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英国ロンドン交通局が初めて私募形式で発行した「環境
配慮型債券」へ、国内生命保険会社として初めて投資しま
した。調達資金は、駅舎への太陽光発電システム設置や２階
建てバスの電気自動車化等、公共交通機関網の環境配慮
プロジェクト推進に幅広く活用されています。
当社は、平成２６年度のクレジット投資部設立以降、環境
分野への投融資を更に積極化しており、今後とも、社会
貢献の視点を重視した資産運用を通じ、ご契約者利益の
拡大に一層努めてまいります。

英国ロンドン交通局の環境配慮型債券へ投資

当社と野村総合研究所は、平成２７年５月に資本業務提携
契約を締結しました。
今回の資本業務提携においては、「先端情報技術の活用

による、更なる効率的かつ盤石なシステム態勢の研究、
および新たな保険ビジネスモデルの検討」、「相互の人的
交流を通じた、保険・ＩＴ領域に精通した高スキル人材の育成」
について、両社協力し取組を進めてまいります。

野村総合研究所との資本・業務提携に関する合意

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および
体制を定めることを目的として、「コーポレートガバナンス
基本方針」を制定しました。
当社は、経営基本理念に則り、生命保険会社として

お客様に対する長期にわたる保障責任を全うし続ける
ため、経営の適正性の確保および透明性の向上に資する
コーポレートガバナンス体制を構築するとともに、その
継続的な発展に努めてまいります。

「コーポレートガバナンス基本方針」の制定

当社と三井生命は、両社が協力して、経営基盤を強固
なものとし、「国内生命保険マーケットの更なる発展」に
貢献すべく、経営統合に向けて協議を開始することに
ついて、基本合意に至りました。
今後、戦略的な相互補完体制を構築し、各社単体では
対応しきれないお客様ニーズに対応していくことにより、
グループとして収益性を高めるとともに、揺るぎない
国内No.１プレゼンスを確立してまいります。

三井生命との経営統合に関する合意

10月

携帯電話キャリアの国内最大手であるＮＴＴドコモと、
ドコモショップでの生命保険の乗合代理店業務等に関して、
中長期にわたり、事業提携関係を構築することに合意しました。
当社は、平成２８年度第２四半期から開始する乗合代理店
業務に対して、保険事業ノウハウの提供や人材派遣等を行い、
安定的なサービス体制の構築に寄与してまいります。

NTTドコモとの事業提携に関する合意

家具・インテリア業界の国内最大手であるニトリホール
ディングスと、店舗型乗合代理店事業の共同運営について
合意しました。
平成２７年１０月、ニトリ南砂店に共同運営店舗である

「ニトリのほけん＋ライフサロン」第１号店をオープンし、
順次、ニトリ店内での出店を拡大してまいります。

ニトリホールディングスとの店舗型乗合代理店の
共同運営に関する合意

近年、自ら複数の保険商品を比較して加入したいという
お客様が増加している背景等をふまえ、こうしたお客様との
接点拡大を目的に、店舗型乗合代理店を展開するライフ
サロンを子会社化し、乗合代理店マーケットへ参入しました。

ライフサロンを子会社化
～乗合代理店マーケットへの参入～

7月

金融機関窓口販売商品として、豪ドル等による資産形成
が可能な外貨建の一時払終身保険「ロングドリームGOLD」
を平成27年7月から販売開始しています。

ニッセイ指定通貨建積立利率変動型一時払終身保険
「ロングドリームGOLD」の発売

9月

平成27年9月11日 合同記者発表会
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10月・11月

リライアンス・グループ傘下の生命保険会社、リライアンス・
ライフ・インシュアランス、ならびに資産運用会社リライアンス・
キャピタル・アセットマネジメントへの出資比率引き上げに
ついて合意し、平成２８年３月にそれぞれ４９％、４４．５７％へ
引き上げました。それに伴い、「リライアンス・ニッポンライフ・
インシュアランス」、「リライアンス・ニッポンライフ・アセット
マネジメント」へ社名を変更しています。

リライアンス・グループ傘下の本社関連法人への
出資比率引き上げについて合意

11月

乗合代理店マーケットでのプレゼンス向上に向けた取組
の一環として、幅広い金融知識を備えたファイナンシャル・
アドバイザーを業界で最大規模有するライフプラザ
パートナーズを子会社化しました。

ライフプラザパートナーズを子会社化

4月

平成２８年４月から、死亡保険金のお支払いとあわせて、
被保険者がお亡くなりになった際に必要となる広範な
お手続きについて、死亡保険金受取人（またはご遺族）を
トータルでサポートする業界初のサービス「ニッセイご遺族
あんしんサポート」をスタートしました。

「ニッセイご遺族あんしんサポート」を開始

3月

長いセカンドライフを「安心して・自分らしく」お過ごし
いただくために、シニアのお客様向けに長生きのための
新しい保険としてニッセイ長寿生存保険（低解約払戻金型）
「Gran Age」を平成28年4月から発売することを発表
しました。

－人生100年時代の新しい選択－

ニッセイ長寿生存保険（低解約払戻金型）
「Gran Age」の発売を発表

グラン エイジ

平成28年4月版

ニッポンは人生90年時代＊、そして人生100年時代へ。

50歳でもまだまだ人生の折り返し地点、セカンドライフはますます長くなる傾向にあります。

日本生命は、長いセカンドライフを「安心して・自分らしく」お過ごしいただくために、

人生100年時代の新しい選択「Ｇｒａｎ Ａｇｅ」
を発売いたしました。ぜひ一度、ご検討ください。

グランエイジ

日本生命は厚生労働省主催
の健康寿命をのばす運動
（スマート・ライフ・プロジェクト）
に参画しています。

50歳

100歳90歳80歳70歳60歳

10歳20歳30歳40歳 0歳

－人生100年時代の新しい選択－

＊内閣府「平成27年版 高齢社会白書（全体版）」

平成27年10月から当社の保険契約にご加入の７０歳
以上のご契約者を対象に「ご契約情報家族連絡サービス」
を開始しました。
当サービスを活用いただくことにより、急な入院等で、

ご契約者からのご連絡が困難になった場合も、登録いただいた
ご家族からのご連絡により、保険金・給付金等のお支払い
に必要なお手続きが速やかにご案内可能となります。

「ご契約情報家族連絡サービス」を開始

10月

平成27年10月、豪州大手
銀行の一つであるナショナル
オーストラリア銀行との間で、
同行傘下MLCの生命保険
事業の株式80％を取得する
こと等に合意しました。
本件は当社初の海外大型

マジョリティ出資です。

豪州MLC生保事業の買収に
関する合意、および
ナショナルオーストラリア銀行
とのパートナーシップ構築

平成27年10月14日
日本経済新聞（夕刊）

当社野球部は平成27年７月「第86回都市対抗野球大会」と平成27年11月
「第41回社会人野球日本選手権」において優勝を果たし、史上３チーム目となる
「夏秋連覇」を達成しました。
今後も、コーポレートスポーツの活動を通じて、アマチュアスポーツの発展や
青少年の育成に貢献してまいります。

当社野球部が史上３チーム目の「夏秋連覇」を達成

平成27年11月9日　毎日新聞（号外）
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