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業界初業界初業界初業界初    28282828 年の改正年の改正年の改正年の改正保険保険保険保険業法対応パッケージ業法対応パッケージ業法対応パッケージ業法対応パッケージを装備を装備を装備を装備    

お客様お客様お客様お客様・代理店双方・代理店双方・代理店双方・代理店双方の利便性をより高めたの利便性をより高めたの利便性をより高めたの利便性をより高めた『『『『ASASASAS----BOXBOXBOXBOX2222』をリリース』をリリース』をリリース』をリリース    
    

保険ショップ『保険クリニック』(全国 156 店舗 2015 年 10 月 10 日現在)を展開し、総合保険コンサルティングサ

ービスを行う株式会社アイリックコーポレーション（本社:東京都文京区 代表取締役：勝本竜二）は、保険商品の

検索から比較、申込書の取り出しまでを行える、保険申込ナビゲーションシステム『A
ｴｰ

S
ｴｽ

-BOX』に新機能を追加し

て『AS-BOX2』として業界で初めてリリースいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保険申込ナビゲーションシステム『【保険申込ナビゲーションシステム『【保険申込ナビゲーションシステム『【保険申込ナビゲーションシステム『ASASASAS----BOXBOXBOXBOX』について】』について】』について】』について】    

  『AS-BOX』は、乗合保険代理店や保険販売会社向けに、お客様への保険商品の提案ができる業界唯一の

ツールとして、当社が独自開発し提供しているシステムです。パソコンやタブレットで、簡単な操作で①ライフプラ

ン機能、②商品検索・比較機能、③申込書取り出し機能(金融機関以外)が利用できます。 

 複数の保険会社の異なる保険商品を比較・申込みする際、商品内容を同一のフォーマットで表示させることに

よりお客様の保険の比較を簡単に分かりやすくし、商品の検索機能・申込書取り出し機能を集約させることによ

り販売担当者の事務負担を軽減することに成功しています。 

業界導入実数 NO.1 で多くの企業でご利用頂いているシステムです。 

 
【現在までの『【現在までの『【現在までの『【現在までの『ASASASAS----BOXBOXBOXBOX』取引実績】』取引実績】』取引実績】』取引実績】    

ID 数     ： 約 1300ＩＤ 

導入企業数 ： 銀行 約 10 行 
(加入商品の分析機能を追加した、生命保険の現状把握・提案システム『AS システム』を含む。) 

： 企業代理店 約 50 社 （ハウスメーカー・ガラスメーカー・商社・交通系・流通系等） 

： 保険代理店 約 160 社 

 
【【【【『『『『ASASASAS----BOX2BOX2BOX2BOX2』へ』へ』へ』へリニューアルリニューアルリニューアルリニューアル    4444 つのポイント】つのポイント】つのポイント】つのポイント】    

◆◆◆◆ポイント①ポイント①ポイント①ポイント①    改正保険業法に対応したシステムをパッケージ化改正保険業法に対応したシステムをパッケージ化改正保険業法に対応したシステムをパッケージ化改正保険業法に対応したシステムをパッケージ化◆◆◆◆    

改正保険業法で整備が求められている、意向把握(お客様のご要望・ニーズの把握)から提案履歴管理(契約

までに提案した保険商品等の履歴管理)までを一気通貫で行える「業法改正対応パッケージプラン」を新設しま

した。従来のプランに加え、新設プランもユーザー様のご要望に沿って選択いただけます。 
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新設機能によるお客様のメリット新設機能によるお客様のメリット新設機能によるお客様のメリット新設機能によるお客様のメリット    

 新設された意向（要望・ニーズ）把握のための機能により、お客様は保険商品に対するご意向を販売担当者と

一緒に、都度画面上で確認をする事ができます。例えば「学資保険の相談のつもりが終身保険に加入させられ

た」など、お客様と販売担当者間の認識のずれをなくしたり、誤認防止の一端を担うことができます。ご来店時・

ご契約前のご意向を記録し、保険商品の特性と照らし合わせることにより、加入商品への納得が得られ、その

後の長きに渡る保険期間の間も安心して加入商品を継続する事ができます。 
 

新設機能によるユーザー様のメリット新設機能によるユーザー様のメリット新設機能によるユーザー様のメリット新設機能によるユーザー様のメリット    

 従来の保険商品の検索・比較、申し込み機能に加え、お客様のご来店時の意向把握とその方法や、お客様へ

提案した保険商品の履歴を管理し確認・検証するまでの販売プロセスが、1 つのシステム内で一気貫通で行うこ

とができるため、保険販売や営業管理におけるコストや事務負担を軽減できます。 

 
◆◆◆◆ポイント②ポイント②ポイント②ポイント②    価格体系の見直し価格体系の見直し価格体系の見直し価格体系の見直し◆◆◆◆    

 従来は、『AS-BOX』の基本機能について初期登録料・月額利用料を、オプション機能について月額利用料を

ID ごとに設定しておりました。新設した「業法改正対応パッケージプラン」では、価格帯に幅を持たせる仕組みと

し、各代理店が導入する ID 数に応じて価格が決定いたします。この見直しにより、1ID あたりの単価が抑えられ

より多くの販売担当者がシステムを利用しやすくなりました。 

 
◆◆◆◆ポイント③ポイント③ポイント③ポイント③    商品網羅性の強化商品網羅性の強化商品網羅性の強化商品網羅性の強化◆◆◆◆    

 『AS-BOX』に登録されている保険商品は個人のお客様向けの商品に特化しておりましたが、『AS-BOX2』では

法人のお客様向けの商品も随時登録を進めます。同時に、個人のお客様向けの中でも現在未登録の保険料一

時払商品等の登録や登録保険会社数の増加も図り、販売チャネルによって異なるターゲットや保険種類のニー

ズにより添えるよう、引き続き改定を行います。 

 
◆◆◆◆ポイント④ポイント④ポイント④ポイント④    HTML5HTML5HTML5HTML5 への対応への対応への対応への対応◆◆◆◆ 

タブレット版『AS-BOX for iPad/Android』を廃止し、HTML 版で提供することにより、アプリケーションのインスト

ールを必要とせず、インターネットブラウザにて利用可能となります。 

※Internet Explorer(IE)のバージョン 10 以上が必要です。ただし、現行の『AS-BOX』(Flash 版)も残し IE9 以下の

ユーザー様も利用可能とし、バージョンアップが未対応のユーザー様・既存ユーザー様も順次移行とします。 
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個個個個別利用別利用別利用別利用((((従来通りのプラン従来通りのプラン従来通りのプラン従来通りのプラン))))    

オプション機能オプション機能オプション機能オプション機能 

1. 1. 1. 1. 基本機能基本機能基本機能基本機能 

商品検索商品検索商品検索商品検索////比較比較比較比較////共通提案書共通提案書共通提案書共通提案書    

5. 5. 5. 5. ライフプラン機能ライフプラン機能ライフプラン機能ライフプラン機能 

1.1.1.1.基本機能基本機能基本機能基本機能 

商品検索商品検索商品検索商品検索////比較比較比較比較////共通提案書共通提案書共通提案書共通提案書    

2. 2. 2. 2. 申込書機能申込書機能申込書機能申込書機能 

4. 4. 4. 4. タブレット機能タブレット機能タブレット機能タブレット機能 

3. 3. 3. 3. 比較表機能比較表機能比較表機能比較表機能 

6. 6. 6. 6. 意向把握機能意向把握機能意向把握機能意向把握機能 

7. 7. 7. 7. 提案履歴管理機能提案履歴管理機能提案履歴管理機能提案履歴管理機能 

2. 2. 2. 2. 申込書機能申込書機能申込書機能申込書機能 

4. 4. 4. 4. タブレット機能タブレット機能タブレット機能タブレット機能 

3. 3. 3. 3. 比較表機能比較表機能比較表機能比較表機能 

オプション機能オプション機能オプション機能オプション機能 

5. 5. 5. 5. ライフプラン機能ライフプラン機能ライフプラン機能ライフプラン機能 

業法改正対応パッケージプラン業法改正対応パッケージプラン業法改正対応パッケージプラン業法改正対応パッケージプラン((((新設新設新設新設))))    
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【商品概要】【商品概要】【商品概要】【商品概要】 

名称    ：    『『『『ASASASAS----BOXBOXBOXBOX2222』』』』    

提供方法               ： ASP(Application Service Provider)形式 

対応ブラウザ       ： Internet Explorer (バージョン 10 以上)、Google Chrome、FireFox 等 

検索可能保険会社数   ： 20 社 

保険商品総数   ： 約 950 商品 

申込書取出可能保険会社数： 8 社 

提供先              ： 保険代理店・銀行・企業代理店 他 

 

 

【【【【商品開発の経緯商品開発の経緯商品開発の経緯商品開発の経緯】】】】    

保険を取り巻く環境は、お客様のニーズに合わせた保険種類・保険商品の多様化だけでなく、これまでの一

社専属の販売員からご加入する形態に加え、インターネット、複数保険会社を取り扱う乗合代理店など、保険加

入の経路も多様化が進んでいます。これは、お客様にとって選択の幅が広がる反面、実際にどの保険商品にど

の加入チャネルで保険加入をすればいいのか分かりにくいという側面も持っています。 

そのような中、お客様の保険に対する悩みや不安をご相談いただくことで、安心して保険にご加入いただくこ

とが出来る『保険クリニック』のような大型の来店型保険ショップは年々店舗数を増やしております。 

 

アイリックコーポレーションはこのような背景の下、保険ショップの様な乗合保険代理店や銀行・企業代理店

等の保険販売会社向けに、保険申込ナビゲーションシステム『AS-BOX』を使い保険商品の選別・比較等をシス

テムで行うことで、お客様に保険を分かりやすくご理解いただき、スムーズに加入していただけるようなコンサル

ティングサービスを提供してまいりました。 

またシステムの提供だけでなく、全国の保険ショップ『保険クリニック』で培ったノウハウをフルにフィードバック

した、「システム導入研修」「生保基礎研修」「企業別カスタマイズ研修」など、営業教育までを包括して提供・支

援してまいりました。 

 

 

 

 

【【【【『『『『ASASASAS----BOXBOXBOXBOX2222』』』』    システム説明会のご案内システム説明会のご案内システム説明会のご案内システム説明会のご案内】】】】    

 東京会場 大阪会場 

日時 10 月 20 日(火) 10 月 21 日(水) 

時間 15：00-17：00 13：30-15：30 

会場 全水道会館 毎日新聞オーバルホール 

内容 

①アイリックコーポレーションにおける保険業法改正の取組 

②AS-BOX 業法改正対応バージョンのご説明(披露) 

③企業内代理店募集シーンに合わせたデモンストレーション 

主催 株式会社アイリックコーポレーション 保険ソリューション事業部 

対象 企業代理店、保険会社、メディア関係者 

※説明会詳細は下記までご連絡ください。 
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(参考) 
 

【『【『【『【『ASASASAS----BOXBOXBOXBOX』、『』、『』、『』、『ASASASAS----BOX2BOX2BOX2BOX2』共通』共通』共通』共通の主な基本の主な基本の主な基本の主な基本機能について】機能について】機能について】機能について】    

 

■機能一覧■機能一覧■機能一覧■機能一覧    

機能 機能 お客様のメリット ユーザー様のメリット 

①ライフプラン 

機能 

お客様のご家族状況や家計

収支等から、万一の時の経済

的リスクやリタイア後のマネー

プラン等が把握できます。 

将来のマネープランや予測で

きる経済的リスクをグラフで視

覚的に捉える事ができます。 

お客様の家族状況・経済状況

に沿って、お客様一人一人に

より最適な保険プランの提案

ができます。 

②商品検索・ 

比較機能 

検索画面で条件を入力する事

で、複数の保険会社の保険商

品の中から、お客様のご意向

に合った保険商品を検索でき

ます。 

複数の保険会社の保険商品

を「比較表」「個別提案書」等で

同一のフォーマットで分かりや

すく比較できます。 

保険会社それぞれの設計書シ

ステムでの商品検索作業が当

システムで 1 度に行え、事務

作業の効率化・時間の短縮が

できます。 

③申込書 

取り出し機能 
(金融機関以外) 

各保険会社の申込書が当シ

ステムから取り出し、手続きに

使用できます。 

保険契約にかかる時間が削

減でき、スピーディーに手続き

ができます。 

保険会社それぞれの設計書シ

ステムでの顧客情報等の入力

操作が、当システムでは 1 度

で完結し、事務作業の効率化

が図れます。 

 

 

■特長■特長■特長■特長    

1、複数保険会社・商品を一括検索 

コンサルティング販売で取り扱われることが多い個人保険データを豊富に搭載。お客様情報や保険種類を入

力・選択するだけで、複数の取扱保険会社・商品の中からお客様の条件にあった商品が一括検索できます。 

2、パソコン初級者でも使える操作性 

検索に必要な入力項目はお客様の性別・生年月日など、ごく基本的なもの。その後の操作も画面上のナビゲ

ーションを見ながらボタンを押していく感覚で、パソコン初心者でも簡単に扱えます。 

3、比較提案がしやすい「共通提案書」 

PDF 形式にて印刷可能な「共通提案書」は、保険会社・商品に関わらず共通のフォーマットで出力されます。

保険会社毎に異なる書式のパンフレットや設計書に比べ、同一保険種類の商品内容比較や検討もスムーズに

行えます。 

4、いつでも、どこでも使える ASP 

ASP 形式での提供のため、インターネット環境があればいつでも使用することが可能です。 

5、申込書まで一括で取り出し可能（金融機関以外） 

申込書取り出し保険会社の保険商品の申込書は、一括して書類の印刷が可能です。事務作業が大幅に効率化

できます。 
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