
 

保険会社向けの総合的な監督指針（様式・参考資料編）（新旧対照表） 

現     行 改  正  後 
Ⅰ（１）保険会社関係 Ⅰ（１）保険会社関係 

別紙様式 76 （新設） 
文 書 番 号  
年  月  日  

金融庁長官 殿  
保険会社名（又は外国保険会社名）  
代表者名（又は日本における代表者名）   印  
保険会社名（又は外国保険会社名）  
代表者名（又は日本における代表者名）   印  
少額短期保険業者名  
代表者名                 印 

 
 

 
 

 
保険募集の再委託に係る認可申請書 

 
 保険募集の再委託をいたしたく、保険業法第２７５条第３項の規定に基づき、別紙のとおり認可
を申請いたします。 

 

  
 添付書類 
 1 別紙様式 76 の２ 
 2 理由書  
 3 保険募集再委託者と所属保険会社等との間の委託契約書の案 
 4 保険募集再委託者がその所属保険会社等と保険業法施行規則第 212 条の６の２に定める密接

な関係を有する者であることを証する書面   

 5 保険募集再委託者が当該再委託について所属保険会社等の許諾を得ていることを証する書面  
6 保険募集再委託者及び所属保険会社等の当該再委託に係る実施体制を記載した書面  
7 所属保険会社等の当該再委託に係る方針  
8 その他参考となるべき事項を記載した書面  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

保険会社向けの総合的な監督指針（様式・参考資料編）（新旧対照表） 

現     行 改  正  後 
（新設）                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式 76 の２  

 

保険募集再委託者の

商 号 又 は 名 称
 

所 属 保 険 会 社 等 の

商 号 又 は 名 称
 

保 険 契 約 の 種 類  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保険会社向けの総合的な監督指針（様式・参考資料編）（新旧対照表） 

現     行 改  正  後 
別紙様式 77 （新設） 

文 書 番 号  

年  月  日  

  

金融庁長官 殿  

  

保険会社名（又は外国保険会社名）  
代表者名（又は日本における代表者名）    印                                   
保険会社名（又は外国保険会社名）  
代表者名（又は日本における代表者名）    印  
少額短期保険業者名  
代表者名                   印  

  
  

保険募集再委託に係る認可事項変更届出書  
  
 保険募集再委託に係る認可申請書添付の書面の変更について、保険業法第 127 条第 1項第 8号及

び保険業法施行規則第 85 条第 1項第 18 号（又は保険業法第 209 条第 9 号、第 272 条の 21 第 1 項

第 6号、保険業法施行規則第 166 条第 1項第 8号及び第 211 条の 55 第 1 項第 15 号）に基づき、下

記のとおりお届けいたします。 

 

 

 

 
  

記  
  

 変更事項が記載された添付書類  
 

 
変更前  

 
変更事項 

 
変更後  

 

 
変更理由   

                                                       
 添付書類 
  その他参考となるべき事項を記載した書面 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 



 

保険会社向けの総合的な監督指針（様式・参考資料編）（新旧対照表） 

現     行 改  正  後 
Ⅲ-2-1①生命保険募集人登録申請書（規則別紙様式第１７号）記載事項 Ⅲ-2-1①生命保険募集人登録申請書（規則別紙様式第１７号）記載事項 

 

（別紙１）

　　　　　　職種区分
項目

内勤職員 営業職員 個人募集代理店 法人募集代理店  個人代理店使用人  法人代理店使用人

 日　　付

 商号又は名称・氏名  法人名、代表者の

 ・印  役職及び氏名を記

 名し押印する。

 法定代理人氏名・印  記載しない。

 職種区分

 登　　録

 商号・名称又は氏名  登記簿謄本等にあ

 る法人名

 代表者又は管理人の  代表者氏名

 氏名

 生年月日・性別  代表者の生年月日

 ・性別

 事務所の名称  「本社」  代申支社名  住民票等にある氏  母店名（他事務所  記載しない。  勤務している事務

 名  がある場合は別葉  所

 に記載）

 事務所の所在地  本社の所在地  代申支社の所在地  事務所の所在地  母店の所在地  所属代理店の事務  勤務している事務

 （同上）  所の所在地  所の所在地

 所属代理店等の商号

等

 所属保険会社の商号

 又は名称

保険募集再委託者の 記載しない。

商号又は名称

当該再委託に係る所属 記載しない。

保険会社等の商号又は

名称

 他に行っている業務の

 種類

 備　　考  代表者の整理番号

 。整理番号の付番

 方法は申請番号に

 準じる。代表者が

 生命保険協会が行

 っている一般課程

 試験に合格してい

 るかを記載する。

(注）

代申会社がわかるようにする。

 申請書記載日

 本欄は、本人による自署（記名押印でも可）とする。外国  内勤職員等と同様

 人で通称名が登録されている者は、本国名か通称名かいず

 れか一方を選択する。個人募集代理店は代表者の氏名を記

 載し、屋号は記載しない。

 申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年  内勤職員等と同様

 者のとき記名し押印する。法定代理人は、父母の一方若し

 くは後見人をもって足りるものとする。

 該当の職種区分を余白に記載する。

 便宜上代申支社において登録年月日欄には、登録申請年月日を記載し、登録番号欄には、申請番号を記載しておくもの

 とする。申請番号は、別紙２「申請番号・登録番号の記載要領」により記載させるものとする。

 住民票等にある氏名  住民票等にある氏名

 記載しない。  記載しない。

 住民票等にある生年月日・性別  住民票等にある生年月日・性別

 は、屋号を記載しない。）

 所属保険会社の商号又は名称

 記載しない。  所属代理店の商号、名称又は氏名を記

 載する。（個人代理店使用人にあって

  所属保険会社の商号又は名称と代申支社名。乗合の場合は、

 他に行っている業務がある場合は、その主要な業務を１つ記載する。ない場合は、その旨記載する。

 記載しない。  記載しない。

  所在地）若しくは母店(母店の所在地）を記載することにより代えることができる。

１．法人募集代理店の代表者が複数いるときは、２人目以降の代表者全員分の登録申請書の下片を提出する。

  記載する欄は、「職種区分、登録、商号、名称又は氏名、生年月日、性別、代表者又は管理人の氏名、所属保険会社の商号、名称又は氏名、

  備考」とし、記載内容は、法人募集代理店の当該欄の内容に準じる。

２．法人募集代理店の事務所は、募集人が所属する事務所がある場合に記載し、各事務所の名称及び所在地は、別葉に記載する。なお、代申

３．法人代理店使用人の事務所は、当該法人代理人の本店若しくは母店が当該使用人の勤務している事務所を常時把握し、かつ、所

  属保険会社が当該使用人の勤務している事務所を速やかに把握できる体制となっている場合には､当該法人代理店本店(本店の

保険募集再委託者が複数ある場合は、すべての保険募集再委託者の商号又は名称
を記載する。

所属保険会社等が複数ある場合は、すべての所属保険会社等の商号又は名称を記
載する。

（様式Ⅲ－２－１）

  支社が事務所別募集人一覧表を作成することにより代えることができる。

（別紙１）

　　　　　　職種区分
項目

内勤職員 営業職員 個人募集代理店 法人募集代理店  個人代理店使用人  法人代理店使用人

 日　　付

 商号又は名称・氏名  法人名、代表者の

 ・印  役職及び氏名を記

 名し押印する。

 法定代理人氏名・印  記載しない。

 職種区分

 登　　録

 商号・名称又は氏名  登記簿謄本等にあ

 る法人名

 代表者又は管理人の  代表者氏名

 氏名

 生年月日・性別  代表者の生年月日

 ・性別

 事務所の名称  「本社」  代申支社名  住民票等にある氏  母店名（他事務所  記載しない。  勤務している事務

 名  がある場合は別葉  所

 に記載）

 事務所の所在地  本社の所在地  代申支社の所在地  事務所の所在地  母店の所在地  所属代理店の事務  勤務している事務

 （同上）  所の所在地  所の所在地

 所属代理店等の商号

等

 所属保険会社の商号

 又は名称

 他に行っている業務の

 種類

 備　　考  代表者の整理番号

 。整理番号の付番

 方法は申請番号に

 準じる。代表者が

 生命保険協会が行

 っている一般課程

 試験に合格してい

 るかを記載する。

(注）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

代申会社がわかるようにする。

 申請書記載日

 本欄は、本人による自署（記名押印でも可）とする。外国  内勤職員等と同様

 人で通称名が登録されている者は、本国名か通称名かいず

 れか一方を選択する。個人募集代理店は代表者の氏名を記

 載し、屋号は記載しない。

 申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年  内勤職員等と同様

 者のとき記名し押印する。法定代理人は、父母の一方若し

 くは後見人をもって足りるものとする。

 該当の職種区分を余白に記載する。

 便宜上代申支社において登録年月日欄には、登録申請年月日を記載し、登録番号欄には、申請番号を記載しておくもの

 とする。申請番号は、別紙２「申請番号・登録番号の記載要領」により記載させるものとする。

 住民票等にある氏名  住民票等にある氏名

 記載しない。  記載しない。

 住民票等にある生年月日・性別  住民票等にある生年月日・性別

 は、屋号を記載しない。）

 所属保険会社の商号又は名称

 記載しない。  所属代理店の商号、名称又は氏名を記

 載する。（個人代理店使用人にあって

  所属保険会社の商号又は名称と代申支社名。乗合の場合は、

 他に行っている業務がある場合は、その主要な業務を１つ記載する。ない場合は、その旨記載する。

 記載しない。  記載しない。

  所在地）若しくは母店(母店の所在地）を記載することにより代えることができる。

１．法人募集代理店の代表者が複数いるときは、２人目以降の代表者全員分の登録申請書の下片を提出する。

  記載する欄は、「職種区分、登録、商号、名称又は氏名、生年月日、性別、代表者又は管理人の氏名、所属保険会社の商号、名称又は氏名、

  備考」とし、記載内容は、法人募集代理店の当該欄の内容に準じる。

２．法人募集代理店の事務所は、募集人が所属する事務所がある場合に記載し、各事務所の名称及び所在地は、別葉に記載する。なお、代申

３．法人代理店使用人の事務所は、当該法人代理人の本店若しくは母店が当該使用人の勤務している事務所を常時把握し、かつ、所

  属保険会社が当該使用人の勤務している事務所を速やかに把握できる体制となっている場合には､当該法人代理店本店(本店の

（新設）

（様式Ⅲ－２－１）

  支社が事務所別募集人一覧表を作成することにより代えることができる。



 

保険会社向けの総合的な監督指針（様式・参考資料編）（新旧対照表） 

現     行 改  正  後 
Ⅲ-2-2①損害保険募集代理店登録申請書（規則別紙様式第１７号）記載事項 Ⅲ-2-2①損害保険募集代理店登録申請書（規則別紙様式第１７号）記載事項 

 
 

（別紙１） （様式Ⅲ-2-1）

同左

氏名を記載する。

区分
項目

同左代理申請会社名を記載する

法人代理店

氏名は代表者又は管理人の氏名を記載す
る。なお、代表者が複数いる場合は、筆頭
者の氏名を記載することとする。代理店が、
別個に支店の登録を行う場合、登録申請者
は、登録をしようとする代理店の支店長等と
せず、本店の代表者とすることで差し支えな

い。

商号又は名称を記載する。

上

片

日付 財務局への登録申請日を記載する

個人代理店

氏名は申請者本人の自筆とする。商号又は名称・氏名・印

登録年月日欄は、管轄財務局において記
載する。登録番号欄は、別紙２「登録番号
の記載要領」により代理申請会社に記載さ

せるものとする。

法定代理人氏名は、申請者が営業に関し
成年者と同一の能力を有しない未成年者の

場合に記載する

同左
同左

記載を要しない
記載を要しない

抹消
受付

下

片

備考

他に業務を行っている場合
は、その業務の種類

商号又は名称・氏名・印

所属保険会社の商号、名称
又は氏名

当該再委託に係る所属保険
会社等の商号又は名称

代理申請会社

法定代理人氏名・印

　　　　　　　　       同左
代理人がその支店等を別個の代理店として
登録の申請を行う場合には、新たに登録す
る事務所の登録申請書の備考欄に「本店に
て呈示済」の旨記載し、本店の代理申請会
社名とその登録番号を記載して提出すれば
添付書類を省略することができる。

代理申請会社が、登録申請書の記載事項
及び登録申請書の添付書類を代理店が徴
求したことの確認として、代理申請会社にお
いて添付書類徴求済の旨を記載した上、確

認印を押印する。

他に業務を行っている場合については、そ
の主要な業務の記載をもって足りるものとす
る。ただし、生命保険募集人の登録を受け
ている場合はその旨を記載する。なお、①
③ハの登録の場合においては、「生命保険
募集人（支部長等）」と記載することとする。

他に業務を行っている場合については、そ
の主要な業務の記載をもって足りるものとす
る。ただし、生命保険募集人の登録を受け
ている場合はその旨記載する。

所属保険会社等が複数ある場合は、すべ
ての所属保険会社等の商号又は名称を記
載する。

同左

乗合会社（代理申請会社以外）がある場合
は乗合会社名を略記する。

同左

保険募集再委託者が複数ある場合は、す
べての保険募集再委託者の商号又は名称
を記載する。

同左

代表者又は管理者の氏名

筆頭者の生年月日及び性別を記載し、筆
頭者以外の代表者については、代表者別

表に記載する。
申請者の生年月日及び性別を記載する。生年月日等

代表者又は管理者の氏名を記載する。な
お、代表者が複数いる場合は、当該欄には
筆頭者を記載し、その他の代表者について
は、「代表者又は管理人（別表）」（別紙様
式66、以下「代表者別表」という。）に記載

し、登録申請書に添付するものとする。

保険募集再委託者の商号又
は名称

登録 同左

損害保険代理業務を行う事務所について記
載する。（事務所の名称がない場合は名称
欄の記載を要しない。また、事務所の所在

地が住所欄と同じ場合は、所在地欄の記載
を要しない。）なお、①③ハの登録の場合、
事務所の所在地は、保険業法第98条に基
づく業務の代理・事務の代行を委託する損
害保険会社の本店の所在地又はこれに準
じて管理全般が一括して行われる事務所の

所在地とする。

事務所の名称・所在地

損害保険代理業務を行う事務所について記
載する。（事務所の所在地が住所欄と同じ
場合は、所在地欄の記載を要しない。）代
理店が別個に支店等の登録を行う場合に

は、既登録の代理店の事務所については、
登録申請書の「事務所の名称、所在地」欄

の記載を要しない。

申請者の住民票等上の現住所を記載する。
なお、①③ハの登録の場合においては、記

載を要しない。
商業登記簿上の本店の住所を記載する。住所

（様式Ⅲ-2-1）（別紙１）
区分

項目

同左

氏名を記載する。

同左代理申請会社名を記載する

法人代理店

氏名は代表者又は管理人の氏名を記載す
る。なお、代表者が複数いる場合は、筆頭
者の氏名を記載することとする。代理店が、
別個に支店の登録を行う場合、登録申請者
は、登録をしようとする代理店の支店長等と
せず、本店の代表者とすることで差し支えな

い。

商号又は名称を記載する。

上

片

日付 財務局への登録申請日を記載する

個人代理店

氏名は申請者本人の自筆とする。商号又は名称・氏名・印

登録年月日欄は、管轄財務局において記
載する。登録番号欄は、別紙２「登録番号
の記載要領」により代理申請会社に記載さ

せるものとする。

法定代理人氏名は、申請者が営業に関し
成年者と同一の能力を有しない未成年者の

場合に記載する

代理申請会社

下

片

備考

他に業務を行っている場合
は、その業務の種類

商号又は名称・氏名・印

所属保険会社の商号、名称
又は氏名

（新設）

法定代理人氏名・印

　　　　　　　　       同左
代理人がその支店等を別個の代理店として
登録の申請を行う場合には、新たに登録す
る事務所の登録申請書の備考欄に「本店に
て呈示済」の旨記載し、本店の代理申請会
社名とその登録番号を記載して提出すれば
添付書類を省略することができる。

代理申請会社が、登録申請書の記載事項
及び登録申請書の添付書類を代理店が徴
求したことの確認として、代理申請会社にお
いて添付書類徴求済の旨を記載した上、確

認印を押印する。

他に業務を行っている場合については、そ
の主要な業務の記載をもって足りるものとす
る。ただし、生命保険募集人の登録を受け
ている場合はその旨を記載する。なお、①
③ハの登録の場合においては、「生命保険
募集人（支部長等）」と記載することとする。

他に業務を行っている場合については、そ
の主要な業務の記載をもって足りるものとす
る。ただし、生命保険募集人の登録を受け
ている場合はその旨記載する。

（新設） （新設）

乗合会社（代理申請会社以外）がある場合
は乗合会社名を略記する。

同左

（新設） （新設）

代表者又は管理者の氏名

筆頭者の生年月日及び性別を記載し、筆
頭者以外の代表者については、代表者別

表に記載する。
申請者の生年月日及び性別を記載する。生年月日等

代表者又は管理者の氏名を記載する。な
お、代表者が複数いる場合は、当該欄には
筆頭者を記載し、その他の代表者について
は、「代表者又は管理人（別表）」（別紙様
式66、以下「代表者別表」という。）に記載

し、登録申請書に添付するものとする。

（新設）

登録 同左

損害保険代理業務を行う事務所について記
載する。（事務所の名称がない場合は名称
欄の記載を要しない。また、事務所の所在

地が住所欄と同じ場合は、所在地欄の記載
を要しない。）なお、①③ハの登録の場合、
事務所の所在地は、保険業法第98条に基
づく業務の代理・事務の代行を委託する損
害保険会社の本店の所在地又はこれに準
じて管理全般が一括して行われる事務所の

所在地とする。

事務所の名称・所在地

損害保険代理業務を行う事務所について記
載する。（事務所の所在地が住所欄と同じ
場合は、所在地欄の記載を要しない。）代
理店が別個に支店等の登録を行う場合に

は、既登録の代理店の事務所については、
登録申請書の「事務所の名称、所在地」欄

の記載を要しない。

申請者の住民票等上の現住所を記載する。
なお、①③ハの登録の場合においては、記

載を要しない。
商業登記簿上の本店の住所を記載する。住所

抹消 記載を要しない 同左
受付 記載を要しない 同左


