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対面コミュニケーションの復活！
2年間のロックダウン、各国・地域の入国制限・検疫ルールにより、
弊社がビジネスを展開している地域への出張は非常に困難な状況が
続いておりましたが、ついに東京オフィスにて社員一同が集まり、
直接顔を合わせて再会することができました。

今回の東京出張は、保険会社やディストリビューションパートナーの皆
様と直接お会いし、今後のビジネスの成長サイクルを計画することがで
きた素晴らしいものでした。弊社のビジネスは皆様と良好な関係を構築
し、維持することで成り立つリレーションシップビジネスであるため、
現地で直接顔を合わせた再会は、オンラインでの対話とはまた違った、確か
な手応えを感じるものでした。

そして、念願のチームイベントをオフィスにて開催しました。
以前よりオンラインで行っていた従業員表彰制度の受賞者への
賞の授与をようやく対面で実施することが出来ました。
このような社内イベントをはじめ、堅調な実績を残している現在の
キャンペーンを社員間で共有し、間もなく発表される次の新製品の
展望を共に描くことで、弊社チームメンバーはさらに結束力を高めて
います。

この四半期ニュースレターでは、各マーケットの最新情報を共有する
と共に、親会社であるアーチグループの堅調な業績を皆様にお届けし
ます。

Keith Lowry キース ラウリー
Chief Executive Officer, PMAP Group
最高経営責任者

keith@pmapac.com

An Affiliate of Arch Capital Group Ltd.
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総資本金

$15.6B

Arch Capital Group Ltd. (ナスダック上場コード: ACGL)はバミューダに拠点を置く上場企業で完全子会社を通じて 
全世界規模で保険、再保険、抵当ローン保険を提供しています。アーチ社の確固たる財務力と共にアンダーライ 
ター業務とリスク管理に対する規律あるアプローチを基盤に革新とサポートをお客様に提供いたします。

営業保険料合計 1,2

$13.0B

総資産

$45.7B

財務全度
格付け

アーチ再保険会社格付け
2022年5月4日時点

Standard 
& Poor’s

Fitch

A.M. Best 
Company

Moody’s

A+

A+

A+

A2

正味保険料
合計 ($M)1,2

$8,969

(1) Excludes the results of Somers Group Holdings Ltd. 
(formerly Watford Holdings Ltd.). は含まれず。

(2) トレイリング 12か月。

Arch社連結会社概要  –  2022年3月31日現在

37%
再保険
$3,395

49%
保険

$4,360

14%
抵当ローン

$1,214

3月31日までの3か月間

(千米ドル) 2022 2021 % 前年度比

営業保険料合計 $  1,718,942 $ 1,471,060 16.9

正味保険料  1,139,124 999,112 14.0

正味経過保険料 804,400 644,900 24.7

その他のアンダーライター業務収入（ロス） 836 (1,198) 169.8

アンダーライター業務収入 (ロス) $ 108,764 $  (19,707) 651.9

アンダーライター業務レシオ
% 前年

度比
ロスレシオ 56.5% 75.2% (18.7)

アンダーライター業務経費レシオ 30.1% 27.7% 2.4

コンバインレシオ 86.6% 102.9% (16.3)

Arch Reinsurance 社2022年第1四半期の好調な決算業績
 PMAPの親会社であるアーチ再保険会社は第１四半期に於き、好調な売り上げ高、増益を達成、この確固たる財務力が
PMAPのお客様に商品、サービスの改善に貢献いたします。

ACGL社2022年第1四半期業績報告より

http://precisionmarketingapac.com  
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プレシジョンマーケティング・アジアパシフィック(PMAP)が再びDataRobot 
AI Cloudプラットフォームを採用し、AIアプリケーションの拡張を継続的に実施
マーケティングのリーディング・カンパニーがDataRobot社のAI Cloudプラットフォームを継続利用し、最適なリターンを創出へ

オーストラリア・シドニー(2022年4月)— AIクラウドのリーダー である DataRobotは プレシジョンマーケティング・アジアパシ
フィック(PMAP) が、人工知能（AI）の開発と運用を自動化するDataRobotのエンドツーエンドAI Cloudプラットフォームを引き
続き活用するため、契約を延長したと発表しました。同社は今後もDataRobotを活用してAIモデルを大規模に構築・展開し、顧客が 
キャンペーンでターゲットとすべき見込み客をより深く理解することで、ROIの大幅な向上につなげるとしています。

プレシジョンマーケティングはアジア太平洋地域(APAC)のビジネスパートナーに代わって
キャンペーンを実施し、傾向スコアを用いてキャンペーンのターゲットを特定し、成果を最適
化するデータ主導型のマーケティング企業です。データを知的に活用することで、適切な商
品を、適切な見込み客に、適切なタイミングで、適切なチャネルから提供することを可能に
しています。同社は意思決定者がデータをより効果的に理解し、より迅速かつ適切な意
思決定ができるよう、データサイエンティストの解釈力と洞察力を高めるソリューションを探し
ていました。DataRobot を活用することで、チームは機械学習の自動化と拡張を実現し、
データサイエンティスト、エンジニア、アナリストはより多くのプロジェクトに対応し、インサイトを
深めることができるようになりました。

プレシジョンマーケティング・アジアパシフィック最高経営責任者のキース・ラウリーは、
「DataRobotが弊社のプラットフォームであるキャンペーン・ファクトリーに完全統合さ
れたことで、高度に洗練され自動化されたクローズド・ループ・マーケティングのソリュー
ションが実現し、PMAPは日本やインドネシアのコア市場において、最大手の金融
サービスやEコマースプロバイダーとのパートナーシップ拡大をサポートしています」と述べ、
さらに、「我々は、地域全体のクライアントに我々の価値を確実に提供するために、
我々のプラットフォームのための先進的なAIと自動機械学習への投資を続けていま
す」と、表明しています。

DataRobot AI Cloudは、プレシジョンマーケティングの予測モデリング機能を強化し、顧客のマーケティングプログラムの効果を最大化す
ることを可能にします。また、このソリューションは、クラスタリング、交差検証、テキストマイニングなど、より最新の機能を提供し、測定可能
なパフォーマンスの向上とビジネス上の大幅な効率化に繋がります。

「データ主導型組織であるプレシジョンマーケティング・アジアパシフィックは、機械学習プロセスの自動化がもたらす価値を理解しています」と 
DataRobot のカスタマーサクセス- APAC 担当ディレクターであるカラム・フィンレイソンは述べ、「私たちは、プレシジョンマーケティングのパート
ナーとして、データを活用して有意義なビジネス成果を上げるためのサポートを提供し続けられることを嬉しく思います。また、自動機械学習の
メリットを最大限に活用し続けるために、チームと密接に連携していくことも楽しみにしています」と期待を寄せています。

DataRobot について
DataRobot AI Cloudは次世代のAIです。DataRobotのAI Cloudビジョンは、全てのデータタイプ、
全てのユーザー、全ての環境をまとめ、全ての組織に重要なビジネスインサイトを提供することです。
DataRobotは、Fortune 50の3分の1を含む、業界や業種を超えたグローバルな顧客から信頼を
得ています。
詳細につきましては、http://www.datarobot.com/をご覧ください。

PMAP キャンペーン
ファクトリー
からのデータインサイト

http://precisionmarketingapac.com  
https://www.datarobot.com/
http://www.datarobot.com/
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マーケットニュース— インドネシア
事業部門にリンクしたビジネスがプレシジョンマーケティングインドネシアにビジネスの機会を創出

2022年の年頭、インドネシア国内保険業界は事業部門にリンクされた投資商品の販売と顧客からのクレイムが話題に
なりました。 

エージェント及び銀行専門のネットワークを介して販売されているこの商品は純生命保険と投資ベースの貯蓄プログ
ラムのブレンドで典型的な教育資金と引退後の長期的な見解を　考慮して用意されたものです。

当局による規制の変遷が商品とファイリングの変更を強いられましたが逆にPMAPにとってはダイレクトマーケティ
ングを介しお客様に直接販売された純粋リスク保険のメリットと継続性に対し、主な市場の当事者と積極的に再参加
できる　機会を持ちました。

大手のマルチナショナル保険会社は事業部門にリンクされている販売に重点を置いている為、マーケティング資金と
実行　サポートの両方を備えた当社のビジネスモデルは保険会社が規制上の課題に焦点を充てられ簡単に利用できる
ソルーションを提供できます。PMAPと提携する事でダイレクトディストリビューションを通じ、より効率的、効果
的な新規プレミアム収入を獲得する事ができます。

2022年から新規パートナーと事業開始

2021年でのコロナ感染症の逆風にも関わらず、我々インドネシアチームは金融サービスパートナーの手数料収入と商品精度を高める為にも大手損保
との新規パートナーシップの開発中です。

契約書は2022年1月に既に締結し、現在は銀行貯金口座セグメントのテレマーケティング開始を成功する為に必要
なプラットフォーム、プロセス、管理スケジュールを調整中です。　

Campaign
Funding

Product Design & 
Management

Campaign Design
& Execution

Channel
Performance

PPP
Management

We provide funding 
for profitable direct  
insurance marketing 
programs. Because we 
invest our funds, we 
focus on the success of 
the program.

We use local and  
regional experience 
to build and configure 
the right insurance 
products for consumers 
and provide post-sales 
services.

With direct insurance 
marketing and data 
science expertise, we 
design and execute 
campaigns that  
generate good CX   
and profits.

We support, configure 
and manage TM and 
digital registration 
systems to produce cost 
effective omnichannel 
marketing.

We monitor 
and analyze the 
performance of 
marketing programs 
and policy portfolios. 
We optimize both for 
short-term and long-
term margins.

http://precisionmarketingapac.com  
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新特約の売れ行き好調につき、平均保険料が大きく上昇 
3月･4月には6つのキャンペーンがスタート

弊社では、全国的に知名度の高い国内大手の流通系企業様と「がん保険」のテレマーケティング 
の施策を実施しております。 
2021年7月に保険会社様のご尽力のもと新設いただいた「抗がん剤特約」については、保険ご加 
入者のうち45％の方がお申込みされるという高い付帯率を達成しており（2022年1月時点）、よ 
り魅力ある商品を継続してお客様にご提供し、新規契約の獲得ができております。この特約の影 
響で、月額平均保険料が12%上昇する（2022年1月時点）という効果があり、保険料収入にも大 
きなインパクトがございました。

また、2022年3月から5月にかけては、６つのキャンペーンがスタートします。とりわけ、その企 
業様「発祥の地」、「国内最大の顧客数を誇る」エリアでの新キャンペーンのスタートにつきま 
しては、弊社としても大きな期待を寄せております。皆さまのご尽力のもと、新たな年度は好ス 
タートを切ることができそうです。

PMAPグループ年間MVP決定

MPMジャパンのBDチームマネージャー宮原朝子さんが2021年のPMAPグループ年間最優秀 社員に
社員に贈られる名誉ある賞であるMost Valuable Playerを受賞しました。宮原さんの長年に渡 
るコールセンタープロジェクトのマネジメントやそのキャンペーンで継続的な成果を上げ続け 
ている功績が評価され、今回の受賞が決定しました。

宮原さんは効率性に長けたハンドリングで、ビジネスパートナーも彼女のオペレーションに厚 
い信頼を寄せています。ランチタイムにはおすすめの美味しいレストランに同僚を連れていく 
ンドリーな一面や、休日はヨガを楽しむといったアクティブな面を持ち合わせている魅力 溢れる宮
溢れる宮原さん。

PMAPグループは社員一人一人が組織の最大の資産だと考えています。この場をお借りして弊社 
自慢の社員を皆様にお知らせできることを大変嬉しく思います。宮原さん、この度は年間MVP 
の受賞おめでとうございます！

宮原さん受賞コメント

このような栄誉ある賞を受賞出来て 
光栄です。この受賞は私一人の努力 
によるものではなく、社員の皆様の 
お力添えがあってのことです。特に 
私が長年担当しているコールセン 
ターのプロジェクトに関してはサ 
ポートしてくれる仲間があっての結 
果なので、チームメイトに心から感 
謝しています。2022年初頭に予定 
しているキャンペーンは長期的に利 
益の出るものと予測しております。 
また皆様に良い知らせをお届けでき 
ることを楽しみにしています。

マーケットニュース— 日本

http://precisionmarketingapac.com  
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新しいファイナンスマネジャー加入

MPM Japan は2022年1月より、奥野聖子さんを新しい 
ファイナンスマネージャーとしてチームに迎えることに 
なりました。

事業運営に関わるすべての会計を担当し、本社のチー 
フ・ファイナンシャル・オフィサーに直接報告するポジ 
ションです。オーストラリアのシドニーで会計学の高度 
専門士を取得し、20年以上、財務会計の分野で活躍して 
います。12年間勤務した航空会社では、財務マネー 
ジャーとしてコスト管理プロジェクトに携わり、財務報 
告を主導、予算やスタッフの給与改定のプロジェクトを 
陣頭指揮した経験があります。そして、注目すべきこと 
に、シドニーの金融会社で6年間勤務した実績もあり、国 
際経験、語学力、専門知識は他の追随を許さないもので 
しょう。

奥野さんは今後CFOと協働し、これまで手付かずであっ 
た既存の手順の見直しや改善に意欲的に取り組んでいき 
ます。彼女の豊富な知識と経験が生きると信じています。

我 P々MAPグループ社員一同、奥野さんへの歓迎をここに 
表明するとともに、彼女の経験やプロフェッショナリズ 
ムが事業運営に貢献することを期待しています。

新しいチームメンバー、奥野聖子さんへのQ&A 

Q. PMAPグループと今まで勤務してきた他の会社との違いはありますか？

シニアの管理職ポジションと密に働く機会があり、新しいスキルや経験を吸収できるチャン 
スが数多くあることだと思います。そして何より、オーストラリアのアットホームな雰囲気 
の中、楽しみながらリラックスをして働くことが出来ます。 

Q. 週末のルーティンや決まった週末の過ごし方はありますか？ 

大好きな人達と一緒に自然や音楽、美味しい食事を楽しみながらゆっくりしています。パン 
デミックで外出制限があった時には頻繁に家の近所を散歩していました。緑あふれる公園が 
たくさんあることがわかり、とても幸せな気分になりました。

マーケットニュース— 日本

http://precisionmarketingapac.com  
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MPM Japan team members welcome 
Board of Directors from Sydney.

Face to face is Back!

http://precisionmarketingapac.com  
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ラウルはArch Reのライフ、ヘルスのチーフアンダーライ 
ターオフィサーでPMAP取締役会のメンバー。 

ラウルは仕事及び学業を通じ、様々な国に住んだグロー 
バルな経験を持つ国際人です。 
エクアドルのキトで生まれ、大学進学の為にドイツに移 
住、カイザースラウテルン大学で 数学の修士号を取得、 
2001年にはドイツのコロンでGen Reにて勤務をスター 
ター トし、この間に東京に仕事で滞在したこともあります。

2006年にはメキシコに転勤、Gen Reのラテンアメリカとカリブ海沿岸諸国のラ 
イフビジネスを管理担当しました。 

ラウルはその後2011年にジョージタウン大学で経営学修士を修了し、2012年 
に Arch Reに入社しました。 

余暇には彼の家族との旅行、テニスそして料理を楽しんでいます。 

取締役会メンバー
ラウル　マルドナド氏のご紹介 取締役会ご紹介

PMAP の取締役会はアーチのオーナー
シップ下で大幅に強化されました

Peter Maher, Chairman.
ピータ―　マー氏－会長
　マコーリー銀行バンキングファイナンシャル
　サービスグループのヘッドとして１３年歴任。

Maamoun Rajeh, Director.
マムーン　ラジェ氏ー取締役
Arch Worldwide Reinsurance Group 
の会長兼最高経営責任者。

Thomas Keel, Director.
トーマス　キール氏、取締役
Life Insurance Asia, Arch 
Underwriters Europe Limited 
バイスプレジデント。

Raul Maldonado, Director.
ラウル　マルドナド氏ー取締役
Life & Health, Arch Reinsurance Ltd. 
チーフアンダーライターオフィサー。

Keith Lowry, Managing Director.
キースラウリー氏ー代表取締役
PMAP Group 最高経営責任者 (CEO)。

Nicola Henderson, Company 
Secretary.

二コラ　ヘンダーソン氏　
カンパニーセクレタリー
PMAP Group 顧問弁護士。

http://precisionmarketingapac.com  
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Australia オーストラリア
Precision Marketing Asia Pacific Pty Ltd
Level 10, 153-155 
Clarence Street
Sydney NSW 2000
Australia

Contact
Grant Thomas 
Chief Commercial Officer
Phone + 61 4 1842 2372
EMAIL

Japan 日本
MPM Japan Limited
Tokyo Club Bldg.
3-2-6 Kasumigaseki
Chiyoda Ku
Tokyo 100-0013
Japan

Contact
Nana Katsui, HR & Communications  
Manager, Japan

勝井奈々　HR＆コミュニケーションズマネジャー
Phone + 81 3 5157 2090

EMAIL

Indonesia インドネシア
Precision Marketing Asia Pacific Pty Ltd
Sequis Tower,
Jl. Jend. Sudirman,
Level 17, No. 71,
Jakarta 12190
Indonesia

Contact
Mark Metcalfe, Managing Director, Indonesia
Phone: +62 815 1150 7151
EMAIL

Contact Us

00797-052022

This information is qualified in its entirety by reference to reports filed by Arch Capital Group Ltd. (“Arch Capital”) with the SEC, including, without limitation, the 
risks and other factors set forth therein, and the ratings reports issued by ratings agencies from time to time. Please note that any opinions, estimates or forecasts 
regarding the performance of Arch Capital and its subsidiaries made by the ratings agencies are their estimates alone and do not represent opinions, forecasts 
or predictions of, and have not been adopted by, Arch Capital or its subsidiaries. This overview makes reference to some non-GAAP measures of financial 
performance. The reconciliation to GAAP and definition of operating income can be found in the Current Report on Form 8-K furnished to the SEC by Arch Capital 
in connection with its most recent earnings press release, and is also available on Arch Capital’s website: www.archgroup.com.
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