販売推奨方針
募集人の権限の明示
損害保険募集人
当社の損害保険募集人は保険会社との委託契約に基づき、 お客さまからの告知の受領、 保険契約の締結、 保険料の領収、 保険料領収証の交付、
契約の管理業務などの代理業務を行っています。 したがって、 当代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、 保険会社と直接
契約されたものとなります。

生命保険募集人
当社の生命保険募集人はお客様と保険会社との生命保険の媒介を行いますが契約締結の代理権はありません。 また当代理店に告知受領権はありませ
ん。 よって生命保険募集人に告知内容をお話しいただいても告知した事にはなりませんので告知書面へのご記入をお願いいたします。 尚、 保険会社
が承諾した時に保険契約は有効に成立します。

取扱保険会社
損害保険会社
・ 損害保険ジャパン株式会社
・ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

生命保険会社
・ メットライフ生命保険株式会社
・ SOMPO ひまわり生命保険株式会社
・ エヌエヌ生命保険株式会社
・ 第一生命保険株式会社
・ 三井住友海上あいおい生命保険株式会社

損害保険編
新規引受時の推奨保険会社（原則）： 損害保険ジャパン株式会社を推奨する理由
1. 当社は、 事故の際に円滑な事故対応を行うため、 取扱保険会社の中でも地域最大規模のサービスセンターを有する損害保険ジャパン株式会社を
推奨いたします。
2. 当社は、 代理店として事故対応も含めた円滑な顧客対応を行う上で、 取扱保険会社の中で問合せ等利便性が特に高い損害保険ジャパン株式会社
を推奨いたします。
3. 当社は、 取扱保険会社の中でも組織、 事業規模が大きく商品供給先として特に信頼性が高いため損害保険ジャパン株式会社を推奨いたします。

新規時に推奨方針会社以外の保険会社を提案する理由
1. お客さまのご意向の保険商品が推奨保険会社に無い場合、 または商品ごとの引受条件やお支払い条件などお客さまのご意向に沿えない場合は、
推奨保険会社以外の保険商品をご提案させて頂く場合がございます。
2. お客さまの生活や、 企業経営の為に有益だと判断した場合は、 推奨保険会社以外の保険商品をご提案させていただく場合がございます。

継続契約時の推奨保険会社について
1. 原則、ご契約者様が今までの保険会社で特にご不満や、また他の保険会社への切替意向などがない場合は、現在の保険会社にてご継続手続き ( 更
改 ) をさせていただきます。
2. 各保険会社の商品の改定やご契約者様の状況を勘案し、 よりよいご提案になると判断した場合は、 現在の保険会社とは違う保険会社商品にてご
継続を勧めさせていただく場合がございます。

その他の理由により推奨保険会社が変更になる場合
1. 推奨保険会社商品でご契約者様のご要望にお応え出来ない場合 ( 引受条件、 保険料、 商品の有無など ) は上記の推奨方針を変更しご提案
させていただく場合がございます。

生命保険編
主な商品ごとに推奨商品を選定

商品分類 / 推奨保険会社

ガン保険のみ
メットライフ生命保険株式会社

医療保険のみ
メットライフ生命保険株式会社

収入保障保険
SOMPOひまわり生命保険株式会社

定期保険
メットライフ生命保険株式会社 または
SOMPOひまわり生命保険株式会社

外貨建て終身保険
メットラ イフ生命保険株式会社

円建て終身保険
SOMPO ひまわり生命保険株式会社 または
三井住友海上あいおい生命保険株式会社

医療保険 + 特定疾病特約 等の組合せ
メットライフ生命保険株式会社 または
SOMPO ひまわり生命保険株式会社

一時払終身保険
メットライフ生命保険株式会社

重度疾病定期保険
エヌエヌ生命保険株式会社

推奨理由
・ 保険料払込免除特約が付帯可能。
・ 一時金や入通院を自由に設計することができる。
・ 支払要件が他社と比べて優れている。
・ 商品付帯サービスが優れている。
・ 8 大疾病入院延長特約の保障あり。
・ 健康祝金付帯可能。
・ 商品付帯サービスが優れている。
・ お客様のニーズや意向に沿ったプラン設計が出来る
・ 他社と比べて概ね安価。
・ 保険料払込免除特約が付帯可能。
・ コンバージョン等の保全のバリエーションが豊富。
・ 非喫煙健康優良体料率がある。
・ 他社と比べて概ね安価。
・ 保険料払込免除特約が付帯可能。
・ コンバージョン等の保全のバリエー ションが豊富。
・ 非喫煙健康優良体料率がある。
・ 保険料払込免除特約や介護特約等が豊富。
・ 積立利率が高く他社より優れている。
・ 低解約返戻金特約の有無を選択することができる。

・ 各社年齢、性別の保険料差により選択。
※全社比較し、ご提案させていただきます。

・ 年齢や性別によって選択。
・ 特約に関しては一長一短でお客様のニーズや意向により選択する。
※全社比較し、ご提案させていただきます。

・ 積立利率、引き受け条件が他社に比べ優れている。
・ 格付けが AA- と最高水準 (S&P 社 保険財務力調べ )

・ 法人契約において、従業員への保障と一定の資産形成も出来る。
・ 取扱他社にはない法人に特化した商品である。

顧客の意向確認（生命保険）個人

医療・ ガン

医療保険もしくは
ガン保険医に
加入したい

医療保険に特約を
付帯し特定疾病にも
備えたい

メットライフ生命
ひまわり生命

メットライフ生命

死亡保障

老後保障

その他

貯蓄性

掛け捨て保険料を
抑えたい

資産運用
円建て

外貨建て

ひまわり生命
あいおい生命
第一生命

ひまわり生命

介護への備え

メットライフ生命
ひまわり生命

メットライフ生命

下記の理由で推奨商品以外の保険商品を提案する場合あり
・ 告知事項、 既往症による引き受け条件の違い
・ 他での加入の同保険会社の状況に応じて （先進医療、 通算告知等）
・ 高齢者の告知枠、 引き受け条件の違い （死亡保障 MS のみ 75 歳、 医療 85 歳等）
・ 契約者の特別な意向
・ 加入後の将来的な保全をふまえた提案となる場合

顧客の意向確認（生命保険）法人

死亡保障

医療・ ガン

医療保険もしくは
ガン保険に
加入したい

メットライフ生命

医療保険に特約を
付帯し特定疾病にも
備えたい

メットライフ生命
ひまわり生命

福利厚生準備

貯蓄性

掛け捨て保険料を
抑えたい

従業員への備え
円建て

ひまわり生命

外貨建て

エヌエヌ生命
第一生命

資産運用

メットライフ生命

メットライフ生命
エヌエヌ生命

法人顧客の意向理由に基づく推奨方針理由 （福利厚生）
メットライフ生命 ドル建て商品
・ 保険料を抑えて保障を準備することができる
・ 外貨建てによる資産形成をすることができる

エヌエヌ生命 災害 ・ 重度疾病定期
・ 一定時間の災害 ・ 重度疾病 （急性心筋梗塞 ・ 脳卒中） による死亡保障を手厚く準備ができる
・ 保険料が損金算入することができ、 解約返戻金で退職金等への備えができる。
※その他の意向に関しては個人の意向確認に準ずる。

代理店

株式会社ベストパートナー

住所

和歌山県新宮市緑ヶ丘 1−8−２５

代表者氏名

門 和宏

電話番号

0735-21-2552

受付時間

平日 9:00-17:00

