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ライフネット生命保険、「au の生命ほけん」の提供開始
KDDI 株式会社との協業により、「au ライフデザイン」で生命保険を提供
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
表取締役社長兼 COO：岩瀬大輔）は、2016 年 4 月 5 日から KDDI 株式会社（本社：東京都千代田区、
代表取締役社長：田中孝司）を通じて、au のスマートフォン（au スマホ）などを利用しているお客さま

*1

に対して、「au の生命ほけん」の提供を開始することをお知らせします。
*2

当社は、「au の生命ほけん」として、業界最安水準 の保険料で万が一に備える定期死亡保険「au
定期ほけん」、入院や手術に対する保障に加え、がん、先進医療にも備えることができる終身医療保険
「au 医療ほけん」、女性疾病も手厚く保障する女性専用商品の終身医療保険「au 医療ほけんレディー
*3

*4

ス」の 3 商品を提供します 。また、ウェブサイトに加え、一部の au ショップ 及び専用の電話相談窓口で
ある au フィナンシャルサポートセンターによるサポートにより、「au の生命ほけん」をお客さまにお届けす
ることができます。さらに、KDDI 株式会社による「au ライフデザイン」のサービスのひとつとして、au スマ
ホなどを利用している「au の生命ほけん」の契約者がご利用できる、携帯電話通信料がお得になるセッ
ト割が実施されます。これらの点を含む「au の生命ほけん」の概要は以下のとおりです。

「au の生命ほけん」の 4 つのポイント
① 「au の生命ほけん」3 商品（「au 定期ほけん」、「au 医療ほけん」、「au 医療ほけんレディース」）
を 4 月 5 日から提供開始
*5

② 「お手頃な保険料」、「いつでもカンタン申し込み」、「WALLET ポイント プレゼント」の「3 つのメ
リット」でお得
③ ウェブサイトに加え、一部の au ショップ及び au フィナンシャルサポートセンターによるサポート体
制の構築
④ 生命保険の申し込み検討アプリ「au の生命ほけん」の提供
さらに、KDDI 株式会社の通信サービスとして、au スマホなどを利用している「au の生命ほけん」の
契約者がご利用できる、携帯電話通信料がお得になるセット割が実施されます。また、au のその他の
金融サービスとの組み合わせにより、WALLET ポイントが付与される予定です。
当社は、2015 年 4 月に KDDI 株式会社と資本業務提携契約を締結し、お客さまにとって便利でお得
な金融サービスを創造することを目指して、両社で検討を重ねています。この「au の生命ほけん」の提
供開始は、その第一歩であり、今後も両社で新しい金融サービスを実現することにより、お客さまの満
足度の向上に努めます。
なお、本件の影響を含めた当社の 2016 年度（2017 年 3 月期）業績予想は、2016 年 5 月に改めて
開示する予定です。
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「au の生命ほけん」の 4 つのポイント
① 「au の生命ほけん」3 商品を 4 月 5 日から提供開始
「au の生命ほけん」として、4 月 5 日から KDDI 株式会社を通じて、3 つの保険商品を提供します。
*2

提供する商品は、業界最安水準 の保険料で万が一に備える定期死亡保険「au 定期ほけん」、入
院や手術に対する保障に加え、がん、先進医療にも備えることができる終身医療保険「au 医療ほけ
ん」、女性疾病も手厚く保障する女性専用商品の終身医療保険「au 医療ほけんレディース」です。

② 「お手頃な保険料」、「いつでもカンタン申し込み」、「WALLET ポイントプレゼント」の「3 つのメリット」
でお得
「au の生命ほけん」は、インターネット申し込みによるお手頃な保険料、24 時間いつでもスマホ・パソ
コンからの簡単な申し込みに加え、ご契約が成立したお客さまに対する WALLET ポイント全員プレゼ
ント（500 ポイント）の「3 つのメリット」があるお得な保険商品です。

③ ウェブサイトに加え、一部の au ショップ及び au フィナンシャルサポートセンターによるサポート体制
の構築
ウェブサイトに加え、一部の au ショップ及び au フィナンシャルサポートセンターによるサポート体制を
構築することにより、お客さまに納得いただけるまで、生命保険選びをお手伝いします。
「au の生命ほけん」ウェブサイト（2016 年 4 月 5 日開設予定） http://au.lifenet-seimei.co.jp/
④ 生命保険の申し込み検討アプリ「au の生命ほけん」の提供
au スマホなどから、円滑に生命保険の申し込みを検討できるように、「au の生命ほけん」アプリを提
供します。「診断コンテンツ」や「保険料シミュレーション」により、スマホでお手軽に生命保険を検討す
ることができます。（2016 年 4 月 5 日提供開始予定）
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この他に実施される KDDI 株式会社の通信サービス及び au の金融サービスは以下のとおりです。
① お客さまの携帯電話通信料がお得になるセット割の実施
au スマホなどを利用している「au の生命ほけん」の契約者は、KDDI 株式会社に対して、セット割を
申し込むことにより、毎月 200 円が最大 60 ヶ月間、携帯電話通信料から割り引かれます。
なお、セット割は、KDDI 株式会社が提供する au スマホなどの携帯電話通信料の割引サービスであ
り、保険料が割り引かれるものではありません。

② au の金融サービスと組み合わせて、WALLET ポイントを付与
「au の生命ほけん」の保険料を、KDDI グループの金融サービスである株式会社じぶん銀行の口座
振替でお支払いいただいた場合は、以下のとおり WALLET ポイントが付与されます。
株式会社じぶん銀行により、2016 年 5 月（予定）から、期間限定で、「au の生命ほけん」を含む当社の
全ての保険商品の保険料を株式会社じぶん銀行の口座振替で支払うお客さまに、WALLET ポイントが
年間 120 ポイント（毎月 10 ポイント）付与されます。

*1. 「au の生命ほけん」の申し込みには、本人名義の auID が必要です。
*2. 2016 年 4 月 1 日時点で当社を含むネット生保 6 社の定期死亡保険（リスク細分型を除く）を次の条件で比較。（30 歳、40 歳、
50 歳の各男女、保険金額 500 万円、1,000 万円/保険期間 10 年、月払）
*3. 「au の生命ほけん」として提供する保険商品は、当社が販売している保険商品と保障内容や保険料が同一です。
*4. 一部 au ショップに KDDI 株式会社の有資格者が派遣されます。KDDI 株式会社の有資格者とは、保険業務等に関わる販売
資格を有する KDDI 株式会社の社員です。
*5. KDDI 株式会社が提供する au WALLET ポイントプログラムの WALLET ポイントです。

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。

会社および商品の詳細は 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：近藤）
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