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PMAP インサイト                                                              2021年第2四半期

PMAPが取り組むデータインサイトと年代別応答
活用手法

今年度も半期が過ぎましたがこの時期に於きまして、ビジネスパートナーそして 
マーケットの主要コンタクト先の皆様に対する弊社の継続的なコミットメントの 
一環とし再び最新ニュースをお届けしたく思います。

ご存知の様に、コロナウィルスによるパンデミックは健康面、経済、福祉面に 
おき未だに世界的に多大な問題をもたらしております。実際このニュースレター 
を編集している今現在でも東京では緊急事態宣言が発令中、ジャカルタにおいて 
は完全ロックダウン、シドニーでもロックダウン２か月目に入りました。

このような困難な環境下に於きましてもＰＭＡＰのチームはその強固な意志を 
実証、パートナーの皆様にコミットするビジネスサービスを継続して取り組んで 
おります。弊社は以前にも増してお客様個人の保険保障の必要性をさらに認識、 
現在の地域全体制限下状態の中でもデジタルやダイレクトチャンネルを活用し 
お客様へのサービス提供が不可欠であるという弊社の確固たる信念を強化して 
おります。

この事業の取り組み観点から、弊社は消費者のお客様の為によりシンプルで容易に
ご理解できる商品を提供する為、デジタルインフラストラクチャーに多額の投資を 
行っております。今まで以上に地域全体のお客様に商品の提供をお伝え出来る様　
この投資を最大限活用しております。

今回のニュースレターアップデートでは弊社のビジネス、成長促進を支える軸と 
なっている弊社のスタッフ、プロセス、プラットフォームなど皆様に興味も持って 
頂けるようなインサイト及び親会社アーチグループの第２四半期の好調な決算結果
などを共有したく思います。

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

keith@pmapac.com

最新データインサイトに
つきましてはさらに
3 頁をご参照下さい

An Affiliate of Arch Capital Group Ltd.
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総資本金1

$16.7B

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

$11.1B

総資産1

$42.2B

財務健全度
格付け

アーチ再保険会社
２０２１年８月２日時点での格付け

Standard 
& Poor’s

Fitch

A.M. Best 
Company

Moody’s

A+

A+

A+

A2

正味保険料
合計  ($M)1,2

$7,940

38%
再保険
$3,019

46%
保険

$3,620

16%
抵当ローン
$1,301

(1) Watford Holdings Ltd. 社の決算含まれず.
(2) トレイリング１２か月.

Arch 社連結会社概要 – 2021年６月３０日現在

Arch Reinsurance社２０２１年第２四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２四半期に於き、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。

６月３０日までの３か月間

(千米ドル) 2021 2020 % 前年度比

営業保険料合計 $ 1,358,020 $ 807,065 68.3

正味保険料 924,732 565,094 63.6

正味経過保険料 737,024 480,197 53.5

その他のアンダーライター業務収入 (ロス) 1,053 (651) 261.8

アンダーライター業務収入 (ロス) $ 95,974 $ (33,125) 389.7

アンダーライター業務レシオ
%前年
度比

ロスレシオ 62.9% 79.8% (16.9)

アンダーライター業務経費レシオ 24.2% 27.0% (2.8)

コンバインドレシオ 87.1% 106.8% (19.7)

ACGL社２０２１年第２四半期 業績報告より
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PMAP キャンペーンファクトリー 
からのデータインサイト

お客様の情報インサイトを活用しお客様ごとにテイラーメイドした商品と
マーケティングメッセージをご提供。

 � 最近のマーケットプログラムにおきまして、高度にパーソナライズされたコンテンツでの効果性を　　 
テストしました。これまで本プログラムのパートナーのお客様はマーケティングにおいては限定的な 
パーソナライズを適用していましたが、常時テストを実行しながら有効性を確認をしていくという     
弊社の精神に基づき、高度にパーソナライズされたコンテンツでテストを進めました。今回の例では  
生産コストは通常の標準コンテンツより約18.4％増加しました。

 � 結果としては高度にパーソナライズされたお客様ごとにテイラーメイドされたメッセージにより 
34.2％の利益の上昇を達成しました。

 � 追加のコストと高度にパーソナライズされたメッセージとコンテンツに費やした労力はこの結果に 
より正当化され、従来の標準的なアプローチより大幅に有効的であるが実証されました。

 � お客様に関する弊社のコンタクト履歴を管理するアプローチの知識を活用する事により、ビジネスと 
お客様サービスの両面でのより良い結果を導くことが出来ました。  

 � お客様各個人に精通し、お客様のロイヤリティと会員在籍期間に焦点を当てるアプローチが、　　 
お客様が期待している点です。

投資

18.4%

収益

34.2%
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PMAP キャンペーンファクトリー 
からのデータインサイト

年代別による成約率上昇率(%) 

40s            50s         60s

14
%

 

33
%

40
%

年代別の反応

 � 興味深い事に、年代別の分析に基づいて異なる反応が認識されています。　50歳代と60歳代の年齢層は 
40歳代と比較して高度にパーソナライズされた内容に、より高い関心を示している事が確認されました。

 � 高い年齢層は受け取った内容により多くの時間を費やして熟読、それに応じた反応が示されています。

 � パーソナライズされたコンテンツは標準のコンテンツより大幅なコンバージョン率と良い結果を生み出し　 
ますがマーケティング上の ROI（投資回収率）を最適化する為には一対一のマーケティングコストを慎重に　 
管理する必要性もあります。

http://precisionmarketingapac.com  
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マーケティング手法の改善が、　 
成約率の40％上昇を達成。

直近の中規模クレジットカード会社のDMキャンペーに 
おき、パフォーマンスクリエイティブ手法の導入により 
成約率の40％アップを達成しました。
この上昇は提供する商品の微妙な調整、クリエイティブ 
の焦点の変更位置づけ、マーケティング資料のビジュア 
ルコンテンツの変更により実証されました。              
これは ダイレクトディストリビューションにおきまして、 
忘れられたアートを思考し、パフォーマンスクリエイ 
ティブの影響を理解する事がPMAPのマーケティング 
ミックスの重要な部分であるという事実を示しています。

ビジネスの成長にサポートチーム　
―2021年７・８月4名の新規採用。

7月にデータエンジニアとしてKonanki Akhil Saiさん、 
8月にはHR＆コミュニケーションズ担当マネジャーと　 
して勝井奈々さん、総務＆会計担当アシスタント　　　 
マネジャーとして山森知恵さん、販売資料担当　　　　 
アシスタントとして中村佳織さんの合計4名が我々の　 
新たな仲間となります。彼らの持つ若さ、フレッシュで　 
エネルギッシュなパワーがMPMジャパンに新たな風を　 
吹込み弊社のビジネスの成長をサポートする事を期待　 
いたします。 

流通系企業の新規テレマ 
キャンペーン９月スタート。

弊社では国内全土をまたぐ主要流通系企業様における　 
テレマーケティングについては10年以上の成功を収める 
実績を重ねております。2020年度においては30万人　 
以上のお客様へのアプローチをいたしました。

この９月に参画いただく企業様についても新地域への　 
質の高い保険商品をお客様に提供するマーケティング　 
プログラムを拡張、サービスと小売りネットワークへの 
企画を強化いたします。 

国内大手の通販会社との協業が　 
８月スタート

Arch 再保険会社の強力な財務的サポートにより、会員 
規模1,000万超の国内大手の一つである通信販売会社様
との協業が8月にスタートします。 

このパートナーシップは多彩なディストリビューション 
チャネルを持つ通信販売会社様と、弊社のオムニチャン 
ネル経験と最先端をゆくAI学習を融合した正確な顧客　 
分析技術を誇るMPM社間の協働に基づき実現されます。　
このパートナーシップは会員様向け団体保険の長期的 
マーケティングプログラムとして計画されています。 

  

マーケットニュース — 日本
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マーケットニュース — インドネシア

金融会社パートナーにBIポータルを導入　

PMIは第２四半期にパートナー様に新しいオンライン　 
レポートポータルのサービスを開始、ZOHO分析ソフト 
ウェアを利用し、クロスセールのマーケティングからの 
KPIへのアクセスをよりシンプルで簡単に提供できる　 
ようになりました。　この新規サービスはインドネシア 
におけるすべてのパートナー様が2021年６月から利用 
できるようになりました

キャンペーンファクトリーマーケティング　 
データベースの活用

メール経由での詳しい固定レポートからもっと　　　　 
ダイナミックでお客様にとっても使い易く、セールス、 
プレミアム、コンタクト率等の主要な指標を毎朝リンク 
をクリックするだけで見られるポータルに移行。
これにより弊社はお客様と深く携わり、リアルタイム 
ベースでの意味のあるレポートを提供する事が出来る　 
ようになりました。

キャンペーン管理の適用と改善策

世界的なパンデミック最中の環境下にあり、F2Fで 
実際に対面できないチャンネル経由でビジネスの　 
拡張や保険の更新をする事は以前にも増して重要に 
なりました。

毎週行われるバーチャルパフォーマンスミーティングの 
際に弊社は現地のジョイントベンチャー保険パートナー 
との進行中の保険自動更新プログラムにおき支払い　　 
パフォーマンスのマイナス変化を認識しました。

特定のお客様のセグメントに対する商品提供の潜在的　 
要因を迅速に識別する事で,主要な指標に影響を及ぶ部分
を対処でき、結果としては 直ちに新規セールスの上昇  
(+6%)プレミアムの徴収(+60%)も4週間以内に可能に 
する事ができました。

データ主導の判断と高度なテイラーメイドのマーケティ 
ング手法によりお客様に焦点を絞った、強力なビジネス 
の成果を引き続き提供いたします。

SPC –コンタクト成約率                  払込み率

21-02    21-03    21-04    21-05

20.0%

10.0%

0.0%

40%

20%

0%

月別コンバージョン率 と　 
プレミアム徴収
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トーマスは2017年以来PMAPとの仕事に関わってきま 
したのでもう御存じの方も多いかと思います。

スイスと南アフリカ共和国のアクチュアリー正会員で 
2019年にArch Re に入社、アジア地域でのライフ　 
およびヘルス事業の責任者。トーマスは再保険業界　 
での長年豊富な経験を持つ最先端を行く再保険のプロ 
です

彼はチューリッヒでプライシングアクチュアリーと　 
して勤務をスタート、主にマーケット部門で20年以上の再保険業務に　　　 
携わってきました。 
 
彼は仕事を通じて、多くの異文化を持つ国の人 と々知り合う機会がある事を 
大変嬉しく思っています。

日本への数多くの出張の他に、中近東、中国でも長年活動、最近ではPMAPと 
の事業でインドネシアを含む他のアジア各国地域への担当進出もしています。 

トーマスは今後18か月間、PMAPとの事業がArch社のアジアビジネスにと 
り最も重要な部分に成る事に強い関心を持っていますので彼からの積極的な　 
協力が期待できるでしょう。

取締役会メンバー
トーマス　キール氏のご紹介 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, Auxiliary Director.
ラウル　マルドナド氏ー取締役補
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。
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Australia オーストラリア
Precision Marketing  
Asia Pacific Pty Ltd

Level 4, Suite 4.01 & 4.02,
68 York Street
Sydney NSW 2000

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
Atsushi Sato, Managing Director, Japan
佐藤淳　マネージングディレクター
Phone + 81 3 6850 8282

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

00797-082021

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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