
中堅・中小企業の海外事業展開の支援
中堅・中小企業に対する支援体制の強化

　貿易保険の普及と利用促進のため2011年度に11行
の地方銀行とスタートした「中堅・中小企業海外展開支
援ネットワーク」は全国47都道府県に拡大し、地方銀行・
信用金庫、農林水産業関係機関等の提携機関は2021
年4月現在で計110機関となっています。これら機関と
の連携を通じて、全国の中堅・中小企業、農林水産業の
皆様の海外展開をサポートしています。
　2020年度は貿易保険を初めてご利用いただくお客
様向けに、商品概要や利用方法等を紹介する6つの動画
を新たに作成し、ホームページ上等で公開しました。これ
により、貿易保険の活用を検討いただく際に、手軽にい
つでも詳しい貿易保険の情報にアクセスいただけるよう
になりました。
　また、貿易保険のご利用を検討されているお客様と
WEB会議システムを活用して数多くの面談を実施し、き
め細かい対応を行うことで、2020年度の中堅・中小企業

の利用者数は530社を超え、前年度比で1割以上増加し
ました。
　NEXIは、今後も同ネットワークにおける連携をさらに
活用し、中堅・中小企業、農林水産業の皆様の海外展開
支援を積極的に進めるとともに、支援強化のため商品・
サービスの向上に取り組んでまいります。

NEX Iの活動

持続可能な社会の実現に向けた取組み
環境社会配慮のためのガイドライン

　NEXIでは、環境社会問題に対する社会的責任を果た
すべく、「貿易保険における環境社会配慮のためのガイ
ドライン」及びそのガイドラインを補完する「貿易保険に
おける原子力プロジェクトにかかる情報公開配慮のため
の指針」を設け、それらに基づき、保険契約の対象プロ
ジェクトについて、プロジェクト実施者による環境社会配
慮が適切になされているか確認を行っています。
　2020年度は47件のスクリーニング対象案件について
審査を実施しました。審査にあたっては、輸出者等から提
供されるスクリーニングフォームに基づき、環境への影
響度に応じて3つのカテゴリに分類するスクリーニング
（環境への影響が大きい順にカテゴリA､B、C）を行い、カ
テゴリに応じた確認を実施しています。2020年度はコロ
ナ禍にあっても現地調査が必要な「カテゴリA」について、
バーチャル実査等により、しっかりと確認を行いました。

　また、NEXIの環境ガイドラインの遵守を確保するた
め、異議申立手続きを導入し、保険引受担当部署から独
立した「環境ガイドライン審査役」を設置しており、引き続
き適切な確認に努めてまいります。
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黒字：地方金融機関等
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（中堅・中小企業海外展開支援ネットワーク）2021 年 4 月現在

年度別新規提携数（現在110機関）(減少は合併等による)

過去の現地調査の様子

2020年度カテゴリ別スクリーニング状況 2020年度地域別スクリーニング状況

カテゴリB
6.4%

アジア
38.3%

中東  4.1%

オセアニア  2.0%

※環境への影響が大きい順にカテゴリA、B、Cに分類。 ※中東にはトルコ、中南米にはメキシコを含む。

カテゴリC
87.2%

カテゴリA
6.4%

北米
12.8%

中南米
21.3%

アフリカ
8.5%

欧州・NIS
12.8%

2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度

18行
20行
6行
12行
6機関
3機関

22金庫
16金庫
3金庫

29機関
49機関
77機関
105機関
114機関
117機関
114機関
111機関
110機関

地銀等 信金 累計
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協力協定締結先
イスラエル イスラエル輸出信用保険会社（ASHRA） 1997年
アブダビ首長国 ムバダラ開発（MDC） 2008年
イラク イラク財務省／ 

イラク貿易銀行（TBI） 2011年
イラン イラン経済財務省 2016年
トルコ トルコ輸出入銀行（TURK EXIMBANK） 2017年

協力協定締結先
南アフリカ 南アフリカ輸出信用保険公社（ECIC SA） 2005年

One-Stop-Shop再保険協定締結先
イタリア イタリア外国貿易保険株式会社（SACE） 2002年
オランダ アトラディウス信用保険会社（ATRADIUS） 2002年
ベルギー ベルギー信用保険会社（Credendo） 2002年
ドイツ ユーラーヘルメス信用保険会社（EULER HERMES） 2003年
オーストリア オーストリア管理銀行株式会社（OeKB） 2003年
フィンランド フィンランド輸出信用会社（FINNVERA） 2004年
スペイン スペイン輸出信用保険会社（CESCE） 2005年
スイス スイス連邦輸出信用機関（SERV） 2007年
フランス フランス公的投資銀行（Bpifrance） 2016年
チェコ チェコ輸出保証・保険公社（EGAP） 2017年
イギリス 英国輸出信用保証局（UKEF） 2017年
デンマーク デンマーク輸出信用基金（EKF） 2019年

短期型再保険協定締結先
ロシア ロシア輸出信用・投資保険機関（EXIAR） 2016年

協力協定締結先
フランス フランス対外経済省（DREE） 1995年

フランス公的投資銀行（Bpifrance） 2016年
イギリス 英国輸出信用保証局（UKEF） 1995年

　日本企業が外国企業と共同で第三国におけるプロジェクトに 
参加する場合に、NEXIが日本からの輸出部分等のリスクを引き 
受けることを目的として、海外の主要な輸出信用機関（ECA）との
間でOne-Stop-Shop再保険協定を締結しています。例えば、日本 
企業が外国企業とコンソーシアム（企業連合）を組んで第三国へ 
輸出を行う場合、外国企業が日本企業輸出部分を含めた輸出契約
金額全体について自国のECAと保険契約を締結し、その上で日本 
企業輸出部分については、その外国ECAからNEXIが再保険の 
引受を行います。

　アジア地域等の日系企業による第三国向け輸出支援を目的と
して、NEXIはアジア等のECAと再保険協定を締結しています。
この協定により、アジア等のECAの保険引受余力が引き上げられ、 
アジア等の日系企業がアジア等のECAの貿易保険を活用した 
対外取引リスクの軽減が容易になりました。

　欧州危機等を背景にNEXIが欧米民間保険会社と短期の再保険
協定等を通じて引受キャパシティを供与する対応を開始しました。

　NEXIは、ベルン・ユニオンのメンバーである主要ECAや関係
機関との間で協力協定を締結し、長期的な協力関係を構築してい
ます。

　国際化・ボーダレス化する日本企業の様々なビジネス
ニーズに迅速かつ的確に対応するため、NEXIは海外の関
係機関との間で以下のような協力関係を構築しています。

①One-Stop-Shop再保険

②短期型再保険

③欧米民間保険会社との再保険

④その他の協力関係

アフリカ

ヨーロッパ

中 東

NEXIの活動

海外の関連組織との協力

Annual  Report  FY201930

　日本企業が外国企業と共同で第三国におけるプロ
ジェクトに参加する場合に、NEXlが日本からの輸出部分
等のリスクを引き受けることを目的として、海外の主要
な輸出信用機関（ECA）との間でOne-Stop-Shop再保
険協定を締結しています。例えば、日本企業が外国企業
とコンソーシアム（企業連合）を組んで第三国へ輸出を
行う場合、外国企業が日本企業輸出部分を含めた輸出
契約金額全体について自国のECAと保険契約を締結
し、その上で日本企業輸出部分については、その外国
ECA からNEXl が再保険の引受を行います。

　国際化・ボーダレス化する日本企業の様々なビジネス
ニーズに迅速かつ的確に対応するため、NEXIは海外の関係
機関との間で以下のような協力関係を構築しています。

（1）One-Stop-Shop 再保険

　アジア地域等の日系企業による第三国向け輸出の支
援を目的として、NEXIはアジア等のECAと再保険協定
を締結しています。この協定により、アジア等のECAの
保険引受余力が引き上げられ、アジア等の日系企業がア
ジア等のECAの貿易保険を活用した対外取引リスクの
軽減が容易になりました。

（2）短期型再保険

　欧州危機等を背景にNEXIが欧米民間保険会社と短期
取引の再保険協定等を通じて引受キャパシティを供与す
る対応を開始しました。

（3）欧米民間保険会社との再保険

　NEXIは、ベルン・ユニオンのメンバーである主要ECA
や関係機関との間で協力協定を締結し、長期的な協力関
係を構築しています。

（4）その他の協力関係

海外の関連組織との協力
N E X I の 活 動
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※地図上の各国色分けについて「One-Stop-Shop再保険協定
締 結 先 」と「 協 力 協 定 締 結 先 」が 同 一 国 の 場 合 は

「One-Stop-Shop再保険協定締結先」の色に、「短期型再保険
協定締結先」と「協力協定締結先」が同一国の場合は「短期型
再保険協定締結先」の色となっています。

ヨーロッパ
One-Stop-Shop再保険協定締結先

短期型再保険協定締結先
ロシア ロシア輸出信用・投資保険機関(EXIAR) 2016年
協力協定締結先
フランス フランス対外経済省（DREE) 1995年
 フランス公的投資銀行（Bpifrance） 2016年

One-Stop-Shop再保険協定締結先
短期型再保険協定締結先
協力協定締結先

イタリア イタリア外国貿易保険株式会社(SACE) 2002年
オランダ アトラディウス信用保険会社(ATRADIUS) 2002年
ベルギー ベルギー信用保険会社(Credendo) 2002年
ドイツ ユーラーヘルメス信用保険会社(EULER HERMES) 2003年
オーストリア オーストリア管理銀行株式会社(OeKB) 2003年
フィンランド フィンランド輸出信用会社(FINNVERA) 2004年
スペイン スペイン輸出信用保険会社(CESCE) 2005年
スイス スイス連邦輸出信用機関(SERV) 2007年
フランス フランス公的投資銀行（Bpifrance） 2016年
チェコ チェコ輸出保証・保険公社（EGAP) 2017年
イギリス 英国輸出信用保証局（UKEF） 2017年
デンマーク デンマーク輸出信用基金（EKF） 2019年

イスラエル イスラエル輸出信用保険会社（ASHRA) 1997年
アブダビ首長国 ムバダラ開発（MDC) 2008年
イラク イラク財務省 2011年
 イラク貿易銀行（TBI) 2011年
イラン イラン経済財務省 2016年
トルコ トルコ輸出入銀行(TURK EXIMBANK) 2017年
サウジアラビア サウジアラビア財務省 2020年

ドイツ ユーラーヘルメス信用保険会社(EULER HERMES)／ 
 C&Lドイツ監査会社（C&L) 1996年
 ドイツ復興金融公庫（KfW） 2011年
オーストリア オーストリア管理銀行株式会社（OeKB) 1996年
イタリア イタリア外国貿易保険株式会社（SACE) 1996年
フィンランド フィンランド輸出信用会社（FINNVERA) 1996年
オランダ アトラディウス信用保険会社(ATRADIUS) 1996年
スペイン スペイン輸出信用保険会社(CESCE) 2000年
ウズベキスタン ウズベキスタン輸出入保険会社（UZBEKINVEST) 2007年
ウクライナ ウクライナ輸出入銀行（UKREXIMBANK) 2009年
ロシア ロシア開発対外経済銀行（VEB) 2009年
ベラルーシ ベラルーシ銀行（Belarusbank) 2009年
ロシア ロシア輸出信用・投資保険機関（EXIAR) 2013年
トルクメニスタン トルクメニスタン国立対外経済関係銀行（TFEB) 2015年
チェコ チェコ輸出保証・保険公社（EGAP) 2015年
カザフスタン カザフスタン輸出信用・投資保険公社（KazakhExport） 2016年
ジョージア ジョージア経済・持続的発展省 2019年
ロシア Joint Stock Company Siberian Coal Energy Company 2019年
ベルギー ベルギー信用保険会社（Credendo) 2019年
ハンガリー ハンガリー輸出信用保険有限会社（MEHIB） 2019年
アゼルバイジャン アゼルバイジャン経済省 2021年

北アメリカ
One-Stop-Shop再保険協定締結先
カナダ カナダ輸出開発公社（EDC） 2018年
アメリカ 米国輸出入銀行（US EXIMBANK) 2019年

南アメリカ
協力協定締結先
ブラジル ヴァーレ（VALE) 2008年
 ペトロブラス（PETROBRAS) 2008年
 ブラジル国立経済社会開発銀行（BNDES) 2009年
 ブラジル保証基金管理機関（ABGF） 2017年

短期型再保険協定締結先
カナダ カナダ輸出開発公社(EDC) 2012年

協力協定締結先
アメリカ 米国輸出入銀行（US EXIMBANK) 1991年
カナダ カナダ輸出開発公社(EDC) 1997年
アメリカ 米国エネルギー省（DOE) 2009年
 米国海外民間投資公社 （OPIC） 2017年

アジア・オセアニア

欧米民間保険会社との再保険協定締結先

One-Stop-Shop再保険協定締結先
オーストラリア オーストラリア輸出信用機関（EFA） 2005年
韓国 韓国貿易保険公社（KSURE） 2011年
タイ タイ輸出入銀行（THAI EXIMBANK) 2019年

ユーラーヘルメス保険会社(EULER-HERMES)(民間部門) 2013年
フランス貿易保険会社(COFACE)(民間部門) 2014年
アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG) 2015年
Tokio Marine HCC（HCC） 2016年
Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) / MS Amlin 2019年
Credendo-Ingosstrakh Credit Insurance, LLC 2019年

短期型再保険協定締結先
シンガポール シンガポール輸出信用保険会社(ECICS) 2004年
マレーシア マレーシア輸出入銀行(MEXIM) 2006年
インドネシア インドネシア輸出保険公社(ASEI) 2009年
タイ タイ輸出入銀行(THAI EXIMBANK) 2009年
台湾 台湾輸出入銀行(TEBC) 2010年
香港 香港輸出信用保険会社(HKECIC) 2012年

協力協定締結先

協力協定締結先

韓国 韓国輸出保険公社（KSURE) 1994年
シンガポール シンガポール輸出信用保険会社(ECICS) 1997年
台湾 台湾輸出入銀行(TEBC) 2005年
インドネシア インドネシア輸出保険公社(ASEI) 2008年
ベトナム ペトロベトナム（PETROVIETNAM) 2010年
 ベトナム財政省 2014年
インドネシア プルタミナ（Pertamina) 2015年
中国 中国輸出信用保険公社（SINOSURE) 2018年
インド インド輸出信用機関(ECGC) 2018年
オーストラリア オーストラリア外務貿易省(DFAT)/
 オーストラリア輸出信用機関（EFA） 2018年
タイ タイ輸出入銀行(THAI EXIMBANK) 2020年

イギリス 英国輸出信用保証局（UKEF) 1995年

国際機関

APECメンバーの輸出保険機関・輸出金融機関（12カ国15機関） 1997年
欧州投資銀行(EIB) 2018年
イスラム投資・輸出保険機関（ICIEC) 2019年
イスラム開発銀行（IsDB） 2019年
アフリカ貿易保険機構（ATI） 2019年
欧州復興開発銀行（EBRD) 2020年
多数国間投資保証機関（MIGA) 2020年
国際金融公社(IFC) 2020年

協力協定締結先
アフリカ

南アフリカ　　南アフリカ輸出信用保険公社（ECIC SA）　　　 2005年

協力協定締結先
中東
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協力協定締結先
イスラエル イスラエル輸出信用保険会社（ASHRA） 1997年
アブダビ首長国 ムバダラ開発（MDC） 2008年
イラク イラク財務省／ 

イラク貿易銀行（TBI） 2011年
イラン イラン経済財務省 2016年
トルコ トルコ輸出入銀行（TURK EXIMBANK） 2017年

協力協定締結先
南アフリカ 南アフリカ輸出信用保険公社（ECIC SA） 2005年

One-Stop-Shop再保険協定締結先
イタリア イタリア外国貿易保険株式会社（SACE） 2002年
オランダ アトラディウス信用保険会社（ATRADIUS） 2002年
ベルギー ベルギー信用保険会社（Credendo） 2002年
ドイツ ユーラーヘルメス信用保険会社（EULER HERMES） 2003年
オーストリア オーストリア管理銀行株式会社（OeKB） 2003年
フィンランド フィンランド輸出信用会社（FINNVERA） 2004年
スペイン スペイン輸出信用保険会社（CESCE） 2005年
スイス スイス連邦輸出信用機関（SERV） 2007年
フランス フランス公的投資銀行（Bpifrance） 2016年
チェコ チェコ輸出保証・保険公社（EGAP） 2017年
イギリス 英国輸出信用保証局（UKEF） 2017年
デンマーク デンマーク輸出信用基金（EKF） 2019年

短期型再保険協定締結先
ロシア ロシア輸出信用・投資保険機関（EXIAR） 2016年

協力協定締結先
フランス フランス対外経済省（DREE） 1995年

フランス公的投資銀行（Bpifrance） 2016年
イギリス 英国輸出信用保証局（UKEF） 1995年

　日本企業が外国企業と共同で第三国におけるプロジェクトに 
参加する場合に、NEXIが日本からの輸出部分等のリスクを引き 
受けることを目的として、海外の主要な輸出信用機関（ECA）との
間でOne-Stop-Shop再保険協定を締結しています。例えば、日本 
企業が外国企業とコンソーシアム（企業連合）を組んで第三国へ 
輸出を行う場合、外国企業が日本企業輸出部分を含めた輸出契約
金額全体について自国のECAと保険契約を締結し、その上で日本 
企業輸出部分については、その外国ECAからNEXIが再保険の 
引受を行います。

　アジア地域等の日系企業による第三国向け輸出支援を目的と
して、NEXIはアジア等のECAと再保険協定を締結しています。
この協定により、アジア等のECAの保険引受余力が引き上げられ、 
アジア等の日系企業がアジア等のECAの貿易保険を活用した 
対外取引リスクの軽減が容易になりました。

　欧州危機等を背景にNEXIが欧米民間保険会社と短期の再保険
協定等を通じて引受キャパシティを供与する対応を開始しました。

　NEXIは、ベルン・ユニオンのメンバーである主要ECAや関係
機関との間で協力協定を締結し、長期的な協力関係を構築してい
ます。

　国際化・ボーダレス化する日本企業の様々なビジネス
ニーズに迅速かつ的確に対応するため、NEXIは海外の関
係機関との間で以下のような協力関係を構築しています。

①One-Stop-Shop再保険

②短期型再保険

③欧米民間保険会社との再保険

④その他の協力関係

アフリカ

ヨーロッパ

中 東

NEXIの活動

海外の関連組織との協力
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　日本企業が外国企業と共同で第三国におけるプロ
ジェクトに参加する場合に、NEXlが日本からの輸出部分
等のリスクを引き受けることを目的として、海外の主要
な輸出信用機関（ECA）との間でOne-Stop-Shop再保
険協定を締結しています。例えば、日本企業が外国企業
とコンソーシアム（企業連合）を組んで第三国へ輸出を
行う場合、外国企業が日本企業輸出部分を含めた輸出
契約金額全体について自国のECAと保険契約を締結
し、その上で日本企業輸出部分については、その外国
ECA からNEXl が再保険の引受を行います。

　国際化・ボーダレス化する日本企業の様々なビジネス
ニーズに迅速かつ的確に対応するため、NEXIは海外の関係
機関との間で以下のような協力関係を構築しています。

（1）One-Stop-Shop 再保険

　アジア地域等の日系企業による第三国向け輸出の支
援を目的として、NEXIはアジア等のECAと再保険協定
を締結しています。この協定により、アジア等のECAの
保険引受余力が引き上げられ、アジア等の日系企業がア
ジア等のECAの貿易保険を活用した対外取引リスクの
軽減が容易になりました。

（2）短期型再保険

　欧州危機等を背景にNEXIが欧米民間保険会社と短期
取引の再保険協定等を通じて引受キャパシティを供与す
る対応を開始しました。

（3）欧米民間保険会社との再保険

　NEXIは、ベルン・ユニオンのメンバーである主要ECA
や関係機関との間で協力協定を締結し、長期的な協力関
係を構築しています。

（4）その他の協力関係

海外の関連組織との協力
N E X I の 活 動
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※地図上の各国色分けについて「One-Stop-Shop再保険協定
締 結 先 」と「 協 力 協 定 締 結 先 」が 同 一 国 の 場 合 は

「One-Stop-Shop再保険協定締結先」の色に、「短期型再保険
協定締結先」と「協力協定締結先」が同一国の場合は「短期型
再保険協定締結先」の色となっています。

ヨーロッパ
One-Stop-Shop再保険協定締結先

短期型再保険協定締結先
ロシア ロシア輸出信用・投資保険機関(EXIAR) 2016年
協力協定締結先
フランス フランス対外経済省（DREE) 1995年
 フランス公的投資銀行（Bpifrance） 2016年

One-Stop-Shop再保険協定締結先
短期型再保険協定締結先
協力協定締結先

イタリア イタリア外国貿易保険株式会社(SACE) 2002年
オランダ アトラディウス信用保険会社(ATRADIUS) 2002年
ベルギー ベルギー信用保険会社(Credendo) 2002年
ドイツ ユーラーヘルメス信用保険会社(EULER HERMES) 2003年
オーストリア オーストリア管理銀行株式会社(OeKB) 2003年
フィンランド フィンランド輸出信用会社(FINNVERA) 2004年
スペイン スペイン輸出信用保険会社(CESCE) 2005年
スイス スイス連邦輸出信用機関(SERV) 2007年
フランス フランス公的投資銀行（Bpifrance） 2016年
チェコ チェコ輸出保証・保険公社（EGAP) 2017年
イギリス 英国輸出信用保証局（UKEF） 2017年
デンマーク デンマーク輸出信用基金（EKF） 2019年

イスラエル イスラエル輸出信用保険会社（ASHRA) 1997年
アブダビ首長国 ムバダラ開発（MDC) 2008年
イラク イラク財務省 2011年
 イラク貿易銀行（TBI) 2011年
イラン イラン経済財務省 2016年
トルコ トルコ輸出入銀行(TURK EXIMBANK) 2017年
サウジアラビア サウジアラビア財務省 2020年

ドイツ ユーラーヘルメス信用保険会社(EULER HERMES)／ 
 C&Lドイツ監査会社（C&L) 1996年
 ドイツ復興金融公庫（KfW） 2011年
オーストリア オーストリア管理銀行株式会社（OeKB) 1996年
イタリア イタリア外国貿易保険株式会社（SACE) 1996年
フィンランド フィンランド輸出信用会社（FINNVERA) 1996年
オランダ アトラディウス信用保険会社(ATRADIUS) 1996年
スペイン スペイン輸出信用保険会社(CESCE) 2000年
ウズベキスタン ウズベキスタン輸出入保険会社（UZBEKINVEST) 2007年
ウクライナ ウクライナ輸出入銀行（UKREXIMBANK) 2009年
ロシア ロシア開発対外経済銀行（VEB) 2009年
ベラルーシ ベラルーシ銀行（Belarusbank) 2009年
ロシア ロシア輸出信用・投資保険機関（EXIAR) 2013年
トルクメニスタン トルクメニスタン国立対外経済関係銀行（TFEB) 2015年
チェコ チェコ輸出保証・保険公社（EGAP) 2015年
カザフスタン カザフスタン輸出信用・投資保険公社（KazakhExport） 2016年
ジョージア ジョージア経済・持続的発展省 2019年
ロシア Joint Stock Company Siberian Coal Energy Company 2019年
ベルギー ベルギー信用保険会社（Credendo) 2019年
ハンガリー ハンガリー輸出信用保険有限会社（MEHIB） 2019年
アゼルバイジャン アゼルバイジャン経済省 2021年

北アメリカ
One-Stop-Shop再保険協定締結先
カナダ カナダ輸出開発公社（EDC） 2018年
アメリカ 米国輸出入銀行（US EXIMBANK) 2019年

南アメリカ
協力協定締結先
ブラジル ヴァーレ（VALE) 2008年
 ペトロブラス（PETROBRAS) 2008年
 ブラジル国立経済社会開発銀行（BNDES) 2009年
 ブラジル保証基金管理機関（ABGF） 2017年

短期型再保険協定締結先
カナダ カナダ輸出開発公社(EDC) 2012年

協力協定締結先
アメリカ 米国輸出入銀行（US EXIMBANK) 1991年
カナダ カナダ輸出開発公社(EDC) 1997年
アメリカ 米国エネルギー省（DOE) 2009年
 米国海外民間投資公社 （OPIC） 2017年

アジア・オセアニア

欧米民間保険会社との再保険協定締結先

One-Stop-Shop再保険協定締結先
オーストラリア オーストラリア輸出信用機関（EFA） 2005年
韓国 韓国貿易保険公社（KSURE） 2011年
タイ タイ輸出入銀行（THAI EXIMBANK) 2019年

ユーラーヘルメス保険会社(EULER-HERMES)(民間部門) 2013年
フランス貿易保険会社(COFACE)(民間部門) 2014年
アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG) 2015年
Tokio Marine HCC（HCC） 2016年
Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) / MS Amlin 2019年
Credendo-Ingosstrakh Credit Insurance, LLC 2019年

短期型再保険協定締結先
シンガポール シンガポール輸出信用保険会社(ECICS) 2004年
マレーシア マレーシア輸出入銀行(MEXIM) 2006年
インドネシア インドネシア輸出保険公社(ASEI) 2009年
タイ タイ輸出入銀行(THAI EXIMBANK) 2009年
台湾 台湾輸出入銀行(TEBC) 2010年
香港 香港輸出信用保険会社(HKECIC) 2012年

協力協定締結先

協力協定締結先

韓国 韓国輸出保険公社（KSURE) 1994年
シンガポール シンガポール輸出信用保険会社(ECICS) 1997年
台湾 台湾輸出入銀行(TEBC) 2005年
インドネシア インドネシア輸出保険公社(ASEI) 2008年
ベトナム ペトロベトナム（PETROVIETNAM) 2010年
 ベトナム財政省 2014年
インドネシア プルタミナ（Pertamina) 2015年
中国 中国輸出信用保険公社（SINOSURE) 2018年
インド インド輸出信用機関(ECGC) 2018年
オーストラリア オーストラリア外務貿易省(DFAT)/
 オーストラリア輸出信用機関（EFA） 2018年
タイ タイ輸出入銀行(THAI EXIMBANK) 2020年

イギリス 英国輸出信用保証局（UKEF) 1995年

国際機関

APECメンバーの輸出保険機関・輸出金融機関（12カ国15機関） 1997年
欧州投資銀行(EIB) 2018年
イスラム投資・輸出保険機関（ICIEC) 2019年
イスラム開発銀行（IsDB） 2019年
アフリカ貿易保険機構（ATI） 2019年
欧州復興開発銀行（EBRD) 2020年
多数国間投資保証機関（MIGA) 2020年
国際金融公社(IFC) 2020年

協力協定締結先
アフリカ

南アフリカ　　南アフリカ輸出信用保険公社（ECIC SA）　　　 2005年

協力協定締結先
中東
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