
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99％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、アクサダイレクト生命、
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
を行っています。
また資産運用などを行う他の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)  ジョージ・スタンスフィールド
取締役(社外取締役) 西浦　裕二
取締役(社外取締役) 八木　哲雄
取締役(社外取締役) ピーター・スティガント
取締役 代表執行役社長兼CEO ジャン=ルイ・ローラン・ジョシ
取締役 執行役兼損害保険部門長 藤井　靖之
執行役兼チーフファイナンシャル
オフィサー 住谷　貢
執行役兼チーフオペレーティング
オフィサー マーク・ブロティエール

アクサダイレクト生命保険株式会社

アクサダイレクト生命は、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、
SBIホールディングス、ソフトバンクの出資により設立され、SBIアクサ
生命としてスタートしました。2010年2月にSBIホールディングスの
保有株をアクサ ジャパン ホールディングが取得し、同社の子会社と
なったことから、2010年5月ネクスティア生命に社名を変更いたし
ました。そして2013年5月14日、お客さまの利便性を“ダイレクトに”
追求する生命保険会社として、アクサダイレクト生命へと生まれ変わり
ました。
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
(アクサ ジャパン ホールディング株式会社､ SBIホールディングス株式
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:87億円
発行済株式数:527千株
事業内容:生命保険業
役　員
取締役会長(非常勤) 住谷　貢
代表取締役社長 斎藤　英明
取締役(非常勤) 松田　貴夫
常勤監査役 阿部　典達
監査役(非常勤) 水村　崇
監査役(非常勤) 松田　一隆

アクサ生命保険株式会社

アクサ生命は1994年に世界最大級の保険・資産運用グループAXA
の日本法人として設立され、2000年に日本団体生命（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5つの販売チャネル（アクサ 
CCI、アクサ FA、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) 西浦　裕二
取締役(社外取締役) 八木　哲雄
取締役(社外取締役) ピーター・スティガント
取締役 代表執行役社長兼CEO ジャン=ルイ・ローラン・ジョシ
取締役 代表執行役副社長兼
チーフディストリビューションオフィサー 幸本　智彦
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 執行役兼
チーフオペレーティングオフィサー マーク・ブロティエール
取締役 執行役兼
チーフファイナンシャルオフィサー 住谷　貢
執行役兼人事部門長 種村　尚
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 松田　一隆
執行役兼広報部門長兼
危機管理 ･事業継続部門長 小笠原　隆裕

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」の商品認可を受け、
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 東京都台東区寿二丁目1番13号　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(社外取締役) 西浦　裕二
代表取締役社長 CEO 藤井　靖之
取締役 齋藤　貴之
取締役 ニコラ・エブラン
取締役(社外取締役) ジャン=ルイ・ローラン・ジョシ
取締役(社外取締役) 松田　貴夫
取締役(社外取締役) ザビエ・ヴェイリー
常勤監査役 足立　正之
監査役(社外監査役) ジル・フロマジョ
監査役(社外監査役) アデリア・マルチネス・オラヤ

※役員は2014年7月1日現在
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