株式会社ベストインシュアランス

２０２２年度

推奨販売方針

当社は、お客様満足度の向上等の観点より、損害保険会社（８社）と生命保険会社（１１社）と代理店委託契約
を締結いたしております。
当社販売方針といたしましては、お客様より特定の保険会社や保険商品のご指定がない限り、年度毎に予め
お客様へご推奨する保険会社を選定し、当該保険会社の商品をご提案させていただきます。
お申込みに際しましては、当社の推奨方針（推奨する理由）をご確認の上で、ご加入をご検討いただきます
ようよろしくお願いいたします。
2022 年（令和４年）1 月 1 日
株式会社ベストインシュアランス
代表取締役 橘 英嗣

１ 当社の取扱保険会社
ＡＩＧ損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社

損害保険会社
（８社）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
楽天損害保険株式会社
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
Chubb 損害保険株式会社

生命保険会社
（１１社）

大同生命保険株式会社

アクサ生命保険株式会社

オリックス生命保険株式会社

ＦＷＤ生命保険株式会社

エヌエヌ生命保険株式会社

アフラック生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
メットライフ生命保険株式会社

２ 当社の推奨販売方針（推奨する理由・基準）
当社は、保険募集人が十分な商品知識、販売経験を持ってお客様に正確かつ詳細な商品提供が実施できるよ
うに、保険募集人毎に推奨する保険会社を定めております。

保険募集人は、お客様のご要望に沿って、推奨する保険会社の商品の中より、お客様のご意向に沿った商品を推
奨させて戴きます。
【納税協会会員企業様、法人会会員企業様】に対する各種保険商品の推奨販売方針について
当社は、上記団体に所属するお客様に対しましては、大同生命保険株式会社とＡＩＧ損害保険株式会社が提供する
「経営者大型保障制度」や、会員専用の「各種団体保険制度」の商品を推奨させていただきます。

３ 推奨以外の保険会社の商品をご希望される場合等
当社が推奨する保険会社以外の商品をご希望の場合には、当社担当者にその旨をお申し付けください。
当社取扱商品の範囲内で、お客様のご意向に沿った商品をご提案させていただきます 。

４ 推奨する保険会社以外の保険会社をご案内するケースについて
1． お客様から推奨保険会社以外のご指定があった場合（上記.3）
2． 履行保証保険（お客様に迅速に履行保証保険の証券をお届けする必要性に鑑み、事前に与信枠設定済み
の保険会社をご案内するため。）
3． 自賠責保険（強制付保かつ業界共通商品のため、推奨理由等のご説明省略のため。）
4． 生命保険商品の一部につきましては，お客様の健康状態等により、当社が推奨する保険会社以外で、お客
様のご意向に適した保険商品をご提案させていただく場合。
5． 当社ホームページより保険会社のシステムにリンクしているなど、お客様ご自身で契約締結が完了する商
品につきましては、お客様の利便性の観点から、お客様ご自身が保険会社と商品を選ばれた場合。
６． 推奨保険会社が定める引受条件（引受年齢等の契約取扱い条件）などが、お客様の属性に合致しない
ためお申し込みができず、推奨保険会社以外の商品でお申し込みが可能な場合
７. 推奨保険会社での商品申込の結果、引受けが謝絶または特別条件付承諾となったものの、他保険会社の
取扱う同種の商品において条件の無い承諾等が期待される場合
８． 加入限度超えなどの契約制限や医的・職業告知の内容により推奨保険会社での申込み結果が謝絶または
特別条件付承諾になると推定され、かつ他保険会社の取扱う同種の商品において条件の無い承諾が期
待される場合
９． 推奨保険会社以外の保険会社、または推奨保険会社への所属が無い代理店と共同募集を行う場合
１０． その他、顧客や保険会社の特性等を鑑み、推奨保険会社以外の商品を推奨することが適切であり、かつ
各種規定や法令上の問題がないと当社が判断した場合

５ 当社の保険募集人の権限について
【生命保険について 】
・当社生命保険募集人は、お客様と生命保険会社の保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はあ
りません。生命保険会社が保険契約を承諾した時に、契約は有効に成立いたします。
・当社生命保険募集人には告知受領権はありません。
告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
従いまして、当社の生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知したことにはなりません。
生命保険会社指定の告知書面へのご記入をお願い致します。

【損害保険について 】
・当社募集人は、お客様と損害保険会社の保険契約の媒介、又は契約締結の代理権を有しています。
・当社の取扱保険商品によっては、当社募集人が告知受領権を有する商品もあります。
保険申込書、並びに告知書欄の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除又は無効になり保険金
をお支払いできない事がございますので、正しく告知をお願い致します。

６ 個人情報の利用目的について
当社は、お客様の個人情報につきましては、お客様に同意を得た上で、各種保険及びこれらに付随、関連
するサービスの提供業務等に必要な範囲で利用いたします。
その他の目的で利用することはございません。
※詳しくは，弊社ホームページの「プライバシーポリシー」をご参照願います。

７ 満期継続時のご提案について
当社は、更新契約（満期継続契約）については原則、満期を迎えます既契約と同一保険会社の同一の商品を
ご案内させて戴きます。
ただし、既契約商品の販売停止や、お客様に不利益となる商品改定により明らかに他の取扱い保険会社の同
一商品に対して劣後性が認められる場合や、他の取扱い保険会社の商品改定等により、明らかに他の保険会
社の商品の優位性が認められた場合等には、お客様に改めてご意向をお伺いした上で、ご意向に沿った商品
のご案内を行わせて戴きます。

8 団体契約・団体扱い・集団扱い等の団体制度商品のご提案について
当社は、団体、集団で取扱いのできる保険会社、商品が指定されている場合は、前項の推奨保険会社に関らず
当該団体、集団扱いの制度割引や団体割引が適用となる保険会社の商品をご説明いたします。

9 反社会的勢力に対する方針について
当社は、「反社会的勢力に対する方針」を定め、業務の適切性及び公平性を維持するために反社会的勢力との
関係遮断に努め、適正かつ健全な業務の推奨に努めます。
※詳しくは，弊社ホームページの「反社会的勢力に対する方針」をご参照願います。

【お問い合わせ先】

株式会社ベストインシュアランス 内部監査室

統括業務管理責任者 広瀬 勲

〒650-0034
神戸市中央区京町 75 番 1 京町栄光ビル 4 階
電話 078-332-7171

ＦＡＸ 078-332-6887

メールアドレス proagent@best-ins.co.jp
営業時間 平日 9：00～17：30

募集人毎の推奨保険会社
本社営業部
募集人名

損害保険（第 2 分野）

生命保険（第 1 分野）

医療保険等(第 3 分野）

石橋 正裕
安藤 和暁
中島 重昭

AIG 損害保険㈱
損害保険ジャパン㈱

上野 歩
内田 一生

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

成木 良治
宮川 裕子

本社 FP 営業部
募集人名

損害保険（第 2 分野）
AIG 損害保険㈱

船瀬 博仁

生命保険（第 1 分野）

医療保険等(第 3 分野）

大同生命保険㈱

メットライフ生命保険㈱

メットライフ生命保険㈱

メットライフ生命保険㈱

損害保険ジャパン㈱
あいおいニッセイ同和損害保険㈱

AIG 損害保険㈱
岩井 基雄

損害保険ジャパン㈱

奈良支店
募集人名

損害保険（第 2 分野）
AIG 損害保険㈱

藤井 弘次郎

生命保険（第 1 分野）

医療保険等(第３分野）

オリックス生命保険㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

エヌエヌ生命保険㈱

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

日本生命保険相互会社
AIG 損害保険㈱

大同生命保険㈱

損害保険ジャパン㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

AIG 損害保険㈱

エヌエヌ生命保険㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

AIG 損害保険㈱

オリックス生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

損害保険ジャパン㈱

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

畔栁 智博

杉本 富治

宮前 勝

ＦＷＤ生命保険㈱

岡山支店
募集人名

損害保険（第 2 分野）

生命保険（第 1 分野）

医療保険等(第３分野）

見口 寛
岡崎 亮

AIG 損害保険㈱

オリックス生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

三井住友海上あいおい生命保険㈱

三井住友海上あいおい生命保険㈱

後藤 省一

大佛 嘉寛

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

福山支店
募集人名

井上 盛喜
伊豆田 欣也

損害保険（第 2 分野）

生命保険（第 1 分野）

医療保険等(第３分野）

AIG 損害保険㈱

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

損害保険ジャパン㈱

エヌエヌ生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

日本生命保険相互会社

ＦＷＤ生命保険㈱

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

広島支店
募集人名
鍵岡 馨
中津 與一郎
花本 憲順

損害保険（第 2 分野）

生命保険（第 1 分野）

医療保険等(第３分野）

AIG 損害保険㈱

日本生命保険相互会社

オリックス生命保険㈱

損害保険ジャパン㈱

エヌエヌ生命保険㈱

ＦＷＤ生命保険㈱
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

吉田 大輝
郡司 勇人

AIG 損害保険㈱

オリックス生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

AIG 損害保険㈱

オリックス生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

アクサ生命保険㈱

アクサ生命保険㈱

AIG 損害保険㈱

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱

損害保険ジャパン㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

西村 浩樹

西岡 龍一

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

吉田 孝史

AIG 損害保険㈱

福岡支店
募集人名

損害保険（第 2 分野）

医療保険等(第３分野）

AIG 損害保険㈱

エヌエヌ生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

東京海上日動火災保険㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

AIG 損害保険㈱

エヌエヌ生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

損害保険ジャパン㈱

東京海上日動あんしん生命保険㈱

ＦＷＤ生命保険㈱

AIG 損害保険㈱

エヌエヌ生命保険㈱

オリックス生命保険㈱

佐藤 淳

中谷 滋

諸富 嘉欣

生命保険（第 1 分野）

ＦＷＤ生命保険㈱

以上

