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「明治安田生命の現況」は、保険業法第111条および生命保険協会の定める開示基準に基づいて作成しています。
その開示基準における各項目は以下のページに掲載しています（*印は、保険業法で開示することが定められている項目です）。
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社員資格取得時期別・地域別による構成）…………………96
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（職業・年齢） …………………………………………………95
8. 取締役および執行役（役職名・氏名）* ………………………97
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お電話によるご相談窓口

明治安田生命ホームページ

コミュニケーションセンター

0120-662-332
専任のコミュニケーターによる対応時間
月曜～金曜（除く祝日）9：00～18：00／土曜（除く祝日）9：00～17：00
（上記時間帯以外は「お申し出の受付」のみとさせていただきます）

＊当社へのお問い合わせ・ご照会のお電話は、通話内容の確認のため、録音させていただく

　ことがありますので、あらかじめご了承ください。

〈当社におけるお客さまに関する情報の取り扱いについては、P50をご覧ください〉

http://www.meijiyasuda.co.jp/

商品・サービス、各種お手続きの

方法や会社情報などについて、

タイムリーに情報提供しています。

・法人向け商品・サービス

・団体年金関連情報・サービス

・確定拠出年金モール

　 など

3 法人のお客さまへ

・会社情報・ディスクロージャー

・CM・イベント情報、お役立ち情報

・社会貢献活動、採用情報　

　 など

4 明治安田生命について

・お電話、ご来店、インターネット　　
　 など画面は平成19年6月現在

5 お問い合わせ窓口

・生命保険商品

・損害保険

・金融機関窓口販売商品

・投資信託のご案内　　　

　 など

1 個人のお客さまへ

・お手続きのご案内

・ご契約者照会・手続きサービス

・カードポイントサービス map

・明治安田生命カード　　

　 など

2 ご契約者のみなさまへ

1 2 3 4

5



明治安田生命保険相互会社
http://www.meijiyasuda.co.jp/

環境を配慮した大豆油インキを
使用しています。


