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ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

 

農業保険のグローバル統合プラットフォーム『AgriSompo』 

 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループ CEO 取締役社長：櫻田 謙悟、以下 

「ＳＯＭＰＯホールディングス」）傘下のＳＯＭＰＯインターナショナルホールディングス

（Executive Chairman & CEO:ジョン・シャーマン、以下「ＳＩＨ」）は、農業保険を     

グローバルに提供するため、統合プラットフォーム『AgriSompo』イニシアチブを         

11 月 1 日に発表しました。ＳＯＭＰＯホールディングスグループは、今後『AgriSompo』を

活用し、各国の農業リスクに応じたソリューションの提供に取り組んでいきます。 

 

１．目的・概要 

 ＳＩＨはその子会社を通じて農業保険・農業再保険を提供する世界のリーディング  

プレーヤーです。新統合プラットフォーム『AgriSompo』により、農家・農業事業者、農業

保険会社に対して統一的な基準で保険引受（アンダーライティング）をし、一連の商品に   

対する専門知識と技術をご提供します。ＳＯＭＰＯホールディングスグループは、

『AgriSompo』の展開により、損害保険ジャパン日本興亜株式会社（取締役社長：     

西澤 敬二）を含むグループ各社が保有するライセンスやネットワーク、顧客との関係性、

最新のテクノロジーを利用し、各国のマーケットニーズに応じた農業リスクマネジメント   

ソリューションを提供していきます。 

 

２．今後について 

ＳＯＭＰＯホールディングスは、お客さまの「安心・安全・健康」に資する最高品質の

サービスの提供を通じて社会に貢献することをグループの経営理念としています。 

『AgriSompo』立ち上げを機に、農業保険・農業再保険をＳＩＨ自らが展開している米国・

中国など複数の国での一層の発展を図るとともに、インド・タイなど海外グループ会社に

おける農業保険の引受を更に拡大し、この新たな取組みにより、展開地域を拡大して   

いきます。『AgriSompo』を通じて世界の農業分野の発展に貢献して参ります。 

 

以上 



Reference（News Release by SIH ） 

 

 
Sompo International Launches AgriSompo, a new Global Agriculture Initiative 

 

PEMBROKE, Bermuda – October 31, 2017 – Sompo International Holdings Ltd. (SIH), a 
Bermuda based specialty provider of property and casualty insurance and reinsurance, 
announced today an initiative to create an integrated platform to provide agriculture insurance 
and reinsurance solutions across the globe. The new global platform, AgriSompo, will deliver a 
common underwriting approach with shared expertise and technology across a range of 
products to farmers, agricultural insurers and a wide variety of other agri-businesses.  
AgriSompo will be governed by a small group of functional experts and executive leadership 
from Sompo International and will be co-led by Mr. Avery Cook, SVP Global Agriculture and Mr. 
Kristopher Lynn, SVP Global Agriculture. 
 
SIH is a wholly owned subsidiary of Sompo Holdings, Inc. (Sompo Group) which is a leading 
global provider of agriculture insurance and reinsurance through the company’s operating 
subsidiaries. By leveraging the licenses, distribution networks, client relationships, market 
leading technology and specialty capabilities of the Sompo Group, AgriSompo will offer the 
company’s clients and cedants innovative agricultural risk management solutions tailored to local 
market needs. Sompo currently provides agriculture insurance products to clients in a number of 
countries globally however this new initiative will significantly expand its geographic footprint. 
 
The initiative will be branded globally as AgriSompo however we will continue to operate in the 
U.S. as ARMtech Insurance Services, a wholly owned subsidiary of SIH and the fifth largest 
direct underwriter of U.S. federally sponsored crop insurance. The new initiative will capitalize on 
Sompo International’s technology platform as well as its loss adjusting and pricing expertise to 
offer a flexible suite of products selected to best meet client needs, including protection against 
yield and revenue shortfalls from single or multiple perils on a global basis. Drawing on the 
specialty expertise and innovative pricing system provided by Sompo Global Weather, a leading 
underwriter of tailored weather-driven risk management solutions, AgriSompo will offer additional 
products indexed to weather variables.  
 
Mr. John Charman, Chairman and CEO of Sompo International, commented, “AgriSompo is one 
of many major initiatives that we are undertaking as we fulfill our vision to build the first truly global 
integrated insurance and reinsurance business. By leveraging our extensive specialty agriculture 
resources across our overseas operating subsidiaries, we will deliver the best-in-class 
underwriting, risk management and technical solutions. Over time, it is our intention to extend this 
‘center of excellence’ model to additional niche markets where our exceptional knowledge of 
these specialty risks will be a key differentiator to our clients and trading partners.” 
 
 
About Sompo International  
 
Sompo International is a global specialty provider of property and casualty insurance and reinsurance, 
headquartered in Bermuda. Through its operating subsidiaries, Sompo International writes agriculture, 
professional lines, property, marine and energy, and casualty and other specialty lines of insurance and 
catastrophe, property, casualty, professional lines, weather risk and specialty lines of reinsurance. Sompo 
International companies are wholly owned subsidiaries of Sompo Holdings, Inc., whose core business 
encompasses one of the largest property and casualty insurance groups in the Japanese domestic market. 
We maintain excellent financial strength as evidenced by the ratings of A+ (Superior) from A.M. Best (XV 
size category), A (Strong) from Standard and Poor’s and A1 from Moody’s on our principal operating 
subsidiaries. Sompo International’s headquarters are located at Waterloo House, 100 Pitts Bay Road, 



Pembroke HM 08, Bermuda and its mailing address is Sompo International, Suite No. 784, No. 48 
Par-la-Ville Road, Hamilton HM 11, Bermuda. For more information about Sompo International, please visit 
www.sompo-intl.com. 
 
 

 



参考（SIH のニュースリリース（和訳）） 

 

農業保険のグローバル統合プラットフォーム『AgriSompo』 

 

バミューダを拠点とする損害保険および再保険会社の持株会社である SOMPO 

International Holdings（以下「ＳＩＨ」）は本日、世界中に農業保険および再保険を提供

するための統合プラットフォームイニシアチブを発表しました。新たなグローバル   

プラットフォームである AgriSompo は農業保険の契約者となりうる農家や農業事業者、  

または再保険の契約者となりうる農業保険提供者に対して統一的なアンダーライティング

を行い、一連の商品に対する専門知識と技術を提供します。AgriSompo はＳＩＨの    

エキスパートおよび役員により運営されます。また、グローバル農業保険担当シニア   

バイスプレジデントである Avery Cook と Kristopher Lynn が共同で本プラットフォームを

率います。 

 

ＳＩＨは、ＳＯＭＰＯホールディングスの 100％子会社であり、その営業子会社を通じて

農業保険および再保険を提供する世界のリーディングプレーヤーです。ＳＯＭＰＯ   

ホールディングスグループの有するライセンス・ネットワーク・顧客との関係性・最新の

テクノロジーおよびスペシャリティ分野の能力を利用して、AgriSompo は現地マーケットの

ニーズに合致した農業リスクマネジメントソリューションを提供します。       

ＳＯＭＰＯホールディングスグループは、既に複数の国で農業保険を展開していますが、

この新たな取組みにより展開地域を大きく広げていきます。 

 

 この取組みは、AgriSompo というブランドの下で展開しますが、米国では ARMtech 

Insurance Service として業務を継続します。同社はＳＩＨの 100％子会社で農業保険分野

において全米第 5 位です。ＳＩＨのテクノロジープラットフォーム、損害査定および価格

設定ノウハウを利用し、顧客ニーズを満たす商品を販売していきます。提供する商品には

単一危険または複数危険によって生じる生産高および利益の不足に対する保険カバーが 

含まれます。また、天候リスクに関するアンダーライティング会社である      

Sompo Global Weather が持つスペシャリティ分野の専門知識およびイノベーティブな価格

設定ノウハウを活用して天候インデックスタイプの商品も提供していきます。 

 

ＳＩＨの John Charman 会長兼 CEO は以下のとおりコメントしています。 

「AgriSompo は、真にグローバルに統合された保険および再保険ビジネスを構築するために

我々が進めている大きな取組みの一つです。広範な農業保険ノウハウを海外の事業会社に

対して活用することで、我々は最良のアンダーライティング・リスクマネジメント・   

テクニカルソリューションを提供します。ゆくゆくはこの『センターオブエクセレンス』

モデルを他のニッチマーケットにも広げていきたいと考えています。顧客および取引  

パートナーにとっては、本分野における我々の卓越した知識が差別化要因になるでしょう」 


