
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命「お客さま本位の業務運営に係る取り組み方針」 

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命は、「経営ビジョン」に基づき、お客さまや社会との積極的な

対話を行い、お客さまのニーズにあった最適で質の高い商品・サービスを提供することで、

お客さまから厚い信頼を得られる生命保険会社を目指しています。 

これからも、「お客さま本位」を全社共通の価値観として、お客さまの利益に繋がる真摯・

誠実かつ公正・適切な企業活動を行うために、「お客さま本位の業務運営に係る取り組み方

針」を定めます。 

また、当社は、本方針の趣旨・精神を尊重する企業文化の醸成に取り組みます。 

［方針１］より良い保険商品・サービスの提供 

私たちは、社会・経済環境の変化を踏まえ、お客さまの状況やニーズにあった最適で質の

高い商品・サービスを提供します。 

具体的な取り組み内容 

＜社会・経済環境の変化を踏まえた商品・サービスの開発・提供＞ 

○Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命は、金融機関代理店や来店型ショップ代理店を通じて生命保

険を販売しており、各チャネルにおけるお客さまの属性（セグメント）や多様なお客さ

まニーズを踏まえた商品開発を行っています。

○リタイアメント世代のお客さまに対しては、お客さまの老後の生活資金ニーズや相続ニ

ーズにお応えすべく、主に一時払貯蓄性商品を開発しています。また、就労・子育て世

代のお客さまに対しては、お客さまの家計見直しニーズや保障見直しニーズにお応えす

べく、主に平準払保障性商品を開発しています。さらに、2021 年度からは、人生 100 年

時代の自助努力による資産形成をサポートするための変額保険を開発し、商品ラインア

ップの充実を進めています。

○お客さま本位の業務運営を確保するため、「商品開発内部管理態勢に係る基本方針」に基

づき、商品販売開始後のフォローアップを含めた商品開発内部管理態勢の整備・強化に

取り組み、お客さまの状況やニーズを捉えた質の高い商品を迅速に提供するよう努めて

います。

＜お客さまの声を受けて改善を行った主な取り組み＞ 

○各種金融商品も含めたマーケット環境、法令面、業界動向、募集代理店へのヒアリング

等の調査を行い、「お客さま本位」の業務運営に資する事務・システム面の改善に取り組

んでいます。

・ＷＥＢシステムを提供する募集代理店に簡易保険料試算機能を提供し、お客さまが求

める特約等の付加有無等による保険料の違いを簡便・迅速にご案内することで、きめ

細かな提案対応を支援しています。



 

・ホームページに「家計にやさしい収入保障」の簡易保険料試算を掲載し、ホームペー

ジを通じて商品を検討するうえでの情報を提供しています。 

・契約申込書等におけるご契約者・被保険者印の押印を不要としています。 

・ＷＥＢシステムを提供する募集代理店において、入力済みのお客さま情報等から契約

申込書作成を可能とし、記載いただく項目を削減しています。 

・加えて、ＷＥＢシステムによる告知書作成を可能とし、告知内容に応じたドリルダウ

ン入力方式の採用や、引受可否の即時判断など、利便性の向上に努めています。 

・保険金等の受取人である被保険者が保険金等を請求できない「特別な事情」がある場

合に、あらかじめ指定した「指定代理請求人」が被保険者に代わって保険金等を請求

することができる「指定代理請求特約」について、対象となる保険金等に年金の一括

支払を追加するなど、利便性の向上に努めています。 

・お客さまが加入判断を検討するうえで必要とする情報の提供支援を強化するため、募

集代理店に提供している生命保険引受の目安となる「医的引受の目安」の内容の充実

に取り組んでいます。 

・公的な医療保険制度の対象とならない先進医療の中でも治療費が高額となる「陽子線

治療」または「重粒子線治療」を、先進医療給付特約を付加されたお客さまが受けら

れた場合には、技術料と同額の先進医療給付金を当社より医療機関に直接お支払いす

る「医療機関宛直接支払サービス」を取り扱っています。 

・成年後見制度に関するご相談や制度のご利用を希望されるお客さまを「公益社団法人

成年後見センター・リーガルサポートに取り次ぐ「成年後見制度紹介サービス」を取

り扱っています。 

・保険金、給付金（入院・手術給付金等含む）または年金等の請求に必要な診断書をお

客さまが取得する際、健康上の理由等により医療機関を訪問することができない場合、

お客さまに代わり医療機関から診断書を取得する「診断書取得代行サービス」を取り

扱っています。 

・不着郵便が発生したお客さまに対する住所照会や保険料未納時の入金勧奨などにＳＭ

Ｓ配信サービスを導入しています。 

・「ハイブリッド アセット ライフ」等の変額終身保険について、電話解約手続きの取扱

い、相場変動時のＳＭＳ配信による連絡を行っています。 

・生命保険料控除証明書の電子交付の取扱いを行っています。 

・一時払商品について死亡保険金受取人の指定範囲を「被保険者の親族（６親等内の血

族および３親等内の姻族）および配偶者」へ拡大しています。 

・「ご契約内容のお知らせ」をカラー化し、イメージ図を取り入れるなど、より分かりや

すい内容としています。 



 

 

［方針２］「お客さま本位」の提案・販売 

 

（１）私たちは、保険商品の提案に際し、お客さまのご意向、保険商品についての知識、経

験、財産の状況などを十分に踏まえたうえで、「お客さま本位」の適正な提案を行います。

特に、市場リスクが存在する商品は、商品購入目的、年齢、投資等の経験など、お客さま

のご意向と実情に応じた提案を行います。 

 

（２）私たちは、保険商品の販売に際し、お客さまの不利益となる事項を含め保険商品に係

る重要な情報をお客さまに正しくご理解いただくため、よりわかりやすい情報の提供に取

り組みます。 

 

 

具体的な取り組み内容 

＜「お客さま本位」の提案・販売＞ 

○保険商品の提案にあたっては、お客さまの知識、経験、財産の状況、保険契約を締結す

る目的等を的確に把握し、お客さまに適した保険商品の提案に努めています。また、お

客さまのご意向に沿った提案内容であることを分かりやすくご説明するよう努めていま

す。 

○保険契約のお申込みをいただく際には、お申込み内容（保険料、保障内容等）がお客さ

まのご意向に沿った内容となっているか、改めて確認しています。 

○特に、市場リスクを有する外貨連動型商品等の特定保険契約（金利や為替レートの変動

により、保険会社がお支払いする保険金額や解約払戻金が変動し、一時払保険料の合計

額を下回る可能性のある商品）や変額保険については、お客さまの年齢、知識、経験、

財産の状況、加入目的等を把握し、お客さまの状況を十分ふまえた提案となっているこ

とを確認しています。 

○また、適切な保険商品の提案・販売のため、生命保険に係る重要な事項について、具体

的な事例を用いて法令等順守の観点から解説した募集代理店用コンプライアンス・マニ

ュアルを提供しています。 

○加えて、募集代理店の担当者の保険商品の提案・販売スキルアップのため、当社ホーム

ページに代理店専用サイトを設け、研修動画や研修資料を自由に視聴し学習できる「web

研修サービス」を開始しています。 

○昨今の環境を踏まえ、お客さま利便性の向上に向けて、特定保険契約を除く一部の保険

商品ではオンライン面談や郵送による保険申込み手続きを可能としています。 

○当社のお客さまが契約している保険を解約し、直ちに新契約にご加入いただく（いわゆ

る乗換）場合、乗換後新契約の不担保期間中に、がんと診断確定されたことにより、無

効による無保障状態が生じたときの措置として、お客さまからのお申し出を受けて旧契

約を復旧し、無保険状態を回避する取扱いを行っています。 

○デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展や、新型コロナウイルス感染症の影響



 

によるライフスタイルの変化に伴い、多様化するお客さまのニーズにお応えするため、

「家計にやさしい終身医療」のインターネット申込みを取扱っています。 

インターネット申込みでは、ウェブサイト上のお手続きや操作方法にお困りのお客さま

に対して即座に画面共有によりサポートするサービスや、本人確認書類をウェブからア

ップロードする機能を提供しています。 

○全商品においてオンライン面談による募集を取り扱っています。 

 

＜正確でわかりやすい情報の提供＞ 

○お客さまにおすすめする商品の内容・仕組みを正しくご理解いただくために、重要な事

項が分かりやすく伝わるよう、募集資料（パンフレット、商品概要書等）の作成にあた

っては、以下のような工夫を行っています。 

・商品のポイントをシンプルな見出しや短い文章で記載するなど、文字の量を減らすこ

とで読みやすさに配慮したほか、リスク情報をまとめて記載することにより、お客さ

まに保障内容や商品の有するリスクの内容等について認知いただけるよう努めていま

す。 

・保険金等の給付要件について一覧表を用いてご説明することで、お客さまが商品の保

障内容をよりご理解いただきやすくなるよう努めています。 

・主契約や特約の保障内容等の重要な情報について、文字だけでなく図表を活用するな

ど、より分かりやすい情報提供に努めています。 

○募集資料の作成に当たっては、見やすく・読みやすく・わかりやすい募集資料となるよ

う心がけ、ユニバーサルデザインフォントならびにユニバーサルカラーデザインを使用

するとともに、文字色と背景色のコントラストに留意し、ご高齢のお客さまや色弱者に

配慮した文字の大きさ、配色を用いる等の工夫を行っています。 

 また、「生涯プレミアムワールド５」「生涯プレミアムジャパン５」の契約締結前交付書

面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレットにて、第三者機関である一般社団法

人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会（ＵＣＤＡ協会）の「見やすいデザイ

ン」認証を取得しています。 

○一時払商品を紹介・説明する動画を作成し、動画にリンクする二次元コードをパンフレ

ット等に掲載しています。 

○当社ホームページ上に「お客さま向け情報」として「介護・認知症の現状」「乳房再建の

現状」についての体験者インタビュー動画を掲載し、情報提供を行っています。 

○複数の保障や機能、コース・プランをもつ商品では、お客さまがそれぞれの内容・仕組

みをご理解いただけるよう情報提供に取り組んでいます。 

 

＜重要な情報の開示＞ 

○市場リスクを有する外貨連動型商品および変額保険等の特定保険契約について、他の類

似の金融商品との比較可能性を担保する観点を踏まえ、「契約締結時」「保険期間中」「解

約・減額時」等にお客さまが負担する費用を募集資料（契約締結前交付書面（契約概要・

注意喚起情報）等）に記載しています。 



 

○市場リスクを有する外貨連動型商品および変額保険等の特定保険契約について、募集代

理店である金融機関代理店に当社が支払う代理店手数料を「商品概要書」等に掲載し、

分かりやすい情報提供に努めています。 

○外貨連動型の一時払終身保険および一時払年金保険について、金融機関代理店において

適切な情報提供・募集が行われることを目的に「販売時のわかりやすい情報提供」およ

び「投資信託等他の金融商品との比較」の観点から、2021 年度より新たに「重要情報シ

ート」を活用しています。 

「重要情報シート」は、お客さまに対して金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重

要な情報を分かりやすくご提供するため、商品等の内容、想定する購入層、リスクと運

用実績、費用、換金・解約の条件、利益相反の可能性、租税概要等、各業態の枠を超え

た多様な商品の比較を容易に行うことができるような内容となっています。 

○前述の費用や手数料がどのようなサービスの対価に関するものかについて、お客さまへ

の情報提供の充実を図っています。 

○特定保険契約以外の保険商品については、お客さまにお支払いいただく保険料と、当社

がお支払いする保険金・給付金等の金額等をお客さまにご理解いただくために、パンフ

レット・契約概要等に保険料・保険金額・支払事由等を、注意喚起情報に保障の開始時

期や保険金・給付金等をお支払できない場合等を記載しています。 

 



 

 

［方針３］業務運営の質の向上 

 

私たちは、お客さまとの末永い信頼関係を構築するため、アフターフォロー態勢や事務・

システムの整備を含む業務運営の質の向上に取り組み、お客さまにより利便の高いサービ

スをご提供します。 

 

・お客さまに正確かつ迅速に保険金等をお支払いするとともに、保険金等のご請求漏れの

防止に取り組みます。 

 

・お客さまから寄せられた声（苦情・ご意見・ご要望）を一つひとつ真摯に受け止め、お

客さまサービス・業務品質の向上に努めます。 

 

 

具体的な取り組み内容 

＜保険金・給付金等のお支払い＞ 

（正確・迅速な保険金等のお支払い） 

○保険金等の支払業務について公平性・健全性に留意しつつ迅速かつ適切に遂行していく

ことで、お客さまからの生命保険事業に対する信頼を確保し、社会的責任が果たせるよ

う保険金等支払管理態勢の整備・強化に取り組んでいます。 

○保険金等のお支払いにあたっては、公正かつ正確な支払査定を行うことを目的として支

払査定審査委員会を設置しています。 

○保険金支払査定業務の迅速化によるお客さま利便性を向上させるべく、支払査定システ

ムの拡充を継続しています。 

 

（各種お手続の簡略化） 

○給付金のご請求に際し、診断書をご提出いただく場合、当社指定の診断書のほか、他社

診断書のコピーによる取扱を実施しています。 

○入院給付金や手術給付金等の被保険者がお受け取りになる給付金について、ご請求時の

押印欄の廃止を順次実施しています。 

○遺族年金支払特約による 2回目以降の遺族年金について、自動でお支払しています。 

○指定代理請求および代理請求に必要な提出書類について、一部書類を提出不要としてい

ます。 

 

（ご請求漏れの防止） 

○当社からお送りする各種お手続きのご案内が届かなかった場合や災害時等でご契約者さ

まとの連絡が困難となった場合でも、ご契約者さまに速やかなご連絡ができるようにす

る「第二連絡先」制度のご案内を実施しています。 

○また、90 歳以上のお客さまで一定年齢を迎えた方を対象に、ご連絡先の変更やご請求漏



 

れがないか等をご確認させていただく「契約点検制度」を実施しています。 

○お客さまの身体上の理由により、各種ご請求をいただく際の請求書類に自署・記入・捺

印が難しい場合、お客さまがご指定される署名代行者が、お客さまに代わって、請求書

類へのご署名や、ご記入等を代行できる「署名代行」手続きを取扱っています。「署名代

行」手続きについては、当社職員による「署名代行」を可能とするなど、署名代行者の

範囲拡大や提出書類の簡素化に取り組み、利便性の向上を図っています。 

○年金をお受取りになるお客さまが、けがや病気などにより請求の意思表示ができない状

態にある場合、お客さまの推定相続人等が、お客さまに代わって年金の一括請求ができ

る「代理請求」手続きを取扱っています。 

○保険金等の請求、お支払いにかかる照会等、保険金等のお支払いに特化した専用のフリ

ーダイヤルを設置し、お客さまが保険金や給付金をご請求される際のお手続きの流れや、

保険金・給付金等をお支払いできる場合・お支払いできない場合についてご案内した小

冊子「保険金・給付金ガイドブック」やホームページ、パンフレット等に掲載していま

す。 

○入院給付金未請求のお客さまに対して、ＳＭＳ配信による連絡を行っています。 

 

＜ご高齢のお客さまおよび障がいのあるお客さまへの対応＞ 

○ご高齢のお客さまへの保険募集に際して、適切かつ十分な説明を行うとともに、商品性

を十分ご検討する期間（シンキングタイム）の確保、説明時のご親族のご同席等により、

重要な情報をお客さまに正しくご理解いただけるよう努めています。 

○お客さまからの照会・請求等は電話応対者(コミュニケータ）が直接お電話を受ける体制

とし、丁寧でわかりやすい説明を行うなどご高齢のお客さまに配慮した運用を実施して

います。 

○当社ホームページについて、文字サイズ、ボタンサイズ、背景とのコントラスト等に注

意し、ご高齢のお客さまにとって文字の見やすさや操作性に配慮しています。 

○障がいを持つお客さまへの取り組みとしては、当社職員が、障がいを正しく理解し、障

がいのあるお客さまに対して適切な応対を行うための「障がいのあるお客さま応対マニ

ュアル」を制定しています。例えば、目の不自由なお客さまへの対応として、当社職員

が代読依頼を受けた際に、お客さまに配慮した対応を行うことができるよう対応内容を

規定しています。 

○耳の不自由な方への対応としては、店頭窓口において、筆談用のホワイトボードやコミ

ュニケーションボードを設置しています。また、コミュニケーションの支援を行うこと

を表す「耳マーク」を総合受付（無人受付機）に設置するとともに、耳の不自由なお客

さま用の対応チャイムを設置し、耳の不自由なお客さまとのコミュニケーションを積極

的に行う環境を整えています。 

○お客さまおよびそのご家族の満足度の更なる向上を推進するため、事前にご家族をご登

録いただくことで、登録いただいたご家族（登録家族）に対し、契約内容等の情報を開

示したり、登録家族による各種請求書類のお取り寄せや、一定範囲の請求手続きの代理

実施を可能とする制度として、「ご家族登録制度」を導入しています。 



 

なお、これまで登録を進めてきた「第二連絡先登録制度」は、当該新制度の運用開始と

ともに新規登録を停止、新制度への移行を推進していきます。 

○株式会社ミライロと提携し、。耳の聞こえないお客さまや聞こえにくいお客さま、発話が

困難なお客さまからのご質問や各種手続きのお問い合わせについて、手話通訳オペレー

タが手話や筆談で受け付け、その内容をリアルタイムで音声通訳する「Ｔ＆Ｄフィナン

シャル生命手話リレーサービス」を提供しています。 

 

＜「お客さまの声」を経営に活かす取り組み＞ 

○お客さまからの相談・苦情の発生原因等の分析を行い、お客さまサービス向上に向けた

業務プロセス改革を推進することにより、お客さま保護に資する適切な業務運営態勢を

整備することを目的として苦情再発防止委員会を設置しています。 

○お客様サービスセンターを通じて寄せられたお客さまの声（苦情・ご意見・ご要望）を

一つひとつ真摯に受け止め、改善に取り組むことにより、お客さまサービス・業務品質

の向上に努めています。 

○保険金等のご請求時にご使用いただく各種帳票について、お客さまにご記入いただく箇

所等をわかりやすくするため、記載文字を大きくし、カラー化する対応を行っています。 

 

＜お客さま満足度向上のための取り組み＞ 

○ご高齢のお客さまの状況に配慮した電話応対品質向上のためのお客さま満足度研修を定

期的に実施しています。 

○お客さま満足度向上のために、請求書類およびコールセンターの電話応対に関するお客

さま満足度アンケートを定期的に実施しています。また、新規にご加入いただいたお客

さまを対象にした満足度アンケートを実施しています。 

○保険金等のお支払いに関する適切な態勢の確保、およびお客さまの満足度向上に向けた

取り組みを包括的に審議することを目的としてサービス監理委員会を設置しています。 

○ご契約後のお手続き方法、各種お知らせ、当社業績に関する情報を掲載した「ガイドブ

ック」を作成し、お客さまにご案内しています。なお、文字サイズ・行間・配色・文字

間に配慮、人物や行動のイラスト化等により、ご高齢のお客さまにも読みやすい内容と

しています。 

○当社がお客さま向けに提供しているサービスについてご理解いただくため、インターネ

ットサービスやお客さまの健康増進等を目的とした会員制サービスであるＴ＆Ｄクラブ

オフの説明などを商品パンフレットに記載しご案内しています。 

○エムスリー株式会社が提供する医療サポートサービス「M３ Patient Support Program」

をお客さま向けに提供しています。スマートフォンやパソコンから、24 時間 365 日医師

に相談可能なサービス「Ask Doctors」等、4 つの医療サポートサービスを包括的に提供

しています。 

○株式会社インターネットインフィニティーが提供する介護・認知症サポートサービス「介

護コンシェル」を介護・認知症に関する保障がある保険契約のお客さま向けに導入して

います。ケアマネジャーの紹介や認知症予防ツールの提供等、個々の事情に応じた最適



 

な介護・認知症サポートサービスを提供しています。 

○お客さまからのお問い合わせに迅速におこたえするため、コールセンターに自動音声応

答システム（ＩＶＲ）を導入しています。 



 

 

［方針４］資産運用 

 

私たちは、将来の保険金・給付金等を確実にお支払いするため、負債特性およびリスク

許容度を十分考慮した資産運用を行います。 

 

 

具体的な取り組み内容 

○当社は、安定的・持続的に企業価値を向上させていくため、収益・リスク・資本を一体

的に管理する経営管理態勢（ＥＲＭ）を推進しており、資産運用に際しては、負債特性

やリスク許容度を考慮したＡＬＭ（資産・負債総合管理）を基本とし、安定した収益と

高い健全性の確保に努めています。 

○環境・社会・企業統治の課題を考慮する「ＥＳＧ投資」の一環として、国際金融公社（Ｉ

ＦＣ）や世界銀行、アフリカ開発銀行が発行するソーシャルボンド等への投資を行って

います。 



 

 

［方針５］利益相反取引の適切な管理 

 

私たちは、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある

取引を適切に管理するための方針を定め、利益相反のおそれのある取引を適切に把握・管

理してまいります。 

 

 

具体的な取り組み内容 

＜利益相反管理＞ 

○「利益相反のおそれのある取引」とは、例えば「お客さまに提供する保険商品・サービ

スの対価として享受する経済的利益以外に、お客さまの犠牲により、当社を含むＴ＆Ｄ

保険グループ各社が、経済的利益を得るまたは経済的損失を避けるおそれがある取引」

等をいいます。 

○当社は、当社またはＴ＆Ｄ保険グループ内の金融機関等が行う取引に伴い、お客さまの

利益が不当に害されることのないよう「利益相反管理方針」を定めています。また、営

業部門等から独立したコンプライアンス部に、利益相反のおそれのある取引の防止に牽

制を働かせるための十分な権限を与え、利益相反のおそれのある取引の管理を行ってい

ます。 

○なお、利益相反のおそれのある取引の類型をホームページで公表し、お客さまに対する

透明性を高めています。 

○募集代理店に対して当社が支払う手数料は、募集代理店がお客さまにお勧めする商品の

選定に影響をあたえる可能性があります。このことから、手数料水準の設定に際しては、

当社の経営の健全性確保および募集代理店における保険募集の公正の確保に留意しつつ、

適切に行っています。 

○また、当社は、募集代理店に支払う手数料に関する規程に基づく手数料のほかに特定商

品の販売量に偏重した上乗せ報酬等は実施しておりません。 



 

 

［方針６］「お客さま本位」の行動を実践する人材の育成等 

 

（１）私たちは、研修や教育制度を通じて、当社の役職員に「お客さま本位」の姿勢を徹

底するととともに、お客さまとの末永い信頼関係を構築していくため、高い倫理観を

持ち、専門的な知識を兼ね備えた人材を育成します。 

 

（２）私たちは、本方針に基づく行動を促進する態勢の構築に取り組みます。 

 

 

具体的な取り組み内容 

＜人材の育成＞ 

○「教育・研修基本方針」に基づき、研修等の教育態勢を整備・実施しています。 

○代理店の販売環境・属性に則した提案能力・サポート力を向上させるための研修体系を

構築し、募集代理店の育成に取り組んでいます。 

○「お客さま本位の業務運営に係る取り組み方針」や、ＣＳＲ憲章等の当社方針を掲載し

た、携帯用のカードを配付し、役職員への「お客さま本位の業務運営」の浸透を図って

います。 

○当社役職員の「お客さま本位の業務運営に係る取り組み方針」に対する理解を深めるこ

とを目的として、研修を実施しています。 

○ご高齢のお客さまや障がいのあるお客さまへの対応力を高めていくため、全従業員を対

象として、一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会が主催する「ユニバーサルマナー

検定」を導入し、お客さまとの窓口であるお客様サービス本部等の役職員が受講し、３

級の資格を取得しています。 

○「全国キャラバン・メイト連絡協議会」が推進する「認知症サポーターキャラバン」の

パートナー企業となり、従業員の認知症に関する正しい知識と理解を身に付けることを

目的に、全従業員の受講を目指して「認知症サポーター養成講座」を継続開催していき

ます。 

○Ｔ＆Ｄ保険グループは、グループ経営理念と「Ｔ＆Ｄ保険グループＣＳＲ憲章」に基づ

き、Ｔ＆Ｄ保険グループのすべての役職員が遵守する規範として「Ｔ＆Ｄ保険グループ

人権方針」を定めています。当社は、当社の事業活動が人権に対して影響を及ぼす可能

性があることを認識し、当方針に沿って行動することにより、すべてのステークホルダ

ーの人権を尊重した事業活動を推進しています。 

○「人生 100年時代」を見据えた諸課題に対してお客さま本位の商品・サービスを提供し、

人と社会に貢献していくという使命の実現に向け、従業員が心身ともに健康でイキイキ

と活躍できることが不可欠と考え、「Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命健康宣言」を定めていま

す。 

 

 



 

＜「お客さま本位」の活動を促進する評価体系＞ 

○全従業員および募集代理店に「お客さま本位」の行動を促すための評価・報酬体系を整

備しています。 

具体的には、全従業員の人事評価において、お客さま志向に関する項目を設け、お客さ

まのニーズを察知し、それに応えることを評価の対象としています。 

また、募集代理店に対して当社が支払う手数料の水準について、募集代理店における保

険募集の公正の確保に留意しつつ、適切に設定しています。 

○当社は、保険募集を委託する代理店について、当社の経営ビジョンに沿った募集管理態

勢を整備しながら、お客さまのニーズやご意向を反映した最適な商品選定と、アフター

フォローを含めた高品質なサービスを提供することを理想としています。 

この「理想の代理店像」の実現に向け、代理店におけるお客さま本位の業務運営を一層

重視する観点から、現行の代理店手数料体系に「募集品質」、「アフターフォロー」、「募

集管理態勢」といった業務品質を反映する手数料体系を導入しています。 



 

 

［方針７］推進態勢 

 

私たちは、本方針に基づく取り組み状況を取締役会等に定期的に報告するとともに、そ

の内容を公表します。また、本方針について見直しの必要がないか定期的に確認を行いま

す。 

 

 

具体的な取り組み内容 

＜推進体制＞ 

○「お客さま本位の業務運営に係る取り組み方針」に基づく取り組み状況について、定期

的に確認を行い、その結果について取締役会等に報告した上で公表します。また、「お客

さま本位の業務運営に係る取り組み方針」についても、見直しの必要がないか定期的に

確認を行い、「お客さま本位」の業務運営のさらなる推進を図っていきます。 

 


