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明治安田生命保険相互会社
Meiji Yasuda Life Insurance Company

1881年7月9日
東京都千代田区丸の内2-1-1
TEL 03-3283-8111（代表）

42,261人（うち営業職員「MYライフプランアドバイザー」31,776人）

：

：
：

：

正 式 名 称

創　　　業
本社所在地

従 業 員 数

支社・マーケット開発部 94  
営業部・営業所等 1,002  
法人部 19（2018年4月1日現在）

38兆5,643億円
8,800億円（基金償却積立金を含む）

：

：
：

営業拠点数

総   資   産
基 金 総 額

お客さまに「確かな安心を、いつまでも」お届けすること。
この使命のもと、お客さま・地域社会・働く仲間との絆を大切に、

私たちは「人に一番やさしい生命保険会社」をめざしていく。
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