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アリアンツ生命保険株式会社

アリアンツ生命、保険商品の新規取扱いを休止

－強固な資本基盤を有するアリアンツ SE の支援のもと、

既存のご契約の維持・保全に注力－

アリアンツ生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：オラフ･クリーゾ、以下ア

リアンツ生命）は、2012年1月1日より、既存のお客さまのご契約の維持・保全に注力し、全保

険商品の新規のお取扱いを休止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

既に当社の保険商品にご加入いただいているお客さまのご契約内容につきましては、変更

は一切ございません。今後も、お客さまとのご契約を確実にお守りしてまいります。また、従

来どおり全保険商品のご契約にかかわるサービスを提供してまいります。

アリアンツ生命は2008年4月に営業を開始し、変額年金保険と変額終身保険を販売してまい

りました。しかしながら、昨今の事業環境等を慎重に検討した結果、このたび、全保険商品に

ついて新規のお取扱いの休止を決定するに至りました。

2011年6月末時点、アリアンツ生命の保有契約件数は約3万3千件、総資産は約2,284億円

です。ソルベンシー・マージン比率は4,879.4%であり、十分な支払い余力を有しております。

弊社は、強固な資本基盤を有するアリアンツSEの支援のもと、万全の体制でご契約を確実

に履行してまいります。

このたびの決定はアリアンツ生命に関するものであり、日本で事業を展開しているアリアンツ

火災海上保険株式会社をはじめとする他のアリアンツ・グループ会社への影響はございませ

ん。

以上

総合的金融サービスを今後も日本で提供し続けるアリアンツ・グループ

アリアンツ・グループは、持ち株会社のアリアンツ SE を中心に、保険、資産運用およびアシスタンス・サービスな

ど幅広い金融サービスを世界各国で提供している総合的金融サービス企業の1つです。世界70か国以上で7,600

万人以上の法人や個人のお客さまにサービスを提供しています。

1990年にヨーロッパの保険会社として日本で初めて損害保険子会社設立の免許を取得しました。

アリアンツ火災海上保険は2010年よりアリアンツ・グローバル・コーポレート・アンド・スペシャリティーの傘下となり、

日本の法人顧客向けの企業保険に注力しています。

また、信用保険事業（ユーラーヘルメス信用保険会社）、アシスタンス・サービス（ミレア・モンディアル株式会社）で

も活発な活動を行うほか、RCM ジャパン株式会社やピムコジャパンリミテッドによる資産運用ソリューションも提供

しています。

（アリアンツ・グループ ホームページ: http://www.allianz.com）
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Allianz Life Japan plans to suspend new business of its life
insurance products

Allianz Life Japan will focus on continuing existing policies with support of the
financially strong Allianz SE

Allianz Life Insurance Japan Ltd. has decided to focus its operation on continuing
existing policies and to suspend distribution of all insurance products of Allianz Life
Japan from January 1, 2012.

There will be no changes for customers that hold an existing contract with Allianz Life
Japan. Allianz Life Japan will fulfill all contractual agreements and continue to provide
services for all existing insurance products.

Allianz Life Japan had started its business in April 2008 and marketed variable annuity and
variable whole life products. Allianz Life Insurance has decided to suspend its new
business after careful assessment of the recent business environment.

Allianz Life Japan holds about 33,000 policies and total assets of 228.4 billion yen.
Solvency ratio stands at 4,879.4 percent which underlines a sufficient capital position (all
figures as of June 30th, 2011). Allianz Life Japan will duly fulfill existing policies, with the
support of the financially strong Allianz SE.

Allianz Fire and Marine Insurance Japan and other Allianz Group entities in Japan are not
affected by this decision.

Allianz continues with comprehensive presence in Japan

Allianz Group, with its holding company Allianz SE, is one of the leading integrated financial services

providers worldwide, offering insurance, asset management and assistance services. It serves more than

76 million private and corporate customers in 70 countries.

Allianz was the first European insurer to be granted a license to establish a P&C subsidiary in Japan in

1990. Allianz Fire and Marine Insurance Japan became an integral part of Allianz Global Corporate &

Specialty (AGCS) in 2010, focusing on industrial insurance needs of corporate clients in Japan.

Allianz has also become active in credit insurance (Euler Hermes) and assistance services (Millea

Mondial) and offers asset management solutions through RCM and PIMCO Japan.

（Website http://www.allianz.com）
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