
生命保険会社変遷図

平成２９大正９ 昭和５ 平成２６昭和２５ 平成１２ 平成２４平成２２昭和３５ 平成２５平成２３ 平成２８

2012

昭和４５ 昭和５５ 平成２ 平成２７

2010

平成２１

1980

昭和１５

2000

明治１３ 明治３３ 明治４３

1900 1910 1920 1930

かんぽ生命

1880 201720141940 1950 1960 1970 2009 2011

朝日生命

1990

アクサ生命

エヌエヌ生命

2013

イオン・アリアンツ生命

オリックス生命

カーディフ生命

令和３

2021

平成３１・令和１

2019

FWD生命

平成３０ 令和２

20202018

アフラック

2015

SBI生命

アクサダイレクト生命

2016

・（株）は株式会社、（相）は相互会社、（合）は合資会社を示し、特に記載なきものは株式会社を示す。
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昭9.3日本団体生命保険設立

昭11.12包括移転、解

平13.3アクサ
生命保険に改称

昭60.10ナショナーレ・ネー
デルランデン生命保険N.V.
日本支店設立

平7.6ナショナーレ・ネーデ
ルランデン生命保険N.V.日
本支店の契約を包括移転

平7.1ナショナーレ・ネーデル

ランデン生命保険設立
平9.1アイエヌジー生命保険に改称

平6.7アクサ生命保険設

平12.4アクサニチダン
生命保険に改称

平12.4ニチダン生命保険に改称

平13.3アクサ グループ
ライフ生命保険に改称

大2.1常磐生命保険設立

明27.4相互生命保険（合）設立

明33.10共慶生命保険設立
昭14.2合併

大2.2日本共立生命保険（株）に改組

明40.8日本共立生命保険（合）に改称

明38.1東洋生命保険に改称

明21,3帝国生命保険設

昭14.5前川生命保険に改称

昭17.7合併

昭22.7帝国生命保険（相）設立 昭22.8朝日生命保険（相）に改称

昭23.3包括移転、解散

平17.10合併

昭61.7エクイタブル生命保険設立

平4.4ニコス生命保険

に改称

平12.10クレディ・スイス

生命保険に改称

平18.4ウインタートウル
・スイス生命保険に改称

平20.1アクサ フィナン
シャル生命保険に改称

平20.2アリアンツ生命保険に改称

平21.10合併

平12.4カーディフ生命保険設立

平3.4オリックス・オマハ
生命保険設立

昭60.10ユナイテッド・オブ・オマハ・ライフ・イ
ンシュアランス・カンパニー日本支社設立

平3.8ユナイテッド・オブ・オマハ・ライフ・
インシュアランス・カンパニーの日本通
貨建契約を包括移転

平5.2オリックス生命保険に改称

平30.4 カーディフ生命保険（株）に改組

平19.10かんぽ生命保険に改

昭49.10アメリカン・ファミリー・ライフ・アシュアランス・カンパニー・オブ・コロンバス日本支社設立

平18.12アリアンツサービス 設立

平18.9かんぽ 設立

平20.3SBIアクサ
生命保険に改称

平22.5ネクスティア
生命保険に改称

平18.10SBI生保設立準備 設立

平25.5アクサダイレクト

生命保険に改称

平27.4 エヌエヌ生命保険に改称

平2.7ｵﾘｴﾝﾄ・ｴｲｵﾝ
生命保険設立

平13.7ピーシーエー
生命保険に改称

平3.12オリコ生命保険に改称

平2.9コンバインド・インシュ
アランス・カンパニー・オブ・
アメリカの契約を包括移転

昭56.12コンバインド・インシュア
ランス・カンパニー・オブ・アメリ
カ日本支社設立

平27.5 ＳＢＩ生命保険に改称

平27.7合併
平12.8ハートフォード生命保険設立

平8.8富士生命保険設

平25.4AIG富士生命保険に改称 平29.9FWD富士生命保険に改称

平30.4 アフラック生命保険（株）に改組

令2.5 イオン・アリアン
ツ

令和3.11FWD生命保険に改称
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昭56.7アイ・エヌ・エイ
生命保険設立

平19.8ソニーライフ・エイゴン・
プランニング設立

平18.12第一フロンティア 設立

平14.4大同生命保険（株）に改組

昭47.7包括移転

昭8.7昭和生命保険（相）に改称

昭20.4生命保険
中央会設立 昭22.9契約移転、閉鎖

昭22.5協栄生命保険設立

昭48.3解散
昭35.7沖縄生命保険（相）設立

昭20.4合併
昭10.12協栄生命再保険設立

平13.4ジブラルタ生命保険に改称

明40.5日之出生命保険設立 昭27.6住友生命保険（相）に改称

大15.5住友生命保険に改称

昭23.3包括移転、

解散

昭22.8国民生命保険（相）設立

平3.4ソニー生命に改称

昭55.2ソニー・プルデンシャル
生命保険に改称

昭62.9ソニー・プルコ
生命保険に改称

昭54.8ソニー・プルーデンシャル
生命保険設立

明41.8国光生命保険（相）設立
大8.8日本医師共済生命保険（相）設立

明35.9第一生命保険（相）設立

明43.3東海生命保険（相）設

明43.8蓬来生命保険（相）設立

大2.10中央生命保険（相）設立

昭8.11包括移転、解散

昭16.12包括移転、解散

明28.8真宗生命保険設立
明35.7大同生命保険を合併設立

昭23.3包括移転、解散

昭22.7大同生命保険（相）設立

明29.3護国生命保険設立

明31.2北海生命保険設立

明32.5朝日生命保険に改称

・（株）は株式会社、（相）は相互会社、（合）は合資会社を示し、特に記載なきものは株式会社を示す。
・社名上の数字は、設立・合併等の年月を示す。

平15.4太陽生命保険（株）に改組

明26.5名古屋
生命保険設立

明41.7太陽生命保険に改称

昭23.3包括移転、解散

昭23.2太陽生命保険（相）設立

平19.7第一フロンティア生命保険に改称

平21.8ソニーライフ・エイゴン
生命保険に改称

平22.4第一生命保険（株）に改組

平11.4ジー・イー・エジソン
生命保険に改称

平2.4セゾン生命保険に改称昭23.3包括移転、解散

平10.2ジー・イー・キャピタル・
エジソン生命保険（株）設立

昭50.12西武オールステート
生命保険設立

昭7.11包括移転、解散
大7.1戦友共済生命保険設立

明31.2徴兵保険設立

平16.1AIGエジソン
生命保険に改称

平14.10合併

昭22.10新日本生命保険（相）設立 昭22.12東邦生命保険（相）に改称

大14.1第一徴兵保険に改称

昭20.10新日本生命保険に改称

明37.3千代田
生命保険（相）設立

平13.4AIGスター生命保険（株）に改称・改組

平24.1合併

平24.1合併

平14.7損保ジャパン
ひまわり生命保険に改称

平9.1アイ・エヌ・エイひま
わり生命保険に改称

平13.1安田火災ひまわり
生命保険に改称

平8.8興亜火災まごころ生命保険設立

平8.8日本火災パートナー生命保険設立

平13.4日本興亜生命保険に改称

平13.4合併

平23.10 NKSJひまわり
生命保険に改称

平23.10合併

平26.9 損保ジャパン日本興亜
ひまわり生命に改称

平12.3包括移転

平18.4クレディ・アグリコル・
エス・エー・ジャパン 設立

平19.4クレディ・アグリコル
生命保険に改称

平16.4三井生命保険
（株）に改組

大3.3高砂生命保険設立

昭22.8三井生命保険（相）設立
昭22.11中央生命保険（相）に改称

昭23.3包括移転、解散

昭27.6三井命保険（相）に改称

昭2.3三井生命保険に改

平31.4大樹生命保険（株）に改称

令1.10 SOMPOひまわり
生命保険に改称

令2.4 ソニーライフ・
ウィズ生命保険に改称 令3.4合併
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平成３１・令和１
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平成２３ 平成２８

フコクしんらい生命

ニッセイ・ウェルス生命
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T＆Dフィナンシャル生命

東京海上日動あんしん生命

チューリッヒ生命

平成３０ 令和２ 令和３

昭15.10日産生命保険に改

平8.8東京海上あんしん生命保険設

平15.10東京海上日動あんしん
生命保険に改称

平8.8日動生命保険設立
平15.10合併

平8.8スカンディア生命保険設立

平16.4東京海上日動
フィナンシャル生命保険に改称

大9.3万寿生命保険設立

大3.9東華生命保険設立

昭20.3包括移転、解散

昭17.6包括移転、解散

昭27.6琉球生命
保険（株）設立

昭7.9包括移転、解散
明29.12愛国生命

保険設立

明22.7有限責任
日本生命保険設立

明42.3富士生命保険設立

大13.6寿生命保険に改称

昭8.11包括移転、解散
昭35.4琉球生命保険
（相）に改組

昭50.8包括移転、解散

昭22.5日本生命保険（相）設立

平8.8同和生命保険設立 平13.4包括移転、解散

明24日本生命保
険（株）に改称

昭20.10富国生命保険（相）に改称大12.9富国徴兵保険（相）設立

明40.1日清生命保険設立

明28.2真宗信徒
生命保険設立

明27.9仁寿生命
保険（合）設立

平13.10ティ・アンド・ディ・フィナンシャル
生命保険（株）に改称・改組

大4.12仁寿生命保険（株）に改組

昭22.7東京生命保険（相）設立

大3.7共保生命保険に改称

昭15.10合併 昭16.10合併
昭23.3包括移転、解散

昭9.9野村生命
保険に改称

昭23.3包括移転、解散

・（株）は株式会社、（相）は相互会社、（合）は合資会社を示し、特に記載なきものは株式会社を示す。
・社名上の数字は、設立・合併等の年月を示す。

平8.8共栄火災しんらい生命保険設立

平20.2フコクしんらい
生命保険に改称

平18.7T&Dフィナンシャル
生命保険に改称

明42.3太平生命保険設立 昭23.3包括移転、解散

大10.9片倉生命保険設立 昭17.10合併

平9.6あおば生命保険設立

平9.10包括移転、解散

昭29.5日産生命保険（相）に改称
昭22.8日新生命
保険（相）設立

昭8.12包括移転、解散大3.2大安生命保険設立

昭62.10プルデンシャル生命保険設立

平17.2合併

平14.7損保ジャパン・ディー･
アイ･ワイ生命保険に改称

平11.4ディー・アイ・ワイ生命保険設立

平26.11 ネオファースト生命
保険に改称

平8.8チューリッヒ・ライフ・インシュアラ
ンス・カンパニー・リミテッド設立

平13.12マスミューチュア
ル生命保険に改称

昭22.10平和生命保険設立

明40.1横浜生命保険設立 昭23.3包括移転、解散

昭10.12板谷生命保険に改称

平31.1ニッセイ・ウェルス
生命保険に改称

平31.4 はなさく生命保険設立

令3.4 チューリッヒ生命保険（株）に改組

令3.4 なないろ生命保険設立
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メットライフ生命

2014

みどり生命

ライフネット生命

平成２４平成２３
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1940

令和３

2021

平成３１・令和１

2019

平18.10ネットライフ企画 設立

昭4.8安田生命保険に改称明33.4共済生命保険（株）に改組

明41.7神国生命保険設立

平22.4プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険に改称

平11.4マニュライフセンチュリー生命保険（株）設立

平13.4包括移転

平13.9マニュライフ

生命保険（株）に改称

昭5.10日華生命
保険に改称

明45.2同胞生命保険設立

大11.7国華徴兵保険設立

大2.3八千代生命保険設立

明27.9京都生命

保険設立

明39.8萬歳生命保険設立

大3.8日華生命保険設立

大3.9福徳生命保険に改称

明41.4博愛生命保険に改称

大6.8合併 昭4.8合併

昭22.9第百生命保険（相）設立
昭4.8日華萬歳生命保険に改

昭23.3包括移転、解散

昭16.12
第百生命

徴兵保険に改称

昭20.10第百生命保険に改称

昭16.11合併

昭5.4包括移転、解散

平8.8三井みらい生命保険設

平8.8住友海上ゆうゆう生命保険設

平13.10三井住友海上

きらめき生命保険に改称

平13.10合併

平13.9三井住友海上シティ
インシュアランス生命保険設立

昭17.9合併

明27.3有隣生命
保険設立

昭22.7安田生命保険（相）設立 昭22.10光生命保険（相）に改称

昭22.7明治生命保険（相）設立

昭18.7合併大6.12包括移転

明14.7有限明治

生命保険設立

大7.9解散

昭23.3包括移転、解散

明27.3共済生命保険（合）設立 昭23.3包括移転、解散
昭27.1安田生命保険（相）に改称

平16.1合併

平16.1明治安田生命保険（相）設立

明26.12明治生命保険（株）に改称

・（株）は株式会社、（相）は相互会社、（合）は合資会社を示し、特に記載なきものは株式会社を示す。
・社名上の数字は、設立・合併等の年月を示す。

平17.10三井住友海上
メットライフ生命保険に改称

平20.3ライフネット生命保険に改称

平20.8みどり生命保険に改称

平14.4大和生命
保険設立

平13.3包括移転

平13.2あざみ生命保険設立

昭22.9大和生命保険（相）設立

明29.9日本教育

保険設立

大2.4大正生命保険設立

明44.9日本徴兵保険設立

昭20.10大和生命保険に改称

昭23.3包括移転、解散

昭23.3包括移転、解散

明33.10日本教育生命保険に改称

平14.4合併

平21.5プルデンシャル ファイナンシャル
ジャパン生命保険に改称

平22.2メディケア生命保険に改称

平23.4三井住友海上

プライマリー生命保険に改称

平13.4あいおい生命保険に改称

平8.8大東京しあわせ生命保険設立

平8.8千代田火災エビス生命保険設立

平13.4合併

平23.10三井住友海上
あいおい生命保険 設立

平23.10合併

昭47.12アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支社日本人向け営業認可

平24.4 メットライフアリコ生命保険設立
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店から事業

平24.5 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店
からメットライフアリコ生命へ保険契約の包括移転

平19.11みどり設立準備 設立

平21.10メディケア生保設立準備 設立

平20.8アイリオ生命保険に改称平19.10エキスパートアライアンス

保険準備 設立

平25.4楽天生命保険に改称

平26.7メットライフ生命保険に改称

明41.8福寿生命保険設立


