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 2017年10月12日 

   新会社「AIG損保」における提案型営業の強化に向けた   

商品展開について 

AIU 損害保険株式会社（以下、AIU）と富士火災海上保険株式会社（以下、富士火

災）の合併*により 2018 年 1 月 1 日に誕生する AIG 損害保険株式会社（以下、

AIG 損保）は、リスク・コンサルティングをもとに、お客さまに適切な商品を提供

する提案型営業をより強化していきます。 

そのために、これまで AIU と富士火災がそれぞれ提供してきた特長ある補償の優

れた点を融合させた新商品を開発しました。これにより、お客さまにより充実した

保障内容のご提案が可能となります。個人、中小企業、大企業・中堅企業という 3

つの顧客セグメントにおいて、それぞれのお客さまのニーズやリスクを総合的に分

析することで、幅広い補償内容から適切な補償プランを設計するリスク・コンサル

ティングを営業の基本姿勢とします。 

また AIG 損保は、事業戦略コンセプト「ACTIVE CARE」に基づき、経済的補償を

重視した従来の保険商品の役割に加え、事前にお客さまのリスク認識を整理し、回

避・軽減するための革新的かつ能動的なアプローチによって、お客さまの不安を少

しでもやわらげるようなサービスを提供していきます。 

今後も、営業活動の主体となる保険代理店の皆さまと力を合わせ、保険のプロとし

てお客さまのニーズの把握や、見落とされやすいリスクの顕在化を行うと共に、お

客さまにとって「シンプルで分かりやすい」保険のご提案を行うことを目指してい

きます。 

*AIUと富士火災との合併について 

AIGジャパン・ホールディングス株式会社の完全子会社であるAIU損害保険株式会社と富士火災海上保険株式

会社は、関係当局の認可等を前提に2018年1月1日に合併し、AIG損害保険株式会社となる予定です。 
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AIG 損保の提供する主な保険商品の一覧 

注）本表は全ての商品を掲載しておらず、代表的な商品のみを掲載しています。 

 
 
 
 
 

個人のお客さま向けの主な商品

AIUの既存商品名 富士火災の既存商品名

家庭用総合自動車保険（AAP） 家族総合自動車保険（typeR) 家庭用総合自動車保険（FAPNEO）

補償・サービス充実型パッケージ商品

（ベリエストミューズ/ベリエスト/ミューズ）
－

補償・サービス充実型パッケージ商品

（ベリエストミューズ/ベリエスト/ミューズ）

火災保険 ホームプロテクト総合保険
ホームライフ総合保険

（スイートホームプロテクション)
家庭用火災総合保険（未来住まいる）

海外旅行保険 海外旅行保険 海外旅行保険

こども総合保険【学生総合保障制度*1】 こども総合保険【学生総合保障制度】 －

医療保険 医療総合保険 実費補償型 （みんなの健保） メディカル総合保険 医療総合保険（みんなの健保2）

*1：団体扱い専用商品となります。

法人のお客さま向けの主な商品

AIUの既存商品名 富士火災の既存商品名

労働者災害補償

責任保険
業務災害総合保険 *2

（ハイパー任意労災） 業務災害総合保険 （ハイパー任意労災）
業務災害補償総合保険

（みんなの労災ガード）

経営者大型総合保障制度 *2 経営者大型総合保障制度 ー

海外旅行保険【企業包括】 海外旅行保険【企業包括】 海外旅行保険【企業包括】

事業総合賠償責任保険（STARｓ） 事業総合賠償責任保険（STARｓ）
建設業基本特約付事業総合保険

（工事王）

介護・福祉サービス事業者総合賠償責任保険 －

介護サービス事業者・介護支援事業者

賠償責任保険

福祉サービス事業者賠償責任保険

WorldRisk® WorldRisk® －

WorldRisk®限定型 WorldRisk®-Lite －

環境汚染賠償責任保険 環境汚染賠償責任保険 －

マネジメントリスクプロテクション保険
マネジメントリスクプロテクション

保険
会社役員賠償責任保険

雇用管理賠償責任保険 HRPro －

CyberEdge CyberEdge －

個人情報漏洩保険 個人情報漏洩保険 情報漏洩総合保険（みんなの情報ガード)

企業財産保険（プロパティーガード） 企業財産保険（プロパティーガード）
企業財産包括保険

（三冠王Lite・三冠王Liteα）

企業財産包括保険 企業財産包括保険 企業財産包括保険（三冠王）

一般用総合自動車保険（AAI） 総合自動車保険（typeB,typeP) 一般用総合自動車保険（FAI）

コーポレートパック *2 コーポレートオート ミニフリート

傷害保険

賠償責任保険

経営保険

火災保険

自動車保険

保険種目 新会社の商品名
現会社での対応商品

保険種目 新会社の商品名
現会社での対応商品

自動車保険

傷害保険
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AIGグループについて 

AIG グループは、世界の保険業界のリーダーであり、80 以上の国や地域でお客さまにサービスを提供してい

ます。1919年に創業し、現在では、損害保険、生命保険、退職給付およびその他の金融サービスを幅広く提

供しています。AIGグループの商品・サービスを通じた多岐にわたるサポートは、法人および個人のお客さま

の資産を守り、リスクマネジメントおよび確かなリタイヤメント・セキュリティをお届けします。 

持株会社 AIG, Inc.はニューヨークおよび東京の証券取引所に上場しています。 

 

 

  

法人のお客さま向けの主な商品（続き）

AIUの既存商品名 富士火災の既存商品名

運送業者貨物賠償責任保険スペシャルパッケージ －
運送業者貨物賠償責任保険

（カーゴ・エースⅡ）

国内物流総合運送保険スペシャルパッケージ － 新物流総合保険（ロジ・エース）

生産物品質保険（CPI） 生産物品質保険（CPI-Premier） －

生産物品質保険（CPI限定型） 生産物品質保険（CPI-Lite 2.0） －

信用保険 ポリティカルリスク保険 ポリティカルリスク保険 －

パッケージ保険 総合事業者保険 *2 
（スマートプロテクト®） 総合事業者保険 

（スマートプロテクト
®
） －

*2：中小企業のお客さま向けに設計された商品となります。

現会社での対応商品

運送保険

費用・利益保険

保険種目 新会社の商品名
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＜添付資料＞ 
 

 

 

AIG損保が提供する主な商品の特長 

個人のお客さま向けの主要商品のご紹介 

 

家庭用総合自動車保険 (AAP)

AIGグループが1997年に日本に初めて投入し、今や業界スタンダードとなったリスク細分型自動車保険の補償

内容や付帯サービスが、時代の変化に合わせて進化した商品です。各種契約者満足度調査*において高い評価

を得てきたAIUと富士火災の自動車保険を融合しました。

自転車などの交通乗用具による事故も人身傷害保険の補償範囲としている富士火災と、自動車事故以外でも弁

護士費用等特約を補償範囲としているAIU、両社の特長を取り入れた補償を提供します。

事故時の対応では、現在では当たり前となっている示談代行サービスや「一事故一担当者制」はAIGグループ

が日本で初めて導入したサービスで、大きく進化を遂げました。24時間365日、スキルと権限を持った社員が

電話対応します。

また、ベリエストミューズおよびミューズでは、事故現場での『電話代理対応』などの独自サービスや、一定

の契約条件を満たしたベリエストミューズのお客さまには、事故などで自力走行不能になった自転車(電動ア

シスト自転車含む)を指定場所まで搬送するサービスも提供します。

*J.D. パワー アジア・パシフィック

「日本自動車保険契約者満足度調査（代理店系保険会社部門）」

  2012年は富士火災、2013年～2017年はAIUがナンバー１を受賞

  http://japan.jdpower.com

海外旅行保険

AIGグループのグローバルな強みを個人のお客さまにも最大限に発揮できるのが海外旅行保険です。日本初の

カード型保険証券の導入、その後、インターネット活用によるペーパーレスでの海外旅行保険加入など、日本

の海外旅行保険のパイオニアとしてこれまで培ってきたAIUの信頼をAIG損保は引き継ぎ、サービスを拡充す

るなど進化していきます。

医療保険制度の異なる海外で、時として高額になる医療費をカバーするために、治療・救援費用を無制限に補

償するプランも用意しています。アシスタンス・サービスでは、旅行先で治療を受ける際の医療機関や医師の

紹介・手配、電話での通訳サポート(3者間通話)や通訳者の手配などに加え、万一の際に最善の治療を迅速に

受けていただくために、医療設備が整った国にお客さまを緊急移送する手配もサポートします。また、AIG損

保では、企業包括契約で好評を得ていたWebによる健康相談サービスを個人向けにも新たに追加します。

北米を中心に55万ヵ所以上の医療機関で、現金不要のキャッシュレス・メディカルサービスを提供できること

も、AIGグループの海外旅行保険ならではの大きな特長です。

火災保険 ホームプロテクト総合保険

近年の局地的な豪雨の影響による水害の増加で、水災に対する火災保険の補償ニーズが高まっています。一方

で、マンションの高層階に居住するお客さまなど、水災の補償を必要とされない場合もあります。このように

お客さまの住まいの環境によって大きく異なるニーズに合わせて、AIG損保の火災保険は、６つのご契約プラ

ンから基本補償を選択することができるのが特長です。

お客さまのリスクやニーズに応じたプランを選べることに加え、これまで富士火災で好評を得ていたペーパー

レスでのWeb申込みによる割引適用や、AIUで好評を得ていたオール電化住宅割引や耐火性能割引を適用する

ことで、AIG損保では、火災保険をよりリーズナブルな保険料で提供することが可能となります。

本資料の記載事項は、商品または特約の概要を説明しているもので、ご契約に関わる全ての事項を記載したものではありません。 

商品の詳細は、AIUと富士火災のホームページをご確認ください。 



FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

5 

 

 
 
 

法人のお客さま向けの主要商品のご紹介 

 

医療保険 実費補償型（みんなの健保）

実費補償型の医療保険は、AIGグループが2003年に日本で初めて保険診療の自己負担分をカバーする商品とし

て発売しました。その新たな発想を生み出す姿勢は、AIG損保にも引き継がれ、これからも数々の特約やサー

ビスなどをご提供していきます。

入院にかかる保険診療の費用(1割～3割の自己負担分)や全額自己負担の差額ベッド代、入退院・転院時の交通

費などを補償するほか、先進医療やガンの通院治療にかかる費用、抗ガン剤などで脱毛した場合のウイッグ

(かつら)や乳房再建の費用などを補償する特約など、オーダーメイドでお選びいただけるのが大きな特長で

す。さらに、日本を代表する医師によるセカンドオピニオンや、専門医のいる医療機関の受診手配、電話によ

る健康相談サービスなどを提供します。これまで富士火災で好評を得ていた女性専任スタッフによる電話対応

サービスでは、からだの悩みの相談から事故の受付まで対応します。

業務災害総合保険（ハイパー任意労災）

多様化する企業の雇用形態に対応して、派遣社員や構内下請作業員等を補償対象者に含めることができる、

オーダーメイド型で政府労災の上乗せ補償を提供する商品です。

高額化する傾向にある労災事故の損害賠償リスクに備える賠償補償や、契約企業の福利厚生制度の充実化につ

ながる、就業外の事故によるケガや病気での入院をカバーする特約などをセットいただけるのが特長です。

AIG損保では、契約企業の従業員の皆さま向けの24時間電話健康相談や、セカンドオピニオンのアレンジ、ご

家族の介護相談、メンタルケアカウンセリングサービス、企業経営者向けの労務トラブルに対する相談サービ

スなど、充実した付帯サービスをお届けします。

事業総合賠償責任保険 (STARs)

企業の事業活動上で発生した第三者に対する事故(業務遂行中の事故、施設管理上の事故、PL事故等)による賠

償責任を包括的に補償します。米国を中心に広く普及しているCGL*を日本の環境に合わせてバージョンアッ

プし、業種特有の賠償リスクに対する包括的な補償を、合理的な保険料で提供することが特長です。

AIG損保では、これまでAIUにあった人格権侵害・宣伝障害による賠償責任補償や、富士火災にあった工事用

物損害担保特約が新設されるほか、損壊を伴わない財物の使用不能賠償責任の拡充など、より充実した商品を

お届けします。

* CGL：Commercial General Liability /企業総合事業者一般賠償責任保険

マネジメントリスクプロテクション保険

AIGグループは1990年に日本で初めて企業役員の株主代表訴訟リスクをカバーする保険を導入しました。その

後、コーポレートガバナンスの強化や日本企業のグローバル化、法改正に伴う役員責任の明確化などを受け、

その補償内容も大きく進化してきました。

マネジメントプロテクション保険では従来の会社役員賠償責任保険(D&O保険)で補償している株主代表訴訟や

第三者訴訟に加え、役員が海外で巻き込まれうる様々なリスク(公的機関による役員の調査など)に対する費用

等の補償を提供することが特長です。

富士火災でも会社役員賠償保険として同様の保険を提供してきましたが、AIG損保ではマネジメントプロテク

ション保険として企業の皆さまへより広範囲の補償を提供できる商品に拡充されます。
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企業財産保険（プロパティーガード）

お客さまのニーズに合わせてオーダーメイドで設計できる火災保険です。1つの契約で様々な補償を包括的に

カバーできるうえ、補償する事故の種類の選択や、種類ごとの支払限度額・自己負担額の設定が可能なことが

特長です。

富士火災にあった地震被害による利益損失も補償対象とすることが可能な休業損害等補償が追加されるほか、

AIUで対応していた1証券での複数明細による契約が可能になるなど、AIG損保ではますます充実した商品をお

届けします。

サイバーリスクに備える保険 CyberEdge

AIGグループが2012年に日本で初めて導入したCyberEdgeは、サイバー攻撃によってもたらされる賠償責任

や事業中断の補償に加え、事故原因の分析や、事故後のお客さま対応にかかる費用などもカバーする保険で

す。

家電製品から産業機械にいたるまであらゆるモノがネットワーク上で管理可能となるIoT時代の到来に向け

て、サイバーリスクへの対応は企業にとって重要な経営課題となっています。他のリスクと異なり、国境の枠

を超え、海外の子会社も含めた全世界包括補償を提供していることが特長です。

AIGグループのグローバルネットワークを活用し、世界各国の事故例の分析を通じて、急速なスピードで進化

するリスクに対応し、お客さまのニーズにあった補償やサービスの拡充を進めていく予定です。

総合事業者保険 (スマートプロテクト®)

複数の保険商品に分かれていた業務災害、賠償責任、財産、雇用リスクの補償を一本化することにより、包括

的なコンサルティングを通して、1つの保険契約で個々の中小企業のお客さまの事業リスク・ニーズに応じた

ソリューションを提供できるパッケージ商品です。契約手続の際にはタブレット端末に電子サインでの申し込

み・保険約款・保険証券をWeb上で閲覧することが可能です。また、紙資源の抑制により、環境保護に配慮し

た商品であることも特長です。

AIG損保では、これまでのAIUのお客さまへの提供に加え、富士火災のお客さまにもこのパッケージ商品がご

提供できることになり、より利便性の高い充実した商品をお届けします。


