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チューリッヒ保険会社
（チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド）
日本における代表者および最高経営責任者

北 澤　章

Akira Kitazawa

　わが国経済は、金融緩和や財政出動などの効果に
よる円高の是正、株価の上昇によって企業収益が改善
されるとともに、新車販売台数の回復や消費税増税前の
駆け込み需要などもあり個人消費が堅調に推移しており
ます。2013年度の当社の業績は、自動車保険における
保有契約件数の増加や、傷害保険の売上の順調な伸び
などにより、収入保険料は前年比7.0％増の686億円と
なりました。一方、営業費及び一般管理費は主に広告
宣伝費の増加などにより前年比15.2％増の169億円を
計上しました。その結果、当期は純損失21億円を計上しま
した。これには、昨冬の大雪による自動車保険の支払
保険金の増加なども影響しております。なお、広告宣伝
費の増加は営業計画に基づいたもので、財務的な健全
性は確保しております。また、単体ソルベンシーマージン
比率は501.1％となりました。

　主力の自動車保険事業においては、2013年10月から
自動車保険のインターネット割引を最大 12 ,000 円へ
拡大しました。また、2014 年 4月保険始期分からバイク
保険のインターネット割引を最大 3 ,000 円に拡大して
おります。ウェブサイトにおいては、お問合わせサポート
機能の拡充やお客様専用ページのアラート機能の改善
を行うなど、さらにお客様の利便性を高める機能を追加
しております。これらの取組みの結果、引続き新規契約
は前年を上回る伸びを達成しました。また、顧客満足度
調査では主要な調査機関より3 年連続で最高評価を
いただきました。

　銀行やクレジットカード会社など提携企業の会員顧客
や口座保有者にダイレクトマーケティングを通じて傷害

保険を提供しているホールセール事業では、地方銀行と
の提携を拡大するなど2005年から連続で二桁を超える
高い成長率を維持しました。自動車保険とならぶ当社の
主要ビジネスのひとつとして、個人保険部門の好調な業績
を牽引しています。

　企業保険部門では、新たに製造業者向け賠償責任
保険やプロダクトセーフティー＆リコール保険の販売を開
始するなどチューリッヒならではの新商品の開発に努め、
グローバル企業のお客様のニーズにお応えすることが
できました。

　少子高齢化による社会構造の変化、自動車の高機能
化・高性能化による修理費用の上昇など保険業界をとり
まく事業環境は依然不透明な状況です。当社はこのよう
な環境変化に着実に対応し、収益性と成長性のバランス
のとれた成長戦略の推進に注力するとともに、顧客満足
度のさらなる向上とリスク管理態勢の高度化など経営管
理態勢の一層の強化に取り組んでまいります。具体的に
は、当社の企業理念である「ケア」と「イノベーション」の
精神に根ざし、常にお客様の期待を上回る「カスタマー・
エクスペリエンス（顧客体験）」を提供するための基盤整
備や、3年前から継続している「トランスフォーメーション

（業務変革）」にも全社を挙げて取り組むことで、さらなる
業務プロセス・品質の改善を図ります。また、法令遵守態
勢の整備・強化についてもより一層の努力を重ねてまい
ります。

　今後とも当社へなお一層のご支援とご愛顧を賜ります
ようお願い申しあげます。

代表者ごあいさつ
Top Message
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基本理念
　常にお客様の立場に立ってサービスを提供するため、全

世界のチューリッヒ社員はここに挙げる基本理念に基づい

て行動します。

　「誠実であること」、「お客様第一主義」、「たゆまぬ価値

の創造」、「卓越すること」、そして「チームワーク」。

　この5つの要素からなるチューリッヒの基本理念は、私たち

チューリッヒ社員の根幹であり、世界中の社員がこの理念に

よって結ばれています。

　基本理念は、チューリッヒ・インシュアランス・グループの

行動規範である「チューリッヒ・ベーシックス」に、全社員が

共有する価値観として明示されています。

企業理念
　チューリッヒ保険会社（チューリッヒ・インシュアランス・

カンパニー・リミテッド）は、お客様第一主義と高い倫理観に

立脚し、「ケア」と「イノベーション」の精神に根ざしたビジネス

を展開します。お客様の信頼を基盤として、持続的な成長と

企業価値の向上を追求し、当社の目指す市場において、

最高の保険会社として評価されることを目指します。

Integrity
誠実であること
私たちは、すべての人に平等かつ
真摯に接し、すべての関連する
法令、規則、社内規定を遵守します。

Customer centricity
お客様第一主義
私たちは、お客様を私たちが行うすべてのことの
中心に置きます。

Sustainable value creation
たゆまぬ価値の創造
私たちは、お客様や株主、人々や社会のために
たゆまず価値を創造し続けます。

Excellence
卓越すること
私たちは、最高のクオリティを追求し、
すべてに対して常に改善への努力をします。
私たちは、常に新しい問題解決方法を見つけます。

Teamwork
チームワーク
私たちはひとつのチーム、チューリッヒの一員として
力を合わせて働きます。私たちはオープンで公平な
情報共有とコミュニケーションを図ります。

企業理念
Vision Statement 
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私たちはお客様を大切にします。
We care about our Customers.

　日々、リスクに直面している個人や家族、企業や団体が、

私たちのお客様です。私たちは、お客様の信頼と、お客様に

サービスを提供する手助けをしてくれる代理店やパートナーの

強い協力を得なければなりません。そのためには、私たちは

お客様がリスクを理解し、そのリスクから自身を守ることを可能に

するような助言や商品、サービスをお届けしなければなりません。

私たちは、「ワン・チューリッヒ」として、お客様の期待を上回る

価値を提供します。そして、万が一の場合には、お客様一人

ひとりに寄り添い、健全な財務基盤を備えて、私たちの約束を

果たします。

私たちは株主を大切にします。
We care about our Shareholders.

　私たちの果たすべき約束の強い裏付けとなる健全な財務

基盤、それを支えてくれる個人や団体が、私たちの株主です。

私たちは株主の投資に対して、持続的に公正かつ確実な利

益を上げなければなりません。私たちはコアビジネスである保

険事業に特化し、将来に向かって投資を行い、厳格な財務規

律とポートフォリオ統制を通じて、それを実現します。

チューリッヒ・コミットメント　The Zurich Commitment
チューリッヒ・コミットメントは、チューリッヒ社員一人ひとりが実践すべき行動指針であり、

またチューリッヒがステークホルダーから信頼される会社として

事業を運営していくための企業の指針でもあります。

私たちは社員を大切にします。
We care about our People.

　チューリッヒは、チューリッヒが最高のグローバルな保険会社

となるために、共に努力する多種多様な社員によって構成

されています。私たちは社員の情熱と誠実さを尊重しており、

それらがチューリッヒの強さの基盤です。私たちは社員一人

ひとりが自らの潜在能力を十分に発揮できるよう、社員の

能力と専門知識の開発をサポートします。私たちは成功を

喜び合い、失敗から学びます。そして、私たちは共通の理念

に基づいて行動し、互いに責任を持ちます。

私たちはコミュニティを大切にします。
We care about our Community.

　私たちのお客様、社員、株主が生活し、働く場所が、私たち

のコミュニティです。私たちは、コアビジネスである保険事業を

通じて、チューリッヒが果たしている社会への貢献を誇りに思う

と同時に、私たちの持てる人材、時間、そして資源を通じて、

コミュニティに貢献していかなければなりません。
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営業拠点一覧
■	東京本社オフィス
 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス 16階 
 ☎03-6832-2111

■	調布オフィス	
 東京都調布市小島町1-32-2 京王調布小島町ビル 
 ☎042-440-8950 

■	大阪オフィス
 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル19階
 ☎06-4863-3510

■	名古屋オフィス（中部サービスセンター）	
 愛知県名古屋市中区栄2-3-6 NBF名古屋広小路ビル5階
 ☎052-218-7110  

■	福岡オフィス（九州サービスセンター）
 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第3博多偕成ビル8階
 ☎092-432-8680  

■	札幌オフィス
 北海道札幌市中央区北3条西3-1-5 シグマ北3条ビル7階 
 ☎011-233-0626  

会社概要
　チューリッヒ保険会社（チューリッヒ・インシュアランス・
カンパニー・リミテッド）は、世界有数の保険会社である
チューリッヒ・インシュアランス・グループのアジアにおける
重要拠点です。お客様の期待に応えるサービスの提供を
モットーに、ダイレクトビジネス、提携ビジネス、代理店ビジ
ネスなど、複数のチャネルを通じて個人のお客様に幅広
い保険サービスを提供しています。また、企業のお客様に
対しては、チューリッヒの持つグローバルな専門知識を最
大限に活用し、企業のリスクやニーズに対応するソリュー
ションのご提案、ご提供を行っています。チューリッヒ・イン
シュアランス・グループは、1872 年にスイスで設立され、
55 ,000 人を超える従業員を有し、世界 170ヵ国以上で
保険商品・サービスを幅広く展開しています。

企業データ
  名称 チューリッヒ保険会社
 （チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド）

  英文名  Zurich Insurance Company Ltd

  代表者 日本における代表者および最高経営責任者
 北澤　章

  設立年月 1986年（昭和61年）7月 
  〔事業免許取得〕

  日本本社 〒164-8511　
  所在地 東京都中野区中野4-10-2
  中野セントラルパークサウス 16階

  電話番号 03-6832-2111（大代表）

  従業員数 約940人 
  （パートスタッフ含む 2014年3月末現在）

  事業内容 損害保険業

所在地 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2
 中野セントラルパークサウス 16階

事業内容 生命保険業

日本における設立年月 1996年8月　〔事業免許取得〕

資本金（スイス本社） 6,000万スイスフラン
　　　　　　　　　　  （2013年12月31日現在）

日本におけるグループ会社
チューリッヒ生命（チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・
カンパニー・リミテッド）	
チューリッヒ生命（チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カン
パニー・リミテッド）は、1996年にチューリッヒ・インシュアランス・
グループの日本における生命保険部門として設立され、ガン
保険、医療保険を中心に、競争力ある価格設定により個人
保険の分野で安定した成長を遂げています。

チューリッヒ保険会社（　　　　　　  ）概要
Zurich Insurance Company Ltd Profile
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● 個人保険部門

● 企業保険部門

● 損害サービス部門

● 商品管理部門

● 管理部門

CEO
日本における
代表者

チーフ・
オペレーションズ・
オフィサー

ジェネラル
カウンセル

チーフ・
アンダーライティング・
オフィサー

チーフ・
クレームズ・
オフィサー

個人保険部門
統括本部長

保険計理人

経営戦略
企画室

統合リスク管理委員会

オペレーショナルリスク管理委員会

引受リスク管理委員会

財務リスク管理委員会

コンプライアンス委員会

商品委員会

ITマネージメント・コミッティー

投資委員会

お客様の声委員会

人事委員会

懲罰委員会

個人保険ビジネス分析室

A&H推進室

営業統括部

マーケティング部

業務改革推進部ホールセール事業本部

ダイレクト事業本部

企業保険事業本部

損害サービス本部

商品管理本部

商品数理本部

IT統括本部

チーフ・リスク・オフィサー

チーフ・コンプライアンス・オフィサー

チーフ・HR・オフィサー

事務統括部

カスタマーサービス部

マーケティング部

カスタマーケアセンター

代理店開発部

ソーシャルメディア推進室

アウトバウンドテレマーケティング部

営業開発部

業務部

オペレーションズ統括部

リスクエンジニアリング部

プロジェクトマネージメントオフィス

損害サービス品質向上推進部

企業保険損害サービス部

損害サービス統括部

組織人材開発部

自動車損害サービスフィールド統括部

傷害火災新種損害サービス部

事故受付・業務サポート部

自動車商品管理部

傷害火災新種商品管理部

企業保険商品管理部

商品プライシング部

ポートフォリオマネージメント部

財務部

プロジェクトマネージメントオフィス

IT企画部

IT開発部

IT運用部

事務管理部

お客様相談室

リスク管理部

コンプライアンス部

広報部

人事・総務部

ダイバーシティ推進室

チーフ・
ファイナンシャル・
オフィサー

内部監査部

マネージメント・コミッティー

チューリッヒ保険会社（チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド）組織図 
2014年7月1日現在
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沿革
 1986年 ・日本支店開設（損害保険事業免許取得）

 1987年 ・日本支店営業開始

 1990年 ・大阪オフィス開設

 1997年 ・調布カスタマーケアセンター開設　
   （ダイレクト事業本部営業開始）

 1998年 ・ 「スーパー自動車保険」販売開始

 1999年 ・インターネットによる見積り・契約締結サービス開始

 2000年 ・オールステート社の保険契約包括移転完了
 ・大阪カスタマーケアセンター設立

 2001年 ・ウィンタートウル・スイス保険会社の
  保険契約包括移転完了

 2002年 ・携帯電話での契約更新サービス開始【業界初】

 2003年 ・福岡損害調査オフィス開設

 2004年 ・名古屋損害調査オフィス開設

 2005年 ・ 「スーパーバイク保険」販売開始

 2006年 ・モバイルテクノロジー「Z-ステッカー」提供開始【業界初】

 2007年  ・「安全と安心の情報サイト」サービス開始　
 ・GPS（位置情報機能）緊急通報サービス開始

 2008年 ・モバイルサイトによる自動車保険契約サービス開始【業界初】

 2009年 ・専属バイクによる新ロードサービス
   「Z-エクスプレス」開始【業界初】

 ・保険金支払い管理システム「Z-トラスト」導入

 2010年 ・Twitter（ツイッター）に公式アカウント開設

 ・iPhone/iPadで自動車保険の見積りができる
  専用アプリ「Z-Gate」を提供開始【業界初】

 ・Facebook（フェイスブック）に公式ページ開設

 2011年 ・GPS機能を活用したスマートフォンへの
  交通安全情報配信サービスを開始【業界初】

 ・自動車保険の見積りアプリ「Z-Gate」のAndroid版導入

 2012年 ・専属バイクによるロードサービス「Z-エクスプレス」に
  電動スクーターを導入【業界初】

 ・Google+（グーグルプラス）に公式ページ開設

 ・東京本社オフィス移転

 2013年 ・ウェブサイト上のお客様専用ページ
 「My Zurich（マイ チューリッヒ）」を全面的にリニューアル

第三者機関による評価
 2006年 ・自動車保険顧客満足度 No.1   〔J.D. パワー アジア・パシフィック〕※1

 2007年 ・自動車保険顧客満足度 No.1   〔J.D. パワー アジア・パシフィック〕※1

 ・自動車保険事故対応満足度 No.1
                     〔J.D. パワー アジア・パシフィック〕※2

 ・HDI（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話応対）格付け ※3

   最高評価の三つ星評価を獲得

 2009年 ・オリコン株式会社 2009年度 顧客満足度ランキング
   自動車保険部門 総合第1位
  ・IT Japan Award 2009　準グランプリ受賞
                  〔日経BP社『日経コンピュータ』〕

 2011年  ・価格.com 自動車保険 満足度ランキング 総合第1位 ※4 
             ・自動車保険顧客満足度 No.1〈ダイレクト系保険会社部門〉
                     〔J.D. パワー アジア・パシフィック〕※5

             ・HDI（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話応対）格付け ※3

   最高評価の三つ星評価を獲得
 ・2011年度 JCSI（日本版顧客満足度指数）第3回調査 ※6

   損害保険業界部門 第1位

 2012年  ・イード・アワード自動車保険顧客満足度 ※7

   最優秀賞（総合第1位）
              ・HDI（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話応対）格付け ※3

                HDI（ヘルプデスク協会）サポートポータル（ウェブサイト）格付け※3 
   最高評価の三つ星評価を獲得 
 ・2012年度 JCSI（日本版顧客満足度指数）第3回調査 ※6

   損害保険業界部門 第1位

 2013年 ・イード・アワード自動車保険顧客満足度 ※7

   最優秀賞（総合第１位）
  ・第2回ソーシャル活用売上ランキング TOP200にランクイン
   〔日経BP社『日経デジタルマーケティング』〕

 ・HDI（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話応対）格付け ※3

   HDI（ヘルプデスク協会）サポートポータル（ウェブサイト）格付け ※3

   最高評価の三つ星評価を獲得
  ・ＩＴ協会 優秀コンタクトセンター表彰制度 経営貢献賞受賞 ※8

※1：自動車保険顧客満足度調査　出典：J.D.パワー アジア・パシフィック2006年、2007年日本
自動車保険顧客満足度調査 SM。契約時の経験や商品・サービスの内容に関して自動車保険
契約者から回答を得た結果。2006年：13,831名、2007年：12,044名からの回答による。　
http://japan.jdpower.com
※2：自動車保険事故対応満足度調査　出典： J.D. パワー　アジア・パシフィック2007年
日本自動車保険事故対応満足度調査SM。自動車保険契約者で保険会社の事故対応を
経験した5,199名から回答を得た結果。 http://japan.jdpower.com
※3：HDI（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話応対）格付け／同サポートポータル（ウェブ
サイト）格付け　顧客と企業の最も直接的な接点である電話対応とウェブサイトにフォーカスし、
認定された専門審査員と公募による一般審査員が同協会の国際スタンダードを用いて企業の
問合せ窓口業務とウェブサイトの利便性を評価。 http://www.hdi-japan.com 
※4：価格 .com 自動車保険 満足度ランキング　2011年1月25日～ 1月28日の期間に、
過去半年以内に価格 .comを利用した人の中で現在自動車保険（任意保険）に加入している、
もしくは事故時などに保険会社に連絡をしたことのある人を対象に調査を実施。有効回答者数：
2,031人。詳しくは価格 .com 自動車保険 満足度ランキングをご覧ください。 
※5：自動車保険顧客満足度調査 　出典：J.D. パワー　アジア・パシフィック2011年日本自動車
保険顧客満足度調査SM。当部門の調査対象は代理店を介さず、主にインターネットや電話など
で契約者と直接契約する保険会社。現在契約中の保険会社に関して4,568名からの回答を
得た結果。 http://japan.jdpower.com
※6：JCSI（日本版顧客満足度指数）調査　サービス産業生産性協議会が独自に開発した
指数「JCSI」を用いて、日本の幅広い産業をカバーする日本最大級の顧客満足度調査。
調査はインターネットモニターを用いて実施。有効回答者数は、2011年度第3回：33,902
人、2012年度第3回：31,670人。 http://www.service-js.jp 
※7：イード・アワード自動車保険顧客満足度　株式会社イードが実施している、さまざまな
サービスのエンドユーザーの顧客満足度調査に基づいて贈られる賞。自動車保険（任意保険）
の加入者が8項目について5段階で保険会社を評価。有効回答数は、2012年度16 ,416、
2013年度13,125。 http://www.iid.co.jp/award/ 
※8：ＩＴ協会 優秀コンタクトセンター表彰制度　創造的で先進的な顧客サポート・サービスを
行い、顧客満足度の向上を図り、経営に優れた貢献をした企業・団体などの当該部門を、優秀
コンタクトセンターとして表彰。審査は審査委員会により行われ、応募企業に対して書類審査
および現地審査を実施。2014年度からは、カスタマーサポート表彰制度に名称変更。 
http://www.jiit.or.jp
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チューリッヒ保険会社 （チューリッヒ・ インシュアランス・カンパニー・リミテッド )概要
Zurich Insurance Company Ltd Profile 
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収入保険料
　当期の収入保険料は、好調な傷害保険や自動車保険の
売上増加などにより、686億円を計上しました。

総資産額
　業容の拡大に伴い、順調に総資産を殖やし、571 億円を
計上しました。

単体ソルベンシー・マージン比率
　当期の業績の結果、単体ソルベンシー・マージン比率は
501 .1％（昨年比104 .3ポイント減）となりましたが、引き続き
十分な水準を確保しております。
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※2011年度の収入保険料の数字については、37ページの元受正味保険料
（注）2をご参照ください。

※単体ソルベンシー・マージン比率は、リスク計測の厳格化等を図るため、2011
年度末（2012年3月31日）から算出にかかる法令等が改正されております。
2010 年度までは、改正前の基準（旧基準）によって算出されたソルベンシー・
マージン比率です。

主要な業績・財務状況
Financial Highlights 
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　当社は、「お客様第一主義」を掲げ、お客様とのあらゆる
接点において、お客様の期待を超えるカスタマー・エクスペリ
エンスをご提供するためサービスの向上に取り組んでまいり
ました。この当社の取組みは、主要な調査機関による顧客
満足度調査において高い評価をいただいております。
　2013 年度には、HDI（ヘルプデスク協会）が実施した
損害保険部門の顧客満足度評価において「問合せ窓口

（電話対応）格付け」、および同「サポートポータル（ウェブ
サイト）格付け」の両部門にて、前年に続き最高評価をダブル
受賞いたしました。また、公益社団法人企業情報化協会（IT
協会）が主催する「優秀コンタクトセンター表彰制度」では、
経営貢献賞を受賞しております。
　当社は今後も引き続き、企業理念である「ケア」の精神と

「イノベーション」の発想に基づき、あらゆる機会を通じて商品
価値とサービスの向上に努めてまいります。

　2013 年 8月、当社はウェブサイト上のお客様専用ページ
「My Zurich（マイ チューリッヒ）」を全面的にリニューアル
いたしました。今回のリニューアルでは、お客様が「My 
Zurich」をご利用される際にわかりやすい構成と、利便性を
高めるための改善を行いました。ご自身のお見積りやご契約に
関わる情報が「自動車保険」や「バイク保険」など商品別に
スムーズに見つけられるタブを設置したページの作成、ページの
上部に満期日が近いご契約や満期日が経過してしまったご
契約などについてお知らせする「アラート機能」といった新機能
を搭載し、操作性・利便性の向上を図っています。
　また、ウェブサイト全体では、「よくある質問・お問合わせ」
ページにおける検索頻度の高い質問の優先的な表示や、E
メールのお問合わせフォームに入力された質問文を解析して
「よくある質問」から回答候補を自動的に表示する仕組みを
追加し、さまざまなお手続きや課題解決をストレスなく、より
円滑に行っていただけるページへと生まれ変わりました。

　お客様より寄せられたご意見をもとに、2013 年 10月より、
当社の基幹商品である「スーパー自動車保険」のパンフレット
を刷新いたしました。情報の優先順位を整理し、保険商品を
選択する際に重視される事故時の対応と補償内容、保険料
をテーマごとに色分けした“わかりやすく、伝わりやすい”ページ
構成に改善するとともに、すべてのお客様に安心してご覧

連続ダブル受賞 
顧客満足度ランキングにおいて
高い評価を獲得

新機能を追加 
ウェブサイトの利便性を向上

知りたい情報がすぐにわかる 
読みやすいパンフレットへ

10

HDI（ヘルプデスク協会）
問合せ窓口（電話対応）格付け ※1            【3年連続】
サポートポータル（ウェブサイト）格付け ※1   【2年連続】
★ 三つ星（最高評価）をダブル受賞

公益社団法人企業情報化協会（IT協会）
優秀コンタクトセンター表彰制度 ※2 
★ 経営貢献賞を受賞

※1 . HDI（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話応対）格付け／同サポート
ポータル（ウェブサイト）格付け：顧客と企業の最も直接的な接点である電話
対応とウェブサイトにフォーカスし、認定された専門審査員と公募による一般
審査員が同協会の国際スタンダードを用いて企業の問合せ窓口業務とウェブ
サイトの利便性を評価。 http://www.hdi-japan.com 
※2 . 公益社団法人企業情報化協会（IT 協会）　優秀コンタクトセンター
表彰制度：創造的で先進的な顧客サポート・サービスを行い、顧客満足度の
向上を図り、経営に優れた貢献をした企業・団体などの当該部門を、優秀コン
タクトセンターとして表彰。審査は審査委員会により行われ、応募企業に対し
て書類審査および現地審査を実施。2014 年からは、カスタマーサポート表彰
制度に名称変更。 http://www.jiit.or.jp

2013年トピックス
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カラーユニバーサルデザインの認証（CUDマーク）:
「カラーユニバーサルデザイン」に関して一定の要件を満たし
た製品や施設、デザインなどに、NPO法人カラーユニバーサル
デザイン機構からマーク表示が許諾されます。

　当社は、お客様との接点を増やし、お客様にとってより身近
な存在の保険会社となることを目指して、早くからソーシャル
メディアを活用したコミュニケーションに積極的に取り組んで
まいりました。2010 年 12月に 公 式 ページを開 設した
Facebook（フェイスブック）のファン数は、2014年7月末現
在で損害保険会社として最多の34 ,000 人を超える規模に
達しております。
　さらに2013年度には、当社のソーシャルメディアの活用が
評価され、日経デジタルマーケティング誌（日経 BP社）の「第
2 回ソーシャル活用売上ランキング」TOP200 に選出され
ました。このランキングはソーシャルメディアを活用している

   チューリッヒ保険会社公式アカウント

 Twitter（ツイッター）： 
 ht tp://twitter.com/ZurichJapan

 Facebook（フェイスブック）： 
 ht tp://www.facebook.com/ZurichJapan

 Google+ （グーグルプラス）： 
 ht tp://gplus.to/ZurichJapan

 YouTube（ユーチューブ）： 
 ht tp://www.youtube.com/ZurichJapan

※ネット専業企業などは除く

全業種を対象にした
ソーシャルメディアの
活用ランキングにランクイン

全ての業種の企業・ブランドを対象に ※、消費者アンケートに
よる「消費行動スコア」と、Facebookページのファン数や
LINE（ライン）の友だち数などを基にした「リーチスコア」を偏
差値化し、ランキングしたものです。当社はこのランキングに、
損害保険会社として唯一のランクインを果たしました。
　当社は今後も、ソーシャルメディアを活用しお客様との繋が
りを深め、ソーシャルメディアを通してお寄せいただくお客様の
声を、商品やサービスの向上に活かしてまいります。

いただけるように、色の識別がしやすいデザイン設計を行いま
した。これにより当パンフレットは、NPO 法人カラーユニバー
サルデザイン機構から「カラーユニバーサルデザイン（略称

「CUD」）」の認証を取得いたしました。また文字のフォントに
は、読みやすさの向上と誤読を防ぐことを目的に開発された
ユニバーサルフォントを用いております。

　当社は、銀行やクレジットカード会社、インターネットサービス
プロバイダーなど会員顧客や口座保有者を有する企業と提携
し、その会員のお客様に対してダイレクトマーケティングの手法
により傷害保険をご案内する「フリー・インシュアランス・プロ
グラム※」というビジネスモデルを展開しています。これまでに
50 社以上との提携実績があり、高い契約率と継続率を達成
し成長を続けてまいりました。
　2013年には銀行との提携をさらに拡大し、これまでの新生
銀行、スルガ銀行、楽天銀行に続いて、新たに静岡銀行のお
客様向けに、ダイレクトメールによる傷害保険のご案内を開始
しました。このプログラムにより、来店機会の少ないお客様も
含め一度に多くのお客様に保険商品をご案内でき、一方お
客様は、ダイレクトメールに同封されている申込書を返送する
だけで無料プランのみ、あるいは有料プランと併せてご加入い
ただくことができます。
　当社は今後も、多様化するお客様のニーズに応えるため
に、通販チャネルを積極的に展開してまいります。

ダイレクトメールによる傷害保険 
銀行との提携拡大

※「フリー・インシュアランス・プログラム」
チューリッヒと提 携 企 業（ 銀 行やクレジットカード会 社などの会員顧 客
や口座保有者を有する企業）が傷害保険の団体契約を結び、提携企業
が保険料を負担して自社の会 員 向けに 少 額 の 傷 害 保 険を無 料 提 供
するサービスをダイレクトメールなどでご案 内する。同 時に、希 望 者が
有 料で加 入 できる補 償 内 容が 充 実した傷 害 保 険プランも案 内する
プログラム。
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　当社は世界170ヵ国以上に広がる国際ネットワークを活か
し、グローバルにご活躍される企業のお客様向けに革新的な
保険商品やサービスをご提供しております。
　2013年9月には、新しいタイプの「製造業者向け 経済的
損失賠償責任保険（製造業 E&O）」の販売を開始いたしま
した。同商品の特長は、一般的な賠償責任保険（PL 保険）
では補償対象外である対人・対物事故が伴わない「経済的
損失に関わる賠償事故」を補償の対象としている点です。
製造業 E&Oは日本では比較的新しいタイプの保険ですが、
欧米ではすでに普及しており、完成品メーカーが仕入先に加入
を義務づけるケースが増えており、日本企業の海外進出の拡大
をうけて、日本における同商品の需要も高まっております。

海外に進出する
日本企業をサポートする
商品・サービスのご提供

　また、2014 年 2月には、グローバル企業が直面する国内
外の製品リコールリスクに備える保険として、「プロダクト
セーフティー＆リコール保険」を一般販売商品のラインナップ
に加えました。この商品は、海外でのリコールにも対応する
ため、日本国内だけでなく海外市場も補償対象地域にして
おり、食品や飲料、衣料など広範な業種の中堅企業を対象
にリコールに伴う費用を最大2,500万 USドルまで補償いた
します。

　近年、歩行中や運転中などに何かをしながらスマートフォンを
操作する「ながらスマホ」が、さまざまな事故を引き起こす原因の
ひとつとして問題視されています。これをうけて当社は、2013
年に「ながらスマホ」の危険性を呼びかける取組み、「STOP！
ながらスマホ」を始めました。
　この取組みの一環として2013年7月には、自動車を運転中
のスマートフォンの利用の禁止を訴える取組みを特に「STOP！
クルマスマホ」と名付け、その啓発キャッチコピーの公募コンテ
ストを行いました。このコンテストでは、Facebookや Twitter
などを通じて作品の応募を募るとともに、最優秀作品の決定に
Facebookユーザーにも参加していただきました。

危険な「ながらスマホ」の
撲滅を目指して
 「STOP! ながらスマホ」

　また、趣旨に共感いただいた、スマートフォンを中心にコンテ
ンツやサービスを提供する企業の代表者や責任者の方が出演
し、「ながらスマホ」の危険性を訴える動画をシリーズで制作
いたしました。この動画シリーズは、より多くの方にご覧いただ
けるように YouTube上の当社の公式チャンネルにて公開して
おります。

　 「STOP！ ながらスマホ」 動画シリーズ
    ● 2013年12月公開
　　 「第1弾 AppBank株式会社　村井 智建氏 編」
    ●2014年1月公開
　　 「第2弾 ヤフー株式会社　岡 昌樹氏 編」
    ●2014年2月公開
　 　「第3弾 Twitter Japan株式会社　
　　 近藤 正晃ジェームス氏 編」

　当社は、継続的に広く「STOP!  ながらスマホ」のメッセージを
伝えていくことが、交通事故の抑止につながると考えており
ます。今後もソーシャルメディアなどを活用し、「STOP! ながら
スマホ」の呼びかけを続けてまいります。
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　当社は、国内最大級のインターネット総合保険サイト「楽天の
保険」を運営する楽天インシュアランスプランニング株式会社

（本社：東京都品川区、代表取締役社長：並木 哲也、以下
「楽天」）と共同で、「W-ECO（ダブルエコ）プロジェクト」を通して
地球環境保護に取り組んでいます。これは、エコカーをご利用
のお客様が楽天の保険モバイルサイトから“エコカー割引”が
適用されるチューリッヒの自動車保険をご契約された場合に、
チューリッヒと楽天の保険から自動的に国際環境 NGOの
FoE Japan（エフ・オー・イー・ジャパン）が推進する「森の
プレゼント」へ寄付を行うものです。この取組みは2010年から
継続して実施しており、これまでに国内10ヵ所 ※に、森林の間
伐材を有効活用した間伐材ベンチの寄贈を行っております。
※2014年6月末現在

　チューリッヒ・インシュアランス・グループは、地域社会への
貢献を会社が果たすべき重要な責任のひとつと考えております。
その一環として2013年6月3日から7日の5日間、前年に続き
2回目となる「グローバル・コミュニティ・ウィーク」を開催しました。
　期間中は世界各国のオフィスでさまざまな社会貢献活動イベ
ントが展開され、日本支店では、国内全6事業拠点において、

「チャリティ・スイーツ・デイ」イベントと「チャリティ・ブック・セール」
イベントを実施いたしました。国内全拠点の社員900人余りの
うち、およそ600人が「チャリティ・スイーツ・デイ」に参加し、
「チャリティ・ブック・セール」と合わせた寄付総額は558,078
円となりました。さらに、社員からの寄付金と同額相当を、チュー
リッヒが運営する財団法人「Zチューリッヒ基金※」から上乗
せし、地域福祉や子どもを支援する3つの団体へ寄付をいたし
ました。
　チューリッヒ・インシュアランス・グループ全体では、当ウィー
ク中におよそ700のプロジェクトが実施され、社員によるボラン
ティア活動の総時間は約28,000時間、寄付金総額は約100
万USドルにのぼりました。

森に、自然にできること 
「W-ECOプロジェクト」

地域における社会貢献活動を
グループ全体で推進「グローバル・
コミュニティ・ウィーク」

※Zチューリッヒ基金（Z Zurich Foundation）： チューリッヒが運営する財団
法人。社会および環境における危機的状況への革新的かつ持続可能なソ
リューションを提供する非営利組織と提携し、長期的に活動支援を行うための
組織です。チューリッヒは2012 年 3月、長期的な地域社会への貢献の取組み
を強化するために、Ｚチューリッヒ基金へ1億 USドルの拠出をしています。

W-ECOプロジェクトの流れ
お客様が楽天の保険モバイルサイトから、「エコカー
割引」が適用される当社の自動車保険をご契約。

お客様のお申込みが
自動的に寄付へとつながります。
当社と楽天から1,000円ずつ、
合計2,000円を国際環境NGOの
FoE Japan（エフ・オー・イー・ジャパン）が
推進する「森のプレゼント」 活動に寄付。

「森のプレゼント」の一連の活動に
寄付金を活用。

森林から切り出された間伐材を
ベンチにして主に公共施設に寄贈。

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

￥1,000

「森のプレゼント」これまでの寄贈先： 
● 学校法人千葉白菊学園 千葉白菊幼稚園（千葉県千葉市） ● ときがわ
町椚稲荷神社 集会所（埼玉県ときがわ町） ● 信愛学舎みどり幼稚園（東京都
練馬区） ● 自然の宿くすの木（千葉県南房総市） ● 栄町保育園（東京都
練馬区） ● 牛込仲之幼稚園（東京都新宿区） ● 石巻市北上町十三浜 浜の
集会所（宮城県石巻市） ● 成願寺付属 中野たから幼稚園（東京都中野区） 
● 鍋横保育園（東京都中野区） ● 中野保育園（東京都中野区）
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チューリッヒお客様の声対応方針

　当社は、お客様からの声をすべての部門において最優先
課題であると認識し、誠実かつ迅速な対応を行うとともに、
お客様の声を真摯に受け止め、最大限に保険商品、サービ
スの品質向上に反映させ、お客様に信頼される保険会社を
目指します。

1. お客様の声に対しては、お客様の視点に立ち、お客様の
立場を尊重した対応を行います。

2 . お客様からの声は、当社全体に向けられたものと理解し、
迅速かつ最後まで責任のある対応を行います。また、お客
様にご理解をいただけるように丁寧な説明を行います。

3 . すべてのお申し出に誠意をもって、公平・公正な対応を
します。また、お申し出いただきやすい環境を整えます。

4. お客様の声にあたっては、関連する法令や社内規則を遵守
します。

　当社では、お客様によりご満足いただける保険商品・サー
ビスを提供するため、お客様の声を経営資源のひとつと
位置づけています。お客様よりお寄せいただいた声は、商品
やサービスおよび業務改善に反映させるため、事業部門
やお客様相談室で集約・分析され、改善に役立てられて
います。また、マネージメントメンバーで構成されるお客様
の声委員会がこの改善活動 PDCAを監視しています。
お客様よりお寄せいただいたご意見やご要望により、当社
の業務運営の改善につながった事例は16ページにご紹介
しています。

コールセンター

マーケティング
部門

各営業部 事業部

損害サービス
部門

お客様相談室

改善策の実行

広報部

商品管理部門

お客様からのご意見、ご要望を
幅広くお寄せいただけるよう、さまざまな手段で
お客様の声を集めるしくみを構築しています。

フリーダイヤル郵送ファックスインターネットEメール

お客様の声委員会

よ
り
良
い
保
険
商
品
、サ
ー
ビ
ス
の
提
供

ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
よ
る
お
客
様
の
声

	基本理念

	基本方針

受付状況
　当社では、お客様の声を広く経営資源としてとらえ、より多く
のお客様から声をお寄せいただくため、２０１３年１０月２５日
から「苦情」「苦情等」を合わせて、「お客様の声」※と定義を
変更いたしました。
　その結果、2013年度（2013年4月～ 2014年3月）は
10 ,000件を超える貴重なお客様の声をいただきました。当社
に対する厳しいご指摘も含め、当社業務やサービスの改善
および向上にむけた貴重な機会をいただけたものと考えて
おります。
　さらに、2013年11月からは、お客様の声登録方法に、コード
選択による簡易登録システムを新たに加えたことにより、従来
よりも多くのお客様の声を把握できる態勢となりました。
　当社では、お寄せいただいたお客様の声を分析し、社内にて
検討を重ね、より良い商品・サービスの提供につなげられるよう
に、引き続き取り組んでまいります。
※ 当社における「お客様の声」とは、当社の責任の有無に係らず、お客様か
ら当社の商品・サービスおよび業務などに関して寄せられた、苦情、相談、意見・
要望などとしております。また、「苦情」とは、お客様から不満足の表明がなさ
れたものとしております。
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2 ,612
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2 ,730

350

10 ,028

お客様の
声の内容

契約・
募集行為

契約の
管理保全・

集金

保険金

ご意見・
ご要望など

その他

合計

2013年
4月～6月

（第1四半期）

2013年
7月～9月

（第2四半期）

2013年
10月～12月

（第3四半期）

2014年
1月～3月

（第4四半期）

2013年度
合計

5 . お客様の声を経営に反映させ、より良い保険商品・サー
ビスを提供するために活用します。

6. 当社に関するお客様の声対応プロセス・対応状況を、
積極的に情報を公開します。

7. ご提供いただいたお客様の個人情報は厳重に保護します。
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総合評価　
今回の事故対応・保険金のお支払いについて、
総合的な評価をお聞かせください ｡

お客様の評価
　当社では、チューリッヒを選んでいただいたお客様の期待
に応えるサービスの提供を目指して、保険金のお支払い後に

「事故対応サービスアンケート」を実施し、その結果を社内で
共有して継続的な改善に取り組んでいます。

事故対応満足度評価
自動車保険アンケート　
返送件数：2012年度 5,630件／ 2013年度 7,498件

傷害保険アンケート　　
返送件数：2012年度 6,407件／ 2013年度 9,727件

　自動車保険においては、保険金支払管理システムを活用
した事案の管理とウェブサイトを活用したお客様への経過報
告の徹底、電話マナー研修とモニタリングを実施しておりま
す。傷害保険においては、事案の経過管理の強化や社員教
育の充実に取り組むとともに、事故報告受付体制の拡充を
図っております。
　また、当社では、お客様からいただいた感謝の手紙をまと
めた「Z-Fan」を作成し、社内で共有しております。
　 当 社の損 害サービスを通じて、より多くのお客 様に
ご満足いただけるよう、サービス品質の向上に取り組んで
まいります。
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不満
3.5％やや不満

3.5％
不満
2.6％やや不満

2.8％

傷害保険

自動車保険

2013年2012年

2013年2012年

事故対応
 満足度※

93.0％

事故対応
 満足度※

94.6％

不満
1.7％やや不満

2.2％
不満
1.2％やや不満

1.5％

事故対応
 満足度※

96.1％

事故対応
 満足度※

97.3％

※「満足」「やや満足」「普通」の合計値
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お客様の声による改善事例
お客様よりお寄せいただいたご意見・ご要望により、当社の
業務運営の改善につながった事例をご紹介いたします。

送られてくる書類の説明内容がわかりにくい。
もう少し文字が大きいと読みやすくなる。

▼
パンフレットを改善しました。

情報内容を簡潔にし、テーマごとに色分けして、直感的に理解
しやすい構成にするとともに、色覚の多様性にも配慮した
カラーデザインを工夫しました。また、文字は読みやすいユニ
バーサルフォントで大きく表現しました。
※詳しくは P10をご参照ください。

インターネット割引などが適用された場合の
割引額の表示方法がわかりづらい。

▼
割引がわかりやすいように、
見積り画面を改良しました。

家族のカードで保険料を支払いたい。

▼
ご契約者の配偶者様のクレジットカードも

利用可能としました。
（スーパー自動車保険、バイク保険）

自動車保険金請求書の書き方がわかりづらい。

▼
自動車保険金請求書およびご案内文書を改善し、

書き方をわかりやすくしました。

後遺障害の補償を充実させて欲しい。

▼
人身傷害保険の重度後遺障害かつ

介護を要するときに、保険金額の2倍を限度に
お支払いできるように改定しました。

保険料の口座振替日がわかりづらい。

▼
引受確認書送付時に

初回振替日のご案内を封入しました。
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割引適用後であることを
わかりやすく表示しました。

適用されている割引を
アイコン表示で

わかりやすくしました。

ご捺印漏れが無くなる
ように、捺印箇所に色を付けて

わかりやすくしました。

「ご住所」の
記入スペースを大きく設けて、

記入しやすくしました。
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一般財団法人	自賠責保険・共済紛争処理機構
　自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いを
めぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の保護を
図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構があります。
同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、
医師、学識経験者などで構成する紛争処理委員が、自賠責保険

（自賠責共済）の支払い内容について審査し、公正な調停を
行います。同機構が取り扱うのは、あくまで自賠責保険（自賠
責共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐる紛争に限られ
ますので、ご注意ください。

● 詳しくは、同機構のホームページをご参照ください。
 　http://www.jibai-adr.or.jp

公益財団法人	交通事故紛争処理センター
　自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する
紛争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび審査を
行う機関として、公益財団法人 交通事故紛争処理センターが
あります。専門の弁護士が公正・中立な立場で相談・和解の
あっせんを行う他、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、
裁判官経験者および弁護士で構成される審査会に審査を申立
てることもできます。

● 詳しくは、同センターのホームページをご参照ください。
 　http://www.jcstad.or.jp

一般社団法人	保険オンブズマン
　当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般
社団法人 保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結してい
ます。当社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立て
を行うことができます。詳細は下記ホームページをご覧ください。

● 保険オンブズマン　電話：03-5425-7963
　　受付時間 午前9時～12時、午後1時～ 5時（土日祝、年末年始を除く） 
　 ホームページ： http://www.hoken-ombs.or.jp/

「保険オンブズマン」について
　一般社団法人 保険オンブズマンは、保険の事業者に関する苦情や、
お客様と保険の事業者の間のトラブルを、公正・中立、簡易・迅速に解決
することを目的に設立された専門機関です。法律の規定に基づき、受け
付けた苦情について事業者に解決を依頼するなど、適正な解決に努める
とともに、当事者間でトラブルを解決できない場合には、消費者相談や法
律の専門家などが紛争解決手続を実施します。保険オンブズマンが取り
扱う苦情やトラブルの範囲は、保険オンブズマンと契約を締結した事業者
の業務に関するものに限られます。現在、保険オンブズマンと契約を締結
している主な事業者は、外資系損害保険会社と保険仲立人です。

保険オンブズマン

必要な関係書類も
併せて提出します。

提示された和解案
を受諾する場合に
提出します。

お客様

電話などにより
申し出ます。

苦情解決手続の開始

紛争解決手続の開始

お客様と保険会社とで話し合い

内容を確認

紛争解決
手続のご案内

紛争解決手続
申立書の提出

申立書の受付

紛争解決委員の選任

解決
（手続終了）

チューリッヒ
保険会社

中立・公正な第三者である
弁護士、消費生活相談員、学識経験者

などが手続きを実施します。

資料の提出依頼
（必要に応じて）

和解案（特別調停案）
の作成・提示

意見聴取の実施

和解案
受諾書の提出

意見聴取に
出席

反論書の提出

和解案の
尊重

意見聴取に
出席

答弁書などの
提出

●申立書の記載内容
に不明な点がある場合
には補正などをお願い
することがあります。
●申立書を受け付けた
ときは苦情解決手続は
終了します。

●お客様と保険会社との
話し合いで解決しない場合
は紛争解決手続をご案内
（書面を郵送）します。
●自賠責保険の保険金
などのお支払いに関する
紛争など紛争解決手続を
ご利用になれない場合が
あります。詳しくは、保険
オンブズマンまでお問合わ
せください。

和解成立
（解決）

不調他
（終了）

対応報告

解決を依頼苦情のお申出 手続応諾義務

手続応諾義務

苦情解決手続および紛争解決
手続の主な流れ ※標準的な手続きの進行例です。
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当社へのご意見・ご要望・苦情は
お客様相談室
● 電話でのお問合わせ
   午前9時～午後5時（土日祝、年末年始を除く）  

     0120-860-697
● インターネットでのお問合わせ
https://www.zurich.co.jp/myzurich/
inquiry/common/TroubleInquiry.jsp



Diversified Businesses

ホールセール事業本部
　ホールセール事業本部では、提携企業の活動と連携し、
それらの提携企業のお客様や会員の皆様へ、個人向け
保険商品をご案内するユニークなビジネスモデルを展開して
います。提携企業は、主にクレジットカード会社、銀行、イン
ターネットプロバイダー、ポイントカード会社などがあり、ダイレ
クトメール、テレマーケティングやウェブサイトなどを活用して
保険のご案内をしています。

ダイレクト事業本部
　個人のお客様向けに自動車保険、バイク保険、傷害保険
などを、電話やインターネット、モバイル、スマートフォン、ならびに
タブレットを通じて、チューリッヒがお客様に直接提供するダイ
レクトビジネスを行っています。ダイレクト手法により中間コスト
が軽減され、さらにテクノロジーの導入による業務の効率化を
行うことで、リーズナブルな保険料の提供が可能になります。
当ビジネスでは、市場や消費者ニーズの変化に対応した、質
の高いサービスの提供を追求しています。
　また、お客様との直接の窓口となる「カスタマーケアセン
ター」は、東京・大阪・札幌を拠点として、常にお客様視点の
サービスを提供しています。

	個人のお客様向けチャネル

	提携先企業のお客様向けチャネル

【取扱い保険商品】

●	スーパー自動車保険　
リーズナブルな保険料、安心の事故対応、充実のロードサービス※と
いう自動車保険を選ぶときに大切なポイントをバランスよく実現した
自動車保険です。ドライバーの年齢やお住まい、そしてドライビングスタ
イルに応じてリスクを細分化し、また多彩な割引制度とあわせて、お客様
の条件に合った合理的な保険料をご提案しています。さらに事故や故
障などのトラブルにおいて確実にお客様をサポートする業界最高レベル
のロードサービス、24時間365日の事故・故障受付やGPS緊急通報
サービスなど、常にお客様の立場に根ざしたサポート体制を整えています。
※本サービスは当社が提携するロードアシスタンス会社が提供します。

●	ネット専用自動車保険　　
付帯サービスを絞り込み、補償内容もシンプルな商品構成として、
契約締結手続きもすべてインターネットのみで取り扱っているネット
専用商品です。

●	スーパーバイク保険　　　
お一人おひとりのバイクライフに合った合理的な保険料と、もしもの時
に役立つ充実のサービスをバランス良く実現させた125cc超を対象と
した自動二輪車の保険です。事故・故障時にはGPS緊急通報サービス
により、瞬時にお客様の場所を割り出し、全国のロードサービス拠点か
ら現場に急行し、トラブルに直面したお客様を迅速にサポートします。

●	スーパー傷害保険　　
ケガの「頻度」と「費用」に着目したチューリッヒの傷害保険。リーズ

　当社では、主に自動車保険、傷害保険、そして各種企業保険
を取り扱っています。これらの商品を、さまざまな販売チャネルを通
じて個人のお客様、および法人のお客様向けに提供しています 。

【取扱い保険商品】
●	傷害保険　
さまざまな事故によるケガを補償する普通傷害保険と家族傷害保険、
主に交通事故によるケガを補償する交通事故傷害保険とファミリー
交通傷害保険を中心に販売を行っています。また普通傷害保険の特約
として、病気による入院や手術を補償する特約、地震や津波など天災を
原因とするケガも補償する特約、避難生活時に一時金をお支払いする
特約などもご用意しています。また、シニア世代向け専用商品として
シニア傷害保険など、お客様のニーズやライフスタイルに合わせた各種
プランをご案内しています。

●	個人賠償責任保険　　
日常生活のおける賠償事故に備える最高1億円の大型補償をお手頃
な保険料でご案内しています。

●	こども総合保険　　
通学時の事故や育英費用など、お子様の成長に合わせたさまざまな
補償内容のプランをご案内しています。

●	ゴルファー保険　　
ゴルフプレー中や練習中の他人への損害賠償、本人のケガや用品の
損害・盗難、ホールインワン・アルバトロスの費用など、ゴルファーを
総合的にサポートするプランをご案内しています。
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多彩なビジネスと商品 
Diversified Businesses 

ナブルな保険料で日常生活全般を国内外問わず補償する普通傷害
保険と、主に交通事故によるケガを補償する交通傷害保険です。
入院・通院・手術費用はもちろん、第三者への賠償責任も補償する
プランや、家族構成に合った保険料などお一人おひとりのニーズに
合わせたタイプをお選びいただけます。

●	生命保険販売業務　　
当社はグループ会社であるチューリッヒ生命の募集代理店として
生命保険商品の契約締結の媒介業務を行っています（保険
契約締結の代理権はございません）。



	企業・法人向けビジネス

Diversified Businesses

企業保険事業本部
　ビジネスのグローバル化に伴い企業を取り巻くリスクが一段
と複雑化する中、チューリッヒはグローバルな経験やネットワーク
を最大に活用し、さまざまなリスクへの対応を必要とされる企業
に対して最適なソリューションを提案しています。お客様が商品
に合わせるのではなく、お客様特有のニーズを満たすように
カスタマイズされた保険商品やサービスを提供することで、お
客様ごとの最適なリスク・マネジメントをサポートしています。

【主な取扱い保険商品】

●	企業財物総合保険　
企業財物総合保険はオールリスク型の火災保険であり、標準的な
火災保険の補償内容である火災、落雷、破裂、爆発などの補償に加え
て、機械設備の電気的・機械的事故、破壊行為による損害など、ワイド
な補償の範囲で企業経営を広範囲にプロテクトします。

●	技術保険　
海外での建設工事、組立工事などを中心として個別案件ごとにリスク
評価を行い、建設工事保険、組立保険、機械保険といった幅広い商
品構成で、お客様に最適な保険設計を提案しています。

●	総合賠償責任保険（CGL保険）　
企業活動に起因する賠償責任を幅広く補償する複合型の賠償責任
保 険です。総 合 賠 償 責 任 保 険（CGL保 険：Comprehensive 
General Liability）は、米国において一般的に使用され、また国際的
にも広く通用している米国 I.S.O（Insurance Service Office）の標準
約款を日本に導入したものです。一般的には、和文の賠償責任保険
約款よりも広い補償範囲となっているのが特長です。

●	会社役員賠償責任保険（D&O保険）　
取締役、監査役および執行役といった会社の役員などが、その職務を
遂行するための行為に起因して、損害賠償請求を提起された場合
の損害に備えるものです。和解金を含む法律上の賠償金や、損害賠
償請求にかかる争訟費用などについて保険金をお支払いします。
チューリッヒの D&O保険は、グローバルな組織、およびそれらの組織
の役員などが抱える潜在的なリスクに対応することが可能です。

●	建築設計・施工監理業向け専門職業賠償責任保険　
建築設計事務所やエンジニアリング会社が設計・施工監理などの専門
業務の遂行に起因して第三者（プロジェクト発注者など）に経済的な損

害を与えてしまった結果、法律上の損害賠償請求を提起された場合に
被る損害を補償する保険です。

●	貨物海上保険　
国際貿易取引においては、一般的に国際商業会議所の制定している

「インコタームス（Incoterms）」によって、輸出者（売主）と輸入者
（買主）の義務、危険負担、および保険付保の必要性が定められて
います。チューリッヒは、グローバルなネットワークでお客様の海損事故
をサポートしています。

●	その他の保険商品　　
その他にも、企業保険事業本部ではさまざまなリスクに対応すべく、幅
広い商品構成でお客様に最適な保険ソリューションを提案しています。
・ 動産総合保険 
・ 生産物賠償責任保険（PL保険）
・ プロダクトセーフティー＆リコール保険 
・ 雇用慣行賠償責任保険（EPL保険）
・ 製造業向け経済的損失賠償責任保険
・ ポリティカル・リスク保険 
・ トレード・クレジット保険 

インターナショナル・プログラム：
海外に拠点をお持ちのお客様向けの
保険ソリューション　
海外にも事業拠点をお持ちのお客様向けに、「海外拠点の
リスク管理」、「世界中の拠点を網羅する統一化された補償
内容」、「各海外拠点の契約内容・保険事故対応状況など
の情報の一元管理」を可能にするインターナショナル・プロ
グラムという保険ソリューションを提案しています。インター
ナショナル・プログラムは火災保険、賠償責任保険、海上保険
など幅広い保険種目への適用が可能であり、世界レベルで
整合性のあるリスク・マネジメントの実現にお役立ていただけ
ます。インターナショナル・プログラムの運営にあたっては、
世界中に張り巡らされたチューリッヒの国際的なネットワーク
に加えて、MIA※といったチューリッヒ独自のサポートシステム
や、リスク査定の専門家（リスク・エンジニア）がお客様をバッ
クアップいたします。

※ MIAとは： 
複数の国を包括するような保険契約には、補償の対象となるそれぞれの
国における保険に関する法令や税制など、注意しなければならない
コンプライアンス上の問題が存在しています。MIAとは、チューリッヒの
グローバルなネットワークと弁護士・会計士などの専門家をフルに
活用し、これらのコンプライアンス上の問題を解消するチューリッヒ
独自のシステムです。
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損害保険のしくみ
1.	損害保険のしくみ
　損害保険とは、偶然な事故による損害を補償するため、
統計学に基づいて算出された、リスクに応じた保険料を多数
の人々が支払うことによって、事故が発生し、損害を被った
場合に保険金を受け取ることができるしくみです。
　このように損害保険とは、「大数の法則」を利用し、相互に
リスクを分散して、経済的補償を得、個人の生活や企業経営
の安定に資するものといえます。
　この制度を利用すれば、災害に備えて莫大な貯蓄をしな
くてもわずかの負担で万が一のとき大きな安心が得られます。
「一人は万人のために、万人は一人のために」という言葉は
この損害保険の制度のしくみをよく表しています。

2.	損害保険契約とは
　損害保険契約とは、偶然な一定の事故によって生じる損害
を保険会社が補償することを約束して、保険契約者がその
対価として保険料を支払うことを約束する契約をいいます。
従って、有償・双務契約であり、また当事者の合意のみで
成立する諾成契約です。

3.	再保険とは
　再保険とは、保険会社が引き受けた危険（リスク）の一部ま
たは全部を他の保険会社に移転すること（出再）および他の
保険会社の危険（リスク）を引き受けること（受再）をいいます。
チューリッヒグループでは、財務の安定と資本効率の観点から、
再保険を適切かつ効果的に活用しています。日本支店では、
グループの方針に則して、契約条件・信用度などを慎重に
検討したうえで、再保険取引を行っています。

約款
1.	約款とは
　約款とは、保険会社と契約者・被保険者（補償を受けられる
方）双方の権利や義務など保険契約の内容を具体的に定め
たもので、基本的な内容を定めた普通保険約款と、個々の

契約において普通保険約款の規定や内容を補足、変更する
特別約款・特約により構成されるのが一般的です。

●約款では主に以下の内容が規定されています。
① どのような事故が補償の対象となり保険金が支払われるのか
② どのような事故が補償の対象とならず保険金が支払われないのか
③ 支払われる保険金の内容と保険金の額
④ 契約時に保険会社に正しくお申し出いただく必要のある
　 重要な事項（告知事項）
⑤ 現在の契約内容に変更があった場合に保険会社に
　 正しくお申し出いただく必要のある重要な事項（通知事項）
⑥ 契約が無効、取消しまたは失効となる場合
⑦ 契約が解除となる場合。また解除となる場合の保険契約者および
 　保険会社の権利や義務
⑧ 保険金の支払時期（保険給付の履行期）

2.	ご契約時の留意点
　保険契約の申込書は、保険会社と契約者・被保険者

（補償を受けられる方）双方を拘束する重要なものであり、
記載内容が事実と相違していた場合は、保険金がお支払い
できないことがありますので、ご契約にあたっては、お申込書
やインターネットのお申込画面を十分にご確認ください。
　なお、ご契約にあたってお客様によくご理解いただく必要
のある事項や約款の記載事項の中でも特に重要な事項、
ご注意いただきたい事項などについては、「パンフレット」や

「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」に記載
されていますので、十分にご確認ください。
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損害保険のしくみ 
Insurance Basics

保険料
1.	保険料
　保険料は、事故が発生したときに保険会社が支払う保険
金に充てられる「純保険料」と、保険会社の運営や募集
の経費などに充てられる「付加保険料」から成り立ってい
ます。そして、純保険料は、過去の保険データなどをもとに、
数理的手法を用いて将来の事故の支払額を予測すること
によって算出され、金融庁からの認可取得または同庁への
届け出を経たうえで使用されています。
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2.	保険料のお支払い
　保険料は、当社の案内に従って所定の払込方法（銀行振
込やクレジットカード支払いなど）でお支払いいただきます。
　なお、保険期間が始まった後でも、保険料をお支払いいた
だく前に生じた事故については、保険金はお支払いできませ
ん。また、保険料を分割してお支払いいただく契約につきまし
ては、2 回目以降の保険料が定められた期日までに払い込ま
れない場合は、保険金をお支払いできません。

3.	保険料の請求・返還
　保険期間中に保険契約の内容に変更が生じた場合は、
当社は、追加保険料の請求や保険料の返還を行います。
また、保険契約が失効した場合や解除された場合には、保険
料を約款の規定に従いお返しいたします。ただし、お返しでき
ない場合もありますので、詳しくは重要事項説明書や約款を
ご確認ください。

保険募集
1.	ご契約の手続き（販売方法）
　当社では、テレビコマーシャルやインターネットなどを通じて
お客様に保険商品を広くご案内し、直接ご契約を締結する
ダイレクト販売とともに、損害保険代理店を通じた販売も
行っています。

	（1）	ダイレクト販売
　インターネットや電話などにより、主に自動車保険を販売
しています。当社ウェブサイト上でお申込みいただく際には、ご
契約締結前に「重要事項説明書」の内容を必ずご確認いた
だいています。また、お電話でお申込みの場合も、見積書や
資料を送付する際に「重要事項説明書」を同封し、ご契約い
ただくにあたり特に重要な事項をご確認のうえ、お申込みいた
だくようにしています。

			電話でのお申込み

　自動車保険  ▶ 0120-505-505

　バイク保険  ▶ 0120-819-212

　傷害保険  ▶ 0120-083-840

			インターネットからのお申込み

　ウェブサイト  ▶ http://www.zurich.co.jp

			モバイルサイトからのお申込み

　ケータイサイト  ▶ http://www.zurich.co.jp/
      mobile/auto/startQuotation

　スマートフォンサイト  ▶ http://www.zurich.co.jp/
      sp/index_an.html 

	（2）代理店での販売
　当社と損害保険代理店委託契約を締結し、保険業法に
従い所定の代理店登録を行った代理店が保険販売をして
おります。当社では、保険募集に関するコンプライアンス研修
や商品研修を通じて、適切な募集活動を行うとともに、お客様
のニーズを的確に把握し、質の高いサービスを提供できる代理
店の育成に努めています。
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1.安心の事故受付・初期対応
　当社では、お客様の万が一に備えて「365日24時間体制」
で自動車保険事故の受付をしています。
　

自動車保険事故・故障受付
0120-860-001（365日24時間）

※傷害・火災・新種保険については、
 お手元の加入者証・保険証券などをご確認ください。

●365日緊急ケアサポート（自動車保険）
　当社では、交通事故によるお客様の不安をいち早く取り除
くために「緊急ケアサポート」を行っています。365日午前
9時から午後9時 ※までの幅広い時間帯で、即日に初期対応
を実施する体制を整備しています。事故の相手方や病院・
修理工場への連絡、また代車の手配などを速やかに対応
し、その結果をスピーディーにお客様へご報告します。
※即日の「緊急ケアサポート」は、午後8時までに事故の受付が完了し、
　初期対応に必要な情報が確認できるものが対象となります。

2.専任担当者による信頼の事故対応
　当社では、損害賠償の幅広い知識と豊富な経験をもつスぺ
シャリストが、お客様の専任担当者となり、迅速・丁寧な対応は
もちろん、事故経過などをわかりやすく説明しながら事故解決
までのサポートをします。
　また、保険金お支払いの対象とならない被害事故につきまし
ても、専任の担当者を配置して事故解決に向けた相談サポート
を実施しています。不安に思われることがありましたら、専任
担当者へご相談ください。

損害サービス
　損害サービスとは、万が一お客様が事故に遭われた際に、
当社が提供する一連の事故対応サービスの総称です。
　チューリッヒ・インシュアランス・グループでは 、グローバル
な会社の特性を活かして世界規模でハイレベルかつ均質
な損害サービスを展開しています。当社の企業理念である

「ケア」を実現し、いざというときにお客様にご安心いただける
ような万全なサポートの提供に努めています。

●損害保険募集人一般試験
　保険会社より委託を受けた損害保険代理店およびその
募集人が保険商品の知識を身につけ、お客様のニーズ
に応じたわかりやすい説明が行えるよう、一般社団法人
日本損害保険協会による試験が実施されています。
　「損害保険募集人一般試験」は基礎単位、自動車保
険単位、火災保険単位、傷害疾病保険単位で構成され、
代理店登録または募集人届出をするには、基礎単位に合
格しなければなりません。また取り扱う保険商品に応じた
商品単位に合格しなければ、2013年12月以降当該保険
商品の取扱いができなくなりました。なお、募集人の資質の
向上を目的に、募集人に対し、定期的に最新の業務知識
の理解度などを検証するために、単位ごとに 5 年の更新
制度を設けていますので、有効期限までに更新しない
場合は単位に応じた保険募集ができなくなります。

2.	契約内容確認の取組み
　保険契約を正しく締結するためには、保険料算出に必要な
情報を、保険会社、ご契約者が互いに正確に確認しなければ
なりません。
　当社では、お客様のニーズをご契約に反映し、正しく保険
契約を締結していただくため、インターネットを通じたご契約に
ついては、ご契約内容を確認いただくための画面を契約締結
の際にウェブサイト上に表示し、お客様に十分にご確認いた
だくようにしています。また、お電話や申込書などの書面で
お申込みの際も、重要なご契約内容について十分な確認を
行い、お客様のご意向に沿った契約内容になっているか
確認していただくよう努めています。

●クーリングオフ制度
　お客様に安心してお申込みいただけるよう、インター
ネットでのお申込みには「クーリングオフ制度」を設けて
おります。保険証券を受け取られた日より8 日以内（e 証
券割引が適用されている契約については「ご契約引受
のご連絡および継続契約補償内容証明のご案内」を
受け取った日より8日以内）にお申出いただくことにより、
お申込み（ご契約）の撤回・解除を行うことができます。

損害保険のしくみ
Insurance Basics
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●専任担当者への教育体制
　お客様にご安心いただくためには、多様かつ専門的な
知識をもったスペシャリストの育成が必要です。当社では、
2013 年 3月より、これまでの社内研修に加えて、医療や
車両に関する知識、また保険業務に関連する知識など
をより高いレベルにしていくため、全国の専任担当者を対象
にTV 会議システムを通じた社内勉強会を定期的に実施
しています。
　事故に遭われて不安を抱えているお客様に、より高い安心
感をご提供するために教育体制を充実させています。

●電話応対品質向上への取組み
　お客様にご安心いただくためには、電話応対の品質の
向上が必要です。当社では、社内向けに「あなたに担当して
もらって良かった」という冊子を作成し、すべてのお客様から
ご満足いただける事故対応を目指しています。お客様と接
する専任担当者が、お客様のお話を十分にうかがい、より
丁寧な電話応対ができるようになるために、定期的な電話の
モニタリングを通じて対応レベルの評価をし、それぞれの専任
担当者へフィードバックをしていくことにより、電話応対品質の
向上を推進しています。

3.安心の事故解決サポート
●「My	Zurich」を通じた経過報告と保険金支払
　	状況報告（自動車保険）
　交通事故の解決までの状況がいつでもわかるよう、専任担
当者が入力した経過や保険金の支払状況が「My Zurich※」
を通じて確認できる体制としています。
　また、専任担当者からの経過報告を「My Zurich」からご登
録いただいたお客様のインターネット用 Eメールアドレスへ配信
するサービスも実施しています。
※「My Zurich」とは、インターネット上のお客様専用ページです。お見積り内容の
ご確認・ご変更、ご継続手続きなどのサービスがご利用いただけます。

●チューリッヒの「指定修理工場ネットワーク」
　お客様の大切なお車の修理にあたり、高い技術力をもった
修理工場をお客様へご案内するために、全国約350社
1,400ヵ所以上※の「指定修理工場ネットワーク」を構築して
います。
　修理期間中における「代車無料提供サービス」をはじめ、
お車の「お引取り・納車サービス」など、多くのメリットをお客様
にご提供しております。また、これらのサービスは、当社の自動
車保険を使用しない場合でも、ご利用が可能です。
※2014年5月現在

●チューリッヒの「弁護士ネットワーク」
　交通事故の解決にあたっては、法律の専門家によるサポート
が必要となる場合があります。当社では、「弁護士ネットワーク」
を構築し、より高い安心感をお客様へご提供できる体制と
しています。

4.スピーディーかつ適正な保険金のお支払い
　当社は、お客様への保険金のお支払いがスピーディーかつ
適正に行われるよう、保険金支払体制を整備しています。

●保険金支払いをスピーディーにする2つのサービス
①事故証明書取得代行サービス
　保険金請求に必要となる「事故証明書（自動車安全運転セ
ンター発行）」を、当社がお客様に代わって無料で取り付けます。
②保険金請求書・診断書省略サービス
　車両保険と対物賠償保険に関しては、「保険金請求書
省略サービス」※によりスピーディーに保険金のお支払いがで
きるサービスを実施しています。
　また、保険金のお支払いが一定額以下の傷害保険や自動
車保険（搭乗者傷害保険など）では診断書の取り付けを省略
する「診断書省略サービス」※を実施しています。
※省略サービスの実施は、当社が定める基準によります。

●保険金支払管理体制の強化
　当社では、保険金の支払いが適時かつ適正に行われる
よう、保険金支払管理体制を強化しています。自動車保険
においては2010年度に新しい保険金支払管理システム

「Z-TRUST」を導入し、保険金の支払業務の体制を強化し
ました。
　今後、自動車保険以外の保険についても新しいシステムを
導入することで、時代の変化に応じた体制を構築していきます。

●公正な再審査体制「保険金支払業務審査会」
　当社では、弁護士・医師といった社外専門家を含む「保険
金支払業務審査会」を社内に設置し、保険金支払業務の適
切性を中立的見地で審査する体制としています。お客様が当
社の保険金を支払わないという判断にご納得いただけない場
合には、お客様のご請求により、「保険金支払業務審査会」
にて審査されるしくみを導入しています。

5.「事故対応サービスアンケート」の実施
　当社では、保険金のお支払い終了後に、お客様に「事故
対応サービスアンケート」への回答をお願いしています。お客
様から率直なご意見をいただくことにより、今後のさらなる
損害サービスの向上と業務の改善に努めてまいります。
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経営全般
　当社のマネージメント・コミッティー（経営委員会）は、チュー
リッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド スイス本店に
指名された CEO（最高経営責任者）を補佐し、日本での経営
に関わる基本方針を定め、その業務の執行を監督するととも
に、内部管理体制の整備を図ることを目的とし、コーポレート・
ガバナンスおよび事業戦略全般に関わる責任を負います。
　マネージメント・コミッティーは、CEOが議長を務め、議決権を
持つ委員会メンバーであるCFO（最高財務責任者）、その他
マネージメント・コミッティーの任命する者により構成されます

（右図参照）。

リスク管理
① 当社のリスク管理態勢は、引受リスク管理委員会、財務リスク
管理委員会、オペレーショナルリスク管理委員会の3つの委員
会が、業務執行に関わる主なリスクの管理方針を規定します。ま
た、チーフ・リスク・オフィサーを議長とする統合リスク管理委員
会を設置し、リスク管理全般を統括しマネージメント・コミッティー
に報告しています。
② 事務管理部が主体となり、全社を対象とした、部門責任者
主導によるコントロール・セルフ・アセスメント（CSA）を実施
しています。この定期的な自主検査プロセスにより、組織横
断的、総合的なリスク管理を行っています。

コンプライアンス委員会
　当社のコンプライアンス委員会は、チーフ・コンプライアンス・
オフィサーが議長を務め、マネージメント・コミッティーを補佐し、
社会的責任と公共的使命などを柱とした企業倫理の構築と、
それを具体的に担保するためのコンプライアンスおよびコーポ
レート・ガバナンス態勢の構築、およびコンプライアンスを重視
する企業風土の醸成を図ります。

内部監査
　当社の内部監査部はグループの監査部門に直接報告する
態勢となっており、日本支店の CEO、管理部門、ビジネス部門
から独立した立場で監査を行っています。
　当社内部監査部は、日本支店の監査を管轄します。監査は、
グループ監査部門に従って、日本支店の直面するリスクを評価
し策定される監査計画をもとに実施されています。

会計監査
　年次財務諸表については、外部の会計監査人による会計
監査を受けています。

●日本におけるコーポレート・ガバナンス

マネージメント・
コミッティー
（経営委員会）

コミッティー・メンバー

● CEO（最高経営責任者）

● CFO（最高財務責任者）

● 個人保険部門統括本部長

● 企業保険事業本部 本部長

● チーフ・HR・オフィサー

● チーフ・オペレーションズ・オフィサー

● チーフ・クレームズ・オフィサー

コミッティー・メンバー

● CEO（最高経営責任者）

● CFO（最高財務責任者）

● 個人保険部門統括本部長

● 企業保険事業本部 本部長

● チーフ・HR・オフィサー

● チーフ・オペレーションズ・オフィサー

● チーフ・クレームズ・オフィサー

各リスク管理委員会
● 統合リスク管理委員会

● 引受リスク管理委員会

● 財務リスク管理委員会

● オペレーショナル リスク
   管理委員会

各業務
執行部門

コンプライ
アンス
委員会

内部監査部
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ガバナンス態勢
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リスク管理態勢
　保険会社として適切に事業を運営するため、経営環境の変化
などのさまざまなリスクを的確に把握・管理することが重要で
あるとの認識のもと、当社ではリスクを定量的 ･定性的観点から
分析し自らの内部管理態勢の強化に役立てることができるよう
に、より良い統合的なリスク管理態勢の構築に努めています。
　チューリッヒ・インシュアランス・グループでは、グループにおける
リスク管理の基本方針としてチューリッヒ・リスク・ポリシーを定め、
当社を含むすべての組織はそれを踏まえたリスク管理を行って
います。グループのチーフ・リスク・オフィサーを任命し、その指揮
の下にリスク管理の周知・徹底を図っています。年１回、会社
戦略目標に係るあらゆるリスクを総合的に分析し対応するチュー
リッヒ・インシュアランス・グループの所有するトータル・リスク・
プロファイリング ®と呼ばれるプログラムを実施しています。また、
少なくとも四半期に一回作成されるリスク管理レポートなどによ
り、リスク管理状況を把握する態勢を整え、チューリッヒ・インシュ
アランス・グループ全体で新たなリスクの把握に努めるとともに、
リスク低減策を適切に実施する態勢を確立しています。
　当社においては、統合リスク管理委員会、引受リスク管理委員
会、財務リスク管理委員会、オペレーショナルリスク管理委員会を
設置して、重要なリスクの把握、分析、評価、対応に努めています。
チューリッヒ・インシュアランス・グループより求められるリスク管
理に加えて、日本の各種法令等に則って事業の健全かつ適正
な運営を確保し保険契約者の保護を図るべく、各種のリスクにふ
さわしい管理態勢の確立に努めています。
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各リスク管理委員会 リスク区分

マネージメント・
コミッティー

CEO

保険引受リスク

財務リスク
　 市場リスク
　 信用リスク
　 流動性リスク

オペレーショナルリスク
　 事務リスク
　 システムリスク
　 風評リスク
　 BCM・BCP
　 （事業継続リスク）

引受リスク管理委員会

統合的リスク統合リスク管理委員会

財務リスク管理委員会

オペレーショナルリスク
管理委員会

各種リスクへの対応
保険引受リスク　
　保険引受リスクとは、保険料設定時の想定を上回る保険
金発生により損失を被るリスクをいいます。保険事故発生
頻度、損傷度の分析などを行い、適切な保険料水準の確保に
努めています。また、損害保険会社の財務状態に重大な影響
を与える可能性のある自然災害については、工学的なモデル
による分析を定期的に行っています。この分析結果をもとに、
適切な保有水準となるよう再保険スキームを設定しています。

（注）日本支店では、医療保険、がん保険、介護保険などの長期の第三分野保険
を取り扱っていないため、責任準備金の十分性に関する「ストレステスト」および

「負債十分性テスト」の該当はありません。

財務リスク
　財務リスクとは、保有する資産を運用する際に生じる資産
価値の変動のリスクなどをいい、「市場リスク」、「信用リスク」、

「流動性リスク」などがあります。また、資産と負債のミスマッチ
により損失を被るリスクも財務リスクに含まれています。
●	市場リスク
市場リスクとは、市場のリスク要因の変動により、当社が保有す
る資産の価値が変動するリスクのことをいいます。市場の代
表的なリスク要因として、金利の変動、有価証券などの価格
の変動、為替の変動などが挙げられます。
　当社では、基本方針として安全性と流動性に重点を置いた
資産運用を行うとともに、資産と負債の状況をモニターするALM

（資産・負債の総合管理）を行っております。財務リスクの管理
状況を定期的に把握し、必要に応じて適切な対応を実施して、
保険会社としての健全な財務基盤の構築に努めています。
●	信用リスク
信用リスクとは、急激な経済環境の変化などにより信用供与先
の財務状況が悪化し、それに伴い当社の資産の価値が減少
ないし消失し財務的な損失が生じるリスクのことをいいます。
投資先については、リスクの度合いに応じて信用リスクの
上限の設定や格付けなどのモニタリングにより適切にこれを
管理しています。また、再保険先については、チューリッヒグルー
プの全社的信用リスク管理の枠組みによる信用リスク審査・
牽制手続きに従い、これを管理しています。
●	流動性リスク
流動性リスクとは、巨大災害での資金流出の増加や、風評
被害による大量ないし大口解約に伴う解約返戻金支出の
増加により資金繰りが悪化し、資金の確保のために著しく不
利な価格での取引を余儀なくされるリスクのことをいいます。
保険収支予測や資産運用予測などをモニタリングし、流動性
危機時の対応手続きを定め、流動性リスクを管理しています。

オペレーショナルリスク　
　オペレーショナルリスクには、主に「事務リスク」、「システム
リスク」、「風評リスク」などがあり、以下のとおり対応に努め
ています。また、自然災害や人的災害に備えて、危機管理
態勢の整備・強化に取り組んでいます。
●	事務リスク
事務リスクとは、当社ないし業務委託先などの役職員が正確
な事務を怠る、あるいは事故 ･不正などを起こすことにより損失
が発生するリスクのことをいい、狭義のオペレーショナルリスク
にあたります。当社ではこれらの事故を未然に防ぐために、作
業マニュアルの策定、定期的な自主検査を行っています。
●	システムリスク
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンまたは誤作動
など、システムの不備などに伴い損失が生じるリスク、さらにコン
ピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスクのことを
いいます。主要システムの二重化や各種の管理規程・マニュア
ルなどを通じシステムと情報の安全確保に努めています。
●	風評リスク
風評リスクとは、当社および当社と関わりを持つ会社・関係者
に関する否定的な評価や評判が流布されることで当社のブラ
ンド価値などが悪化し損害を被るリスクのことをいいます。イン
ターネットなどの各種メディアにおける当社に係る情報をモニ
ターするなど、風評リスク対応に取り組んでいます。
●	BCM・BCP（事業継続リスク）
当社では、地震に代表される自然災害や新型インフルエンザなど
の事業継続に多大な影響を与える事態が発生した場合に備え、
BCM・BCP（事業継続管理・計画）を策定し、必要な見直しと
実効性の強化に努めています。
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ストレステスト
　当社では内外の経済動向に関し、株式の価格、金利、信用
スプレッドなど当社が保有するリスクに応じたストレスシナリオを
作成し、四半期ごとに感応度テストを行っています。その結果
は財務リスク管理委員会にも報告され、必要に応じて本社と
の協議に活用されます。これにより将来の不利益が当社の
財務の健全性に与えるリスクを管理し、安定的に経営ができる
ように努めています。
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　当社は、お客様からの信頼を第一と考え、「個人情報の保
護に関する法律（個人情報保護法）」その他の関連法令、「金
融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、および
チューリッヒ・インシュアランス・グループの指針を遵守し、
お客様の個人情報の適正な管理、利用およびその保護に
努めております。
　また、当社は、個人情報保護の強化のため、従業者への
教育・指導を徹底し、個人情報の取扱いおよび安全管理に
係る適切な措置について継続的な内容の見直しと改善に
努めております。

【	1.	個人情報の取得】
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人
情報を取得します。具体的には、インターネットやコールセンターによる
お見積り、お申込み、アンケートや、お客様にご記入・ご提出いただく
保険契約申込書、保険金請求書等により取得します。
お客様からのお問合わせ、ご契約内容等の事実確認、電話対応の品
質向上等のために、お電話で聴取した通話を録音することがあります。

【	2.	個人情報の利用目的】
当社は、お客様により良い商品やサービスをご提供するために、適法
かつ公正な手段により業務上必要な範囲内でお客様に関する情報
を収集させていただいております。
これらの情報は、次の目的で利用いたします。
① 当社の保険の募集、お見積り、お引受け、ご継続および保険金・

給付金のお支払い
② 当社の保険契約の保全管理およびこれに関連・付随する業務
③ 当社およびグループ会社※1の商品やサービスのご紹介、ご提供
    ※1：「5.当社グループ会社間での共同利用」をご覧ください

④ アンケートの実施や市場調査および保険商品・サービスの開発・
研究

⑤ 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の
請求

⑥ 他の事業者から個人情報（データ）の処理の全部または一部につい
て委託された場合等において、委託された当該業務の適切な遂行

⑦ キャンペーン等に付随する景品発送

【	3.	個人データの第三者への提供】
当社では、次の場合を除き、ご本人の同意なくお客様の情報を
第三者に提供することはありません。
① 法令に基づく場合
② 当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に

提供する場合
③ 再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
④ 当社グループ会社※2との間で共同利用する場合
     ※2：「5. 当社グループ会社間での共同利用」をご覧ください

⑤ 損害保険会社間等※3で共同利用する場合
     ※3：「6．契約内容登録制度・契約内容照会制度および契約等情報交換

制度」をご覧ください 

【	4.	個人データの取扱いの委託】
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの
取扱いを外部に委託することがあります。当社が、外部に個人データ
の取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ
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ガバナンス態勢
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個人情報保護方針コンプライアンス態勢
　チューリッヒ・インシュアランス・グループでは、契約者、取引
企業、ならびに株主との信頼関係をより強固なものにするため
には、法令、社会規範および社内規程を遵守するとともに、
より高い企業理念を確立することが重要であると考え、チュー
リッヒ・ベーシックス（行動規範）をはじめさまざまな基準を
定め、社員への周知徹底を行っています。当社においても
グループの一員としてこうしたスタンダードなどの実践を図るとと
もに、日本の法規制や監督当局の趣旨を踏まえた独自のコン
プライアンス・マニュアルを作成し、日本における代表者を頂点
としたコンプライアンス態勢を整備し、社員のコンプライアンス
などの教育、管理を推し進めています。

個人情報保護の管理態勢
1.お客様情報保護の基本方針
　当社の「個人情報保護方針」を公表するとともに、基本
方針に定めた内容を実践し、お預かりしたお客様情報の保護
を図るために、「個人データの安全管理に関する取扱規程」
を定め、お客様情報の適切な取扱いに努めています。

2.個人情報保護の態勢
　当社では、個人情報保護法をはじめ、関連法令などを遵守
し、社内および外部委託先での個人情報の保護および
安全管理措置の推進を図るため、当社の個人情報管理責任
者として、顧客情報統括管理責任者を任命するとともに、各部
門に個人情報監督者を任命し、当社の個人情報保護の管理
態勢の整備、強化に取り組んでいます。

3.委託先における個人情報保護態勢
　当社では、お客様情報を含む業務を社外に委託する場合
は、業者選定にあたり、当社独自の個人情報管理基準に基づ
き審査を行っています。また契約締結後も、委託先に対して、
個人情報管理の実施状況について実地監査を含むさまざまな
方法で定期的に確認しています。
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委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ
適切な監督を行います。
当社では、例えば次のような場合に、個人データの取扱いを委託して
います。
① 保険契約の募集に関わる業務
② 商品付帯サービスに関わる業務
③ 損害調査に関わる業務
④ 保険業務の事務処理、印刷・発送処理に関わる業務
⑤ 情報システムの運用・保守に関わる業務

【	5.	当社グループ会社間での共同利用】
当社およびグループ会社は、その取り扱う商品・サービスを案内
または提供するために、グループ会社間で、以下のとおり、個人データ
を共同利用することがあります。
① 共同利用する個人データの項目
　 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、保険
    の種類、契約締結日、契約の状態
② 共同利用するグループ会社の範囲
　 チューリッヒ・インシュアランス・グループの国内保険会社である

チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
③ 共同利用における管理責任者
 　当該個人データの取得元である各グループ会社

【	6.	契約内容登録制度・契約内容照会制度および
　　契約等情報交換制度】
当社は、保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならび
に保険金支払の健全な運営のために、 一般社団法人日本損害保険協
会への登録、損害保険会社等の間で交換を実施することがあります。
このような制度の詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険
協会のホームページ（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。

【	7.	代理店等情報の確認業務】
当社は、損害保険代理店の適切な監督や当社の職員採用等のため
に、損害保険会社との間で、損害保険代理店等の従業者に係る個人
データを共同利用しています。また、損害保険代理店への委託等のた
めに、一般社団法人日本損害保険協会が実施する損害保険代理店
試験の合格者等の情報に係る個人データを共同利用しています。
詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページ

（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。

【	8.	機微（センシティブ）情報のお取扱い】
当社は、保険業法施行規則第 53 条の10および金融分野における
個人情報保護に関するガイドライン第6条に基づき、同法令等に規定
されている機微（センシティブ）情報を、次に掲げる場合を除き、取得、
利用、または第三者提供いたしません。

① 保険会社として適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の
同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微（センシティブ）情報
を取得、利用または第三者提供する場合

② 相続手続きを伴う保険金支払事務などの遂行に必要な限りに
おいて、機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供
する場合

③ 保険料収納事務などの遂行上必要な範囲において、政治・宗教など
の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員など
の機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合

④ 法令などに基づく場合

⑤ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
⑥ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に

必要がある場合
⑦ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令

の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

【	9.	情報の安全確保】
お客様の個人情報を漏洩、毀損等しないよう、安全管理にかかる基本
方針・取扱い規定・実施体制を作成・整備し、個人情報（データ）の
取得・利用・保管等の各段階に応じた組織的・人的・技術的安全管
理措置を含む必要かつ適切な措置を講じます。

【	10.	お客様からの通知、開示、訂正、利用停止等の
								ご請求】
① 「ご契約内容・事故に関するご照会」
 　ご契約内容・事故に関するご照会については、保険証券または

保険引受けのご案内に記載された連絡先にお問合わせください。
当社は、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいた
うえで、対応いたします。

② 「個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、
開示、訂正、利用停止等」

　 お客様から、お客様ご本人の個人情報の通知、開示、訂正もしくは
利用停止等をお申し出いただいた場合には、請求者がご本人である
ことを確認させていただいたうえで、所定の手続きに基づき、後日、
原則として書面にて回答させていただきます。お客様からの開示等
のご請求に関しましては、当社所定の手数料をいただく場合があり
ます。当社が、必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が
不正確である場合には、その結果に基づいて正確なものに変更させ
ていただきます。

●	情報セキュリティ相談室
電話番号： 0120-860-695
受付時間： 午前9時～午後5時（土日祝、年末年始を除く）

【	11.	お客様からのご意見・ご要望・苦情･ご相談】
当社では、個人情報の取扱いに関する苦情やご相談に対し適切かつ
迅速に対応します。
お客様から、お客様ご本人の個人情報の取扱いに関し、ご意見・
ご要望をお寄せいただく場合には、お手数ですが、次の部門へご連絡
ください。

●	お客様相談室
電話番号： 0120-860-697
受付時間： 午前9時～午後5時（土日祝、年末年始を除く）
インターネット窓口： ホームページ「インターネットでのお問合わせ」

（www.zurich.co.jp/aboutus/contactus/index.html)

当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人外国損害保険
協会の対象事業者です。
また、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談を以下
にて受け付けております。

●	一般社団法人	保険オンブズマン
電話番号： 03-5425-7963
受付時間： 午前9時～12時、午後1時～5時（土日祝、年末年始を除く）
ホームページアドレス　http://www.hoken-ombs.or.jp
上記ポリシーは、「個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日
法律第57号）に基づく「個人情報保護指針（プライバシーポリシー）」です。
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1.	利益相反の定義
「利益相反」とは、当社グループとお客様との間で利益
が相反する状況および当社グループのお客様相互間で
利益が相反する状況をいいます。

2.	利益相反のおそれのある取引の特定
　および類型
当社では、下表の類型に該当する取引のうち、不当な利益
相反のおそれのある取引（以下「対象取引」）を特定した
うえで、お客様の利益を不当に害することのないよう、
適切に業務を管理・遂行します。
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勧誘方針
　当社は「金融商品の販売等に関する法律」（平成12年法律
第 101 号）に基づき、以下の勧誘方針を定め、適正な保険
商品の販売・勧誘に努めています。

利害
対立型

競合
取引型

情報
利用型

お客様と
当社グループの間

お客様と当社グループの
利害が

対立する取引

お客様と当社グループが
同一の対象に対して

競合する取引

当社グループが
お客様との関係を通じて
入手した情報を利用して

当社グループが
利益を得る取引

お客様と当社グループの
お客様との間

お客様と当社グループの
お客様の利害が
対立する取引

お客様と当社グループの
お客様とが

競合する取引

当社グループが
お客様との関係を通じて
入手した情報を利用して
当社グループのお客様が

利益を得る取引

チューリッヒの勧誘方針
① 当社は、金融商品の販売等に関する法律、消費者契

約法、保険業法その他関係法令等を遵守いたします。
② 当社は、お客様の知識、経験、財産の状況、目的その他

お客様からお伺いいたしました事項を総合的に考慮
し、お客様のニーズに沿った商品をご説明および
ご提供させていただくことに努めます。

③ 当社は、お客様自身が商品についての重要事項を
正しくご理解いただいた上でご自身の判断と責任に
おいて当社の保険にご契約いただけるよう、商品
内容やリスク内容等の重要事項について、商品
および販売の形態に応じ、適切な説明に努めます。
特に、変額年金等市場リスクが存在する商品につい
ては、お客様の年齢、知識、投資経験、財産の状況、
収入等に照らして、最適と考えられる商品をお勧め
するとともに商品内容やリスク内容等について適切
な説明に努めます。

④ 当社は、事実と異なる情報の提供など、お客様の誤解
を招くような勧誘は行いません。

⑤ 当社は、深夜や早朝などお客様のご迷惑となるような
時間帯、場所、方法による勧誘は行いません。

⑥ 当社は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、また
適切な情報提供を行うため、教育、研修体制等を充実
し、適切な業務を行うために必要な知識技能の習得、
研鑚に努めます。

⑦ 当社は、お客様のご意見・ご要望を真摯に受け止め、
販売活動に活かします。

利益相反管理態勢
　当社は、当社または当社グループ会社（以下「当社グルー
プ」）とお客様との間の利益相反のおそれのある取引もしくは
当社グループのお客様相互間の利益相反のおそれのある取
引に伴って、お客様の利益を不当に害することのないよう、
以下の利益相反管理方針に則り適切に業務を管理・遂行
します。

3.	利益相反の管理方法
当社は、下記に掲げる方法を適宜選択または組み合わせ
て講ずることにより、利益相反管理を行います。

① 部門の分離による情報の遮断
② 取引の一方または双方の条件または方法の変更
③ 取引の一方または双方の中止
④ お客様への利益相反の開示

4.	利益相反管理態勢
① 当社は、適切に利益相反の管理を行うため、営業部

門から独立した利益相反管理統括部門および利益
相反管理統括者を設置し、既存の法令など遵守態勢
の中で特定および管理を一元的に行います。
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Corporate Governance

資産の運用
　当社は、保険料として収受した金銭などを、主として事業
債および国債などで運用しています。運用環境の不透明感
が高まる中、安定的な資産運用収益の確保に注力すると
ともに、さらなる運用リスク管理の強化とあわせ運用効率の
向上・収益力の引き上げに努めています。 

業務の代理・事務の代行
　当社は、チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・
リミテッド（チューリッヒ生命）の募集代理店として生命保険
契約締結の媒介、およびそれに付随する業務を行っています。

国債などの窓口販売業務など
　該当業務はありません。

配当性向
　該当はありません。

反社会的勢力対応に関する基本方針
① 当社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全

に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とし
た態度で臨み、不当な要求に対してはこれを拒絶し
ます。

② 当社は、反社会的勢力との関係を遮断することに努
め、公共の信頼を維持し健全な業務の遂行を確保
します。

③ 当社は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、
対応する役職員の安全を最優先に確保するととも
に、担当者や担当部署だけに任せず、組織として対応
します。

④ 当社は、反社会的勢力の対応については平素から、
警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外
部専門機関と緊密な連携を図ります。また、反社会的
勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面
から法的対応を行います。

⑤ 当社は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動や
役職員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を
隠ぺいするための裏取引は絶対に行いません。また、
反社会的勢力への資金提供も絶対に行いません。

反社会的勢力に対する取組み
　当社は、保険会社が持つ社会的・公共的責任および義務
を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会
的勢力に屈することなく、毅然とした姿勢で対応することを経
営理念の実践における基本的事項と考え、反社会的勢力対
応に関する基本方針および反社会的勢力等対応規程を定
めるとともに、犯罪収益によるものと疑われる取引への適切
な対応を行うことによりマネーローンダリングの防止を図って
います。
　また、反社会的勢力への対応にあたっては、弁護士や警察
など関係当局とも連携し、組織的に対応することとし、反社会
的勢力との関係遮断および不当要求に対してはこれに
屈することなく断固たる決意をもって取り組んでいます。
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② 当社従業員に対する研修・教育を実施することに
より周知徹底を図ります。

③ 対象取引の特定および管理に関する記録は、5 年
間適切に保存します。

④ 当社は、利益相反管理態勢の適切性と有効性を
定期的に検証し、継続的に改善を図ります。

5.	利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社およびチューリッヒ・ライフ・インシュアランス・
カンパニー・リミテッドが利益相反管理の対象となり
ます。
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チューリッヒ グループ概要
　チューリッヒ・インシュアランス・グループは、グローバル市場
および各国市場において幅広い商品ラインアップを揃える
世界有数の保険グループです。スイスのチューリッヒ市を本拠
に1872 年に設立され、55 ,000 人を超える従業員を有し、
世界 170ヵ国以上の個人、そして中小企業から大企業まで
のあらゆる規模の法人およびグローバル企業のお客様に、
損害保険および生命保険の商品・サービスを幅広く提供し
ています。　　
　2013年の収入保険料は約548億ＵＳドル（5兆7,754億
円）※、事業利益は約47億 USドル（4,953億円）※に達し、
強固な財務基盤とグローバルな強みを活かし、世界中のさま
ざまな国や地域で、各市場の文化や地域特質に基づいた
ビジネスを展開しています。

チューリッヒ・インシュアランス・
カンパニー・リミテッド（スイス本店）
について
● 発行済株式総数 8,250万株（2013年12月31日現在）

● 株主  チューリッヒ・インシュアランス・グループ・
  リミテッド  （Zurich Insurance Group Ltd）
 8,250万株（100％）

● 資本金 8億2,500万スイスフラン

保険財務力格付
　保険財務力格付は、保険契約者の保険金請求に応える能
力に基づいた、第三者機関による保険会社の財務的健全性の
評価です。2013年12月31日現在におけるチューリッヒ・インシュ
アランス・カンパニー・リミテッドの格付は以下のとおりです。

事業利益の推移

株主資本

代表的な経営指標

 グループ本社所在地 スイス連邦チューリッヒ市

 設立 1872年

 最高経営責任者 マーティン・セン（Martin Senn）

 サービス提供網 世界170ヵ国以上

 従業員数 約55,000人

 収入保険料 約548億ＵＳドル　（5兆7,754億円）※

 総資産 約4,151億ＵＳドル（43兆7,474億円）※

 主な事業内容 保険業

※数値は2013年実績。1ＵＳドル＝105.39円（2013年12月30日）

※格付は2013年12月31日現在の情報に基づいており、将来的に変更される可能性があります。
　格付は格付会社の意見であり、保険金支払いなどの保証を行うものではありません。   

 格付機関 保険財務力格付 格付見通し（outlook）

 A.M. Best A+ 安定的

 Moody's Aa3 安定的

  Standard & Poor's  AA− 安定的
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	いかにして達成するのか	
	How	We	Do	It
　チューリッヒの戦略は「成功を支えるも
の」、つまり目標を達成するために必要な
アクションを明確にしています。
　戦略を遂行するにあたって、チューリッヒ
は無駄を省き、効率的であり、利益性を高める必要があります。すな
わち複雑さを廃し、事業利益を改善しなければなりません。
　私たちは人材に投資し、戦略の実行に力を注ぐ文化を構築していき
ます。その文化とは、社員一人ひとりがやりがいを感じ、チャレンジでき、
チューリッヒの一員として誇りを持つことのできる環境を意味します。
　私たちはデジタルおよび IT 戦略によって、市場のビジネスチャンス
を分析し、お客様が好む方法でサービスを提供し、ソーシャルメディア
を活用します。また、「チューリッヒ・ウェイ」というプログラムで、グロー
バルな能力に基づいて、共通の方法を確立することによって効率性
を高めます。
　私たちはチューリッヒ・ブランドを構築し続けます。そして、戦略に
沿った責任ある行動をとり、利益ある成長を目指します。
　また、「チューリッヒ・ベーシックス」と「チューリッヒ・コミットメント」は
引き続き、ステークホルダーであるお客様、社員、株主、そして私たち
が生活し働く場所であるコミュニティに対する、私たちの行動を導く
指針であり続けます。

	私たちは何をするのか
	What	We	Do
　チューリッヒは、成熟市場および成長市場
のいずれにおいても、将来性の高い事業に対
する投資に力を注ぎます。また、独自の市場
地位を築くために法人、提携先ならびに個人
向け市場において、明確に優先順位を定めます。
　その他の事業に対しては、その事業の価値がどこにあるのかという観
点に立ち運営を行います。これにより、生命保険事業を最適化し、小型
損害保険事業を最大限に成長させ、低成長ビジネスについては立て
直し、もしくは撤退を行います。
　チューリッヒは、焦点を絞ってお客様へアプローチします。すなわち、
顧客セグメントのニーズを理解することで、より有利なポジションで利益の
あがるサービスを行います。私たちはお客様にサービスを提供するために
必要な能力への投資を行い、ターゲットを定めた広告によってお客様の
認知を図ります。そして成果を測定し、事業を通じて得た知識を活用して
いきます。
　私たちはワン・チューリッヒとして一丸となって取り組み、お客様の要望
に合わせた優れたサービスと商品を提供することを目指します。

チューリッヒ グループ戦略
　2013 年 12月にチューリッヒは、2014 年から2016 年に
向けた戦略を発表しました。新たな戦略は、常に変化する
厳しい競争環境の中で、利益ある成長が持続的に遂げられる
よう策定されています。またそれは、これまでの戦略と私たちの
強みの上に構築され、お客様とお客様のニーズを私たちのビジ
ネスの中心に置いています。
　私たちの戦略の土台となっているのは引き続き、「私たちは
何者なのか」、「私たちは何をするのか」、そして「いかにして
達成するのか」というコンセプトです。「私たちは何者なのか」
は私たちの目的とアイデンティティを、「私たちは何をするのか」
は私たちが事業を展開する市場と顧客を、さらに「いかに
して達成するのか」は成功要因について定義しています。

	私たちは何者なのか
 Who We Are
　チューリッヒは1872年にスイスで創業した
世界で最も歴史のある保険会社のひとつ
です。当社の知識、専門能力、財務の健全
性に関して、お客様から高い評価をいただ
いております。お客様は、大切な人や物を守るためにチューリッヒを
選んでくださっています。
　私たちチューリッヒの事業は、お客様がリスクを理解し、リスクから
自身を守ることを手助けすることです。リスクは人生につきものです。
重大なリスクから守られることではじめて、個人、家族、ビジネス、社会
は繁栄できます。私たちはお客様のリスクに対処し、お客様が安心し
て人生を楽しみ、事業を成長させることができるようお手伝いをします。
　チューリッヒはお客様、社員、株主、そして私たちが生活し、働いてい
るコミュニティを大切にします。これらの皆様からの信頼と支援なくして
は、目標を達成することはできません。私たちはステークホルダーの皆
様から最高の保険会社であると認めていただくことで、利益ある成長
を遂げ、優秀な人材を集め、投資家の支持を確保し、責任ある企業と
してのレピュテーション（評判）を確立していくことができるのです。
　私たちは、私たちの基本理念を追求することがビジネスをより強固な
ものにすると信じています。それゆえあらゆる場面で、誠実であること、
お客様第一主義、卓越すること、たゆまぬ価値を創造すること、そして
チームワークを重視するのです。
　チューリッヒの企業文化は、私たちの基本理念ならびにステーク
ホルダーへのコミットメントを支え、戦略の実行に集中することを可能
にしています。



Zurich Insurance Company Ltd (Switzerland) Financial Statements

Revenues  収益 CHF'000'000  （単位百万円）
Gross written premiums and policy fees 収入保険料 21,613  2,554,657 
Less premiums ceded to reinsurers 出再保険料 △ 2,906  △ 343,489
Net written premiums and policy fees 正味収入保険料 18,707  2,211,167 
Net change in reserves for unearned premiums 未経過保険料繰入 △ 185  △ 21,867  
Net earned premiums and policy fees 正味既経過保険料 18,522  2,189,300  
Net investment income 正味資産運用収益 2,765  326,823 
Net realized capital gains/losses,write-ups and write-downs on investments  正味有価証券等評価損益 52  6,146 
Other income その他経常収益 1,420  167,844 

Total revenues 収益合計 22,758  2,689,996   

Benefits, losses and expenses  費用 CHF'000'000  （単位百万円）
Insurance benefits and losses, net of reinsurance 正味発生保険金及び損害調査費 △ 11,689  △ 1,381,640 
Policyholder dividends and participation in profits, net of reinsurance 保険契約者配当金及びその他利益戻し △ 48  △ 5,674
Underwriting and policy acquisition costs, net of reinsurance 営業費 △ 4,825  △ 570,315 
Administrative and other operating expense 一般管理費 △ 1,092  △ 129,074 
Other expense その他経常費用 △ 1,362  △ 160,988 
Interest expense on debt 支払利息 △ 694  △ 82,031 
Other interest expense その他の利息費用 △ 25  △ 2,955 

Total benefits, losses and expenses 費用合計 △ 19,734  △ 2,332,559    

Net income before taxes 税引前当期利益 3,024  357,437   
Taxes 税金 △ 157  △ 18,557 

Net income after taxes 当期利益 2,867  338,879  

損益計算書 Income Statement
自 2013年1月1日／至 2013年12月31日

1CHF（スイスフラン）＝118.20円（2013年12月30日）

本年度の業績概要 Overview

　チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（以下
「ZIC」)は、1872年11月１日に法人化された、チューリッヒ・
インシュアランス・グループ（以下「グループ」）の主たる保険
会社です。
　保険会社であるだけでなく、グループの銀行業務を除く、
グループのすべての子会社とその他関連会社の持ち株会社
としての機能も果たしております。
　ZICの業績にはスイス本店及び支店（主にカナダ、日本、
香港）における元受損害保険と子会社からの受再保険が含ま
れています。
　ZICは2013年5月をもって、中国の保険監督機関CIRCの
承認を受けて、北京支店を完全所有子会社にアップグレード
いたしました。その目的は子会社を通じて中国でのビジネスを
拡大することにあります。
　ZICは2013年7月16日に、ニュー・チャイナ・ライフ・
インシュアランス・カンパニー・リミテッド（以下「NCI」）の持ち
株の一部を売却しました。2013年11月25日に残りの NCI株
2億9,250万株を売却しました。
　スイス集団投資スキーム法（Collective Investment 
Scheme Act（CISA））の改正により、損害保険会社も保険
契約者持分資産（Tied Asset）の一部として、シングル・イン
ベスター・ファンド（Single Investor Fund）に有価証券を保
有することが許可されました（2013年3月1日時点）。
　ZICにおいてもファンドを設立し、債券及び株式の一部

（35億7,500万スイスフラン）をFINMA（スイス金融監督局）
の許可を得て2013年8月にシングル・インベスター・ファンド
に移しました。
　ZICは、2013年3月、2013年７月（2回に分けて）グループ
のユーロ市場のミディアムタームノートプログラムに則って、年
利4.25％の10億ユーロの劣後債を発行しました。
　2013年9月、年利1.125％の4億スイスフランの優先債と
年利 1.875％の1 億スイスフランの優先債を発行しました。
同じく2013年9月に ZICの5億スイスフランの優先債が満期
を迎えました。
　2013年4月4日の年次株主総会において配当金22億
スイスフランが承認されたことを受け、2013年4月11日に利益
剰余金から支払いました。
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2013年12月31日現在
1CHF（スイスフラン）＝118.20円（2013年12月30日）

Assets  資産の部 CHF'000'000   （単位百万円）
 Investments  運用資産
Cash and cash equivalents 現預金 3,567  421,619 
Equity securities 株式 2,756  325,759 
Debt securities 債券 31,099  3,675,902 
Real estate 不動産 1,370  161,934 
Mortgage loans 不動産担保貸付金 1,240  146,568 
Other loans その他の貸付金 2,541  300,346 
Investments in subsidiaries and associates 関連会社投資 29,273  3,460,069 
Other investments その他の投資 506  59,809 
Total investments 運用資産合計 72,352  8,552,006 

 Other assets  その他資産
Deposits made under assumed reinsurance contracts 再保険預託金 3,989  471,500 
Accrued assets 繰延資産 788  93,142 
Receivables from agents and outstanding premiums 代理店貸等 596  70,447 
Receivables from insurance and reinsurance companies 再保険貸等 1,204  142,313 
Other receivables その他未収金 1,101  130,138 
Furniture and equipment 有形固定資産 72  8,510 
Intangible assets 無形固形資産 478  56,500 
Other assets その他の資産 33  3,901 
Total other assets その他資産合計 8,261  976,450   

Total assets 資産の部合計 80,613  9,528,457 

Liabilities and shareholders' equity  負債及び資本の部 CHF'000'000  （単位百万円）
 Short-term liabilities  流動負債
Deposits received under ceded reinsurance contracts 再保険預り金 487  57,563 
Amounts due to reinsurance and other insurance companies 再保険借 779  92,078 
Prepaid premiums and other creditors 前受保険料 2,429  287,108 
Bank overdrafts 当座借越 68  8,038 
Accrued liabilities 未払金 985  116,427 
Other liabilities その他短期負債 873  103,189   
Total short-term liabilities 流動負債合計 5,622  664,520 

 Long-term liabilities  固定負債
Provisions その他負債 695  82,149 
Senior debt 優先債務 10,756  1,271,359 
Subordinated debt 劣後債務 8,402  993,116  
Total long-term liabilities 固定負債合計 19,853  2,346,625 

 Insurance reserves, net  保険契約準備金
Reserves for losses and loss adjustment expenses, net 支払備金 25,591  3,024,856 
Reserves for unearned premiums, net 未経過保険料準備金 4,193  495,613 
Actuarial and other insurance reserves, net 責任準備金その他 5,092  601,874   
Total insurance reserves, net 保険契約準備金合計 34,875  4,122,225 

Total liabilities 負債の部合計 60,350  7,133,370  

 Shareholders' equity (before appropriation of available earnings) 資本の部（利益処分前）
Share capital (fully paid) 資本金 825 97,515   
Legal reserves 法定準備金
   General legal reserve      法定準備金 485  57,327   
   Capital contribution reserve      資本準備金 5,570  658,374   
General free reserve 任意積立金 4,272  504,950
Retained earnings: 繰越利益  
   Beginning of year     前期繰越利益 8,444  998,081  
   Dividend paid     配当金 △ 2,200  △ 260,040  
   Net income after taxes     当期利益 2,867  338,879   
Retained earnings, end of year 当期未処分利益 9,111  1,076,920   

Total shareholders' equity 資本の部合計（利益処分前）  20,263  2,395,087   
(before appropriation of available earnings) 

Total liabilities and shareholders' equity  負債及び資本の部合計 80,613  9,528,457

賃借対照表 Balance Sheet
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2013年12月31日現在の取締役および監査人
Board of Directors and auditors as of December 31, 2013

会長：トム・デ・スワン Tom de Swaan, Chairman オランダ╱アムステルダム 2014年

副会長：フレッド・キンドル Fred Kindle, Vice Chairman  イギリス╱ロンドン　 2014年

スーザン・ビーズ Susan Bies アメリカ／サウスカロライナ／ランドラム 2016年

アリソン・カーンワス Alison Carnwath イギリス／デヴォン 2014年

ビクター・L. L.・シュー Victor L. L. Chu 中国／香港 2014年

ラファエル・デル・ピノ Rafael del Pino スペイン／マドリッド 2014年

トーマス・エッシャー Thomas Escher スイス／チューリッヒ地方／ウィティコン 2015年

モニカ・メッケル Monica Mächler スイス／シュヴィーツ／プフェフィコン 2016年

ドン・ニコライセン Don Nicolaisen アメリカ╱サウスカロライナ╱エイキン 2015年

ロルフ・ヴァッター Rolf Watter スイス／チューリッヒ地方／タールヴィル 2014年

エイドリアン・ペイヤー Adrian Peyer

プライスウォーターハウス PricewaterhouseCoopers AG
クーパース AG

 取締役員 居住地 任期  Expiration of  
 Zurich Insurance Company Ltd Board of Directors Residence current term of office 

 役員会事務  Corporate Secretary

 監査人 Auditors

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
の名誉会長であるフリッツ・ゲルバーは、1977 年から
1995年までチューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・
リミテッドの会長を、1977 年から1991年まで最高経営
責任者を務め、その確かなリーダーシップと会社への功績
が評 価され名 誉 会 長に指 名されました。この役 職は
特に業務や権利を伴うものではなく、役職手当を受ける
こともありません。
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