上越市新光町１-１０-２０
上越商工会議所会館２Ｆ
０２５-５２５-９７３８

飯田営業所
３９５-００３３
飯田市常盤町４１
飯田商工会館７Ｆ
０２６５-２４-９８９６

茨城西営業所
３０７-０００１
結城市大字結城５２８
やまにビル２Ｆ
０２９６-３３-０６８１

伊勢崎営業所
３７２-００１４
伊勢崎市昭和町３９１９
伊勢崎商工会議所ビル３Ｆ
０２７０-２３-１４０４

古河営業所
３０６-００４１
古河市鴻巣１１８９-４
古河商工会議所会館２Ｆ
０２８０-４８-６０２７

桐生営業所
３７６-００２３
桐生市錦町３-１-２５
桐生商工会議所会館３Ｆ
０２７７-２２-７７２０

長岡営業所
９４０-００７１
長岡市表町２-３-１
吉原リ−ス表町ビル３Ｆ
０２５８-３５-２４４０

■富山支社
９３０-００８３
富山市総曲輪２-１-３
富山商工会議所ビル７Ｆ
０７６-４２３-２７８５

新潟県央営業所
９５５-００９２
三条市須頃１-２０
三条商工会議所会館５Ｆ
０２５６-３５-７４７３

富山営業所
９３０-００８３
富山市総曲輪２-１-３
富山商工会議所ビル７Ｆ
０７６-４２３-２７２４

燕営業所
９５９-１２００
燕市東太田６８５６
燕商工会議所会館
０２５６-６３-４９６９

高岡営業所
９３３-０９１２
高岡市丸の内１-４０
高岡商工ビル９Ｆ
０７６６-２６-０１６９

新発田営業所
９５７-００５３
新発田市中央町４-１０-１０
新発田商工会議所ビル３Ｆ
０２５４-２６-３４７０

石岡営業所
３１５-００１３
石岡市府中１-３-５
石岡（商）コミュニティー施設サポートワン２Ｆ
０２９９-２３-４５１１
■宇都宮支社
３２０-０８１５
宇都宮市中河原町３-１９
宇都宮セントラルビル４Ｆ
０２８-６３６-００２１

■埼玉支社
３３０-００６３
さいたま市浦和区高砂３-１７-１５
さいたま商工会議所会館５Ｆ
０４８-８３８-７７１２
浦和営業所
３３０-００６３
さいたま市浦和区高砂３-１７-１５
さいたま商工会議所会館５Ｆ
０４８-８３８-７７１２

宇都宮営業所
３２０-０８１５
宇都宮市中河原町３-１９
宇都宮セントラルビル４Ｆ
０２８-６３７-７６７０

所沢営業所
３５９-１１２１
所沢市元町２７-１
所沢ハーティア東棟３Ｆ
０４-２９２３-３６６６

金沢営業所
９２０-０９１８
金沢市尾山町９-１３
金沢商工会議所中小企業会館４Ｆ
０７６-２２１-７７２８

佐野営業所
３２７-００２７
佐野市大和町２６８７-１
佐野商工会議所ビル
０２８３-２４-４９６０

川口営業所
３３２-００１２
川口市本町４-１-８
川口センタービル７Ｆ
０４８-２２４-５６１０

■長野支社
３８０-０８２３
長野市南千歳２-１２-１
長野セントラルビル４Ｆ
０２６-２２３-２３３２

小松営業所
９２３-８５６６
小松市園町ニ-１
小松商工会議所ビル１Ｆ
０７６１-２４-４５９６

足利営業所
３２６-０８０１
足利市有楽町８３５
足利商工会議所会館
０２８４-４３-０６２３

大宮営業所
３３０-０８０２
さいたま市大宮区宮町１丁目１１４-１
ORE大宮ビル３Ｆ
０４８-６４０-６７６０

長野営業所
３８０-０８２３
長野市南千歳２-１２-１
長野セントラルビル４Ｆ
０２６-２２３-８００５

■福井支社
９１８-８００４
福井市西木田２-８-１
福井商工会議所ビル３Ｆ
０７７６-３３-１７３３

小山営業所
３２３-０８０７
小山市城東１-６-３６
小山商工会議所商工会館
０２８５-２５-６３１８

熊谷営業所
３６０-００３１
熊谷市末広１-４１
熊谷末広ビルディング
０４８-５２４-２７０５

上田営業所
３８６-００２４
上田市大手１-１０-２２
上田商工会議所会館３Ｆ
０２６８-２２-３１６４

福井営業所
９１８-８００４
福井市西木田２-８-１
福井商工会議所ビル３Ｆ
０７７６-３３-１８４８

日光営業所
３２１-１２６２
日光市平ヶ崎２００-１
日光商工会議所ビル
０２８８-２２-７１４４

川越営業所
３５０-００５６
川越市松江町２-１-８
川越商工会議所旧館
０４９-２２４-２７５４

北信営業所
３８２-００９１
須坂市立町１２７８-１
須坂商工会館２Ｆ
０２６-２４６-９０６８

武生営業所
９１５-００９２
越前市塚町１０１
武生商工会議所会館２Ｆ
０７７８-２４-３６７１

大田原営業所
３２４-００５２
大田原市城山１-３-３６
大田原商工会議所会館
０２８７-２３-５９４０

深谷営業所
３６６-０８２２
深谷市仲町２０-１
深谷市産業会館
０４８-５７４-０６１２

新津営業所
９５６-０８６４
新潟市秋葉区新津本町３-１-７
新津商工会議所会館１Ｆ
０２５０-２４-９８１４

佐久営業所
３８５-００５１
佐久市中込２９７６-４
佐久商工会議所新館
０２６７-６３-３６６０

■金沢支社
９２０-０９１８
金沢市尾山町９-１３
金沢商工会議所中小企業会館４Ｆ
０７６-２２１-５８３０

■関東営業局
３３０-０８０２
さいたま市大宮区宮町１丁目１１４-１
ORE大宮ビル３Ｆ
０４８-６４０-６７１０

鹿沼営業所
３２２-００３１
鹿沼市睦町２８７-１６
鹿沼商工会議所会館
０２８９-６５-５０５９

■甲府支社
４００-０８５８
甲府市相生２-２-１７
甲府商工会議所会館３Ｆ
０５５-２２６-５０７５
甲府営業所
４００-０８５８
甲府市相生２-２-１７
甲府商工会議所会館３Ｆ
０５５-２２６-５６４２

■松本支社
３９０-０８１１
松本市中央１-２３-１
松本商工会館３Ｆ
０２６３-３５-６００３

■水戸支社
３１０-０８０３
水戸市城南１-１-６
サザン水戸ビル４Ｆ
０２９-２２４-３５１０

■群馬支社
３７０-０００６
高崎市問屋町２-７-８
高崎商工会議所ビル４Ｆ
０２７-３６１-３９２０

松本営業所
３９０-０８１１
松本市中央１-２３-１
松本商工会館３Ｆ
０２６３-３６-５４８３

水戸営業所
３１０-０８０３
水戸市城南１-１-６
サザン水戸ビル４Ｆ
０２９-２２４-３５１０

高崎営業所
３７０-０００６
高崎市問屋町２-７-８
高崎商工会議所ビル５Ｆ
０２７-３６１-１１５２

富士吉田営業所
４０３-０００４
富士吉田市下吉田１６４３-１
富士吉田商工会議所会館３Ｆ
０５５５-２４-５３４０

伊那営業所
３９６-００１５
伊那市中央４６０５-８
伊那商工会館４Ｆ
０２６５-７２-７４４５

土浦営業所
３００-００５１
土浦市真鍋１-１６-１１
延増第三ビル２Ｆ
０２９-８２２-３９７２

太田営業所
３７３-０８５３
太田市浜町３-６
太田商工会議所会館４Ｆ
０２７６-４５-４２９８

山梨北営業所
４０７-００３１
韮崎市龍岡町若尾新田７５７
０５５１-２２-９５６０
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■東京営業局
１０３-０００１
中央区日本橋小伝馬町１４-７
アクサ小伝馬町ビル７Ｆ
０３-３２４９-６２８１

■東海営業局
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ８Ｆ
０５２-２３２-３４２４

豊川営業所
４４２-００５１
豊川市中央通２-１３
豊川中央通りビル４Ｆ
０５３３-８５-０４３１
安城営業所
４４６-００４１
安城市桜町１６-１
安城商工会館３Ｆ
０５６６-７７-４１１０

■千葉支社
２６０-００１３
千葉市中央区中央２-５-１
千葉中央ツインビル２号館１２Ｆ
０４３-２２４-１２６２

■神奈川支社
２３１-０００５
横浜市中区本町３-３０-７
横浜平和ビル６Ｆ
０４５-６５１-００３２

■岐阜支社
５００-８８３３
岐阜市神田町９-２７
大岐阜ビル６Ｆ
０５８-２６２-６６１８

千葉営業所
２６０-００１３
千葉市中央区中央２-５-１
千葉中央ツインビル２号館１２Ｆ
０４３-２２４-１２６２

横浜営業所
２３１-０００５
横浜市中区本町３-３０-７
横浜平和ビル６Ｆ
０４５-６５１-００３２

岐阜営業所
５００-８８３３
岐阜市神田町９-２７
大岐阜ビル６Ｆ
０５８-２６２-６５３３

松戸営業所
２７１-００９２
松戸市松戸１８７９-１
松戸商工会議所会館４Ｆ
０４７-３６２-９１５２

横須賀営業所
２３８-００１３
横須賀市平成町２-１４-４
横須賀商工会議所会館３Ｆ
０４６-８２２-５３１０

西濃営業所
５０３-０８０３
大垣市小野４-３５-１０
大垣市情報工房４Ｆ
０５８４-７７-６２１５

木更津営業所
２９２-０８３８
木更津市潮浜１-１７-５９
木更津商工会館５Ｆ
０４３８-３７-９９５４

相模原営業所
２２９-００３９
相模原市中央３-１２-３
相模原商工会議所本館２Ｆ
０４２-７５５-６４８７

東濃営業所
５０７-０８４１
多治見市明治町２-４
多治見陶磁器卸協同組合ビル２Ｆ
０５７２-２４-１４３０

四日市営業所
５１０-００８５
四日市市諏訪町２-５
四日市商工会議所会館４Ｆ
０５９-３５１-２８７３

銚子営業所
２８８-００４５
銚子市三軒町１９-４
銚子商工会館４Ｆ
０４７９-２４-３２５６

川崎営業所
２１０-０００５
川崎市川崎区東田町８
パレール三井ビルディング１５Ｆ
０４４-２４４-８０２３

飛騨営業所
５０６-００２５
高山市天満町５-１３
杉ビルディング４Ｆ
０５７７-３４-５７１９

桑名営業所
５１１-００７８
桑名市桑栄町１-１
サンファ−レ南館２Ｆ
０５９４-２１-８０７７

船橋営業所
２７３-０００５
船橋市本町１-１０-１０
船橋商工会議所会館３Ｆ
０４７-４３３-４１４０

湘南営業所
２５１-００５２
藤沢市藤沢２２３-２
藤沢ビルⅠ７Ｆ
０４６６-２７-１３７０

成田営業所
２８６-００３３
成田市花崎町７３６-６２
成田市商工会館３Ｆ
０４７６-２４-３２３４

小田原営業所
２５０-００１４
小田原市城内１-２１
小田原箱根商工会議所会館５Ｆ
０４６５-２３-１６８６

■東京支社
１００-０００５
千代田区丸の内３-２-２
東京商工会議所ビル７Ｆ
０３-３２１８-１２２１

■静岡支社
４２０-０８５９
静岡市葵区栄町３-１
あいおい損保・静岡第一ビル５Ｆ
０５４-２５４-８７１２

■名古屋支社
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ８Ｆ
０５２-２３２-３４３１

豊田営業所
４７１-００３４
豊田市小坂本町１-２５
豊田商工会議所ビル２Ｆ
０５６５-３４-３０６３
■四日市支社
５１０-００８５
四日市市諏訪町２-５
四日市商工会議所会館４Ｆ
０５９-３５１-２７８５

津営業所
５１４-００３３
津市丸之内３４-５
津中央ビル４Ｆ
０５９-２２５-３０２４

名古屋営業所
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ８Ｆ
０５２-２３２-３４２９

鈴鹿営業所
５１３-０８０２
鈴鹿市飯野寺家町８１６
鈴鹿商工会議所ビル別館２Ｆ
０５９３-８２-６３０１

春日井営業所
４８６-０８４４
春日井市鳥居松町５-４５
春日井商工会館５Ｆ
０５６８-８３-６９０３

伊勢営業所
５１６-００３７
伊勢市岩淵１-７-１７
伊勢商工会議所会館４Ｆ
０５９６-２３-２５２６
松阪営業所
５１５-００１４
松阪市若葉町１６１-２
松阪商工会議所ビル２Ｆ
０５９８-５２-０８６８

丸の内営業所
１００-０００５
千代田区丸の内３-２-２
東京商工会議所ビル７Ｆ
０３-３２１８-１２２３

静清営業所
４２４-０９４１
静岡市清水区富士見町８-１５
木材ビル別館４Ｆ
０５４３-５２-５２２６

瀬戸営業所
４８９-０８０９
瀬戸市共栄通１-６
ツカモトビル１Ｆ
０５６１-８４-１２８７

日本橋営業所
１０３-０００１
中央区日本橋小伝馬町１４-７
アクサ小伝馬町ビル７Ｆ
０３-３６３９-２０１７

富士営業所
４１７-００５７
富士市瓜島町８２
富士商工会議所会館２Ｆ
０５４５-５１-４６６１

西尾張営業所
４９１-０８５９
一宮市本町４-１７-９
明治産業第２ビル５Ｆ
０５８６-２４-３３１０

■関西営業局
５４１-００４１
大阪市中央区北浜３-７-１２
東京建物大阪ビル４Ｆ
０６-６２０９-０７４０

池袋営業所
１７０-００１３
豊島区東池袋１-２１-１１
オーク池袋ビル５Ｆ
０３-３９８６-２８９２

藤枝営業所
４２６-００２５
藤枝市藤枝４-７-１６
藤枝商工会議所会館３Ｆ
０５４-６４４-７８３５

小牧営業所
４８５-００４１
小牧市小牧５-２５３
小牧商工会議所会館１Ｆ
０５６８-７２-７１８８

■京滋支社
６０４-０８６２
京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２４０
京都商工会議所ビル４Ｆ
０７５-２２９-６１１７

三島営業所
４１１-００３６
三島市一番町２-２９
三島商工会議所会館３Ｆ
０５５-９７２-９４８８

■岡崎支社
４４４-００４４
岡崎市康生通南３-１１-１２
岡崎東ビル４Ｆ
０５６４-２２-８１５１

京都営業所
６０４-０８６２
京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２４０
京都商工会議所ビル４Ｆ
０７５-２２９-６１１７

■多摩支社
１９２-００８１
八王子市横山町１０-２
八王子Ｓ
ＩＡビル４Ｆ
０４２-６４３-２２０３
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青梅営業所
１９８-００８１
青梅市上町３７３-１
青梅商工会館２Ｆ
０４２８-２４-３４７５

八王子営業所
１９２-００８１
八王子市横山町１０-２
八王子Ｓ
ＩＡビル４Ｆ
０４２-６４３-２２０３

浜松営業所
４３０-０９３９
浜松市中区連尺町３０７-１４
浜松連尺ビル４Ｆ
０５３-４５３-５９２６

岡崎営業所
４４４-００４４
岡崎市康生通南３-１１-１２
岡崎東ビル４Ｆ
０５６４-２２-８１４６

福知山営業所
６２０-００００
福知山市駅南町３-２０-１
Ｒ-ｉ
ｎｎ福知山２Ｆ
０７７３-２３-７４７９

むさし府中営業所
１８３-０００６
府中市緑町３-５-２
むさし府中商工会議所会館４Ｆ
０４２-３６３-４８９７

遠州営業所
４３６-００７９
掛川市掛川５５１-２
掛川商工会館３Ｆ
０５３７-２３-１０９７

豊橋営業所
４４０-００７５
豊橋市花田町石塚４２-１
豊橋商工会議所ビル６Ｆ
０５３２-５５-８０７０

彦根営業所
５２２-００７４
彦根市大東町９-１６
上野ビル５Ｆ
０７４９-２６-０９７７

■大阪支社
５４１-００４１
大阪市中央区北浜３-７-１２
東京建物大阪ビル４Ｆ
０６-６２０９-１９７２

徳島営業部
７７０-０９０５
徳島市東大工町１-９-１
アクア徳島ビル４Ｆ
０８８-６２５-８６７９

■広島支社
７３０-００５１
広島市中区大手町２-７-１０
広島三井ビルディング５Ｆ
０８２-２４６-９８７８

筑豊営業所
８２２-００１７
直方市殿町７-５０
直方商工会議所ビル３Ｆ
０９４９-２４-３５３６

大阪営業所
５４１-００４１
大阪市中央区北浜３-７-１２
東京建物大阪ビル４Ｆ
０６-６２０９-１９７２

高松営業部
７６０-００５６
高松市中新町１１-１
アクア高松中新町ビル４Ｆ
０８７-８３５-０１６８

広島営業所
７３０-００５１
広島市中区大手町２-７-１０
広島三井ビルディング５Ｆ
０８２-２４６-９８７８

奈良営業部
６３０-８２１３
奈良市登大路町３６-２
奈良商工会議所会館１Ｆ
０７４２-２７-８６９１

松山営業部
７９０-００１１
松山市千舟町５-５-３
ＥＭＥ松山千舟町ビル４Ｆ
０８９-９４３-１３８６

三原営業所
７２３-００５２
三原市皆実４-８-１
三原商工会議所ビル
０８４８-６２-６９９３

佐賀営業所
８４０-０８３１
佐賀市松原１-２-３５
佐賀商工会館５Ｆ
０９５２-２９-９６６４

大阪東営業所
５７１-００５５
門真市殿島町６-４
守口門真商工会館３Ｆ
０６-６９０４-１９７０

■中国営業局
７３０-００５１
広島市中区大手町２-７-１０
広島三井ビルディング５Ｆ
０８２-２４６-９５１７

福山営業所
７２０-００６７
福山市西町２-１０-１
福山商工会議所ビル
０８４-９２７-０２８５

唐津営業所
８４７-００１２
唐津市大名小路１-５４
唐津商工会館４Ｆ
０９５５-７４-８２８３

大阪南営業所
５９５-００６２
泉大津市田中町１０-７
泉大津商工会議所会館４Ｆ
０７２５-２２-０７５１

■鳥取支社
６８０-００３１
鳥取市本町３-２０１
鳥取商工会議所会館
０８５７-２７-４１４２

■山口支社
７５３-００７４
山口市中央５-７-３
山口センタービル４Ｆ
０８３-９２４-９４２７

■長崎支社
８５０-００３２
長崎市興善町４-５
カクヨウＢＬＤ３Ｆ
０９５-８２４-４５０３

和歌山営業部
６４０-８２２７
和歌山市西汀丁３６
和歌山商工会議所会館５Ｆ
０７３-４３１-６２７３

鳥取営業所
６８０-００３１
鳥取市本町３-２０１
鳥取商工会議所会館
０８５７-２７-４１４２

山口営業所
７５３-００７４
山口市中央５-７-３
山口センタービル４Ｆ
０８３-９２４-９４２７

長崎営業所
８５０-００３２
長崎市興善町４-５
カクヨウＢＬＤ２Ｆ
０９５-８２７-６４７０

和歌山南営業所
６４９-０３０４
有田市箕島３３-１
紀州有田商工会議所ビル３Ｆ
０７３７-８２-６６７５

米子営業所
６８３-０８２３
米子市加茂町２-２０４
米子商工会議所会館５Ｆ
０８５９-３３-９１０１

下関営業所
７５０-０００６
下関市南部町２１-１９
下関商工会館４Ｆ
０８３２-３５-１７４０

佐世保営業所
８５７-０８６３
佐世保市三浦町１-３２
吉田海運ビル６Ｆ
０９５６-２２-０１１５
諫早営業所
８５４-００１６
諫早市高城町５-１０
諫早商工会館５Ｆ
０９５７-２３-８９７２

■佐賀支社
８４０-０８３１
佐賀市松原１-２-３５
佐賀商工会館５Ｆ
０９５２-２９-９６６４

■神戸支社
６５０-００３３
神戸市中央区江戸町９５
井門神戸ビル１３Ｆ
０７８-３９３-３１２４

■松江支社
６９０-０８８６
松江市母衣町５５-４
松江商工会議所ビル６Ｆ
０８５２-２１-６８２１

徳山営業所
７４５-００３７
周南市栄町２-１５
徳山商工会議所ビル５Ｆ
０８３４-３１-７４９６

神戸営業所
６５０-００３３
神戸市中央区江戸町９５
井門神戸ビル１３Ｆ
０７８-３９３-３１２４

松江営業所
６９０-０８８６
松江市母衣町５５-４
松江商工会議所ビル１Ｆ
０８５２-２１-３９２７

岩国営業所
７４０-００２２
岩国市山手町１-１６-１０
山手町ビル２Ｆ
０８２７-２４-４６９０

■沖縄支社
９００-００１５
那覇市久茂地２-８-１
沖縄第２７大京ビル５Ｆ
０９８-８６２-５０８４

阪神営業所
６６２-０８５４
西宮市櫨塚町２-２０
西宮商工会館１Ｆ
０７９８-３６-０７２９

出雲営業所
６９３-００１１
出雲市大津町１１３１-１
出雲商工会館４Ｆ
０８５３-２３-６２７６

■九州営業局
８１０-００１１
福岡市中央区天神１-１-１
アクロス福岡１２Ｆ
０９２-７１８-１３０３

那覇営業所
９００-００１５
那覇市久茂地２-８-１
沖縄第２７大京ビル５Ｆ
０９８-８６２-５０８４

■岡山支社
７００-０９８５
岡山市北区厚生町３-１-１５
岡山商工会議所ビル７Ｆ
０８６-２３１-８７６６

■福岡支社
８１２-００１１
福岡市博多区博多駅前２-９-２８
福岡商工会議所ビル７Ｆ
０９２-４３１-８０５６

沖縄中部営業所
９０１-２２１３
宜野湾市志真志４-２-２
富士建設ビル３Ｆ
０９８-８９８-７７２３

岡山営業所
７００-０９８５
岡山市北区厚生町３-１-１５
岡山商工会議所ビル７Ｆ
０８６-２３１-８７６６

福岡営業所
８１２-００１１
福岡市博多区博多駅前２-９-２８
福岡商工会議所ビル７Ｆ
０９２-４３１-８０５６

■熊本支社
８６０-００２２
熊本市横紺屋町１０
熊本商工会議所ビル４Ｆ
０９６-３２５-１８３６

倉敷営業所
７１０-０８２４
倉敷市白楽町２４９-５
倉敷商工会館５Ｆ
０８６-４２５-０６３１

久留米営業所
８３０-００２２
久留米市城南町１５-５
久留米商工会議所５Ｆ
０９４２-３５-２０７９

熊本営業所
８６０-００２２
熊本市横紺屋町１０
熊本商工会議所ビル４Ｆ
０９６-３２５-１８３６

高知営業所
７８０-０８７０
高知市本町１-６-２４
高知商工会館２Ｆ
０８８-８７５-３６００

津山営業所
７０８-００２２
津山市山下３０-９
津山商工会館３Ｆ
０８６８-２２-９２１６

柳川営業所
８３２-００４５
柳川市大字本町１１７-２
柳川商工会館２Ｆ
０９４４-７２-９３７７

八代営業所
８６６-０８６２
八代市松江城町６-６
八代商工会館
０９６５-３５-５４５３

中村営業所
７８７-００２９
四万十市中村小姓町４６
中村商工会館３Ｆ
０８８０-３４-７２４７

備中営業所
７１６-００３２
高梁市弓之町５９-２
高梁商工会館別館
０８６６-２２-０７９７

北九州営業所
８０２-００８１
北九州市小倉北区紺屋町１３-１
毎日西部会館４Ｆ
０９３-５４１-０５８２

熊本城北営業所
８６５-００２５
玉名市高瀬２９０-１
玉名商工会館３Ｆ
０９６８-７２-２９４７

姫路営業所
６７０-０９３２
姫路市下寺町４３
姫路商工会議所新館４Ｆ
０７９-２８２-７７３８
東播営業所
６７５-００６４
加古川市加古川町溝之口５２７-５
加古川商工ビルディング５Ｆ
０７９-４２１-６００７
■四国支社
７８０-０８７０
高知市本町１-６-２４
高知商工会館２Ｆ
０８８-８７５-３６００
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■大分支社
８７０-００２３
大分市長浜町３-１５-１９
大分商工会議所ビル２Ｆ
０９７-５３２-２２６０

■仙台FA支社
９８０-００１４
仙台市青葉区本町１-５-３１
シエロ仙台ビル２Ｆ
０２２-７１２-８５７１

■福岡FA支社
８１０-０００１
福岡市中央区天神１-１-１
アクロス福岡１０Ｆ
０９２-７１８-１３４０

■コーポレートサポートセンター
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-６７３７-７８３０

大分営業所
８７０-００２３
大分市長浜町３-１５-１９
大分商工会議所ビル２Ｆ
０９７-５３２-２２６０

■東京FA支社
１０８-００７５
港区港南２-１６-４
品川グランドセントラルタワー７Ｆ
０３-６７１７-６０１１

■福岡中央FA支社
８１０-０００１
福岡市中央区天神１-１-１
アクロス福岡１０Ｆ
０９２-７２５-７７８１

■セールスサポート部
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-６７３７-７２３０

中津営業所
８７１-００５８
中津市豊田町２-４２３-１０
６Ｂ
Ｉ
ＬＬ４Ｆ
０９７９-２４-１１９０

■池袋FA支社
１７０-００１３
豊島区東池袋１-１０-１
住友池袋駅前ビル４Ｆ
０３-５９５６-７３１１

■博多FA支社
８１０-０００１
福岡市中央区天神１-１-１
アクロス福岡１０Ｆ
０９２-７１８-１２８８

■グループサポートセンター
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-６７３７-７２２０

豊南営業所
８７６-０８４４
佐伯市向島１-１０-１
佐伯商工会館１Ｆ
０９７２-２０-０９２４

■新宿FA支社
１６３-０２２９
新宿区西新宿２-６-１
新宿住友ビル２９Ｆ
０３-５３２４-５６１０

■西日本FA統括部（福岡業務グループ）
８１０-０００１
福岡市中央区天神１-１-１
アクロス福岡１０Ｆ
０９２-７１８-１３５２

■首都圏法人営業部 神奈川オフィス
２３１-０００５
横浜市中区本町３-３０-７
横浜平和ビル６F
０４５-２０１-２１８５

■宮崎支社
８８０-０８０５
宮崎市橘通東１-８-１１
宮崎商工会館４Ｆ
０９８５-２２-３１２８

■青山FA支社
１０７-００６２
港区南青山３-１-３１
ＮＢＦ南青山ビル７Ｆ
０３-５７８５-２０１１

■北九州FA支社
８０２-０００１
北九州市小倉北区浅野３-８-１
アジア太平洋インポ−トマート
流通センター棟６Ｆ
０９３-５３３-２５６１

■東海法人営業部
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ８Ｆ
０５２-２３２-３６７３

宮崎営業所
８８０-０８０５
宮崎市橘通東１-８-１１
宮崎商工会館４Ｆ
０９８５-２２-３４２６

■つくばFA支社
３０５-００３２
つくば市竹園１-６-１
つくば三井ビルディング１８Ｆ
０２９-８５５-９８３１

都城営業所
８８５-００７３
都城市姫城町４街区１
都城商工会議所１Ｆ
０９８６-２６-０８３２

■横浜FA支社
２３１-０００５
横浜市中区本町３-３０-７
横浜平和ビル７Ｆ
０４５-６６２-０７２１

■鹿児島支社
８９２-０８４２
鹿児島市東千石町１-３８
鹿児島商工会議所ビル８Ｆ
０９９-２２２-７４７８

■西日本FA統括部
６５０-００３５
神戸市中央区浪花町５９
神戸朝日ビルディング２０Ｆ
０７８-３２１-０５７２

鹿児島営業所
８９２-０８４２
鹿児島市東千石町１-３８
鹿児島商工会議所ビル８Ｆ
０９９-２２２-７７３４

■名古屋FA支社
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ９Ｆ
０５２-２３２-３４０２

北薩営業所
８９５-００５２
薩摩川内市神田町３-２５
川内商工会議所会館２Ｆ
０９９６-２２-１２０９

■東海FA支社
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ９Ｆ
０５２-２３２-２１８１

鹿屋営業所
８９３-００１５
鹿屋市新川町６００
鹿屋商工会議所会館４Ｆ
０９９４-４４-５８７０

■中京FA支社
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ９Ｆ
０５２-２３２-３４３５

南薩営業所
８９８-００１２
枕崎市千代田町４５-４
中崎ビル３Ｆ
０９９３-７３-２１７０

■西日本FA統括部（名古屋業務グループ）
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ９Ｆ
０５２-２３２-３４４１

アクサ FA

■東日本FA統括部
１０７-００６２
港区南青山３-１-３１
NBF南青山ビル７Ｆ
０３-５７８５-２１５５
■札幌FA支社
０６０-００３２
札幌市中央区北二条東４-１-２
サッポロファクトリー三条館５Ｆ
０１１-２０７-０６６１
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■大阪FA支社
５４１-００４１
大阪市中央区北浜３-７-１２
東京建物大阪ビル４Ｆ
０６-６２０９-１９３１
■神戸FA支社
６５０-００３５
神戸市中央区浪花町５９
神戸朝日ビルディング２０Ｆ
０７８-３２１-０５７１
■広島FA支社
７３０-００５１
広島市中区大手町２-７-１０
広島三井ビルディング５Ｆ
０８２-２４０-４０９１

■大分FA支社
８７０-００４４
大分市舞鶴町１-４-３５
大分三井ビルディング２Ｆ
０９７-５３７-７４６１

アクサ FS

■FS東京セールスオフィス
１６３-０４３０
新宿区西新宿２-１-１
新宿三井ビル３０F
０３-５９０９-１７６１

■関西法人営業部
５４１-００４１
大阪市中央区北浜３-７-１２
東京建物大阪ビル５F
０６-６２０９-１９６６
■関西法人営業部 金沢オフィス
９２０-０９１８
金沢市尾山町９-１３
金沢商工会議所中小企業会館４F
０７６-２２１-７７２２
■九州法人営業部
８１０-０００１
福岡市中央区天神１-１-１
アクロス福岡１２F
０９２-７１８-１３５４

アクサ コーポレート

アクサ エージェント

■公法人部 札幌オフィス
０６０-０００１
札幌市中央区北1条西４-２-１２
北１条アネックスビル５F
０１１-２２１-８７８７

■北海道エージェント営業部
０６０-０００１
札幌市中央区北1条西４-２-１２
北一条アネックスビル５F
０１１-２２１-３０５１

■公法人部 仙台オフィス
９８０-００１４
仙台市青葉区本町１-５-３１
シエロ仙台ビル３F
０２２-２６７-６１３３

■関信越エージェント営業部
３３０-０８０２
さいたま市大宮区宮町１丁目１１４-１
ORE大宮ビル３F
０４８-６４０-６７７３

■東京法人営業部
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-６７３７-７４４０

■横浜エージェント営業部
２３１-０００５
横浜市中区本町３-３０-７
横浜平和ビル６F
０４５-２２５-５２７１

■公法人部
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-６７３７-７４７０

■首都圏第一エージェント営業部
１０３-０００１
中央区日本橋小伝馬町１４-７
アクサ小伝馬町ビル８F
０３-６７３３-６０００

■首都圏法人営業部
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-６７３７-６０１０

■首都圏第二エージェント営業部
１０３-０００１
中央区日本橋小伝馬町１４-７
アクサ小伝馬町ビル８F
０３-６７３３-６０３０

■金融法人営業部
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-６７３７-６０５０

■首都圏第三エージェント営業部
１０３-０００１
中央区日本橋小伝馬町１４-７
アクサ小伝馬町ビル８F
０３-６７３３-６３２０

■エージェント営業開発部
１０３-０００１
中央区日本橋小伝馬町１４-７
アクサ小伝馬町ビル８F
０３-６７３３-６３００
■東海エージェント営業部
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ８Ｆ
０５２-２３２-３６７１
■関西第一エージェント営業部
５４１-００４１
大阪市中央区北浜３-７-１２
東京建物大阪ビル５F
０６-６２０９-２８１１
■関西第二エージェント営業部
５４１-００４１
大阪市中央区北浜３-７-１２
東京建物大阪ビル５F
０６-６２０９-２９３５
■岡山エージェント営業部
７００-０９８５
岡山市北区厚生町３-１-１５
岡山商工会議所ビル７F
０８６-２３３-７３６１
■広島エージェント営業部
７３０-００５１
広島市中区大手町２-７-１０
広島三井ビルディング４F
０８２-２４９-１７８１
■九州エージェント営業部
８１０-０００１
福岡市中央区天神１-１-１
アクロス福岡１２F
０９２-７１８-１３６２
■AGサポートセンター
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-５７８９-１５８０

アクサ 金融法人 チャネル

■第一営業部
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-６７３７-７６６０
■第一営業部（名古屋）
４６０-０００３
名古屋市中区錦１-１１-１１
名古屋インターシティ８Ｆ
０５２-２３２-３４５０
■第二営業部
１０８-８０２０
港区白金１-１７-３
NBFプラチナタワー
０３-６７３７-７６６０
■第三営業部（大阪）
５４１-００４１
大阪市中央区北浜３-７-１２
東京建物大阪ビル４F
０６-４７０７-３８５８
■第三営業部（福岡）
８１０-０００１
福岡市中央区天神１-１-１
アクロス福岡１２F
０９２-７２５-７７８４
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項目

指標

記載ページ

1.1

組織にとっての持続可能性の適合性と、その戦略に関する組織の最高意思決定者（ CEO 、会長またはそれに相当す
る上級幹部）の声明

4

1.2

主要な影響、リスクおよび機会の説明

備考

1 戦略および分析

4、6、15

2 組織のプロフィール
2.1
2.2
2.3
2.4

組織の名称

2、113、114-119

主要なブランド、製品および／またはサービス

18、19、103-112

2.5

組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っている、あるいは報告書中に掲載されているサステナ
ビリティの課題に特に関連のある国名

2.6
2.7

所有形態の性質および法的形式

主要部署、事業会社、子会社および共同事業などの組織の経営構造
組織の本社の所在地

参入市場（地理的内訳、参入セクター、顧客／受益者の種類を含む）

2.8

以下の項目を含む報告組織の規模
従業員数
純売上高（民間組織について）あるいは純収入（公的組織について）
負債および株主資本に区分した総資本（民間組織について）
提供する製品またはサービスの量

2.9

以下の項目を含む、規模、構造または所有形態に関して報告期間中に生じた大幅な変更
施設のオープン、閉鎖および拡張などを含む所在地または運営の変更
株主資本構造およびその資本形成における維持および変更業務（民間組織の場合）

2.10

報告期間中の受賞歴

2、38-41
113
2
113
2、5、
6
8、9、
43
47、
46
103〜112

10
該当なし

3 報告要素
報告書のプロフィール
3.1

提供する情報の報告期間（会計年度／暦年など）

3

3.2

前回の報告書発行日（該当する場合）

3

3.3

報告サイクル（年次、半年ごとなど）

3.4

報告書またはその内容に関する質問の窓口

3
表3

報告書のスコープおよびバウンダリー
3.5

以下を含め、報告書の内容を確定するためのプロセス
重要性の判断
報告書内のおよびテーマの優先順位付け
組織が報告書の利用を期待するステークホルダーの特定

3、12-13

3.6

報告書のバウンダリー（国、部署、子会社、リース施設、共同事業、サプライヤー（供給者）など）

2、
12-13

3.7

報告書のスコープまたはバウンダリーに関する具体的な制限事項を明記する

3.8

共同事業、子会社、リース施設、アウトソーシングしている業務および時系列でのおよび／または報告組織間の比較
可能性に大幅な影響を与える可能性があるその他の事業体に関する報告の理由

該当なし

3.9

報 告 書 内 の 指 標 および そ の 他 の 情 報を編 集 するために適 用された 推 計 の 基となる前 提 条 件 および 技 法を含 む、
データ測定技法および計算の基盤

─

3.10

以前の報告書で掲載済みである情報を再度記載することの効果の説明、およびそのような再記述を行う理由（合併／
買収、基本となる年／期間、事業の性質、測定方法の変更など）

該当なし

3.11

報告書に適用されているスコープ、バウンダリーまたは測定方法における前回の報告期間からの大幅な変更

該当なし

12-13

GRI 内容索引
3.12

報告書内の標準開示の所在場所を示す表

122-125

保証
3.13

報告書の外部保証添付に関する方針および現在の実務慣行。 サステナビリティ報告書に添付された保証報告書内に
記載がない場合は、外部保証の範囲および基盤を説明する。また、報告組織と保証の提供者との関係を説明する

35

4 ガバナンス、コミットメントおよび参画
ガバナンス
4.1

戦略の設定または全組織的監督など、特別な業務を担当する最高統治機関の下にある委員会を含む統治構造（ガバ
ナンスの構造）

14

4.2

最高統治機関の長が執行役員を兼ねているかどうかを示す（兼ねている場合は、組織の経営におけるその役割と、
このような人事になっている理由も示す）

43

4.3

単一の理事会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび／または非執行メンバーの人数
を明記する

43

4.4

株主および従業員が最高統治機関に対して提案または指示を提供するためのメカニズム

14

4.5

122

最高統治機関メンバー、上級管理職および執行役についての報酬（退任の取り決めを含む）と組織のパフォーマンス
（社会的および環境的パフォーマンスを含む）との関係

4.6

最高統治機関が利害相反問題の回避を確保するために実施されているプロセス

4.7

経済的、環境的、社会的テーマに関する組織の戦略を導くための、最高統治機関のメンバーの適性および専門性を
決定するためのプロセス

14
14、
15
14

日本国内のみ

財産の状況

項目

指標

記載ページ

4.8

経済的、環境的、社会的パフォーマンス、さらにその実践状況に関して、組織内で開発したミッション（使命）および
バリュー（価値）についての声明、行動規範および原則

表2、5

4.9

組織が経済的、環境的、社会的パフォーマンスを特定し、マネジメントしていることを最高統治機関が監督するための
プロセス。 関連のあるリスクと機会および国際的に合意された基準、行動規範および原則への支持または遵守を含む

5、
15

4.10

最高統治機関のパフォーマンスを、特に経済的、環境的、社会的パフォーマンスという観点で評価するためのプロセス

14

備考

外部のイニシアティヴへのコミットメント
4.11

組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうか、およびその方法はどのようなものかについての説明

4.12

外部で開発された、経済的、環境的、社会的憲章、原則あるいは組織が同意または受諾するその他のイニシアティブ

4.13

組織が以下の項目に該当するような、（企業団体などの）団体および／または国内外の提言機関における会員資格
統治機関内に役職を持っている
プロジェクトまたは委員会に参加している
通常の会員資格の義務を越える実質的な資金提供を行っている
会員資格を戦略的なものとして捉えている

15-16、95-97
該当なし
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社団法人生命
保険協会

ステークホルダー参画
4.14

組織に参画したステークホルダー・グループのリスト

12-13

4.15

参画してもらうステークホルダーの特定および選定の基準

12-13

4.16

種類ごとのおよびステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、ステークホルダー参画へのアプローチ

4.17

そ の 報 告を通じた場 合も含め、ステークホルダー 参 画を通じて浮かび上がった主 要 なテーマおよび懸 案 事 項と、
それらに対して組織がどのように対応したか

17
17-25

5 マネジメント・アプローチおよびパフォーマンス指標
経済
側面：経済的パフォーマンス
EC1

収入、事業コスト、従業員の給与、寄付およびその他のコミュニティへの投資、内部留保および資本提供者や政府に
対する支払いなど、創出および分配した直接的な経済的価値

EC2

気候変動による組織の活動に対する財務上の影響およびその他のリスクと機会

─

EC3

確定給付型年金制度の組織負担の範囲

─

EC4

政府から受けた相当の財務的支援

43、
47

該当なし

側面：市場での存在感
EC5

主要事業拠点について、現地の最低賃金と比較した標準的新入社員賃金の比率の幅

─

EC6

主要事業拠点での地元のサプライヤー（供給者）についての方針、業務慣行および支出の割合

─

EC7

現地採用の手順、主要事業拠点で現地のコミュニティから上級管理職となった従業員の割合

─

側面：間接的な経済的影響
EC8

商業活動、現物支給、または無料奉仕を通じて、主に公共の利益のために提供されるインフラ投資およびサービスの
展開図と影響

32

EC9

影響の程度など、著しい間接的な経済的影響の把握と記述

─

環境
側面：原材料
EN1

使用原材料の重量または量

─

EN2

リサイクル由来の使用原材料の割合

─

側面：エネルギー
EN3

一次エネルギー源ごとの直接的エネルギー消費量

─

EN4

一次エネルギー源ごとの間接的エネルギー消費量

33

EN5

省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量

33

EN6

エネルギー効率の高いあるいは再生可能エネルギーに基づく製品およびサービスを提供するための率先取り組み、
およびこれらの率先取り組みの成果としてのエネルギー必要量の削減量

─

EN7

間接的エネルギー消費量削減のための率先取り組みと達成された削減量

33

EN8

水源からの総取水量

─

EN9

取水によって著しい影響を受ける水源

─

水のリサイクルおよび再利用量が総使用水量に占める割合

─

側面：水

EN10

側面：生物多様性
EN11

保護地域内あるいはそれに隣接した場所および保護地域外で、生物多様性の価値が高い地域に所有、賃借、または
管理している土地の所在地および面積

─

EN12

保護地域および保護地域外で、生物多様性の価値が高い地域での生物多様性に対する活動、製品およびサービスの
著しい影響の説明

─

EN13

保護または復元されている生息地

─

EN14

生物多様性への影響をマネジメントするための戦略、現在の措置および今後の計画

─

EN15

事業によって影響を受ける地区内の生息地域に生息する IUCN （国際自然保護連合）のレッドリスト種（絶滅危惧種）
および国の絶滅危惧種リストの数。 絶滅危険性のレベルごとに分類する

─

123

項目

指標

記載ページ

側面：排出物、廃水および廃棄物
EN16

重量で表記する直接および間接的な温室効果ガスの総排出量

─

EN17

重量で表記するその他の関連ある間接的な温室効果ガス排出量

─

EN18

温室効果ガス排出量削減のための率先取り組みと達成された削減量

─

EN19

重量で表記するオゾン層破壊物質の排出量

─

EN20

種類別および重量で表記する NOx 、 SOx およびその他の著しい影響を及ぼす排気物質

─

EN21

水質および放出先ごとの総排水量

─

EN22

種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量

─

EN23

著しい影響を及ぼす漏出の総件数および漏出量

─

EN24

バーゼル条約付属文書Ⅰ、Ⅱ、ⅢおよびⅧ の下で有害とされる廃棄物の輸送、輸入、輸出、 あるいは処理の重量、
および国際輸送された廃棄物の割合

─

EN25

報 告 組 織 の 排 水 および流 出 液により著しい 影 響を受ける水 界 の 場 所、 それに関 連する生 息 地 の 規 模、 保 護 状 況、
および生物多様性の価値を特定する

─

側面：製品およびサービス
EN26

製品およびサービスの環境影響を緩和する率先取り組みと影響削減の程度

─

EN27

カテゴリー別の再生利用される販売製品およびその梱包材の割合

─

環境規制への違反に対する相当な罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数

─

組織の業務に使用される製品、その他物品、原材料の輸送および従業員の移動からもたらされる著しい環境影響

33

種類別の環境保護目的の総支出および投資

─

側面：遵守
EN28
側面：輸送
EN29
側面：総合
EN30

労働慣行とディーセント・ワーク（公正な労働条件）
側面：雇用
LA1

雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力

LA2

従業員の総離職数および離職率の年齢、性別および地域による内訳

43

LA3

主要な業務ごとの派遣社員またはアルバイト従業員には提供されないが、正社員には提供される福利

27

43

側面：労使関係
LA4

団体交渉協定の対象となる従業員の割合

27

LA5

労働協約に定められているかどうかも含め、著しい業務変更に関する最低通知期間

─

側面：労働安全衛生
LA6

労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う、公式の労使合同安全衛生委員会の対象となる総従業員
の割合

─

LA7

地域別の、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合および業務上の総死亡者数

─

LA8

深刻な疾病に関して、労働者、その家族またはコミュニティのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、
カウンセリング、予防および危機管理プログラム

─

LA9

労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ

─

側面：研修および教育
LA10

従業員のカテゴリー別の、従業員あたりの年間平均研修時間

─

LA11

従業員の継続的な雇用適性を支え、キャリアの終了計画を支援する技能管理および生涯学習のためのプログラム

─

LA12

定常的にパフォーマンスおよびキャリア開発のレビューを受けている従業員の割合

─

側面：多様性と機会均等
LA13

性別、年齢、マイノリティーグループおよびその他の多様性の指標に従った、統治体（経営管理職）の構成および
カテゴリー別の従業員の内訳

─

LA14

従業員のカテゴリー別の、基本給与の男女比

─

人権
側面：投資および調達の慣行
HR1

人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた重大な投資協定の割合とその総数

HR2

人権に関する適正審査を受けた主なサプライヤー（供給者）および請負業者の割合と取られた措置

─

HR3

研修を受けた従業員の割合を含め、業務に関連する人権的側面に関わる方針および手順に関する従業員研修の総時間

─

─

側面：無差別
HR4

差別事例の総件数と取られた措置

─

側面：結社の自由
HR5

結社の自由および団体交渉の権利行使が著しいリスクに曝されるかもしれないと判断された業務と、それらの権利を
支援するための措置

─

側面：児童労働
HR6

児童労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と、児童労働の防止に貢献するための対策

─

側面：強制労働
HR7

124

強制労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と、強制労働の防止に貢献するための対策

─

備考

項目

指標

記載ページ

備考

側面：保安慣行
HR8

業務に関連する人権の側面に関する組織の方針もしくは手順の研修を受けた保安要員の割合

─

側面：先住民の権利
HR9

先住民の権利に関係する違反事例の総件数と取られた措置

─

社会
側面：コミュニティ
SO1

参入、事業運営および撤退を含む、コミュニティに対する事業の影響を評価し、管理するためのプログラムと実務慣
行の性質、適用範囲および有効性

─

側面：不正行為
SO2

不正行為に関連するリスクの分析を行った事業単位の割合と総数

SO3

組織の不正行為対策の方針および手順に関する研修を受けた従業員の割合

─

SO4

不正行為事例に対応して取られた措置

─

─

側面：公共政策
SO5

公共政策の位置づけおよび公共政策立案への参加およびロビー活動

32

SO6

政党、政治家および関連機関への国別の献金および現物での寄付の総額

─

側面：反競争的な行動
SO7

反競争的な行動、反トラストおよび独占的慣行に関する法的措置の事例の総件数とその結果

─

法規制の違反に対する相当の罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数

─

側面：遵守
SO8

製品責任
側面：顧客の安全衛生
PR1

製 品 およびサ ービスの 安 全 衛 生 の 影 響について、 改 善 のために評 価が行われているライフサイクルのステージ、
ならびにそのような手順の対象となる主要な製品およびサービスのカテゴリーの割合

─

PR2

製品およびサービスの安全衛生の影響に関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載

─

側面：製品およびサービスのラベリング
PR3

各種手順により必要とされている製品およびサービス情報の種類と、このような情報要件の対象となる主要な製品お
よびサービスの割合

─

PR4

製品およびサービスの情報、ならびにラベリングに関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載

─

PR5

顧客満足度を測る調査結果を含む、顧客満足に関する実務慣行

17

側面：マーケティング・コミュニケーション
PR6
PR7

広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに関する法律、基準および自主規範の遵守のた
めのプログラム
広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに関する規制および自主規範に対する違反の件
数を結果別に記載

─
─

側面：顧客のプライバシー
PR8

顧客のプライバシー侵害および顧客データの紛失に関する正当な根拠のあるクレームの総件数

─

製品およびサービスの提供、および使用に関する法規の違反に対する相当の罰金の金額

─

側面：遵守
PR9
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