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ライフネット生命保険 開業 10 周年のお知らせ
10 年間を支えていただいた感謝を、10 周年記念サイトにて発信
ライフネット生命保険株式会社 （URL：http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代
表取締役社長：岩瀬大輔）は、本日 5 月 18 日に開業 10 周年を迎えるとともに、「開業 10 周年記念サ
イト」を開設したことをお知らせします。特設サイトでは、今後行う開業 10 周年記念イベントに関するさ
まざまな情報とともに、10 年間支えていただいた感謝を発信してまいります。

■「正直に、わかりやすく、安くて、便利に」を追求した 10 年
「インターネットを活用することで、24 時間 365 日、お客さまがご都合よいときに、いつでも、比較して、
納得して、生命保険に加入できる時代にしたい。」 このような思いを込めて、ライフネット生命は 10 年
前の 2008 年 5 月 18 日の日曜日、1 つのウェブサイトの公開とともに営業を開始しました。
この日から 10 年間ウェブサイトに掲示し続けている「ライフネットの生命保険マニフェスト」（URL：
http://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/manifesto/）は、当社の経営理念であるとともに行動指針であ
り、「正直に、わかりやすく、安くて、便利に」という大きく 4 つの柱で構成されています。当社は開業以
来、このマニフェストに則り、業界の常識に捉われないさまざまな挑戦を続けてまいりました。
▼ライフネット生命の 10 年間の主な取り組み
2008 年度

業界初、徹底した情報公開を目指し保険料の内訳を公開
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2008/1304.html

2009 年度

業界初、モバイルサイトによる生命保険申し込み受付を開始
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2009/1769.html

2009 年度

業界初、本格的な個人向け就業不能保険を販売開始
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2010/2369.html

2012 年度

業界初、スマートフォンによる生命保険申し込み受付を開始
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2012/4160.html

2013 年度

医療保険の請求手続きをウェブサイトから 24 時間可能に
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2014/5308.html

2015 年度

同性パートナーを死亡保険金受取人に指定可能とする取り扱いを開始
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2015/6097.html
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2015 年度

業界初、医療保険の給付金請求手続きがペーパーレスでオンライン完結するサービ
ス「スマ速請求」を開始
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2016/6205.html

2016 年度

KDDI 株式会社経由で還付金付き「au の生命ほけん」を販売開始
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2016/6371.html

2016 年度

生命保険会社初、「LINE ビジネスコネクト」を活用した保険相談サービスを開始
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2016/6389.html

2017 年度

治療費と収入減少を保障する 2 つの給付金で、働きながらがんを治療することをサポ
ートする新たなコンセプトのがん保険を販売開始
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2017/6787.html

マニフェストに則り提供し続けてきたこれらの取り組みが子育て世代のお客さまを中心にご支持をい
ただいたことで、おかげさまで当社は 2017 年度末時点での保有契約件数は 26 万件、保有契約が生
み出す年換算間算保険料は 111 億円まで成長することができました。
さらなる成長を目指して、開業 10 周年を節目に、当社は新経営体制への移行を予定しています。
2018 年 6 月開催予定の定時株主総会での承認及び取締役会の決議を前提に、現代表取締役社
長の岩瀬大輔が取締役会長に就任するとともに、新たな代表取締役社長に取締役である森亮介が就
任する予定です。新たな経営体制で、今後も正直に経営し、わかりやすく、安くて、便利な保険商品・サ
ービスを追求するとともに、一人でも多くのお客さまにご利用いただけるよう、役職員一同たゆまぬ努
力と挑戦を続けてまいります。
■開業 10 周年を記念した特設サイトを開設
開業 10 周年を迎え、日頃からの感謝の意を込めて、特設サイトを本日オープンしました。「経営者か
ら皆さまへのごあいさつ」に始まり、開業から今を振り返る「10 周年ヒストリー」、そして開業 10 周年を
機に見直した新たな「マニフェスト」も、本サイトで公開を予定しています。
また、当社は開業来、顔の見える会社を心がけ、お客さまとさまざまな接点を作ってまいりました。こ
のたびも、お客さまへの感謝を込めた記念イベントを予定しており、特設サイト内「10 周年ニュース」に
て、随時関連情報を発信してまいります。
パソコン・スマートフォンから、ぜひご覧ください。
 開業 10 周年特設サイト http://www.lifenet-10th.com
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■2008 年開業時と現在の主な数字比較

開業時

保有契約件数

5,116 件

保有契約年換算保険料

247 百万円

お客さまからの相談件数

8,824 件

保険金・給付金の

20 百万円

支払金額

（2008 年度）

（2008 年度末）

ご契約者との集い

（2008 年度末）

（2008 年度）

3回

「ふれあいフェア」

（2008 年度末までの累計）

現在

▶

263,847 件

▶

11,147 百万円

▶

68,504 件

▶

1,562 百万円

（2017 年度末）

（2017 年度末）

（2017 年度）

（2017 年度）

36 回

▶

（2017 年度末までの累計）

▶

（2017 年度末までの累計）

▶

（2017 年度末までの累計）

▶

（2017 年度末）

累計開催数
社員ブログ

247 回

累計更新回数

（2008 年度末までの累計）

Twitter 公式アカウント

－

累計更新回数

（2008 年度末までの累計）

34 名

従業員数

（2008 年 5 月開業時）

37 歳

従業員の平均年齢

（2008 年 5 月開業時）

従業員の子ども

3名

累計出生数

（2008 年度末までの累計）

1

営業拠点

（2008 年度末）

▶
▶
▶

1,975 回
10,441 回
151 名
39 歳
（2017 年度末）

52 名
（2017 年度末までの累計）

1
（2017 年度末）

＊1 2008年度は2008年5月18日から2009年3月31日の数字

ライフネット生命について

URL： http://www.lifenet-seimei.co.jp/

ライフネット生命保険は、相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、安くて
便利な商品・サービスの提供を追求する」という理念のもとに設立された、インターネットを主な販売チ
ャネルとする新しいスタイルの生命保険会社です。インターネットの活用により、高い価格競争力と 24
時間いつでも申し込み可能な利便性を両立しました。徹底した情報開示やメール・電話・対面での保険
相談などを通じて、お客さまに「比較し、理解し、納得して」ご契約いただく透明性の高い生命保険の選
び方を推奨し、「生命（いのち）のきずな＝ライフネット」を世の中に広げていきたいと考えています。
会社及び商品の詳細は http://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧ください。
株主・投資家向けの情報は http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ をご覧ください。
本件に関するお問い合わせ先
03-5216-7900（広報：関谷／IR：前田）
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