1918.7設立

1941.11合併

日本簡易火災保険(株)

1949.5改称

富士火災海上保険(株)

1922.7設立

京都火災保険(株)

1919.1設立

1925.12改称

八千代海上火災保険(株)

1931.11改称

平和海上火災保険(株)

共済火災保険(株)

1935.2合併

1938.2改称

新興簡易火災保険(株)

1977.8免許

常磐簡易火災保険(株)

エーアイユー・インシュアランス・カンパニー

1978.3
包括移転

1989
包括移転

2005.2
包括移転

(AIU保険会社)
2012.10免許
1928.9設立

大日本自動車保険(株)

1959.2
1960?
包括移転 包括移転?

1949.12免許(AIUC)～1978.4廃止

ハノーヴァー・インシュアランス・カンパニー

2018.1改称

AIU損害保険(株)

2013.4
包括移転

2018.1
合併

AIG損害保険(株)

(ハノーヴァー火災保険会社)
1949.12免許(AIUC)

パシフィック・ナショナル・ファイアー・インシュアランス・カンパニー
(パシフィック・ナショナル火災保険会社)
1949.12免許(AIUC)～1960.12廃止

フアイアメンス・インシュアランス・カンパニー
(フアイアメンス保険会社)
1952.8免許～1989.7廃止

アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド
(AIA) (アメリカン・インターナショナル保険会社)

(図A2) →

1950.7免許(BIG)

1975.7商号更正～2005.3廃止

ゼ・ロンドン・アッシュアランス

ザ・ロンドン・アッシュアランス

(ロンドン・アシユーアランス社)

(ロンドン保険会社)

(図A2) →

1989.4支店方式に移行

1975.7免許

1982.1改称

1997.11改称～2005.3廃止

ロイヤル・インシユアランス・
カンパニー・リミテツド

ロイヤル・インシュアランス・
パブリック・リミテッド・カンパニー

ロイヤル・アンド・サンアライアンス・
インターナショナル・ピーエルシー

(ロイヤル保険会社)

(ロイヤル保険会社)

(RSA) (ロイヤル・サンアライアンス保険会社)

1960.12免許

アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー

2005.2
包括移転

(AHA) (アメリカンホーム保険会社)

2013.11免許

アメリカンホーム医療・損害保険(株)

1989.7設立

ジャパン・インターナショナル傷害保険(株)

1996.4改称

ジェイアイ傷害・火災保険(株)

1966.8免許(東京海上)

1968.7改称

1970.6改称

1994.11改称

レ・ユニオン・コンパニ・ダシュアランス・
アンサンディ・アクシダン・リスクディベール

ル・ユニオン・デ・ザシュアランス・ド・パリ
“ル・ユニオン イー・アー・エール・ディ”

ル・ユニオン・デ・ザシュアランス・ド・パリ
“イー・アー・エール・ディ”

ユニオン・デ・ザシュランス・ド・パリ
“イ・ア・エール・デ”

1987.7 支店方式に移行

(UAP保険会社)

2002.2
包括移転

1998.6 設立

アクサ損害保険(株)

1922.7免許～1943.2敵産管理法により事業廃止(大正海上)
(図A2) →

ローヤル・エキスチェンジ・アッシュアランス

1950.7免許(バターフイルド・アンド・スワイヤー)～1974.1(ジヨン・スワイヤ・エンド・サンズ)

ローヤル・エキスチェンジ・アッシュアランス
(REA) ローヤル・エキスチェンジ保険(株)

損害保険会社の変遷 (A1)

1993.1支店方式に移行

1998.11
包括移転

2014.4
包括移転

2005.2
包括移転

(図A1)

エーアイユー・インシュアランス・カンパニー
(AIU保険会社)

1901.9免許～1942.10敵産管理法による事業廃止(東京海上)

1950.7免許(BIG)

1975.7商号更正～2005.3廃止

ゼ ロンドン アツシユランス コーポレーシヨン

ゼ・ロンドン・アッシュアランス

ザ・ロンドン・アッシュアランス

(ロンドン・アシユーアランス社)

(ロンドン保険会社)

1950.7免許(BIG)

1975.7商号更正～1993.12廃止

1900.5免許～1942.12敵産管理法による事業廃止(東京海上)

ノルウヰツチ ユニオン フアイア インシユランス ソサイエテー リミテツド

ノルウヰッチ・ユニオンファイヤ・インシュランス・ソサイェテイ・リミテッド

1993.12
包括移転

1998.6
包括移転

1989.4支店方式に移行

ノーウイッチ・ユニオンファイア・インシュアランス・ソサイェテイ・リミテッド

(ノーウイツチ・ユニオン火災保険株式会社)

1900.5免許

ゼ ヨークシヤイヤ フアイア エンド
ライフ インシユランス コムパニー

1910頃か?改称～1942.12敵産管理法による事業廃止(東京海上)

ゼ・ヨークシャイヤ・インシュランス・コンパニー・リミテッド

1975.7商号更正～1989.12廃止

1950.7免許(BIG)

ゼ・ヨークシャイヤ・インシュランス・コンパニー・リミテッド

ザ・ヨークシャー・インシュアランス・カンパニー・リミテッド

(ヨークシヤー保険株式会社)

1988.11免許(BIG)～1998.12廃止

ジェネラル・アクシデント・ファイア・エンド・ライフ・アッシュアランス・コーポレーション・ピー・エル・シー
1989.12
包括移転

1921.12免許～1942.10敵産管理法による事業廃止(東京海上)

カレドニアン・インシュアランス・コンパニー

1975.7商号更正～1988.12廃止

1950.7免許(BIG)

カレドニアン・インシュアランス・コンパニー

カレドニアン・インシュアランス・カンパニー

(カレドニア保険会社)

1901.5免許～1942.12敵産管理法による事業廃止(東京海上)

1975.7商号更正～1988.12廃止

1950.7免許(BIG)

ユニオン インシユランス ソサイエチー オブ カントン リミテツド

ユニオン・インシュランス・ソサイェチー・ヲブ・カントンリミテッド

ユニオン・インシュアランス・ソサイェテイ・オブ・カントン・リミテッド

(株式会社ユニオン・インシユーアランス・ソサエテイ・オブ・カントン)

1900.10免許～1942.12敵産管理法による事業廃止(東京海上)

1975.7商号更正～1998.6廃止

1950.7免許(BIG)

アライアンス アツシユランス コムパニー リミテツド

アライアンス・アッシュアランス・コンパニー・リミテッド

アライアンス・アッシュアランス・カンパニー・リミテッド
1989.4支店方式に移行

1900.10免許～1942.11敵産管理法による事業廃止(東京火災)

1975.7商号更正～1989.12廃止

1950.7免許(BIG)

フヰニツクス アツシユランス コムパニー リミテツド

フィニックス・アッシュアランス・コンパニー・リミテッド

フィニックス・アッシュアランス・カンパニー・リミテッド

（フイニツクス保険株式会社)

1900.12免許～1938.8事業廃止

1951.8免許～1959.11(バターフイルド・アンド・スワイヤー)～1963.1廃止

ローヤル インシユランス コムパニー リミテツド

ロイヤル・インシユアランス・カンパニー・リミテツド

1982.3改称～1998.6廃止

フィニックス・アッシュアランス・パブリック・リミテッド・カンパニー
1989.4支店方式に移行

1975.7免許

1982.1改称

ロイヤル・インシユアランス・カンパニー・リミテツド

(ロイヤル保険会社)

1988.12
包括移転

(ロイヤル保険会社)

1997.11改称～2005.3廃止

ロイヤル・インシュアランス・パブリック・リミテッド・カンパニー

ロイヤル・アンド・サンアライアンス・インターナショナル・ピーエルシー

(ロイヤル保険会社)

(RSA) (ロイヤル・サンアライアンス保険会社)

(図A1)

アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー

2005.2
包括移転

(AHA) (アメリカンホーム保険会社)

1901.10免許

ゼ ロー ユニオン エンド クラウン フアイヤ
エンド ライフ インシユランス コンパニー

1912頃か?改称～1942.10敵産管理法による事業廃止(東京海上)

ゼ ロー ユニオン エンド ロツク インシユランス コンパニー リミテツド

ロー・ユニオン・エンド・ロツク・インシユアランス・コンパニー・リミテツド

1922.7免許～1943.2敵産管理法による事業廃止(大正海上)

ローヤル エキスチエンヂ アツシユランス コーポレーシヨン

ローヤル エキスチエンジ アツシユランス

1901.5免許

ゼ ロンドン エンド ランカシヤイア フアイア
インシユランス コムパニー リミテツド

1985.12
包括移転

1950.7免許(バターフイルド・アンド・スワイヤー)～1974.1(ジヨン・スワイヤ・エンド・サンズ)

ローヤル・エキスチェンジ・アッシュアランス
(REA) ローヤル・エキスチェンジ保険(株)

ゼ ガーデアン フアイア エンド ライフ
アッシユランス コムパニー リミテッド

アクサ損害保険(株)

ロー・ユニオン・エンド・ロツク保険(株)

1900.3免許～1913.3事業廃止

1900.7免許

(図A1)

1950.7免許(BIG)～(バターフイルド・アンド・スワイヤー)～1964.6廃止

1993.1支店方式に移行

1964
本社が合併

1911頃か?改称～1942.11敵産管理法による事業廃止(東京火災)

1950.7免許(BIG)～(バターフイルド・アンド・スワイヤー)～1974.1(ジヨン・スワイヤ・エンド・サンズ)

1982.4改称～1985.2(BIG)～1986.1廃止

ゼ ガーデイアン アツシユランス コムパニー リミテツド

ガーデイアン・アツシユアランス・コンパニー・リミテッド

ガーデイアン・アシユアランス・パブリック・リミテッド・コンパニー

ガーデイアン保険(株)

ガーデイアン保険(株)

1920.9改称認可～1942.9敵産管理法による事業廃止(東京火災)

ゼ ロンドン エンド ランカシヤイア インシユランス コムパニー リミテツド

1950.7免許(BIG)～(バターフイルド・アンド・スワイヤー)～1986.1廃止

ロンドン・エンド・ランカシヤー・インシユアランス・カンパニー・リミテッド
ロンドン・エンド・ランカシヤー保険(株)

1951.8免許(バターフイルド・アンド・スワイヤー)～1986.1廃止

損害保険会社の変遷 (A2)

ブリティシュ・エンド・フォーリンマリン・インシュアランス・コンパニー・リミテッド
ブリティシュ・エンド・フォーリンマリン保険(株)、ブリティシュ・エンド・フォーリン海上保険(株)

2002.2
包括移転

