
AXA JAPAN HOLDING 2014 ANNUAL REPORT  AXAグループの日本における事業展開

AXAグループは日本において、保険、資産運用、アシスタンスなど、
フィナンシャル・プロテクションに関するさまざまな分野で事業を展開しています。
保険分野を担当する4社を中心に、AXAメンバーカンパニーとも密接に連携し、
お客さまの一生涯をサポートする商品・サービスをご提供しています。
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アシスタンスサービス
● アクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社

その他のAXAメンバーカンパニー

AXAグループの日本における事業展開

※1 アクサ ジャパン ホールディング株式会社が所有する議決権の割合
※ 2014年6月30日現在、アクサ ジャパン ホールディング株式会社とアクサ生命保険株式会社は、関係当局の認可を前提として、2014年10月1日付に合
併することを決定しました。合併後の新会社は、アクサ生命保険株式会社の商号と業務を承継し、アクサ ジャパン ホールディング株式会社の子会社であ
るアクサ損害保険株式会社、アクサダイレクト生命保険株式会社を100％子会社とする予定です。

 詳細はアクサ ジャパン ホールディング株式会社の公式HPをご確認ください。
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アクサ生命は、お客さまの特性に応じた多様な販売チャネルを通じ、
商品・サービスをご提供しています。各チャネルには、専門の教育を受けた社員を配置し、
お客さまのニーズに最適なソリューションでお応えしています。

幅広い販売チャネルで、お客さまに最適なソリューションをご提供します

通販チャネル

インターネット
通販チャネル

アクサ CCI チャネル
全国各地の商工会議所（CCI）の共済制度や福祉制度の引受保険会社として、専門知識
を持った専任の営業社員を通じて、経営者のリスク対策、事業承継対策、従業員の福利
厚生プランのご提案などを行っています。
アクサ FA チャネル
ファイナンシャル・プランニングの知識を有する専門の担当者が、ライフプランのアドバ
イスを通じてニーズにあわせたソリューションを提供する、付加価値の高いコンサルティ
ングサービスを行っています。

専属営業社員による販売チャネル

アクサ コーポレート チャネル
企業や官公庁、組合などの団体向けに福利厚生制度導入のサポートを行っています。
約1,700を超える企業・団体の従業員、そのご家族、退職者の方々のニーズにあわせた
最適なソリューションのご提案を行っています。

企業・団体に向けた販売チャネル

アクサ エージェント チャネル
ライフプロ代理店、損保代理店、保険ショップ、税理士・公認会計士など、全国約2,500の
プロフェッショナルな代理店を通じて、個人・法人のお客さまに対するリスクマネジメン
ト、コンサルティングサービスのご提案を行っています。

保険代理店を通じた販売チャネル

アクサ 金融法人 チャネル
銀行や証券会社などの金融機関において、医療、変額個人年金保険などの資産形成型
商品の窓口販売を通じて、お客さまに最適なソリューションのご提供を行っています。

金融機関での窓口販売チャネル
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