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平成２７年３月２０日 

日本生命保険相互会社 

 

新３カ年経営計画（2015－2017）について 

～“大切な人を想う”の いちばん近くで。～ 

 

日本生命保険相互会社（社長：筒井義信、以下「当社」）は平成２７年４月からスタート      

する新３カ年経営計画（2015－2017）を策定いたしました。 

 

１．新３カ年経営計画策定の趣旨 

当社は、前３カ年経営計画「みらい創造プロジェクト」において、「新統合戦略を軸とした

販売量の増大」、「財務・収支基盤の強化」、「人財の育成」を３本柱に取組んできた結果、保有

契約反転、お客様数の反転、および自己資本の着実な積立等、「成長基調への反転」を成し   

遂げました。 

一方で、少子高齢化や顧客ニーズの多様化が一層進むと予想される中、こうした変化を踏ま

えた態勢整備を進めるとともに、女性の社会進出の進展等ビジネスチャンスを的確に捉え、 

国内市場を取込んでいくこと、加えて海外保険事業も含めたグループ全体で更なる成長を獲得

していくことが重要だと考えています。 

今般策定した新３カ年経営計画は、１０年後の経営基盤を今後の３年間で構築することが 

コンセプトとなりますが、これからもお客様への長期の保障責任を全うし続けていくため、 

そして、「真に最大・最優、信頼度抜群の生命保険会社に成る」というニッセイ全員目標の   

達成に向けて、これまでの３年間で得られた成果等を土台に、「中長期的な成長基盤の構築」

と「揺るぎない国内Ｎｏ.１プレゼンスの確立」を目標に掲げております。 

 

＜新３カ年経営計画の位置づけ＞ 
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２．新３カ年経営計画の概要 

新３カ年経営計画は、リーテイル領域をはじめとした、当社が既に強みを持つ領域の更なる
強化といった「連続性」と、新たな領域への果敢な挑戦といった「新規性」の双方を踏まえた
戦略を展開してまいります。 

具体的には、  
・多様化するお客様ニーズに沿った魅力的な商品・サービスの提供や、代理店・銀行窓販等
の販売・サービスチャネルの強化・多様化といった「国内保険事業の強化（セグメント別
戦略のステージアップ）」 

・海外保険事業、アセットマネジメント事業を中心とした「グループ事業の強化」  
等を中心とした成長戦略に取組んでまいります。 
 
そして、これらの実現を支える経営基盤を構築するべく、「顧客基盤強化」「財務基盤強化」

「人財育成」にもこれまで以上に注力してまいります。 

また、新３カ年経営計画のスタートとあわせて、新しい企業メッセージ『“大切な人を想う”

の いちばん近くで。』の発信をスタートいたします。これは、ご自身も含め、大切な人を想う

あらゆるお客様にとって、「親しみやすく、最も身近な生命保険会社」でありたい、という   

想いが込められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な数量目標＞ 

 項目 2017年度達成を目指す経営目標 

成長 

戦略 

新契約業績 国内シェア No.1（件数・保障額・年換算保険料） 

保有年換算保険料 ＋6％成長（対 2014年度末） 

お客様数 1170万名 

グループ事業純利益 300億円（10年後 1000億） 

経営基盤 

構築 

成長・新規領域への投融資 1兆円（3～5年） 

自己資本 ＋1兆円増加（対 2014 年度末） 

コスト構造の見直し 固定費 170億円効率化 

以 上 



日本生命 新３カ年経営計画 
（2015～2017） 
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３カ年経営計画（2012-2014）「みらい創造プロジェクト」の振り返り① 

■「みらい創造プロジェクト」においては、 『成長基調への反転』を掲げ、「新統合戦略を軸とした販売量増大」、 

「財務・収支基盤の強化」、「人財の育成」を３本柱に、下記経営目標に向けて取組を前進 

達成状況 

お客様数 
1,150万名・反転 

新契約 
シェアNo.1 

保有契約件数 

反転 

基金・諸準備金等 
3兆円の回復 

目標 

2013年度末に1,150万名・反転を達成。 

2014年度末は1,155万名の見通し。 

 2012・2013年度は件数・保障額・年換算保険料の
全項目で新契約No.1を達成。 

 2014年度は年換算保険料で未達となる見通し。 

 2012年度の反転、2013年度の純増を達成。 

 2014年度末も純増を確保する見通し。 

 劣後債を含めた自己資本は2014年度末で４兆円を 
超える見通し。 

達成 

2012・2013は達成 
（2014は未達） 

達成 

達成 

「みらい創造プロジェクト」期間に着実に成果を積み上げ、成長基調への反転を実現 
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３カ年経営計画（2012-2014）「みらい創造プロジェクト」の振り返り② 

＜新契約シェア＞ 

※各社決算数値（株式会社かんぽ生命保険除き）をもとに当社にて集計・算出 

2011 2012 2013 
2014 
3Q 

件数 
（１契約単位） 

保障額 

年換算 
保険料 

--- １位 １位 １位 

１位 １位 １位 １位 

２位 １位 １位 

みらい創造プロジェクト 

２位 

＜お客様数＞ 

1,170万名 

1,160万名 

1,150万名 

1,140万名 
2011 2012 2013 2014末 

見込 
2014末 

当初目標 

みらい創造プロジェクト 

1,161 

1,151 

1,155 1,155 

1,150 

反転 

2兆円 

1兆円 

0兆円 

3兆円 

4兆円 

5兆円 

2011 2012 2013 2014末 

見込 
2014末 

当初目標 

2.8 2.9 
3.4 

3.8 

3.0 

3.1 
3.5 

4.2 

みらい創造プロジェクト 

達成 

基金・諸準備金等 

劣後債 

＜自己資本＞ 

1000万件 

500万件 

0万件 

1500万件 

2000万件 

2500万件 

2011 2012 2013 2014末 

見込 

みらい創造プロジェクト 

反転 

＜保有契約件数＞ 

1,448 

1,791 

2,132 

2,410 2012年3月以前
ベースでも増加見込 

<1,481万件> 

※2012年3月以前ベース 
とは複数の保険契約を
組み合わせてご加入の 
商品を１件として計上 
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「真に最大・最優、信頼度抜群の生命保険会社に成る」というニッセイ全員目標の達成に向け、 
当社が既に強みを持つ領域の更なる強化といった「連続性」と、新たな領域への            

果敢な挑戦といった「新規性」の双方を踏まえた戦略を展開していく 

マーケット環境認識と新３カ年経営計画の方向性 

今後のマーケット環境認識 

成長基調への反転も含め様々な成果が得られた３年間 

人口減少 少子高齢化 お客様ニーズの多様化 

若年層の加入率低下 都市部での競争激化 加入チャネルの多様化 

新３カ年経営計画の方向性 

上記環境変化を踏まえた態勢整備を進めるとともに、ビジネスチャンスを的確に捉え、 
依然として開拓余地の大きい国内市場を取り込んでいくこと、 

加えて海外事業も含めたグループ全体で更なる成長を獲得していくことが重要 

中長期的な成長基盤構築と揺るぎない国内No.１プレゼンスの確立 
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新３カ年経営計画の位置づけ 

成長基調への反転を実現した３年 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

成
果 

お客様数・保有契約の反転 

基金・諸準備金等３兆円の回復 

みらい創造力で保険は進化する “大切な人を想う”の いちばん近くで。 

新３カ年経営計画（2015～2017） 

真
に
最
大
・
最
優
、
信
頼
度
抜
群
の 

生
命
保
険
会
社
に
成
る 

企業 
メッセージ 

前３カ年経営計画（2012～2014） 

中長期的な成長基盤の構築と 

揺るぎない国内No.１プレゼンスの確立 

更
な
る
成
長
へ 

新統合戦略を軸とした販売量増大 
 

財務・収支基盤の強化 
 

人財の育成 

セグメント別戦略の推進と活動の革新 

収益ウイングの拡大 健全性向上 

国内保険事業の強化   
（セグメント別戦略のステージアップ） 

  グループ事業の強化 

成
長
戦
略 
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顧客基盤強化 

財務基盤強化 

人財育成 

経
営
基
盤
構
築 

人財価値向上プロジェクト（詳細はP18～） 



新３カ年経営計画の全体像 

     真に最大・最優、信頼度抜群の生命保険会社に成る 

国内保険事業の強化
（セグメント別戦略の 
ステージアップ） 

 
 

グループ事業の 
強化 

財務基盤強化 

人財育成 

成
長
戦
略 

経
営
基
盤
構
築 

・お客様の多様化するニーズにこれまで以上にきめ細かにお応えできる 
態勢の構築 

－お客様の商品やサービスの選び方など、ニーズの多様化も踏まえ、 
最適な「商品×チャネル」を組み合わせ提供 

 

 ・海外保険事業、アセットマネジメント事業、国内生保マーケット深耕に 
資する事業を中心としたグループ全体での収益向上 

・長期保障責任を全うしうる自己資本の積立 
・長期安定運用による着実な収益向上 
・ERM（エンタープライズ・リスク・マネジメント）推進 

・全社一丸となった「人財育成」「組織・風土作り」「環境整備」を進め 
職員一人ひとりの能力を向上 

ニッセイ全員目標 

中長期的な成長基盤の構築と揺るぎない国内Ｎｏ.１プレゼンスの確立 

人財価値向上プロジェクト 

接点を持ちづらいお客様への踏み込んだ対応 
商品・チャネルを駆使した 

マーケット開拓 

6 

顧客基盤強化 ・マーケット特性等に応じたお客様対応態勢の整備・充実 



Ⅰ．経営戦略 
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Ⅰ－１．成長戦略① 国内保険事業の強化（セグメント別戦略のステージアップ） 

お客様のニーズに沿った 
魅力的な商品・サービス提供 

販売・サービスチャネルの 
強化・多様化 

「みらいのカタチ」の自在性をベースに 
新たな商品等を追加していくとともに、 
金融機関窓販等の領域についても 

機動的に商品を供給 

本社の強みである営業職員等のチャネルを 
更に強化するとともに、当社シェアの低い 
領域についても踏み込んだ対応を実施 

多様化するお客様ニーズによりきめ細かに対応していくために 
商品・チャネルを駆使した「セグメント別戦略のステージアップ」に取り組む 

本社が得意とするマーケットの更なる深耕に加え、既存の商品・チャネルでは 
接点を持ちづらいマーケットの開拓を進め、あらゆるセグメントでお客様を拡大 

 
 国内新契約シェアNo.1 保有年換算保険料６％成長 

（2014年度末→2017年度末） 

お客様数 1,170万名 
（2017年度末） 
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様々なセグメントのお客様ニーズにお応えできる 
魅力的な商品・サービスを開発・提供 

 

Ⅰ－１．成長戦略① 国内保険事業の強化（セグメント別戦略のステージアップ） 

魅力的な商品・サービスの投入 

効率的かつ盤石な事務・システム態勢の構築 

チャネルの強化・多様化 

医療の進化 

超高齢化 
の進展 

女性特有 
ニーズの拡大 

健康増進意識 
の高まり 

若年層の 
保険離れ 

自身への保障 
ニーズの増大 

新たな商品・サービス開発の視点 

資産形成 
ニーズの拡大 

「みらいのカタチ」の 
自在性をベースに 
新たな商品を追加 

（営業職員領域 等） 

第一弾として4月２日に発売 
 

上記以外の領域に 
おいても機動的に 

商品を供給 
（金融機関窓販領域 等） 

トピック 
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金融機関窓販商品として、 
外貨建新商品の導入を検討中 

アクサ生命との共同開発 社外 
インフラ 
活用     



相対的に当社シェアの低い領域への対応強化 

お客様 

接点拡大 

金融機関 
窓口販売 

代理店 

Ⅰ－１．成長戦略① 国内保険事業の強化（セグメント別戦略のステージアップ） 

 

チャネルの強化・多様化 魅力的な商品・サービス 

営業職員 
（ニッセイ・トータルパートナー 等） 

地域に応じた 
戦略・態勢の多様化 

新たな領域 法人向け 
サポート 

既存チャネルの強化 

みらいのカタチ 等 
団体保険・ 
団体年金 等 

金融機関 
窓販商品 

法人向け 
商品 等 

既存チャネルでは 
接点を持ちづらい 
お客様への 

踏み込んだ対応 

 

商品・サービスの提案力向上 
に向けた人財育成の強化 

商品・サービス 
拡充や 

他チャネルとの
協業強化 

お客様にいちばん近い生命保険会社に 

シェア拡大に向けた態勢整備 乗合代理店 等 

10 

あらゆるお客様のご要望にお応えする販売・サービスチャネル態勢の構築 



Ⅰ－２．成長戦略② グループ事業の強化 

国  内 海  外 

グループ事業の収益基盤拡大を支える経営管理体制 
（人財育成・ガバナンス等）の構築 

中長期的なグループ事業態勢強化に向けて 

海外保険事業 アセットマネジメント事業 国内グループ事業 

10年後のグループ事業純利益1,000億円の達成に向けて、グループ全体での収益拡大に向けた
態勢整備を加速 

国内生保マーケット 
の更なる深耕 

リタイアメント世代資産・
海外市場の取込み 

国内にはない 
成長性の享受 
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Ⅰ－２．成長戦略② グループ事業の強化 

海外保険事業 アセットマネジメント事業 

国内生保マーケット深耕に資する事業等（国内の社外チャネルやインフラの獲得） 

■地域別・分野別のサポート強化、現地法人間の 
 ノウハウ共有等により既存事業の業績・企業価値 
 を向上 

■新規事業開拓体制の強化と地域・市場特性に 
応じた最適な進出方法を踏まえた事業拡大 
（経営権を有するマジョリティ出資についても排除せず） 

■海外アセットマネジメント会社への出資・提携強化
等を通じた収益拡大 

■投資信託・年金領域にてグループ協業強化を 
通じた収益獲得取組の加速 

■日本生命グループの運用ノウハウ・強みをいかした
商品開発による第三者資金の獲得 

■モニタリング強化を含め長期的収益向上に資する 
リスク管理態勢構築 

 

 

既存事業の業績伸長 

新規事業の拡大 

上記を支える態勢整備 

既存取組の発展による国内での成長獲得 

海外アセットマネジメント市場の収益取込み 

生保系ならではの商品提供 

10年後のグループ事業純利益1,000億円の実現に向けた 
2017年度末のグループ事業純利益300億円の達成 
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グローバル 
人財育成 

海外現地法人等での協働を通じ、現地の
文化・言語等にも精通した人財の育成 



日本生命 

 お客様の多様なニーズに応じた
サービス態勢の構築 

Ⅰ－３．経営基盤構築① 顧客基盤強化 13 

お客様 

高付加価値サービスの継続的な提供 

営業職員 

CRM※推進 
お客様のニーズをきめ細かに分析し、 

様々なセグメントのお客様に一層ご満足いただけるサービスを提供 

 セグメント別サービス展開の推進 

－保障中核層に加え、高齢層・女性層・若年層等の 

特性に応じたサービスの高度化 

 サービスチャネルとしての電話・WEB活用の高度化 

 

事務職員 

電話・WEB 等 

※CRM：カスタマー・リレーションシップ・マネジメント 

 

・安心してご契約を継続していただくための環境整備 

・お客様の状況把握・管理の強化 

セグメント特性に応じたサービス 

高齢者に優しいサービス体制構築 



Ⅰ－４．経営基盤構築② 財務基盤強化（財務戦略） 

 国際資本規制の動向も踏まえた経済価値ベースでの指標導入と収益・健全性目標の設定 

 リスク・リターンを統一的に管理し、機動的な資源・資本のリバランスを実施 

成長戦略の実現  お客様への長期保障責任の全う  配当の安定・充実 

資本戦略 

■グループ事業拡大を中心とした新たな取組への資本の戦略的な活用 

■中長期的な目標6.5兆円に向けた 
外部調達も含めた自己資本積立の実施 

コスト構造
の見直し 

■新たな事業領域等、中長期的な収益向上に資する領域への機動的な資源の投下 

■既存領域等における固定費圧縮による 
低コスト体質の構築 

170億円 効率化（2018年度） 

ERM（エンタープライズ・リスク・マネジメント）推進 

自己資本＋1兆円（2017年度末） 

資産運用 
戦略 

■リスク分散と相場循環を捉えた売買等による長期安定的な運用収益確保 

■インフラ領域や新興国向け投資等 
成長・新規領域への投融資の加速  

3～5年で1兆円投資※ 
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※3カ年8,000億円。相場環境の変化等により積上げが困難な場合は、数量計画の見直しを実施。 



Ⅰ－４．経営基盤構築② 財務基盤強化（お客様への還元と自己資本積立の方向性） 

2014末 
実績 

＋１兆円 

6.5兆円 

目標自己資本 

４.2兆円 

2014末 
見通し 

2017末 中長期目標 

健全性強化の必要性から自己資本の充実を図るとともに、自己資本から生み出される収益を 
含めて中期的なお客様への配当を安定・充実させる 

お客様配当性向については、分母となる修正当期純剰余はマーケットの変動により短期的には 
増減するものの、安定的に50％を目指す 

「目標自己資本」について 

① 将来の国際資本規制導入も見据え、 
従来よりも更に厳格にリスク量を計測 

② 今後の経営戦略の実行が与える影響等も 
一定踏まえ目標を設定 

 

 

配当準備金繰入額等 

お客様配当性向 3年平均 3年平均 ：54% 
5年平均 ：66% 
2006年度以降 ：104% 

＜2013時点＞ 

79% 
84% 

79% 

156% 

127% 

60% 
37% 

中長期的な目標自己資本 6.5兆円 

安定的に50%
を目指す 

「お客様配当性向」について 

① 配当に関する指標（配当還元率）の名称を 
「お客様配当性向」と見直し 

② 財務諸表上の当期純剰余との関連性を明確化 
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2006 2013 

お客様配当性向＝配準繰入額等/修正当期純剰余※ 

※ 当期純剰余＋危険準備金等法定繰入額超過分－基金利息等 



Ⅰ－５．経営基盤構築③ 人財育成（人財価値向上プロジェクト） 

人財価値向上プロジェクト 

お客様・社会の役に立ち本社収益に貢献できる“人財”育成 

高い誇りを持てる“組織・風土”作り 意欲的・前向きに働ける“環境”整備 

■2015年度から、 「自らの職務に高い『使命感』と『誇り』を持ち、人(ニッセイ人・企業人・人)としての魅力に 

溢れる“人財”の育成」を旗印に、社長を座長とした全社運動「人財価値向上プロジェクト」をスタート 

真に最大・最優、信頼度抜群の生命保険会社に成る 

自らの職務に高い「使命感」と「誇り」を持ち、 
人としての魅力に溢れる“人財”の育成 

所属長(課長層)をニッセイ版“イクボス”として育成 
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ベースを固める取組 
人権尊重、マナー・コンプライアンス、健康経営、 

７万人の社会貢献活動、日本生命グループの一体感 



Ⅰ－６．経営目標 

成長戦略 

国内新契約シェアNo.1 
（件数・保障額・年換算保険料） 

保有年換算保険料 
＋６％成長 

（2014年度末→2017年度末）  

お客様数 1,170万名 
（2017年度末） 

グループ事業純利益 300億 
（2017年度末） 

 
 

経営基盤 
構築 

コスト構造の見直し 
固定費170億円効率化 

（2018年度） 

インフラ領域や 
新興国向け投資等 

成長・新規領域への投融資 
１兆円（３～５年） 

自己資本＋１兆円 
（2014年度末→2017年度末） 

10年後のグループ事業純利益 
1,000億 
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※上記経営目標水準については、設定時の経済環境を前提とする。 
※「国内新契約シェアNo.1」については、株式会社かんぽ生命保険を除くものとする。 
※グループ事業純利益は、海外保険、アセットマネジメント、国内生保マーケット深耕に資する事業を営む 

子会社等の当期純利益に本社持分比率を乗じた利益総額とする。 



Ⅱ．「人財価値向上プロジェクト」の具体取組 

18 



「人財価値向上プロジェクト」の具体取組（“人財”育成） 

No.1を支える人財育成 ダイバーシティ推進 

2018年度始 女性管理職520名
（2014年度対比20％増） 

 

■永く働くことが出来る営業職員育成 

  －一人ひとりの着実な育成に向けた育成体制の 
  強化 

 

■新卒チャネル(法人職域FC)のキャリア拡大 

 
 
 
  
 
 
 
＜具体取組（例）＞ 
■「きらめき塾」運営を通じた女性拠点長登用推進 
■CS総合職・業務職の活躍領域拡大     
■部門担当役員をメンターとした指導 
■イクボス企業同盟との協業          等 

＜営業職員＞人材育成推進本部の新設 女性管理職の積極的な登用 

管理職
登用 

■2015年度から、 「自らの職務に高い『使命感』と『誇り』を持ち、人(ニッセイ人・企業人・人)としての魅力に 

溢れる“人財”の育成」を旗印に、社長を座長とした全社運動「人財価値向上プロジェクト」をスタート 
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～一人ひとりの主体的な行動の推進～ 

 

■現在の活躍 ： 「働き方の変革」の実践 
  －本質重視・効率的な働き方 
  －高い視座からの業務見直し   等 
 

■将来の活躍 ： キャリアビジョン実現に向けた行動 
  －部門・領域毎の人財育成取組の強化 
  －社内インターンシップ・海外派遣の充実 

＜内務職員＞現在・将来の活躍に向けて 

(2015年度始) 
■2名の女性執行役員登用 
■新規管理職登用者のうち、 

女性比率約3割 



「人財価値向上プロジェクト」の具体取組（“環境”整備、 “組織・風土”作り） 20 

 所属・年次・職制の枠を越えた、自由な発想での   
提案活動を推進 

 

 例）2014年度：女性向けサービス「Wellness-dial f」 

 イキイキ職場ミーティング(仮称)の実施 
○ 所属員同士の積極的な発信・意見交換を推進 

 

組織・風土作り 

お互いの価値観を理解し合い、自由に 
提言できる闊達な組織・風土作り 

環境整備 

計画的かつメリハリある業務遂行と 
ワークライフバランスの充実 

 育児中の成長機会拡大に向けた働き方の柔軟化 
○ 短時間フレックスタイム制の導入 
○ 「両立ロードマップ」を活用した所属長との両立プランの 

   共有による持続的成長への支援 

 プラスワン・フライデーの新設 
○ 週末の３連休化を通じた、計画的な業務遂行と休暇取得 

○ 週1回のノー残業デーや男性育休100％等の各種休暇    
取得も継続推進 

 介護との両立支援に向けた理解の促進 
○ 介護との両立に向けた情報提供の強化 
○ 介護状況の上司による把握と、状況に応じた働き方の 

計画策定、職場内での理解促進 

 若手や女性と社長との定期的な意見交換会の実施 
  ～「社長 × 若手・女性 ニッセイのみらいづくり」～ 
 

○ 本部や現場の若手や女性、管理職等との積極的な意見
交換を通じて、自由・闊達な組織・風土の醸成を図る 



「人財価値向上プロジェクト」の具体取組（ニッセイ版“イクボス”の育成） 

人財育成、 環境整備、組織・風土作りのキーパーソンである 
「所属長」を、ニッセイ版“イクボス”として育成 

＜目指すべき所属長(課長層)像＝ニッセイ版“イクボス”＞ 

４つの“イクジ”に全力で取り組むニッセイ版“イクボス”を育成 

21 

部下育成 

(所属員の主体的な行動促進) 

現場・お客様目線に立った 

積極的な提案 

            大ボス（役員・部長・支社長） 

           イクボス（課長層） 

所属員 

育次 
次世代育成
に注力する 

育自 
自らも成長し

続ける 

育地 
闊達な組織・
風土を作る 育児 

  部下のワークライフ 
バランスを 

大切にする 
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■揺るぎない“安心・信頼”のイメージや先進的な商品・サービスの魅力を発信していくことに加え、お客様にとって 

“親しみやすく、最も身近な生命保険会社でありたい”との想いを込めた企業メッセージを発信 

■なお、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を通じた日本の明るいみらい創りを支えるべく、ゴールド   

パートナー（生命保険）として協賛を決定 

安心 
信頼 

先進性 

親しみ 
身近さ 

強固な財務健全性に基づく安心感 

Face-to-Faceで培った 
お客様との信頼関係 

進化し続ける保険 
「みらいのカタチ」 

充実のアフターフォロー・付帯サービス 

お客様にとって 、“親しみやすく、最も身近な生命保険会社” へ 

当社は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の 
ゴールドパートナー（生命保険）として協賛 

家族、両親、恋人、あるいは自分自身。 
“大切な人を想う”カタチは人それぞれ。 
その想いに寄り添うことが、 
私たち日本生命の原点であると考えます。 
その想いの、いちばん近くで 
日本生命は支え続けたい。 

〔新企業メッセージ〕 

この新たなメッセージには、こうした想いを込めています。 

東京2020オリンピック・ 
パラリンピック競技大会 

の協賛 
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Ｈ２６－１８９５Ｇ，広報部 


