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再保険引受事業
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アドバイス、専門知識、専門性：
自律的で独立した活動
使命：

私たちのサービス :

特定のリスクの制御と管理に適
合したソリューションとサービ
スを提供すること

• 個人保険および団体保険のプライシング
• 商品開発
• リスク分散やSolvency II最適化ニーズのサポート
• ポートフォリオを発展および保護するための非伝統的なソリューションの提供

私たちの事業領域：

守秘義務

医療保険

生命保険

信用保険

貯蓄性保険

COOPÉRATIONS

私たちの特徴 :

ライフ＆ヘルスの再保
険引受部門

• すべてのニーズに適応する独自のソリューション
• 適切な陣容かつ機敏でレスポンスの良いチーム
• しっかりと根付いたミューチュアリストの価値観
• 強固で永続的なパートナーシップの構築

分散ポートフォリオ
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：すべてのニーズを満たすために

12

ヶ国で取引

フランス - ドイツ - ベルギー - デンマーク スペイン - イギリス - アイルランド - イタリア ルクセンブルグ - オランダ - ポルトガル - スイス ポーランド - イスラエル

私たちのコア市場
私たちの国際的なプレゼンス
カナダ - チリ - コロンビア - ペルー

私たちの成長機会

韓国 - インドネシア - 日本 - シンガポール 台湾 - タイ - ベトナム

売上高の大幅な増加
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専門的でダイナミック
なチーム
Marie-Pierre LECOUR
ディレクター
marie-pierre.lecour@covea.fr

Romain DURAND
ディレクター
romain.durand@covea.fr

アンダーライティング・プラ
イシング部門

数理部門
pilotage.inventaire@covea.fr
Koko
LAWSON ADOTE
シニアアクチュアリー 、
エコノミックガイダンス・コントロール

Paul GARAT
シニアアクチュアリー
アンダーライティング・
プライシング

darsp@covea.fr

Medhi HIMEUR
アンダーライティング・プライ
シング部門マネージャー
medhi.himeur@covea.fr

テクニカル・ファイナンシャ
ルアカウンティング部門
pilotage.inventaire@covea.fr
Sandrine
PUYHARDY
シニアアカウンタント

William
TEBOUL
シニアアカウンタント

Florence
SARASOLA ROGER
シニアアンダーライター

Gaëlle LEROUX
シニアアンダーライター

レトロセッション・
クロスコントロール部門
pilotage.inventaire@covea.fr
Alain LAURENT
シニアアンダーライター

Rose AFAMBO
統計・研究リサーチオ
フィサー

Thomas MEERMAN
シニアアンダーライター

私たちは信頼されています
“It’s always a pleasure to work with this agile and
reactive team.”
Thierry Fabre Bonvin - Founding Partner

“We are delighted with our strong collaboration
with the Covéa Coopérations’ team: its expertise
and understanding of customer needs are highly
appreciated.”
Isabelle Dartiguelongue - Life Director

“Covéa Coopérations supports the mutual in both life
and health pricing and product development.”
Laurent Duret - Managing Director

“We have established a solid and long-term partnership
with Covéa Coopérations thanks to many contracts
underwritten in France and in Europe.”

“Covéa Coopérations is an important participant
in our large risk protection program. Its financial
strength and responsiveness in underwriting
make it a partner of choice.”
Olivier Della Santina - Directeur actuariat financier

Isidro Miras - Special risks manager - Sport Pro Re

“I can attest to the many opportunities for collaboration
with Covéa Coopérations. Business-oriented, I have
seen the responsiveness of the teams who, beyond
their professionalism, are extremely pleasant and
sympathetic.”
Aude Viney - Key Accounts Director

“Our close relationship with Covéa Coopérations
is based on a shared vision of life reinsurance:
expertise, innovation and proximity in order to
offer customers all the agility and dynamism of
a human-sized team.”
Arnaud Chevalier - Technical and Commercial Manager Life reinsurance
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