
※1 2021年10月給与から控除開始となります。※2ご家族とは、配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および同居の親族のことを指します。※3 利用
限度額197,050円（月額）➡自己負担額19,705円（1割）※4 お住まいの地域やご利用の事業所によって金額は異なります。費用はあくまでも
参考価格であり、実際にかかる費用とは異なります。※5 自己負担割合は、所得に応じて異なります。

介護の補償

（医療保険基本特約・親介護費用補償特約セット団体総合保険）
親子のちから 団体親介護費用

補償保険 保険期間 
2021年8月1日午後4時から
2022年8月1日午後4時まで

払込方法 
12分割払※1

加入対象者・被保険者
丸紅グループの役員・従業員
および退職者またはご家族※2 

例えばこんなときに…

突然はじまる大きな負担、
両親の介護をサポート！

介護保険に関するトピックスなぜ必要？

介護にかかる費用や公的介護保険
制度について知っていますか？

認知症は誰にとっても身近な問題となっています。

要介護・要支援者は増加傾向です

介護では月々の費用とは別に、自宅改修費用や車いす・
ベッド購入等の費用もかかってくる場合があります。
公的介護保険には、要介護度に応じて「公的介護保険
の利用限度額」という枠があります。公的介護保険の
利用限度額内であれば、利用者の負担額は費用総額
の1～3割（利用者負担割合は、所得によって異なる
場合があります。）となります。

公的介護保険で足りない分は
自己負担することになります。

●公的介護保険制度の利用限度額と自己負担額 

●公的介護保険の要介護・要支援認定者数は約658万人 ●要介護者の介護が必要となる原因1位は認知症

※区分支給限度額を超える利用サービス分の費用は、利用
者の全額負担となります。
※保険者（市区町村）により区分支給限度額が異なる場合があります。

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告（平成30年）」 出典：厚生労働省「2019年国民生活基礎調査の概況」
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2025年には、65歳以上の高齢者の5人に1人が
認知症になるといわれています

認知症
24.3%
認知症
24.3%

脳血管疾患（脳卒中）
19.2%

高齢による衰弱
11.4%

骨折・転倒 12.0%

心疾患（心臓病） 
3.3%

不明・不詳
1.7%

関節疾患 6.9％

その他
21.1％

要介護者

ケアプランの設定例

Aさん （70歳）
要介護2　同居　骨折、認知症　自己負担額1割

介護者が仕事と介護を両立できる理想のケアプランの設定例
公的介護保険の対象外の費用は全額自己負担

区分

予防給付
（予防サービス）

介護給付
（介護サービス）

要
介護度

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

50,030円

104,730円

166,920円

196,160円

269,310円

308,060円

360,650円

5,003円

10,473円

16,692円

19,616円

26,931円

30,806円

36,065円

10,006円

20,946円

33,384円

39,232円

53,862円

61,612円

72,130円

15,009円

31,419円

50,076円

58,848円

80,793円

92,418円

108,195円

区分
利用限度

額

自己
負担額
（1割）

自己
負担額
（2割）

自己
負担額
（3割）

次のプロジェクトは
君に任すよ！

はい！頑張ります！

これから
ますます
忙しく
なるぞ !!

そんなある日…

おや、
妻から電話だ！

もしもし、
どうしたんだい？

大変よ！
田舎のお義父さんが

倒れたの！

要介護になったらどうしよう…
すぐに田舎には帰れない…
子どもたちも小さくて、
妻だけだと負担が大きすぎる…

1 2
3 4

❶～❸の部分をサポートします

サ
ー
ビ
ス

利
用
費
用

サービスメニュー

❷ 上乗せサービス
公的介護保険の給付メニューに上
乗せする費用

❸ 公的介護保険の対象外部分
・家事代行サービス利用費用
・安否確認サービス利用費用
・配食サービス利用費用
・有料老人ホーム等入居費用
・住宅改修費用
など

❶ 公的介護保険の自己負担分※5

公的介護保険の給付額

二次元バーコード

公的介護制度の
詳細は、こちらで
ご確認ください。

団体割引

25％
優良割引

5％

●公的介護保険利用限度額　
　自己負担分（1割）

19,705円※3

●公的介護保険　
　利用限度額超過分（全額自己負担）

72,000円※4

●公的介護保険　
　対象外サービス分（全額自己負担）

64,000円※4

1か月の自己負担額 155,705円

自己負担金 時間割

朝

午前

昼

午後
夕方
夜

月 火 水 木 金 土 日

訪問介護

訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護

訪問介護

デイ
サービス

ショート
ステイ

デイ
サービス

訪問介護 訪問介護 訪問介護

配食
サービス

家事代行
サービス

家事代行
サービス

配食
サービス

家事代行
サービス

配食
サービス

ショート
ステイ

＋その他　ショートステイ2回／月、介護ベッドレンタル、
　 車イス・松葉杖レンタル

約2.5倍

2000年と
比較して

親子のちからは、公的介護保険制度ではカバーしきれない
公的介護利用限度額超過分・対象外サービス分を補償します。
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※1 提携事業者や利用方法などの詳細につきましてはご加入後にご案内します。損保ジャパンの提携事業者をご利用の場合、「キャッシュレス対応」（直接支払 いサービス)も可能です。「キャッシュレス対応(直接支払いサービス)」の詳細はP.66をご確認ください。※2 期間または回数を定めて継続的に行うサー
ビスをいいます。※3 住宅改修費用はご加入コースに関わらず100万円をお支払限度とします。※4 有料老人ホーム等入居費用はご加入コースの限度額ま たは300万円いずれか低い金額をお支払限度とします。※5 要介護1かつ認知症自立支援度がⅡａ以上、あるいは、要介護2以上を「要介護状態」と
いいます。※6 サービス利用費用はお客さま負担です。※7 支払対象費用の詳細は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。 ※8 対象者（親）さまと繋がらない場合は、1日3回・最大3日間（合計9回）、おかけ直しいたします。＊年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入
の場合は、中途加入日時点の満年齢)となります。＊住宅改修費用としてお支払いする保険金は100万円を限度とします。＊有料老人ホーム等入居費用として お支払いする保険金は300万円を限度とします（K1タイプは100万円が限度）。＊親介護費用保険金とは別枠で、親介護費用保険金の10%の額を諸
費用保険金としてお支払いします。＊本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2021年3月現在) ＊保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険 のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。 

親子のちから（医療保険基本特約・親介護費用補償特約セット団体総合保険）

基本の補償

公的介護の給付有無は問いません。
公的介護保険の利用限度額を超えての介護サービス利用費用や自己負担部分を補償します。

公的介護保険制度対象の介護サービス利用費用1

家事代行サービス利用費用
対象者（親）または被保険者（子）が

利用した家事代行費用

住宅改修費用※3

対象者（親）の介護を目的として、
対象者（親）居住の住宅を改修した費用

配食サービス※2利用費用
対象者（親）のために配食サービスを

利用した費用

有料老人ホーム等入居費用※4

対象者（親）が有料老人ホーム等に
入居するための費用

安否確認サービス利用費用
対象者（親）の安否を確認するための

サービス費用

介護の負担を軽減できるよう、公的介護保険制度では対象外となる以下の介護サービス利用費用を補償します。
各サービスについては提携事業者のご紹介※1が可能です。 

公的介護保険制度対象外の介護サービス利用費用2

保険加入
物忘れが多くなった…
道に迷うことが増えた…
家事がおっくうに…

保険
加入

要介護
状態該当

要介護状態に該当してから最大10年間補償保険加入後（要介護状態になる前）

保険加入後は…
SOMPO笑顔倶楽部※6 が
日常生活をご支援します！

要介護状態該当後は…
被保険者（対象者の子）が負担した所定の費用※7 が、

保険金としてお支払いの対象になります！

例

要介護状態に ！ ※5

親子のちから 保険加入後のイメージ図

27保険金額、保険料はP.

（注1）「SOMPO笑顔倶楽部」は、損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。「お元気コール」は、株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティ
ング アクトが提供します。（注2）「SOMPO笑顔倶楽部」「お元気コール」は、サービス利用時点における「親子のちから」の被保険者さま、対象者さま、およびその
ご家族の方がご利用できます。（注3）「SOMPO笑顔倶楽部」は、お住まいの地域や、やむを得ない事情によってサービスのご利用までに日数を要する場合や
サービスをご利用いただけない場合があります。（注4）「SOMPO笑顔倶楽部」のサービスは、サービスパートナー企業のサービスについて、損保ジャパンが紹
介をするものです。サービスをご利用の場合にかかる費用はお客さまのご負担となります。（注5）本サービスは、予告なく変更または中止する場合があります
ので、あらかじめご了承ください。（注6）写真、イラストはイメージです。実際に提供されるサービスとは異なる場合があります。（注7）サービスの詳しい内
容につきましては、サービス利用規約をご確認ください。（注8）「SOMPO笑顔倶楽部」のご利用方法や「お元気コール」の登録方法などについては、ご加入
いただいた皆さまに後日お配りするご案内チラシに記載していますので、ご確認ください。

離れていても安心 ！ 「お元気コール」で親御さまを見守り
経験豊富なオペレーターが、離れて暮らす対象者（親）に定期的に連絡し、
健康状態やご様子を確認し、メールでご報告します。

「お元気コールセンター」が以下の行為を行うことはありません。 
1.医師法、医療法および保健師・看護師法などの関連法規に違反する行為
2.診察および治療などの医療行為
3.服薬についての相談や指示
4.警備業法第2条第1項1号および同条項第4号に規定されている相当の行為
5.利用者の身体に対する危害を警戒し防止することを目的とする行為

お元気コール
オペレーター

状況をメールで
ご報告 サービス

利用者さま
（ご登録いただいた方）

月に1回お電話※8
離れて暮らす
対象者（親）さま

ご提供サービス 困ったときに頼れる、介護をサポートする4大特典 !

「SOMPO笑顔倶楽部」が、介護に関する情報不足による不安や悩みを支援
「SOMPO笑顔倶楽部」は、MCI（軽度認知障害）
の早期発見や認知機能低下の予防に寄与する
サービスから、万が一要介護状態になった場合の
介護サービス紹介等まで一貫した有用な情報を
WEB上で加入者の皆さまにご提供します。

主なコンテンツ
●認知症知識・最新情報のご提供
●認知症機能低下の予防サービス

のご紹介

●認知機能チェックのご提供
●介護に関するサービス（介護相談、

施設見学、体験入居、介護実技研修
等）のご紹介

全国450か所以上の中からニーズにあった介護施設をお探し
北海道から九州まで、各地の介護施設の中から利用しやすい施設をお探しします。 

●食費や介護保険給付自己負担等が別途かかりますが、所定の要介護状態に
該当している場合、施設における家賃・施設利用料、介護、食事の提供にかかる
費用については親介護費用補償保険のお支払対象となります。

●満室の場合はご入居できないこともございます。
●サービスをご利用される場合の費用はお客さまのご負担となります。
●入居条件はそれぞれの提携事業者が独自に決定しています。提携事業者の

判断により、予告なく変更または中止となる場合があります。

ご注意北海道

仙台

名古屋

広島

福岡

大阪

東京

提携の各種介護サービスをキャッシュレスでご利用可能
提携業者の各種介護サービスを利用した場合、キャッシュレス（直接支払いサービス）で便利にお支払いできます。

親介護費用保険金の直接支払いサービスについて
被保険者（子）が損保ジャパンと提携する事業者
から費用の請求を受け、親介護費用保険金をお
支払いする場合は、損保ジャパンにご依頼いただ
ければ、その事業者に保険金を直接支払うことが
できます。なお、保険金支払時の提携事業者から
のサービス購入や直接支払サービスの利用は任
意であり、利用を義務付けるものではありません。

キャッシュレス対応

■保険金直接支払におけるご注意事項
●提携事業者の選定基準（業績・財務・コンプライアンス）は損保ジャパンの定めるところにより決定します。
●提携事業者名は上記「提携事業者名」に記載しています。
●被保険者（子）は親介護費用保険金を直接受け取ることも可能です。
●提携事業者からサービスの提供を受けた場合において、保険金がサービスの対価

に満たないときは、被保険者（子）は不足分をお支払いいただく必要があります。

●提携事業者のサービス等の提供が困難になる場合として次のよ
うなケースが想定されます。
・提携事業者が損保ジャパンの定める選定基準を満たさなくなった場合
・提携事業者が損保ジャパンの改善要求に対して誠実に履行しない場合
・提携事業者が廃業／倒産等により事業を継続できない場合   など

安否確認サービス利用費用 ●総合警備保障株式会社（ALSOK）
住宅改修費用 ●株式会社フレッシュハウス ●株式会社LIXILトータルサービス
有料老人ホーム等入居費用 ●SOMPOケア株式会社

（入居前に支払う一時金のみキャッシュレス対応可能）

提携
事業者名 提携事業者は、2021年3月現在の内容です。

お客さまに事前にご案内なく変更となる場合があります。
ご注意
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※保険料は、保険開始日（2021年8月1日）時点の満年齢によります。（中途加入の場合は、中途加入日時点での満年齢による保険料となります。）
※年齢は、保険期間の初日現在（中途加入の場合は中途加入日時点）の満年齢とします。
※ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
※本保険は介護医療保険料控除の対象となります（2021年3月現在）
〈告知の大切さについてのご説明〉
●告知はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご申告ください。
　※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
●告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
　※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）」を必ずお読みください。

親子のちから（団体親介護費用補償保険）
団体所得補償保険・
団体長期障害所得補償保険【GLTD】

保険金額と月払保険料 保険金額と月払保険料

※保険料が変更となっております。ご注意ください。
※保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

※保険料が変更となっております。ご注意ください。

保険金額と月払保険料
保険期間1年間、対象期間10年間、団体割引25％適用、優良割引5％適用

●詳しくは別冊親子のちからパンフレットをご参照ください。
●この商品はWEBでのお手続きはできません。親子のちからの加入依頼書兼健康状態に関する告知書をご準備しております
ので、丸紅セーフネットまでお問い合わせください。

※住宅改修費用はご加入コースにかかわらず100万円をお支払い限度とします。
※有料老人ホーム等入居費用はご加入コースの限度額または300万円いずれか低い金額をお支払限度とします。
　（保険金額100万円の場合：有料老人ホーム等入居費用の保険金額は100万円にて設定しています。）
※保険金支払いの対象期間は、所定の要介護状態に該当した日からスタートし、最長10年間（お支払いした保険金の累計額が保険金額に到達した時点で
終了）となります。
※本保険は、介護医療保険料控除の対象となります。（2021年2月現在）

※保険料は、保険始期日（中途加入日）時点の満年齢によります。
※年齢は、保険期間の初日現在の満年齢（中途加入の場合は、中途加入日時点）とします。
※ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢による
保険料となります。

本保険については、対象者（被保険者の親）の年齢により保険料が変わります。
また、満40歳から満79歳までの方が新規加入いただける保険です。
（ただし、満89歳まで継続可能です。）

ご注意

タイプ名
保険金額

満年齢

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

330円

340円

370円

430円

560円

850円

1,450円

2,640円

4,760円

7,860円

350円

380円

460円

630円

990円

1,780円

3,450円

6,740円

12,600円

21,200円

370円

420円

550円

820円

1,420円

2,720円

5,440円

10,840円

20,440円

34,530円

400円

500円

710円

1,170円

2,180円

4,380円

9,000円

18,140円

34,430円

58,310円

K1タイプ
1００万円

K3タイプ
3００万円 5００万円 1,000万円

K5タイプ K10タイプ

退職後も継続可能です

保険金額と月払保険料

※新規にご加入される方は、上表に記載されているコースからお選びください。（奥さまプラン・家事従事者用は10口コースのみとなります。）
※すでにご加入されている方は、加入依頼書の「現加入タイプ」に打ち出されている保険金額で継続加入いただけます。
　支払対象外期間7日間、入院による就業不能時追加補償特約（支払対象外期間0日）（ご本人プランのみ）、天災危険補償特約、精神障害拡張補償
特約、家事従事者特約（奥さまプランのみ）セット

保険金額

タイプ名

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

500円

740円

840円

1,000円

1,230円

1,530円

1,840円

2,100円

2,220円

2,300円

2,300円

750円

1,110円

1,260円

1,500円

1,845円

2,295円

2,760円

3,150円

3,330円

3,450円

3,450円

1,000円

1,480円

1,680円

2,000円

2,460円

3,060円

3,680円

4,200円

4,440円

4,600円

4,600円

260円

370円

420円

520円

650円

810円

970円

1,120円

1,190円

1,250円

1,250円

10口コース  10万円 15口コース  15万円 20口コース  20万円

（ご本人プラン）
HSタイプ

10口コース  10万円

（奥さまプラン・家事従事者用）
WFタイプ

1年補償コース 団体所得補償保険
月々の保険料は「年齢ごと」「家事従事されているかどうか」で下表のとおりとなります。

満年齢

退職後は継続できません

保険金額と月払保険料

※新規にご加入される方は、上表に記載されているコースからお選びください。（奥さまプラン・家事従事者用はございません。）
支払対象外期間365日、対象期間60歳に達するまで、精神障害補償特約セット

タイプ名
保険金額

性別
15～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

336円

347円

375円

452円

648円

869円

1,015円

1,010円

男性
226円

291円

383円

554円

849円

1,124円

1,210円

1,066円

女性
673円

694円

750円

904円

1,297円

1,739円

2,030円

2,020円

男性
451円

582円

766円

1,107円

1,698円

2,249円

2,420円

2,131円

女性
1,345円

1,388円

1,500円

1,809円

2,594円

3,478円

4,060円

4,040円

男性
903円

1,164円

1,531円

2,214円

3,396円

4,497円

4,839円

4,263円

女性

G5型
月額5万円コース

G10型
月額10万円コース

G20型
月額20万円コース

長期補償コース 団体長期障害所得補償保険【GLTD】
月々の保険料は「年齢ごと」「性別ごと」に下表のとおりです。

満年齢

退職後は継続できません

保険期間1年、対象期間1年、団体割引25％適用、優良割引5％適用

保険期間1年、団体割引25％適用、健康経営割引5％適用
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　●ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて１年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であるこ
とが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて１年を経過していても、ご
加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて１年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。

　　（※）保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
　●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。 
　　ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
　●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。　　　　
　　・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
　　・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合　　　　　　　　　　　　　　　  など
　●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。
　　①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
　　②特別な条件付きでご加入いただけます（「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き（｢特定疾病等対象外特約｣セット）」でご加入いただけます。）。
　　③今回はご加入いただけません。
　●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。 　
　●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していただいた

内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。な
お、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 

　　【疾病保険特約・傷害保険特約】
　●ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）より前に発病（※2）した疾病・発生した事故による傷害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の

保険期間の開始時（※1）より前に発病（※2）した疾病・発生した事故による傷害であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）からその日を含めて１年を経過し
た後に保険金の支払事由（入院を開始された場合や手術を受けられた場合等）が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。

　　（注1）特別な条件付き（「特定疾病等対象外特約」セット）でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
　　（注2）がん保険特約、がん診断保険金支払特約については、ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）からその日を含めて１年を経過した後に保険金の支払事由が

　　　生じた場合も保険金をお支払いできません。 
　　（※1）継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。 
　　（※2）医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係

　　　がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。 
　【がん保険特約】
　●ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないとに

かかわらず、がん保険特約・がん診断保険金支払特約は無効（これらの特約のすべての効力が、ご加入時から生じなかったものとして取り扱うことをいいま
す。）となります。この場合において、告知前にご契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでにお支払いいただいた保険料を返還しません。た
だし、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて91日目から5年が経過し、その期間内に被保険者ががんと診断確定されなかった場合は、この

「無効」の規定を適用しません。 
　●がんと診断確定された時が、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過するより前である場合は、保険金をお支払いできません。また、一部の疾病群について保

険金お支払いの対象外とする条件（「特定疾病等対象外特約」をセット）でのご加入の場合、その疾病群およびその疾病群を原因とするがんについては保険金をお支払いできません。 
３．ご加入後における留意事項
　●住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
　●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
　＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞
　　被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、 取扱代

理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
　●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。
　　あらかじめご了承ください。
　＜重大事由による解除等＞
　●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当す

ると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
　＜他の身体障害または疾病の影響＞
　　保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険金をお支払いする病気等の程度が重くなったときは、それらの影響が
　　なかったものとして保険金をお支払いします。
４．責任開始期
　●保険責任は保険期間初日の午後４時に始まります。がん保険特約、がん診断保険金支払特約、親孝行一時金支払特約等については、ご加入初年度の

保険期間の開始日（中途加入の場合は中途加入日）からその日を含めて90日を経過した日の翌日に責任開始期が始まります。
　　※中途加入の場合は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日（20日過ぎの受付分は翌々月1日）に保険責任が始まります。
５．事故がおきた場合の取扱い
　●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日（疾病の場合は、入院を開始した日あるいは手

術を受けた日）、がんと診断確定された日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
　●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。

　　（※）　保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
　　（注１）保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
　　（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
　●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認
　　を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を
　　通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
　●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象と
　　なる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
　【疾病保険特約】
　●初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、満期時にご継続をお断りすることがあります。

必要となる書類 必要書類の例

保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票　　　　　　　　　　　　　 など

傷害状況報告書、疾病状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書　　　 など

売買契約書（写）、保証書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

同意書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

示談書(※）、判決書（写）、調停調書（写）、和解調書（写）、相手の方からの領収書、承諾書　　　　　　　 など

他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
　死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券（写）、
　運転免許証（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、
　補償金受領書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合
　修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等営業状況を示す帳簿（写）　など
③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合
　ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード（写）、贈呈用記念品購入費用領収書、
　祝賀会費用領収書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類

保険の対象であることが確認できる書類

公の機関や関係先等への調査のために必要な書類

被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類

損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類

傷害または疾病の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の
程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類

①
②

③

④
⑤
⑥
⑦

６．保険金をお支払いできない主な場合
　本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
７．中途脱退と中途脱退時の返れい金等
　この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退（解約）に際しては、既経過期間（保険期間の初日からすでに過ぎた期間）に
　相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退（解約）に際して、返れい金のお支払いはありません。
８．保険会社破綻時の取扱い
　引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契
　約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
　この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の９割までが補償されます。
９．個人情報の取扱いについて
　○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
　○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、

再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあり
ます。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳
細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。

　申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。

■商品の仕組み　：　この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、親介護費用補償特約をセットしたものです。
■保険契約者　　：　丸紅株式会社
■保険期間　　　：　2021年8月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日　　：　2021年7月20日（火）
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等　：　引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
　●加入対象者　：　丸紅株式会社およびその子会社・関連会社の役職員および退職者
　●被保険者　　：　丸紅株式会社およびその子会社・関連会社の役職員および退職者またはそのご家族（配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹および同居の親

　　　　　　　 族）を被保険者としてご加入いただけます。ただし、未成年者を除きます。
　●対象者　　　：　被保険者の親または被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方になります。
　　　　　　　　　　（新規加入の場合、満40歳以上79歳以下（継続加入は89歳以下）までの方が対象となります。）
　●お支払方法　：　【在職者の方】2021年10月分給与から毎月控除となります。（12回払）
　　　　　　　　　  【退職者の方】2021年10月から毎月口座引き落としとなります。（12回払）
　●お手続方法　：　下記のとおり加入依頼書兼健康状態に関する告知書のご確認をお願いします。

親子のちから（団体親介護費用補償保険）のあらまし（契約概要のご説明）

ご加入対象者 お手続方法
新規加入者の皆さま

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

加入依頼書兼健康状態に関する告知書の提出が必要となります。

継続加入を行わない場合 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

前年と同等条件のプラン（送付した加入依頼書に
打ち出しのプラン）で継続加入を行う場合 書類のご提出は不要です。

ご加入プランを変更するなど
前年と条件を変更して継続加入を行う場合

前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」および
「告知書」※をご提出いただきます。

※告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必要です。

　●中途加入　　：　保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日（20日過ぎ
　　　　　　　　の受付分は翌々月1日）から2022年8月1日午後４時までとなります。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月よ
　　　　　　　　り、在職者の方は給与から毎月控除、退職者の方は指定口座から毎月引き落としとなります。

　●中途脱退　　：　この保険から脱退（解約）される場合は、丸紅セーフネットまでご連絡ください。
　●団体割引は本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。ま

た、団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金･契約者配当金　：　この保険には、満期返れい金･契約者配当金はありません。

基本契約および上乗せ特約の補償内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

親介護費用
保険金

対象者（被保険者の親または被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方。以下同様とし
ます。）が要介護状態（※１）に該当したことにより、被保険者が日本国内において対象者の介護
のために対象期間（※２）中に利用した（※３）次の①から⑥までのサービス等の費用（※４）を合算し、
保険金額を上限に被保険者にお支払いします。ただし、⑤は100万円限度、⑥は300万円限度
とします。また、公的介護保険制度等の給付等がある場合は、その額を親介護費用保険金から
差し引きます。なお、被保険者が損保ジャパンと提携する事業者から次の①から⑥までの費用
の請求を受け、その支払いについて損保ジャパンに求めた場合、損保ジャパンは保険金をその
事業者にお支払いすることができます 。

（※１）要介護状態
用語のご説明　「要介護状態」をご確認ください。

（※２）対象期間
用語のご説明　「対象期間」をご確認ください。

（※３）利用した
被保険者が実際に費用を負担した場合に保険金をお支払いします。

（※４）サービス等の費用
保険金をお支払いした後に、事業者との契約の解約または取消等により、被保険者が負担した
費用が返還された場合は親介護費用保険金の全部または一部の返還を求めることがあります。

（※５）介護サービス
公的介護保険制度において給付の対象となる種類のサービスをいい、公的介護保険
制度の給付の有無を問いません。

①故意または重大な過失
②戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（※1）を除きま

す。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用（治
　療を目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑥アルコール依存、薬物依存または薬物乱用（治療を
　目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑦先天性異常
⑧頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等

で医学的他覚所見（※2）のないもの
⑨正当な理由なく治療を怠り、要介護状態に該当した

場合

など
（※1）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・
　　　思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこ
　　　れと連帯するものがその主義・主張に関して行
　　　う暴力的行為をいいます。

（※2）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検
　　　査、臨床検査、画像検査等により認められる異常
　　　所見をいいます。

①介護サービス利用費用

②家事代行サービス利用費用

③安否確認サービス利用費用

④配食サービス利用費用

⑤住宅改修費用

⑥有料老人ホーム等入居費用

対象者が介護サービス（※5）を利用した費用をいいます。
対象者または被保険者が家事代行サービス（※6）を利用した
費用をいいます。
対象者または被保険者が対象者の安否を確認するための
サービス（※7）を利用した費用をいいます。
対象者または被保険者が対象者のための配食サービス（※8）
を利用した費用をいいます。
対象者の介護を目的として、対象者が居住する住宅を改修した
いいます。ただし、①により支払われるべき費用を除きます。
対象者が有料老人ホーム等（※9）の入居に関する費用（※10）をいいます。

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入
になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。

【加入者ご本人以外の被保険者（対象者の子）、対象者（被保険者の親または被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方）にも、このパンフレッ
トに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
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保険金を支払うべき要介護状態に対象者が該当した場合において、その要介護状態に該当した日から10年を経過する日までの期間をいいます。ただ
し、次の①から③までのいずれかに該当した場合は、その事実が発生した時をもって対象期間は終了します。
①対象者が要介護状態に該当しなくなった場合
②対象者が死亡した場合
③被保険者が死亡した場合

次の①または②のいずれかの状態をいいます。
①要介護状態Ａ
　公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分において要介護１の認定を受けている状態、かつ、その認定時の「認知症高齢者の日常
　生活自立度判定基準」（平成18年老発第0403003号厚生労働省老健局長通知）の判定において、医師からⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、ⅣまたはＭのいずれか
　を受けている状態
②要介護状態Ｂ
　 公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分において要介護２から５までのいずれかの認定を受けている状態

親介護費用補償特約の対象者をいいます。

介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく介護保険制度をいいます。 

要介護状態

婚姻の相手方をいい、内縁の相手方（※1）および同性パートナー（※2）を含みます。
（※1）内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
（※2）同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態に
　　　ある方をいいます。

（注）内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思（同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思）をもち、同居により婚
　　姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。

配偶者

対象者

親介護費用保険金および諸費用保険金をいいます。保険金

親介護費用保険金の保険金額をいいます。保険金額

対象期間

公的介護保険制度

用語の定義用語

対象者が保険期間中に初めて要介護状態に該当した場合における、その要介護状態の有効期間の初日(※)をいいます。
(※)有効期間の初日
　 公的介護保険制度を定める法令に規定された被保険者証に記載された有効期間の初日をいいます。

要介護に該当した日

用語のご説明

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

諸費用
保険金

親介護費用保険金が支払われる場合において、親介護費用保険金とは別に対象者の介護のた
めに生ずる諸費用に対して、次の算式によって算出した額を諸費用保険金として被保険者に
お支払いします。ただし、保険金額に支払割合（10％）乗算した額を諸費用保険金の限度とし
ます。

（前ページの続きです。）

（注1）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
　　　ただし、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時から起算して１年を経過した後に対象者が要介護状態に該当した場合を除きます。
　　　①対象者に疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時のお支払条件により算出された保険金の額
　　　②対象者が要介護状態に該当した日のお支払条件により算出された保険金の額

（注2）補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも
　　　補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認い
　　　ただき、補償・特約の要否をご判断ください。

諸費用保険金　＝　親介護費用保険金　×　支払割合（10％）  

１．クーリングオフ
　この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
２．ご加入時における注意事項（告知義務等）
　●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
　●加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。 　
　●ご契約者または被保険者には、告知事項（※）について、事実を正確にご回答いただく義務（告知義務）があります。
　　（※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の
　　　　保険契約等に関する事項を含みます。

ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）

親介護費用
保険金

（※６）家事代行サービス
炊事、掃除、洗濯等の世話を行う事業者が、その役務の提供を行うことをいいます。

（※７）安否を確認するためのサービス
カメラ、センサーまたは訪問等により高齢者の見守りを行う事業者が、その役務また
は情報の提供を行うことをいいます。

（※８）配食サービス
事業者が、調理済みの食事の提供および配達を、期間または回数を定めて継続的に行
うことをいいます。

（※９）有料老人ホーム等
次の①から③までのいずれかに該当する施設をいいます。
①老人福祉法（昭和38年法律第133号）に定める有料老人ホーム
②老人福祉法に定める軽費老人ホーム
③高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）に定めるサービス

付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅
（※10）入居に関する費用

有料老人ホーム等の入居に関する契約書および重要事項説明書に定められた費用で、
家賃または施設の利用料ならびに介護、食事の提供およびその他の日常生活上必要
な便宜の供与の対価として入居時までに支払うべき一時金および家賃または施設の
利用料ならびに介護、食事の提供の対価として支払う月々の費用をいいます。ただし、
敷金、保証金およびこれらに類するものを除きます。

　　（注１）保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
　　（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できる
　　　　　ことがあります。

必要となる書類 必要書類の例
保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票　　　　　　　　　　　　　 など

診断書、診療報酬明細書、要介護状況説明書、公的介護保険制度における要介護状態に該当していること
を証する書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

同意書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

保険金支払いの対象となる費用を負担したことおよび内訳を証明する書類または損保ジャパンと提携す
る事業者からのその費用の請求書、有料老人ホーム等の入居に関する契約書および重要事項説明書、労働
災害補償制度を利用したことを示す書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

対象者の要介護状況等が確認できる書類

公の機関や関係先等への調査のために必要な書類

損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類

①

③

④

②

＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりです。
　★対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態
　　告知される方（被保険者）がご認識している対象者の疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名
　　と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医（担当医）に確認のうえ、ご回答くだ
　　さい。
　★他の保険契約等（※）の加入状況
　　（※）「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
　　＊ 口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
　　＊ 告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないこ
　　　 とがあります。
　　＊ 損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
　●ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて１年以内に対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等につ
　　 いて損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。
　　 また、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて１年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて１年
　　 以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
　　（※） 保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
　●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
　　ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
　●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。

　　・ ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合

　　・ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など

　●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、ご加入いただけない場合があります。

　●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。

　●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等につい

　　て告知していただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除

　　することや、保険金をお支払いできないことがあります。

　●ご加入初年度の保険期間の開始時（※）より前に、対象者に疾病、傷害その他の要介護状態の原因が生じたときや、対象者が要介護状態に該当したとき

　　は、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）より前に、対象者が要介護状態の原因となった事由が生じたときであって

　　も、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて１年を経過した後に保険金支払事由（要介護状態）に該当した場合は、その保険金の支払事

　　由に対しては保険金をお支払いします。 

　　（※）継続時に保険金額を増額する等新たに補償を拡大された場合は、新たに補償を拡大された日をいいます。

３．ご加入後における留意事項

　●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。

　●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。

　＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞

　　 被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店ま

　　 たは損保ジャパンまでお問い合わせください。

　●保険金の請求状況や被保険者または対象者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがありま

　　 す。あらかじめご了承ください。

　＜重大事由による解除等＞

　●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者、対象者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該

　　 当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。

４．責任開始期

　●保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。

　　＊中途加入の場合は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日（20日過ぎの受付分は翌々月1日）に保険責任が始まります。

5．事故がおきた場合の取扱い

　●対象者が保険金支払事由（要介護状態）に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。

　●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
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次の計算式によって算出した金額をお支払いします。

　 ●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の

　　 確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべ

　　 き時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。

　 ●病気やケガにより対象者が要介護状態に該当された場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入

　　 している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。

6．保険金をお支払いできない主な場合

　 本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。

7．中途脱退と中途脱退時の返れい金等

　 この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退（解約）に際しては、既経過期間（保険期間の初日からすでに過ぎた期間）に相

　 当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退（解約）に際して、返れい金のお支払いはありません。

8．保険会社破綻時の取扱い

　 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約

　 条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。

　 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の９割までが補償されます。

9．個人情報の取扱いについて

　 ○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。

　 ○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・ 

　　 利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。また、契約の安定

　　 的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要

　　 配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関す

　　 る詳細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）をご覧くださるか、取扱代

　　 理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。

　 申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）に
も、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

所
得
補
償
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険（
基
本
補
償
）（
＊
）

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の主な内容 保険金をお支払いできない主な場合

（※１）加入依頼書等記載の保険金額（月額）をいい、就業不能１か月についての額と
します。ただし、平均月間所得額が保険金額（月額）より小さい場合は、平均月間
所得額となります。

（※２）加入依頼書等に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を
超えた時から対象期間（1年）が始まり、その対象期間内における就業不能の期間

（日数）をいいます。
（※３）就業不能期間（保険金をお支払いする期間）が1か月に満たない場合または就業

不能期間（保険金をお支払いする期間）に1か月未満の端日数がある場合は、
１か月を30日として日割計算します。

（注１）対象期間（1年）を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払い
しません。

（注２）原因または時が異なって発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合は、
重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。

（注３）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①また
は②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害
を被った時から起算して１年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。

　　　 ①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
　　　 ②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額

（注４）支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった
身体障害によって６か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の
就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその
日を含めて６か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった
場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに
支払対象外期間および対象期間を適用します。

(注５）通算支払限度期間に関する特約がセットされているため、保険金のお支払いは、
初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。な
お、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金が
支払われた場合、満期時にご継続をお断りする場合があります。

　　　(※)本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。
（注６）骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合、支払対象外期間はなく、対象期間

における被保険者の就業不能の日数に４日を加えた日数を就業不能期間として
保険金をお支払いします。なお、初年度加入の保険期間の初日から１年後の応当
日の翌日以降である場合にのみ保険金をお支払いします。

被保険者が、日本
国内または国外に
おいて、保険期間
中に身体障害（病
気またはケガ）を
被り、その直接の
結果として就業不
能になった場合

●次の事由によって被った身体障害（病気またはケガ）に
よる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
（治療を目的として医師が用いた場合を除きます。）

④妊娠、出産、早産または流産
⑤戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（※1）を除き

ます。）、核燃料物質等によるもの
⑥頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等

で医学的他覚所見（※2）のないもの
など

●次の事由によって被ったケガによる就業不能に対し
ては、保険金をお支払いしません。

⑦自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を
帯びた状態での運転

⑧地震、噴火またはこれらによる津波（天災危険補償
特約をセットしない場合）

など

●次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払い
しません。

⑨精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、
アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、
これを原因として生じた就業不能

⑩妊娠または出産を原因とした就業不能

（注）精神障害拡張補償特約がセットされた場合、気分
障害（躁病、うつ病等）、統合失調症、神経衰弱、
血管性認知症、知的障害等一部の精神障害を被り、
これを原因として生じた就業不能はお支払いの
対象となります（アルコール依存、薬物依存等は
お支払いの対象とはなりません。）。

(※１)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・
思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこ
れと連帯するものがその主義・主張に関して行う
暴力的行為をいいます。以下同様とします。

(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的
検査、臨床検査、画像検査等により認められる
異常所見をいいます。以下同様とします。

お支払いする保険金の額＝保険金額（月額）（※１）×
就業不能期間（保険金をお支払いする期間）（※２）の月数（※３）

就業不能期間（保険金をお支払いする期間）（※２）＝
就業ができない期間－支払対象外期間

■商品の仕組み ：　　この商品は所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 ：　　丸紅株式会社
■保険期間 ：　　2021年8月1日午後4時から１年間となります。
■申込締切日 ：　　2021年7月20日（火）
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等　：　引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
　●加入対象者 ：　　丸紅株式会社およびその子会社・関連会社の役職員
　●被保険者 ：　　加入者ご本人または配偶者を被保険者としてご加入いただけます。（満15歳以上満69歳以下で有職の方が対象になります。）

なお、家事従事者特約をセットされる場合、被保険者は、満16歳以上満69歳以下で主として被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯
および育児等の家事を行っている方（家事従事者）にかぎります。

　●お支払方法 ：　　2021年１０月分給与から毎月控除します。（１２回払）
　●お手続方法 ：　　下表のとおりWEBまたは加入依頼書の内容のご確認をお願いします。

　●中途加入 ：　　保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日（20
日過ぎの受付分は翌々月1日）から2022年8月1日午後4時までとなります。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日
の翌々月の給与から毎月控除します。

　●中途脱退 ：　　この保険から脱退（解約）される場合は、丸紅セーフネット(株)までご連絡ください。
　●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

また、団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金･契約者配当金　：　この保険には、満期返れい金･契約者配当金はありません。

所得補償保険のあらまし（契約概要のご説明）

※1「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入画面または加入依頼書に記載された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含み
ます。WEBまたは加入依頼書の修正方法等は、丸紅セーフネットまでお問い合わせください。

ご加入対象者 お手続方法
新規加入者の皆さま

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

「加入依頼書・告知書」の提出またWEB手続きが必要となります。

「加入依頼書・告知書」の提出またはWEB手続きは不要です。

継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」の提出またはWEB手続きが必要となります。

前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合

ご加入プランを変更するなど
前年と条件を変更して継続加入を

行う場合※1

継続加入を行わない場合

前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書・告知書※2」の提出またはWEB手続きが必要となります。
※2 保険金額の増額、対象期間の延長、支払対象外期間の短縮等、補償を拡大して継続される場合のみ

申告が必要です。
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　・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支
　払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。

　＊次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
　・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
　・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。
　①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
　②特別な条件付きでご加入いただけます（「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き（「特定疾病等対象外の条件」をセット）」でご加入いただけます。）。
　③今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。 
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知      

していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付き
でのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険
金をお支払いできないことがあります。

●ご加入初年度の保険期間の開始時（※１）より前に発病（※２）した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業障害（保険金の支払事由）に対しては、正しく告
知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時（※１）からその日を含めて１年を経過した後に
就業障害（保険金の支払事由）が生じた場合は、その就業障害（保険金の支払事由）に対しては保険金をお支払いします。

　（※１）継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
　（※２）医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある

　　  疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
　（注）特別な条件付き（ 「特定疾病等対象外の条件」をセット）でご加入いただく場合は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間

　　補償対象外となります。
３．ご加入後における留意事項（通知義務等）
●被保険者がご加入時に就いていたお仕事をやめられた場合は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく

義務（通知義務）があります。
●住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金額の設定の見直し

についてご相談ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
　＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞
　・被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店また

　は損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。
　あらかじめご了承ください。
●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
　・他の身体障害（病気またはケガ）の影響等があった場合
　・他の保険契約等がある場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　＜重大事由による解除等＞
　保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると

認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
４．責任開始期
　保険責任は保険期間初日の午後４時に始まります。
　※中途加入の場合は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日（20日過ぎの受付分は翌々月1日）に保険責任が始まります。
５．事故がおきた場合の取扱い
●就業障害が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。就業障害期間が開始した日からその日を含めて30日以内にご通

知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。

　（注１）就業障害期間が１か月以上継続する場合は、お申し出によって、１か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、上記の書類のほか、就
　　　業障害が継続していることを証明する書類を提出してください。

　（注２）身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
　（注３）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確

認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時
期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。

●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場
合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。  

●保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容等により、継続加入をお断りすることや、継続加入の条件を制限することがあります。
６．保険金をお支払いできない主な場合
　 本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
７．中途脱退と中途脱退時の返れい金等
　この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退（解約）に際しては、既経過期間（保険期間の初日からすでに過ぎた期間）に相当す
　る月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退（解約）に際して、返れい金のお支払いはありません。ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお
　 支払いする就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合
　 は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
８．保険会社破綻時の取扱い
　 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約
　 条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
　この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の９割までが補償されます。  
９．個人情報の取扱いについて
　 ○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
　 ○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、
　　 再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあり
　　 ます。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細
　　（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
　申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。

保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類

事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類

公の機関や関係先等への調査のために必要な書類

損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 

①

②

④

⑤

③ 身体障害の内容、就業障害の状況および程度が確認できる
書類

保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 　　  など

就業障害状況報告書、事故証明書 　　  など

同意書 　　  など

他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 　　  など 

死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、入院通院申告書、診察券（写）、運転免許証（写）、
所得を証明する書類、公的給付控除対象となる額を証明する書類、休業損害証明書　　　　　　　   など　

本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っている
こと、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。

■新・団体医療保険■団体総合保険■団体傷害総合保険
■団体親介護費用補償保険 ■団体長期障害所得補償保険■所得補償保険

ご加入内容確認事項

　□補償の内容（保険金の種類）、セットされる特約
　□保険金額　□保険期間

□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと

１．保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。

以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。
　□被保険者の「生年月日」（または「満年齢」）、「性別」は正しいですか。
　□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。

□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、ど
ちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたって
は、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。

【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約』をセットしたプランにご加入になる場合のみご確認ください】
　□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険
　　にご加入の場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保
険金額となります。
【団体傷害総合保険にご加入される方のみご確認ください】
　□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目で
　　す。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。

【家族型・夫婦型にご加入になる方のみご確認ください】
　□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
【所得補償保険にご加入の方のみご確認ください】
　□職種級別はご加入いただく契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。　
　　被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
　□所得補償保険における基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内となっている等、「この保険の
　　あらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
【団体長期障害所得補償保険にご加入になる方のみご確認ください】
　□団体長期障害所得補償保険における保険金額（支払基礎所得額）は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内となって
　　いる等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。

職種級別
A級

職業・職種
下記以外

木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者（高所作業の有無を問いません。）、採鉱・採石作業者、
自動車運転者（バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、農林業作業者

※1　オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）モーター
　　  ボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。
※2　プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）の方等についてはお引き受けできません。

B級

2．ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。

必要となる書類 必要書類の例

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき､お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております｡
　したがいまして､取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては､引受保険会社と直接契約されたものになります｡
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
　必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）でご参照ください（ご契約内容が

異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。）。
　ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、３か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。

3．お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。
　□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」
　　が記載されていますので必ずご確認ください。

63 64


