
NECグループ
団体保険制度 2022

NECピースなカタログ
［保存版］
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自由グループ保険 安 心 丸

制度導入会社のみ

保険料はカフェテリアプラン制度の
キャッシュバック対象です。

保険HPはこちら
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「NECグループ団体保険」とは…
会社の福利厚生の一環として運営されている「NECグループ社員」のための保険制度です。
従業員の皆さまが安心して働くための自助努力をお手伝いするよう、
さまざまなプランをご用意しております。
是非ともこの機会にご家族皆さまでのご加入をご検討ください。

募集締切

●スケールメリットを活かした団体保険制度
たくさんの従業員が働くNECグループの皆さまだけがご加入できる制度です。

●お手頃な保険料
自由グループ保険（生命保険）についてはお手頃な保険料を設定。
安心丸（ケガ・病気・その他の保険）については傷害部分約46％、疾病部分約40％の
割引を適用。

各保険会社および代理店・扱者が従業員の皆さまお一人おひとりに合った保険プランを
親切・丁寧にご提供させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

なお、この「NECピースなカタログ」は皆さまの安心の手引きとして大切に保管していた
だけると幸いでございます。

CONTENTS

住友生命保険相互会社取扱い…………………………P2
…自由グループ保険（無配当団体定期保険）

NECファシリティーズ取扱い………………………… P14
…安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型））
…NECゴルファー保険（団体総合生活補償保険）
…NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）

〈その他の主な取扱商品〉

…団体扱自動車保険（くるまもーる）
…団体扱火災保険

…自由グループ保険
自由グループ保険とは、万一（死亡または高度障害等）
に備える生命保険です。

死亡保障1000万円の場合

で
ご加入いただけます！

概算保険料月額

644円
※1

も
カバーできます！

病気やケガによる

入 院
入院保障特約に加入いただくと、死亡はもちろん、

※1：15歳〜35歳男性の概算保険料です。（P3・4をご参照ください）
実際の保険料は、申込締切後に確定しますので、記載の保険料とは異なることがあります。

申込書の記載・提出について

●日本電気
第一次締切日：10月31日（月）／第二次締切日：12月9日（金）
申込書提出先・・・NECマネジメントパートナー　人事サービス事業部 NEC生保担当
文書メール番号：〒22-JS050　内線：8-374-4500　外線：050-3757-6186
住所：〒211-8601　神奈川県川崎市中原区下沼部1753

《住友生命職域担当者も受付いたします》

●上記以外の各社
第一次締切日：10月31日（月） 申込書提出先・・・各社総務（人事）部門
第二次締切日：12月9日（金） 申込書提出先・・・住友生命職域担当者

その他のお問い合せ

※安心丸などNECファシリティーズ取扱いの保険のお問い合わせ先は、裏表紙をご確認ください。

住友生命保険相互会社 法人サービス室 電話番号：0120-357224
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時（祝日・12月31日〜1月3日を除く）

※出向者の方は、出向元会社にご提出ください。

自由グループ保険 ……

……10月31日

12月9日
安心丸
NECゴルファー保険
NEC長期休業サポート
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ご加入例
本人タイプ

■記載の保険料は概算保険料です。実際の保険料は、申込締切後に確定します。すでに保険料が給与から控除されてい
る場合は、確定保険料との差額を精算します。ただし、入院保障特約・お子さまの保険料は確定保険料となっています。

■保険料は毎年更新日に見直されます。
■記載の年齢は、保険年齢を使用しています。保険年齢は、更新日（2023年4月1日）現在の年齢を満年齢で計算し、

1年未満の端数について6か月を超えるものは切り上げて、6か月以下のものは切り捨てます。

■主契約について
現在記載の保険金額以外でご加入の方は、上記コースから選択のうえお手続きください。ただし、66歳以上（生年月
日がS32.10.1以前）の方は現在ご加入の保険金額以下のコースから選択してください。（増額はできません。）
（注）55歳以上（生年月日がS43.10.1以前）の方は、保険金額3500万円以上のコースにはご加入できません。

55歳以上（生年月日がS43.10.1以前）の方で現在3500万円以上のコースにご加入の方は、3000万円以下に減額していただきますようお願
いします。該当者で申込書の提出がない場合は3000万円に自動減額となります。

自由グループ保険は会社の福利厚生施策のひとつとして ●  NECグループという非常に多くの皆さまが働く企業グループとしてのスケールメリットを活かした保険料を設定
●  掛け捨て保険でNEC独自の死亡保障と入院保障をセットした保険制度です

自由グループ保険の特徴
NECグループ会社のスケールメリットを活かした

お手頃な保険料

1年毎にライフサイクルに合わせて
保障額を変更可能

健康で正常に勤務していれば
簡単なお手続きでお申込み可能

独身者でも、社会人の責任として保険をはじめてみませんか！

1日あたり約22円

概算保険料月額

644円

1日あたり約52円

概算保険料月額合計

1,554円
＋ ＋1000万円 5,000円 25,000円

1000万円

●本　人
　（男性28歳）

家族タイプ
家計にやさしい保険料で家族みんなをサポートします!

1日あたり約122円

概算保険料月額合計

3,636円

●本　人
　（男性38歳）
●配偶者
　（女性34歳）
●お子さま
　（5歳）

＋1000万円 ＋5,000円 25,000円 1,810円

概算保険料
月額

＋400万円 ＋5,000円 25,000円 1,166円

＋200万円 ＋3,000円 15,000円 660円

保険料について 現在ご加入されている本人・配偶者の方で71歳以上（生年月日がS27.10.1以前）の方および、お子さまで23
歳以上（生年月日がH12.10.1以前）の方は2023年4月1日より年齢超過のため自動的に脱退となります。

本人と配偶者の
コースと保険料

主契約 主契約 入院保障特約
本人

本人 お子さまのコースと保険料
本人・配偶者 お子さま

配偶者 入院給付日額（円） 入院給付日額（円）

死亡または高度障害保険金額（円） 100 万 200 万 300 万 400 万 500 万 600 万 700 万 800 万 900 万 1000 万 1500 万 2000 万 2500 万 3000 万 3500 万 4000 万 4500 万 5000 万 100 万 200 万 300 万 400 万
3,000 5,000 10,000 1,800 3,000
入院保障充実給付金 上記日額の 5 倍

概
算
保
険
料
月
額
（
円
）

15 歳から
35歳まで

S62.10.2 〜
…H20.10.1 生

男性 64… 129… 193… 258… 322… 386… 451… 515… 580… 644… 966… 1,288… 1,610… 1,932… 2,254… 2,576… 2,898… 3,220…

69 138 207 276

546… 910… 1,820…

313 522

女性 56… 113… 169… 226… 282… 338… 395… 451… 508… 564… 846… 1,128… 1,410… 1,692… 1,974… 2,256… 2,538… 2,820… 564… 940… 1,880…
36 歳から
40歳まで

S57.10.2 〜
…S62.10.1 生

男性 78… 155… 233… 310… 388… 465… 543… 620… 698… 775… 1,163… 1,550… 1,938… 2,325… 2,713… 3,100… 3,488… 3,875… 621… 1,035… 2,070…
女性 74… 148… 222… 296… 370… 444… 518… 592… 666… 740… 1,110… 1,480… 1,850… 2,220… 2,590… 2,960… 3,330… 3,700… 663… 1,105… 2,210…

41 歳から
45歳まで

S52.10.2 〜
…S57.10.1 生

男性 93… 186… 278… 371… 464… 557… 650… 742… 835… 928… 1,392… 1,856… 2,320… 2,784… 3,248… 3,712… 4,176… 4,640… 714… 1,190… 2,380…
女性 86… 172… 259… 345… 431… 517… 603… 690… 776… 862… 1,293… 1,724… 2,155… 2,586… 3,017… 3,448… 3,879… 4,310… 687… 1,145… 2,290…

46 歳から
50歳まで

S47.10.2 〜
…S52.10.1 生

男性 110… 219… 329… 438… 548… 657… 767… 876… 986… 1,095… 1,643… 2,190… 2,738… 3,285… 3,833… 4,380… 4,928… 5,475… 921… 1,535… 3,070…
女性 101… 202… 303… 404… 505… 606… 707… 808… 909… 1,010… 1,515… 2,020… 2,525… 3,030… 3,535… 4,040… 4,545… 5,050… 807… 1,345… 2,690…

51 歳から
55歳まで

S42.10.2 〜
…S47.10.1 生

男性 126… 252… 378… 504… 630… 756… 882… 1,008… 1,134… 1,260… 1,890… 2,520… 3,150… 3,780… 4,410… 5,040… 5,670… 6,300… 1,197… 1,995… 3,990…
女性 114… 228… 342… 456… 570… 684… 798… 912… 1,026… 1,140… 1,710… 2,280… 2,850… 3,420… 3,990 4,560 5,130 5,700 939… 1,565… 3,130…

56 歳から
60歳まで

S37.10.2 〜
…S42.10.1 生

男性 141… 281… 422… 562… 703… 843… 984… 1,124… 1,265… 1,405… 2,108… 2,810… 3,513… 4,215… 1,512… 2,520… 5,040…
女性 124… 247… 371… 495… 619… 742… 866… 990… 1,113… 1,237… 1,856… 2,474… 3,093… 3,711… 1,149… 1,915… 3,830…

61 歳から
65歳まで

S32.10.2 〜
…S37.10.1 生

男性 152… 305… 457… 610… 762… 914… 1,067… 1,219… 1,372… 1,524… 2,286… 3,048… 3,810… 4,572… 1,992… 3,320… 6,640…
女性 132… 263… 395… 526… 658… 790… 921… 1,053… 1,184… 1,316… 1,974… 2,632… 3,290… 3,948… 1,539… 2,565… 5,130…

66 歳から
70歳まで

S27.10.2 〜
…S32.10.1 生…

男性 174… 348… 521… 695… 869… 1,043… 1,217… 1,390… 1,564… 1,738… 2,607… 3,476… 4,345… 5,214… 2,688… 4,480… 8,960…
女性 140 280 419 559 699 839… 979 1,118 1,258 1,398 2,097 2,796 3,495 4,194 2,025… 3,375 6,750

現行制度に加入の方で加入内容を変更されない場合は申込書の提出は不要です

生年月日が
Ｓ43.10.1以前の方は
（注）を確認してください

年齢に関係なく
お子さま

お一人について

年齢に関係なく
お子さま

お一人について

本
人
の
入
院
給
付
日
額
が

5
0
0
0
円
以
上
の
場
合

の
み
ご
加
入
で
き
ま
す

加入に際しての留意事項がありますので、必ずご確認ください。 詳細  P8…契約概要「加入に際しての留意事項」▶

＋ ＋入院給付日額 入院保障充実
給付金額

死亡または
高度障害保険金額

＋ ＋入院給付日額 入院保障充実
給付金額

死亡または
高度障害保険金額

死亡または高度障害保険金額



5 6

自
由
グ
ル
ー
プ
保
険

自
由
グ
ル
ー
プ
保
険

入院保障特約入院保障特約入院保障特約入院保障特約

特　徴
継続した2日以上の入院で1日目から入院給付金が支払われます！

継続した1回の入院につき、入院給付日額の5倍の金額が入院保障充実給付金として支払われます！

疾病・不慮の事故による入院の両方に対し、保障をご準備いただけます！

医師の診査はなく、告知項目に該当がなければお申込みいただけます！

団体加入によるスケールメリットを活かしたお手頃な保険料です！

お支払例
継続した2日以上の入院で1日目から
入院給付金をお支払い

継続した1回の入院につき、
入院保障充実給付金

（入院給付日額の5倍）をお支払い

入院給付金の通算支払限度日数は1000日となります。

5

4

3

2

1

   Question Answer

自由グループ保険は
どのような保険なのですか？

いわゆる生命保険です。
NEC グループのスケールメリットを活かしたお手頃な保険料で加入いただけます。
1 年ごとに更新するので見直しも簡単です。

いくらの保障額から
申込みできますか？

本人・配偶者・お子さまともに
保険金額 100 万円からお申込みいただけます。
≪保険料例≫
●本人（男性 28 歳）・保険金額 100 万円
　⇒　概算保険料月額：64 円

みんなどれくらいの保障額に
加入しているのですか？

NEC グループ自由グループ保険の平均加入保険金額は
 男性：約 1346 万円
 女性：約 701 万円です。（2022 年 4 月 1 日現在）

いつでも加入申込みが
できますか？

4 月（更新月）の他、7 月・10 月・1 月もご加入いただけます。詳細は住友生命の職域担当者
へお問い合わせください。

税制のメリットはありますか？ 加入者が負担した保険料は生命保険料控除の対象となり、所得税および住民税が軽減されます。

そもそも生命保険は
何のためにあるのですか？

私たちは普段、元気に生活していますが、いつ起きるかわからない「まさか」のときの事態を考
えなければなりません。そのような「まさか」のときには、お金の心配がつきものです。

「生命保険」の役割は、必要となる費用をあらかじめ準備できることにあります。とくに、死亡
した場合や入院した場合に家族や自分自身がお金の心配をしなくてすむように！

生命保険 自由グループ保険（無配当団体定期保険）Q&AQ&A

●

1234567
● 410 25

キニュウフヨウ 7

スミセイ ○ロウ

スミセイ ○ミ

スミセイ

○ロウスミセイ

住生 ○郎

住生 ○美

○ミ

スミセイ ○オ

50 1 15

53 11 26

25 6 17

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0 0

3 0 0 0

3 0 0 0

住生○郎

3000

1800

住
生

0000001

住生 ○夫

令和

配
偶
者
の
方・お
子
さ
ま
も

同
様
に
ご
記
入
く
だ
さ
い

1

2
63 4 5

記入事項を訂正または抹消されるときは、＝（二重線）を引いて、訂正署名（漢字フルネーム）または訂正印を押印してください。
※記入に際して、黒ボールペンでご記入願います。　※加入（変更）申込書をコピーして控えを保管してください。

加入（変更）申込書の記入要領

この機会に是非加入をご検討ください。

さらに

■ 入院保障特約のみの加入はできません。必ず主契約とセットで加入してください。
■ 現行制度に加入の方で加入内容を変更されない場合は申込書の提出は不要です。

ご留意事項

疾病入院給付金

＋
5,000円×2日=10,000円

入院保障充実給付金 5,000円× 5  =25,000円
= お支払金額 35,000円

入院給付日額5,000円にご加入病気で1泊2日の入院をされた場合

1
2
3

4

5

6申込日（告知日）は必ずご記入ください。

桁数を確認のうえご記入ください。

カタカナでご記入ください。
※「エ・コ・ユ」「シ・ツ」「ア・マ」「ク・ワ」「ソ・リ・ン」は、わかりやすくご
記入ください。

加入案内用資料を参照のうえ、ご希望の保険金額（入院日
額）を （  ）欄にご記入ください。
※「NECピースなカタログ」3〜4ページに記載の保険金額をご
記入ください。

本人・配偶者の方は死亡保険金受取人を被保険者のご家族
からお1人ご指定ください。（受取人を変更されるときも同
様です。）受取人を法定相続人とされますと、死亡保険金請
求時に戸籍取寄せ等の手続きが煩雑となりますので受取人
は必ずご指定ください。
※お申し込みにあたっての注意事項
この申込書で死亡保険金受取人を変更される場合、変更の効
力は申込書面に記載の「ご加入（変更）年月」からとなります。
死亡保険金受取人を「ご加入（変更）年月」より前に変更される
場合、団体窓口にお申し出のうえ「被保険者内容変更通知書」
で別途お手続きください。

最高保険金額 〜 最低保険金額
ご本人 5000万 〜 100 万
配偶者 1500万 〜 100 万
お子さま 400万 〜 100 万

告知についての注意事項

告知事項のすべてに該当しない場合のみ、ご加入（増額）をお申し
込みいただけます。

以下をご確認のうえ、告知事項のすべてに該当しない場合には、
告知事項に対する回答として告知欄の すべていいえ を○で囲ん
でください。

①「検査」とは
医師の指示による検査を行った場合、該当となります。健康診
断・がん検診・人間ドック・妊婦検診等の定期検診につきまして
は、「（医師の）検査」には含みません。

②「2週間以上の期間」「7日間以上の期間」とは
以下の例に該当する場合など、一連の病気で医師の診察・検
査・治療・投薬をうけ、転医・転科を含め、初診から終診までの継
続加療期間で、医師の管理下にあった期間をいいます。（実際
の診療日数ではありません。）
【例】・受診は2日であっても、その間が2週間以上・7日間以上

の場合
・1回の受診で2週間以上・7日間以上の投薬をうけた場合

漢字フルネームでご署名ください。
ご本人は、配偶者やお子さまのみの加入・変更の手続きを行
う場合も、必ずご署名ください。配偶者や成年したお子さま
は、ご加入（増額）・受取人変更のいずれかの手続きを行う場
合、それぞれご署名ください。

（お子さまが未成年の場合、親権者がご署名ください。）
※ご本人と配偶者が同一筆跡の場合など、代筆が考えられる場
合には、確認させていただくことがあります。
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お申込みにあたっては、本パンフレットをご覧いただき、保障内容、保険料、保険金額、保険期間、配当金の有無などが自身のご意向（ニーズ）に
沿った内容となっているか、必ずご確認ください。

ご意向（ニーズ）確認のお願い

自由グループ保険 無配当団体定期保険入院保障特約・年金払特約
こども特約・こども入院保障特約付

契約概要

1 団体定期保険のしくみ
●役員・従業員などに死亡または高度障害等の保障をご準備いただくため、当社が契約者となり、福利厚生制度の一環として
運営されます。福利厚生制度の変更などによって、契約内容が変更されたり、制度自体が継続できなくなる場合があります。
●加入対象者の中で、加入を希望される方がお申込みできます。保険料は加入者にご負担いただきます。
●保険期間は1年ですが、加入対象者である限り、自動更新（継続）されます。現行の保険金額・給付金額と同額以下で継続する
場合は、健康状態の告知は不要です（増額する場合は、告知が必要です）。

3 加入日（保障開始日）と保険期間

2 加入対象者（年齢は2023年4月1日（更新日）現在の表示）

加入日（保障開始日） 4月1日

保険期間 2023年4月1日　から　2024年3月31日　までの1年間
※お申し出がない場合には、毎年更新日（保険期間末日の翌日）に自動更新されます。

4 支払われる保険金など（保障の内容）

保険金などが支払われない場合がありますので、
必ずご確認ください。 詳細  P10…注意喚起情報「⑤保険金などが支払われない場合について」▶

保険金 支払対象となる場合
名称

本人・配偶者 お子さま
1死亡保険金（注1） 加入者が保険期間中に、死亡されたとき

主契約 団体定期保険
こども特約2高度障害保険金（注1） 加入者が保険期間中に、加入日以後の傷害または疾病によって、所定の高度障

害状態（※）になられたとき
（注1）死亡保険金または高度障害保険金はいずれか一方が支払われた時点でその加入者の保障が終了します。なお、配偶者およびお子さま

が加入されている場合には、本人の保障が終了したとき、配偶者およびお子さまの保障も自動的に終了します。

給付金 支払対象となる場合
名称

本人・配偶者 お子さま

3災害入院給付金（注2）
加入者が保険期間中に、特約の加入日以後に発生した不慮の事故（※）による傷
害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に入院（※）を開始され、
継続して2日以上入院されたとき 団体定期保険

入院保障特約
団体定期保険
こども

入院保障特約4疾病入院給付金（注2） 加入者が保険期間中に、特約の加入日以後に発病した疾病を直接の原因とし
て、継続して2日以上入院されたとき

5入院保障充実給付金（注3） 災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院をされたとき
（注2）1回の入院の支払日数は災害入院・疾病入院で各120日を限度（更新前の支払日数を含む）、また災害入院・疾病入院を通算して1000日

を限度とします。なお、通算支払日数が1000日に達したときは、それ以降入院された場合、入院保障充実給付金も支払われません。
（注3）継続した1回の入院につき入院給付日額の5倍の金額が一時金として支払われます。

詳細  P12…支払に関する補足説明▶（※）「高度障害状態」「不慮の事故」「入院」について

■主契約　以下の保障がセットとなります。

■入院保障特約　主契約に加入される場合に、以下の保障がセットになった入院保障特約をお申込みいただけます。

5 保険金などの受取人
加入者が指定された方（お子さまの保険金受取人は本人となります。）
※受取人を法定相続人とされますと、死亡保険金請求時に戸籍取寄せ等の手続きが煩雑となりますので、受取人は必ず指定してください。
※高度障害保険金および給付金は保障の対象となる方が受取人です。

本人について  P7…契約概要「②加入対象者」▶

6 配当金
無配当団体定期保険のため、配当金はありません。

詳細  P9…注意喚起情報「④この制度から脱退する場合について」▶
7 脱退による返戻金

この制度には、加入者が脱退された場合の返戻金はありません。

8 引受保険会社
この制度の引受保険会社は住友生命保険相互会社です。

9 保険料の払込み
毎月の給与から控除されます。（第1回目は4月分給与から）

保険金の年金受取り〈団体定期保険年金払特約〉
保険金の支払事由が生じたとき、保険金受取人のご希望により一時金受取りに代えて保険金の全部または一部を年金の方法で受け
取ることができます。年金受取りのための原資を年金基金として設定します。詳しくは年金基金設定時にご案内します。
◆確定年金で、5〜20年（5年きざみ）の中から選択いただけます。また、次の2つの型よりいずれかを選択していただけます。
●定額型・・・第2年度以後の年金額は初年度の年金年額と同額とします。
●逓増型・・・第2年度以後の年金額は初年度の年金年額の一定割合額（3%）を増額します。
◆初年度年金年額が48万円未満となった場合は、一時金でのお支払いとなります。
◆年金のお支払回数は年4回となります。
※お子さまコースは対象外です。

税務について
■加入者が負担した保険料はそれぞれ以下の生命保険料控除の対象となり、所得税および住民税が軽減されます。
主契約・こども特約保険料 一般生命保険料控除
入院保障特約・こども入院保障特約保険料 介護医療保険料控除

■保険金受取人が法定相続人である場合は「500万円×法定相続人数」まで相続税が非課税となります。
※配偶者またはお子さまについての死亡保険金を本人が受け取られた場合は一時所得となります。
※配偶者の保険金受取人を本人以外に指定した場合、贈与税が課税されることがあります。
■高度障害保険金および給付金を加入者自身が受け取られた場合は全額非課税となります。

※個別の税務取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。記載の内容は、2022年6月現在の税制に基づいています。今後、税制の変更に
伴い、税務の取扱いが変わることがあります。

加入に際しての留意事項
■加入対象者ではない方は加入できません。
■万一、加入者が加入対象者ではないことが判明したときには、保険金などの支払対象となる場合に該当されていても、保険金など
は支払われません。
■入院保障特約のみの加入はできません。必ず主契約とセットで加入してください。
■満65歳6か月を超えて継続加入される方は、保険金額・給付金額を増額できません。また、新たに入院保障特約に加入することはできません。
■保険期間中での任意脱退は、原則としてできません。
■配偶者、お子さまが加入される場合は、以下の点にご留意ください。
・…配偶者、お子さまのみで加入することはできません。（本人の加入が必要です。）
・…本人より高い保険金額・給付金額のコースには加入できません。
・…入院保障特約に加入される場合には、必ず本人も入院保障特約に加入してください。
・…加入対象となるお子さまは、全員お申込みください。
・…お子さまの入院給付日額は、本人が加入した入院給付日額の6割以下としてください。

加入対象者について  P7…契約概要「②加入対象者」▶

＊上記の特約の名称について、本パンフレットの他の文中においては「団体定期保険」を省略して記載しています。

個別の商品内容のうち、特に重要なことを記載しています。

【本　　人】…日本電気株式会社およびグループ会社の役員・従業員で…満14歳6か月超65歳6か月以下
… （継続加入のときは満70歳6か月以下）の方

【配 偶 者】…本人の戸籍上の配偶者で…満18歳以上65歳6か月以下（継続加入のときは満70歳6か月以下）の方
※2022年4月1日時点で満16歳以上の女性は上記の年齢に満たない場合でもご加入いただけます。

【お子さま】…満2歳6か月超22歳6か月以下の方
※お子さまの範囲は、健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定（主として本人により生計を維持するもの）を準用します。
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注意喚起情報

1 申込み時  クーリング・オフ制度（加入申込の撤回）について
クーリング・オフ制度の対象ではありません。クーリング・オフ制度は個人を契約者とする場合に対象となります。この商品は当
社（法人）を契約者とする保険契約であるため、対象ではありません。

2 申込み時  告知に関する重要事項について
□ 健康状態などについてありのままを正しくお知らせください（告知義務）
加入申込者には、現在および過去の健康状態などについて正しく告知していただく義務があります。加入申込書の「告知
欄」に記入いただいたことが告知となります。
・…生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って相互に保障しあう制度です。
・…初めから健康状態の良くない方などが無条件に加入された場合、保険料負担の公平性が保たれません。
・…加入のお申込みにあたっては、加入申込書の「告知事項欄」で生命保険会社がたずねることについて、過去の病歴、現在の
健康状態など、事実をありのままに正しくお知らせ（告知）ください。
※同時に配偶者やお子さまが加入される場合には、告知に関する各重要事項について、全員に内容を周知してください。
※告知事項に該当しない場合でも、生命保険会社が保有するお客さま情報により加入できない場合があります。

□ 口頭で伝えられても告知いただいたことにはなりません
生命保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者など）および契約者である当社の職員などには告知を受ける権限
がないため、口頭でお伝えいただいただけでは告知されたことにはなりません。告知にあたっては、加入申込書の「告知事
項欄」を必ずご確認いただき、「告知欄」にご記入のうえご提出ください。

□ 正しく告知されないと保険金などが支払われない場合があります
告知していただくことがらは、加入申込書の「告知事項欄」に記載されています。もし、これらについて、故意または重大な過
失によって、事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、「告知義務違反」として保険金などが
支払われないことがあります。

※なお、上記の場合以外にも、加入時の状況などにより保険金などが支払われない場合があります。

例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意
に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大なときは、詐欺による取消しを理由として
保険金などが支払われないことがあります。
この場合
・告知義務違反による解除の対象外となる 1年経過後にも取消しとなることがあります。
・すでにお払い込みいただいた保険料は返金されません。

3 申込み時  責任開始期について
ご提出いただいた加入申込書に基づき引受保険会社が加入を承諾した場合、あらかじめ定められた「加入日」から契約上の保
障を開始（責任開始）します。引受保険会社の職員および契約者である当社の職員などには、保険への加入を承諾し、責任を開
始させる権限はありません。

4 加入後  この制度から脱退する場合について
■死亡された場合、高度障害保険金が支払われた場合、または以下に該当された場合、この制度から脱退となります。

本　人 　退職などで加入対象者ではなくなった場合

配偶者・お子さま　本人が脱退された場合
離婚や扶養関係がなくなるなどで加入対象者ではなくなった場合（※）
（※）保険期間中に加入対象でなくなったお子さまは、保険期間最終日まで継続できます。

■2年以上継続加入されていた加入者が所定の条件を満たし脱退する場合、脱退日から1か月以内であれば、告知や診査を省略して住友生
命が指定する個人保険（養老保険）に加入できます。（保険料や保障内容などはこの制度とは異なります。）なお、脱退時の年齢等によって
は、加入できない場合がありますので、検討にあたっては当社担当者または11ページに記載のフリーダイヤルにお問い合わせください。

5 請求時  保険金などが支払われない場合について
次のような場合には、保険金などが支払われないことがあります。

（保険金などを中途で増額された場合は、増額部分にも適用されます。）
■加入日（保障開始日）前の傷害または疾病を原因とする場合
高度障害保険金等のお支払いは、所定の支払事由の原因となる傷害または疾病が加入日以後に生じた場合に限りま
す。原因となる傷害または疾病が加入日より前に生じていた場合は、お支払いの対象となりません。ただし、加入日か
ら起算して2年を経過した後に開始した入院は、加入日以後に生じた原因による入院とみなします。

お支払い対象　 ◎

お支払い対象外 ×

所定の支払事由に該当

所定の支払事由に該当

傷害または疾病の発生

加入日

傷害または疾病の発生

■契約者または加入者から告知していただいた内容が事実と相違し、保険契約の全部またはその加入者の部分が告知
義務違反により解除となった場合

■契約者または加入者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその加入者の部分が取消しとなった場合、
または、契約者または加入者に保険金などを不法に取得する目的があって、保険契約の全部またはその加入者の部分
が無効となった場合
※これらの場合、すでにお払い込みいただいた保険料は返金されません。

■契約者、加入者または保険金（給付金）受取人が、保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、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るときなど、重大事由に該当し、保険契約の全部またはその加入者の
部分が解除となった場合

■保険料の払込みがなく、保険契約が失効した場合
■保険金などの下記免責事由に該当した場合

死亡保険金
高度障害保険金

・…加入日から1年以内における自殺による死亡。ただし、心神喪失ま
たはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認
識がなかったと認められるときには、支払われる場合があります。

・…契約者または保険金受取人の故意による死亡または高度障害
・…加入者の故意による高度障害
・…戦争その他の変乱による死亡または高度障害

給付金

・…加入者または契約者の故意または重大な過失によるとき
・…給付金受取人の故意または重大な過失によるとき
・…加入者の犯罪行為によるとき
・…加入者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき
・…加入者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・…加入者が法令に定める運転資格を持たないで（運転免許の効力停
止中も含みます）運転している間に生じた事故によるとき

・…加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転を
している間に生じた事故によるとき

・…加入者の薬物依存によるとき
・…地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき

生命保険一般についての基本的な内容や制度などのうち、お申込みにあたって特に注意いただきたいことや不利益となることを記載
しています。 ※増額を申し込む場合は、本文中の“加入”を“増額”と読み替えてください。
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支払に関する補足説明

6 請求時  保険金・給付金をもれなく請求していただくために
■加入者からの請求に応じて、保険金・給付金が支払われますので、保険金・給付金の支払事由が生じた場合だけでなく、支払
われる可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、当社担当者または下記フリーダイヤルにお
問い合わせください。

■保険金・給付金の支払事由が生じた場合、他の保険契約のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金の支払事由にも該
当することがありますので、ご確認ください。

■保険金・給付金の円滑な請求のためにも、加入者から受取人に、事前にご契約内容についてのご説明をお願いします。

7 諸制度  生命保険会社が経営破綻した場合などの取扱いについて
■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、加入にあたって約束された保険金額などが削減されることがあり

ます。
■引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営
破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも
保険金額などが削減されることがあります。詳細については、「生命保険契約者保護機構」にお問い合わせください。

8 諸制度  生命保険協会の「生命保険相談所」について
■この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人…生命保険協会です。
■一般社団法人…生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関する
さまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。
（ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/）
■なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過し
ても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に
裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っています。

9 諸制度  契約に関する相談・照会・苦情窓口について
この制度の手続きや加入に関する相談・照会・苦情につきましては、下記にお問い合わせください。

〈生命保険契約者保護機構〉
●電話番号:03-3286-2820
●受付時間:月曜日〜金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時〜正午、午後1時〜午後5時
●ホームページアドレス　https://www.seihohogo.jp/

お問合わせの際には下記証券番号・契約者名、加入者の方は被保険者番号もお伝えください。
●証券番号 : 590000382
●契約者名 : 日本電気株式会社

保険金などをお支払いする際の事例や各保障内容の詳細を記載しています。P7…契約概要「④支払われる保険金など（保障の内容）」
に記載の「高度障害状態」「不慮の事故」「入院」について、以下のとおり補足説明します。

1 完全な両眼の失明のほか、眼鏡やコンタクトレンズなどを用いても両眼
の各視力が 0.02 以下の場合

2

・声帯すべてをてき出した場合や音声言語による意思疎通が不可能と
なった場合

・あご・歯・舌の障害等のため流動食以外のものがまったく摂取できな
い状態となった場合

3

中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、特別な器具等を
用いても（杖歩行やスプーン等を用いての食事など）下記①〜⑦すべてが
自分ではできず、常に他人の介護を要する場合

①食物摂取… ②排便・排尿… ③排便・排尿の後始末
④衣服着脱… ⑤起居　⑥歩行　⑦入浴

4 両腕について、手首以上で切断したか、手の 3大関節（肩関節・ひじ関
節・手関節）がすべてまったく動かなくなった場合

5 両足について、足首以上で切断したか、足の 3大関節（また関節・ひざ
関節・足関節）がすべてまったく動かなくなった場合

6
片方の腕について手首以上で切断し、かつ、片方の足を足首以上で切断
または片方の足の 3大関節（また関節・ひざ関節・足関節）がすべてまっ
たく動かなくなった場合

7 片方の手の 3大関節（肩関節・ひじ関節・手関節）がすべてまったく動
かなくなり、かつ、片方の足を足首以上で切断した場合

●高度障害状態【具体的事例】

●入院【ご留意いただきたい点】

※高度障害状態とは「回復の見込みがない状態」である
ことが必要ですので、一時的に左記の状態に該当した
としても、回復の見込みがある場合は、高度障害状態
には該当しません。

○自動車・鉄道・その他道路交通機関による事故
○航空機・水上交通機関による事故
○医薬品・ガス等による中毒
○火災および火焔（かえん）による事故
○墜落
○治療上の事故および治療処置後の合併症
　（治療の原因が疾病によるものを除く）

●不慮の事故【主な例】

【支払対象となる入院】
■「入院」とは医師による治療が必要であり、かつ自宅等で
の治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいいます。単
なる覚醒・休養等を目的として診療室等にあるベッドを利
用しても入院とはなりません。

■支払対象となる入院は、治療を直接の目的として「医療
法」に定める日本国内にある病院または診療所およびこ
れらと同等とみなされる日本国外にある医療施設におい
て入院された場合に限ります。

■特約の加入日前の傷害または疾病を原因として入院され
た場合でも、特約の加入日から起算して2年を経過した後
に開始した入院は、特約の加入日以後に生じた原因によ
る入院とみなします。

【入院保障充実給付金】
■災害入院給付金または疾病入院給付金の支払われる入
院を2回以上された場合でも、その入院が継続した1回の
入院とみなされる場合は、1回のみ支払われます。…

■災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われるとき
のみ支払われます。

【その他ご留意いただきたい点】
■入院保障特約・こども入院保障特約の保障対象は入院に
限られます。

■入院給付金の支払対象となった入院の退院日の翌日から
180日以内に入院された場合は、原因を問わず継続した
1回の入院とみなします。ただし、災害による入院と疾病
による入院は別入院とみなします。

■災害入院給付金と疾病入院給付金は重複して支払われま
せん。災害入院と疾病入院が重複している入院期間は、
災害入院給付金が優先して支払われます。

■次の入院は、疾病を直接の原因とする入院とみなします。
①不慮の事故以外の外因による傷害を原因とした入院
②不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の
日から起算して180日を経過して開始した入院

③分娩のための入院（異常分娩を直接の原因とする公的
医療保険制度の給付対象となる入院に限ります。）

「高度障害状態」「不慮の事故」「入院」についての詳細は、P13に記載の住友生命ホームページ
『保険金等支払関係の主な約款規定（抜粋）』にも掲載していますので、ご参照ください。

住友生命保険相互会社 法人サービス室
【受付時間】
月曜日〜金曜日　午前9時〜午後5時

（祝日・12月31日〜1月3日を除く）0120-357224®



NECファシリティーズでご案内する補償分野

お問い合わせ 上記の保険のお問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください。

安 心 丸
【団体総合生活補償保険（MS&AD型）】

NECゴルファー保険
【団体総合生活補償保険】

NEC長期休業サポート
【団体長期障害所得補償保険】

病気やけがの補償
（がんの補償も含む）

ゴルフプレー中
の補償

働けなくなったとき
の補償

NECグループ
団体割引等適用

NECグループ
団体割引等適用

NECグループ
団体割引等

傷害部分
約46%

疾病部分
約40%

傷害部分
約46%

左記以外
約40% 37%適用

●先進医療・拡大治験・患者申出
　療養費用保険金補償特約
●長期入院時保険金補償特約
●抗がん剤治療特約
●介護一時金支払特約
●親介護一時金支払特約

●日常生活賠償特約
●携行品損害補償特約
●ホールインワン・アルバトロス
　費用補償特約
●各種費用補償特約
　（受託物賠償責任・救援者費用等・
　 キャンセル費用）

対応する特約

141413

自
由
グ
ル
ー
プ
保
険

保険金・給付金の保険金・給付金の
ご請求もれはございませんか？ご請求もれはございませんか？

この商品以外にも保険金・給付金をお受け取りいただける可能性がございます。
ご請求に際してはご請求もれのないよう、保障内容を十分にご確認ください !

疾病または不慮の事故が原因で所定の入院をされた場合

※その他事例は下記の住友生命ホームページ『団体保険における死亡保険金・入院給付金などの手続きとお支払いガイド
ブック』にも掲載していますので、ご参照ください。

A病院にて入院の後、
手術のためB病院へ転院し、
その後経過良好につき
B病院を退院した。

転院により複数の病院で所定の入院をされた場合、すべ
ての入院期間ではなく、最後に入院されたB病院での入
院期間についてのみ入院給付金をご請求いただくケー
スがみられます。
転院前のA病院での入院期間についても入院給付金を
お受け取りいただける可能性があります。

安
心
丸（
概
要
）

https://www.sumitomolife.co.jp/corporative/service/step.html

※お支払に関するお問合せは、P11…注意喚起情報「⑨契約に関する相談・照会・苦情窓口について」に記載のフリーダイヤルにお問い
合わせください。

保障内容をお受取人の方にお伝えください !

登録番号 CG2022-0294

詳細  P7…契約概要「④支払われる保険金など（保障の内容）」▶

住友生命ホームページ

事例



  

あなたをお守りするために。
福利厚生としてきちんと使える保険制度を作りたい。

NECグループの皆さまからの声を聞いて生まれました。

それが「安心丸」

万が一の入院や通院に対する備えはもちろんのこと

自転車事故にも備える日常生活賠償。

さらには、スマートフォンの破損も補償できるのは

「安心丸」の特徴です。

ライフステージが変わっても、いつでも柔軟に見直せる。

退職後も充実したサービスで、一生涯のお付き合いができる。

そんな数々の仕組みでサポートいたします。

あなたの「もしも」にお応えするために。

NECファシリティーズと引受保険会社である三井住友海上は、
NECレッドロケッツを応援しています。 ©NECRED ROCKETS

NECグループ福利厚生制度ならではの特徴で
「あんしん」を皆さまにご提供いたします

NECグループ福利厚生制度ならではの特徴で
「あんしん」を皆さまにご提供いたします

健康に不安のある方へ　P17へ

あきらめないでください。

退職後も「あんしん」を　P30へ

そのまま継続できます。

福利厚生制度として、健康状態に不安がある
場合も加入できる場合や既往症を除いて
加入できる場合があります。

定年でのご退職はもちろん、
キャリアが変わっても変わらない「あんしん」
をお届けいたします。

P29へ

いつでも見直しが可能です

ご家族も「安心丸」でお守りします

ライフイベントごとに柔軟に見直しが可能です。
入りっぱなしにならない「あんしん」をお届けします。

遠方にご心配な方を残してはいらっしゃいませんか？
ご家族へも「あんしん」をご提供できます。

カフェテリアプランの対象となります
NECグループカフェテリアプランを採用会社の皆さまは
手続きを実施することで「あんしん」をお得に。

©NEC RED ROCKETS
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2 分でわかる
再告知制度

健康に不安があってあきらめていませんか？
福利厚生制度である「安心丸」ならではの簡単 な告知方法をご案内いたします。

お申込みに関しては、「健康状況告知書ご記入のご案内」ならびに「健康状況告知書質問事項」を必ずご確認ください。また、 「親介護一時金支払特約」にご加入される場合は質問事項、告知該当時の取扱いが異なりますので、ご注意ください。
ご不明な点はご自身で判断されずに、お近くの保険窓口かお問い合わせ先にご連絡ください。!

ご請求は漏れていませんか ? こちらからご連絡ください

WEBによる事故連絡・保険金請求のお手続き

保険金請求WEB
24時間365日ご利用できます（定期メンテナンス時を除く）

WEBからも事故のご連絡・ご請求ができます。…
ぜひご利用ください。
対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。

けがを補償するプランは年令の制限なく、
一生涯継続してご加入いただけます。

保険金の支払対象

特定の疾病について
保険金の支払対象外

当年11月26日 翌年11月26日

病気の治療中
完治※

※：完治とは・・・
・医師により完治との診断を

受けた（投薬・入院・通院
を指示されなくなった）こ
とを言います

・自分自身の判断で投薬・入院・
通院をやめている場合は完
治と言いません。

◆再告知の詳細は P32 をご確認ください。
◆特定の疾病・症候群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているかは、インターネッ

トの手続画面または加入申込票上でご確認いただけます。

加入日 継続日

再告知

該当告知なし

該当告知あり

POINT 1 病気を補償するセットにご加入の場合、
質問がすべて「いいえ」になるかをご確認下さい。

いいえ
現在、病気やケガにより医師による
治療中・投薬中・経過観察中ですか。

質問
1

いいえ告知日より 2 年以内に、
継続して 10 日以上病気で入院したことが
ありますか。

（妊娠・分娩に伴う異常、帝王切開を含みます。）

質問
2

いいえ
【満 16 際以上の女性のみ】

現在、妊娠していますか。
質問
3

POINT 2 質問 1 ～ 3 の回答が「はい」となる場合でも、
将来かかるかもしれない病気に備えられる可能性があります。

ご症状によって、いずれかでのお申込みとなります。

1：特定の疾病・症状の補償を除いてお申込み

2：ケガ安心コースでのお申込み

POINT 3
特定の疾病・症状の補償を除いてお申込みとなった場合でも、
定期募集時に改めて質問にご回答いただくことで、
新たな条件でご加入いただけます。

POINT 4 保険金をお支払いした場合でも、病気を補償するセットは
満 79 才まで継続してご加入いただけます※。

※親介護一時金支払特約、介護一時金支払特約を除きます。

P31へ
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まさか！が本当に起こったとき。
安心丸が、あなたとあなたの大切なご家族をお 守りします。

安心丸 ? 聞いたことがない保険です。

こんなときのために、どのような備えをしていますか ?

※…昭和19年4月2日以降生まれの方は2割負担となります。　（2022年3月現在）

1
公的医療保険制度の対象となる医療費

診療費

手術費

医薬品代
等3割自己負担

●義務教育就業前の子どもは2割負担
●70才以上75才未満の方は
　1割または2割負担※

　（一定以上所得者は3割負担）
●75才以上の方は1割負担
　（一定以上所得者は3割負担）

2
病院に支払う1以外の費用

全額自己負担

入院時の食事代の
標準負担額

差額ベッド代

諸費用

等

3
病院以外に支払う費用

全額自己負担

病院までの交通費

日用品等の購入費

お見舞いのお礼

等

入院にかかる費用

大病の治療。健康保険を使う場合でも自己負担が発生します。
医療費の上限額は決まっていますが、治療中は継続的に費用が発生します。

入
院
時
の
自
己
負
担

自
転
車
乗
車
中
の
事
故

ゴ
ル
フ
中
の
事
故

親
の
介
護

親の介護費用。親自身の貯蓄が足りないかもしれません。
場合によってはご家族が負担することも想定されます。

仕事も遊びも全力投球な現役世代。保険が力になれること。
ゴルフ中に他人にケガをさせてしまった場合、お相手との交渉は
どうしますか？また、折れたクラブは泣き寝入りですか？

介護が必要になった原因

介護にかかる費用

平均 74 万円一時的にかかる費用
（介護用ベットの購入など） 平均 8.3 万円毎月かかる費用

CASE ①

●ゴルフ場のティーグラウンドでまわりを確認しないで素振りをした
ら、パートナーに当たってけがをさせた。

●前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディの
確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たっ
てケガをさせた。 等

CASE ②

●ゴルフ場でゴルフバッグが盗難にあった。
●ゴルフ場でプレー中に誤ってゴルフクラブを折ってしまった。 等

認知症18.0%

脳血管疾患（脳卒中等）16.6%

高齢による衰弱 13.3%

その他原因・不詳 25.2%

心疾患（心臓病） 4.6%
関節疾患 10.2%
骨折・転倒 12.1%

三大疾病の入院は、長期にわたる場合があります。
平均入院日数

長
期
間
の
入
院

NECグループの福利厚生として提供されるため、
社員以外には紹介されることのない
特別な保険です。

出典　厚生労働省「平成29年（2017）患者調査」

自己負担に備えて 
入院を補償する保険を 
おすすめしています。

三大疾病の
入院に備えて

保険をおすすめします。

一時的にかかる費用
に備えられる補償を
ご用意しています。

出典　厚生労働省「国民生活基礎調査」／2016年

出典　生命保険文化センター「2021（令和3）年度…生命保険に関する全国実態調査」

ゴルフをする方に
おすすめの

保険があります。

0 20 40 60 80 100 120（日）

がん（悪性新生物）

脳梗塞

くも膜下出血

脳内出血

心疾患（高血圧性のものを除く）

脳血管疾患

107.3日

104.2日

78.3日

19.3日

17.1日

自転車保険はさまざまな自治体の条例で
義務化する傾向にあります
自転車乗車中の事故で約 1 億円の賠償を
命じられた判例があります。
CASE

男子小学生（11 才）が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別
のない道路において歩行中の女性（62 才）と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等
の障害を負い、意識が戻らない状態となった。 神戸地方裁判所
 平成 25（2013）年 7 月 4 日判決判決認容額（注）9,521 万円
（注）判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です（上記金額は概算額）。上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。

ご家族まとめて補償
できる日常生活賠償
特約がおすすめです。
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保険は難しいですか？どのプランを選べば良い？
おすすめプランについて
ご説明します。

こんなときにお役に立ちます

ケガ
をしたとき

手 術通 院入 院死亡・後遺障害

セット名 A A2 A4 A6 AX AJ A2J

保
険
金
額

ケガ補償

死亡・後遺障害 580万円    1,120万円 1,660万円 2,200万円 320万円 580万円 1,120万円

入 院（1日あたり） 4,000円 8,000円 12,000円 16,000円 3,000円 4,000円 8,000円

通 院（1日あたり） 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 1,500円 2,000円 4,000円

手術保険金
入院中の手術 8万円 16万円 24万円 32万円 6万円 8万円 16万円

入院中以外の手術 4万円 8万円 12万円 16万円 3万円 4万円 8万円

天災危険
補償

地震・噴火またはこれらを原因
とする津波によるケガも補償

月
払
保
険
料

全年令共通 1,130円 2,240円 3,340円 4,430円 760円 1,020円 2,030円

●ケガ安心コースには特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約がセットされているため、特定感染症による後遺障
害・入院・通院についても補償の対象となります。

保険金額と保険料

ケ ガ 安 心コース
被保険者（補償の対象者）1人に対して、ケガ・病気安心・がん倍額コースの
うちいずれか1セットのみご加入いただけます。

補償の対象 年令制限なし

国内・国外補償

NECグループ
団体割引等適用
傷害部分
約46%

疾病部分
約40%

家族がいても、おひとりの場合も健康保険がありますので
基本的な医療費への備え方は同じです。

健康保険の対象外となる「先進医療」と呼ばれる治療があります。
自費負担となるため、保険でご用意いただくことをおすすめします。

日常生活賠償特約を設定することで、
自転車事故で加害者になった場合に対応できます。

健康保険では、所得
に応じて、還付があ
ります。

NEC健康保険組合加
盟会社については付
加給付金があります。
入院時は医療費以外
にもかかる費用があ
りますので考慮して
設定ください。

先進医療を受けられ
る医療機関は限られ
ています。

治療費の他に、医療
機関に向かうための
交通費＋宿泊費も補
償されます。

安心丸の日常生活賠
償は1名に設定する
だけで、同居のご家
族も対象になります。

自転車事故やゴルフ
プレー事故、スキー
事故等幅広く対応し
示談交渉 ( 日本国内
のみ）も行います。

お支払い例1
がんと診断され、手術
を受け20日間入院し、
その後35日通院した。

お支払いする保険金

受取保険金合計=146万円

●疾病入院保険金� 160,000円
●疾病通院保険金� 140,000円
●疾病手術保険金� 160,000円
●がん診断保険金� 1,000,000円

安心丸

基本セット いずれか1セット 
を選択

オプション特約

S1
(先進医療

・拡大治験・患者申
出療養費用保険金

補償特約）

 
オプション特約 

月払保険料  70 円

お支払い例2
がんの治療のため、重粒子線
治療を受けた。付近に重粒子線
治療を受けられる医療機関がな
く、交通費と宿泊費がかかった。

お支払いする保険金

受取保険金合計=316万円

●先進医療費用� 3,130,000円
●交通費� 25,000円
●宿泊費� 5,000円

安心丸

基本セット いずれか1セット 
を選択

オプション特約 L1
(日常生活賠償特約）

 
オプション特約 

月払保険料  100 円

お支払い例3
自転車で歩行者
に衝突しケガを
させ、頭蓋骨骨
折のケガを負わ
せた。

お支払いする保険金

受取保険金合計=9,500万円

●日常生活賠償保険金� 95,000,000円

それでは、きめ細かに対応が可能な安心丸のラインナップをご検討ください

入院1日目から補償 通院1日目から補償

身近なケガのリスクを
ご存知ですか？

約 85 秒に 1 人が交通事故で負傷しています。

出典　警察庁交通局「令和3年中の交通事故の発生状況」から計算

安心丸

基本セット C
（がん倍額コース）

 
基 本セット
月払保険料 1,930 円
〈39才男性〉

ケガのみ補償

動画で簡単に
分かるおすすめプラン
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がん倍 額コース
補償の対象 2022年11月26日時点で満0才〜79才までの方

病 気 安 心コース
補償の対象 2022年11月26日時点で満0才〜79才までの方

こんなときにお役に立ちます

ケガ
病気

をしたとき

手 術通 院入 院死亡・後遺障害

セット名 B B2 B4 B6 BX BJ B2J

保
険
金
額

ケガ補償 死亡・後遺障害 580万円 1,120万円 1,660万円 2,200万円 320万円 580万円 1,120万円

病気・ケガ
補償

入 院（1日あたり） 4,000円 8,000円 12,000円 16,000円 3,000円 4,000円 8,000円

通 院（1日あたり）（＊1） 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 1,500円 2,000円 4,000円

手術保険金（＊2）
入院中の手術 8万円 16万円 24万円 32万円 6万円 8万円 16万円

入院中以外の手術 4万円 8万円 12万円 16万円 3万円 4万円 8万円

病気補償 放射線治療 8万円 16万円 24万円 32万円 6万円 8万円 16万円

天災危険
補償

地震・噴火またはこれらを原因
とする津波によるケガも補償

年
令
別
月
払
保
険
料

0〜4才 1,460円 2,900円 4,340円 5,770円 1,010円 1,350円 2,690円
5〜9才 1,360円 2,710円 4,050円 5,380円 950円 1,250円 2,500円

10〜14才 1,210円 2,410円 3,600円 4,770円 830円 1,100円 2,200円
15〜19才 1,230円 2,430円 3,640円 4,810円 840円 1,120円 2,220円
20〜24才 1,330円 2,620円 3,930円 5,210円 920円 1,220円 2,410円
25〜29才 1,450円 2,870円 4,310円 5,720円 1,000円 1,340円 2,660円
30〜34才 1,570円 3,100円 4,660円 6,180円 1,100円 1,460円 2,890円
35〜39才 1,600円 3,180円 4,760円 6,320円 1,120円 1,490円 2,970円
40〜44才 1,640円 3,240円 4,850円 6,440円 1,150円 1,530円 3,030円
45〜49才 1,800円 3,570円 5,340円 7,090円 1,270円 1,690円 3,360円
50〜54才 2,070円 4,110円 6,160円 8,180円 1,470円 1,960円 3,900円
55〜59才 2,470円 4,920円 7,380円 9,810円 1,770円 2,360円 4,710円
60〜64才 3,140円 6,250円 9,370円 12,470円 2,280円 3,030円 6,040円
65〜69才 4,260円 8,490円 12,730円 16,940円 3,120円 4,150円 8,280円
70〜74才 5,820円 11,600円 17,400円 23,160円 4,280円 5,710円 11,390円
75〜79才 8,810円 17,590円 26,380円 35,140円 6,530円 8,700円 17,380円

保険金額と保険料

こんなときにお役に立ちます

ケガ
病気

をしたとき

手 術通 院入 院 がん診断保険金死亡・後遺障害

病気ががんの場合2倍支払病気ががんの場合2倍支払 病気ががんの場合2倍支払

セット名 C C2 C4 C6 CX CJ C2J

保
険
金
額

ケガ補償 死亡・後遺障害 580万円 1,120万円 1,660万円 2,200万円 320万円 580万円 1,120万円

病気・ケガ
補償

入 院（1日あたり） 4,000円 8,000円 12,000円 16,000円 3,000円 4,000円 8,000円

通 院（1日あたり）（＊1） 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 1,500円 2,000円 4,000円

手術保険金（＊2）
入院中の手術 8万円 16万円 24万円 32万円 6万円 8万円 16万円

入院中以外の手術 4万円 8万円 12万円 16万円 3万円 4万円 8万円

病気補償 放射線治療 8万円 16万円 24万円 32万円 6万円 8万円 16万円

がん診断
保険金

がんの診断を受け治療を
開始した場合に補償 100万円

天災危険
補償

地震・噴火またこれらを原因とする
津波によるケガも補償

年
令
別
月
払
保
険
料

0〜4才 1,540円 3,020円 4,520円 5,970円 1,080円 1,430円 2,810円
5〜9才 1,420円 2,790円 4,170円 5,530円 990円 1,310円 2,580円

10〜14才 1,260円 2,450円 3,670円 4,850円 860円 1,150円 2,240円
15〜19才 1,270円 2,470円 3,700円 4,890円 870円 1,160円 2,260円
20〜24才 1,370円 2,680円 4,010円 5,300円 960円 1,260円 2,470円
25〜29才 1,570円 3,030円 4,480円 5,920円 1,120円 1,460円 2,820円
30〜34才 1,780円 3,360円 4,970円 6,540円 1,290円 1,670円 3,150円
35〜39才 1,930円 3,580円 5,240円 6,860円 1,430円 1,820円 3,370円
40〜44才 2,130円 3,830円 5,550円 7,230円 1,620円 2,020円 3,620円
45〜49才 2,560円 4,480円 6,420円 8,330円 1,980円 2,450円 4,270円
50〜54才 3,080円 5,390円 7,700円 9,990円 2,410円 2,970円 5,180円
55〜59才 4,080円 6,950円 9,820円 12,660円 3,270円 3,970円 6,740円
60〜64才 6,080円 9,850円 13,630円 17,380円 5,040円 5,970円 9,640円
65〜69才 8,310円 13,520円 18,750円 23,960円 6,920円 8,200円 13,310円
70〜74才 11,200円 18,440円 25,700円 32,910円 9,290円 11,090円 18,230円
75〜79才 15,550円 26,970円 38,420円 49,840円 12,600円 15,440円 26,760円

保険金額と保険料 =がんの場合2倍お支払い（＊3）がん
倍額

がん
倍額

がん
倍額

がん
倍額

がん
倍額

被保険者（補償の対象者）1 人に対して、ケガ・病気安心・がん倍額コースの
うちいずれか 1 セットのみご加入いただけます。

被保険者（補償の対象者）1 人に対して、ケガ・病気安心・がん倍額コースの
うちいずれか 1 セットのみご加入いただけます。

国内・国外補償

NECグループ
団体割引等適用
傷害部分
約46%

疾病部分
約40%

国内・国外補償

NECグループ
団体割引等適用
傷害部分
約46%

疾病部分
約40%

ケガのみ補償 入院1日目から補償 病気は入院前後の
通院のみ補償

病気は放射線治療
も補償 入院1日目から

補償
病気は入院前後の

通院のみ補償
病気は放射線治療

も補償
がんの診断を受け治療を 

開始した場合に補償ケガのみ補償

（＊1）疾病通院保険金は、疾病入院開始日の前日以前60日間に、その疾病入院の原因となった病気の治療のために通院された場合と、疾病入院が終了し、退院 した後、その疾病入院の原因となった病気の治療のため、通院された場合にお支払いします。
（＊2）レーシック手術等はお支払いの対象となりません。
（＊3）被保険者の病気が特約記載のがん（悪性新生物）である場合、その治療を目的とする入院および通院の期間ならびに手術および放射線治療に対して、疾 病保険金および疾病長期入院時保険金（オプションの疾病長期入院時保険金補償（90日ごと用）特約に加入の場合）を2倍にしてお支払いします。ただし、がん

と因果関係のあるがん以外の病気については対象となりません。なお、がんには上皮内新生物を含みます。
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月払保険料
セット名 L1 K1 K2 G1 G2 G3 H1 H2 H3

年令にかかわらず 100円 240円 150円 690円 410円 210円 140円 90円 50円

医療補償を充実させたい方

身の回りのリスクにも対応したい方
◎ご加入は被保険者（補償の対象者）1 人に対して特約ごとに 1 セットのみです。
◎年令は 2022 年 11 月 26 日時点の満年令です。
◎ S1,N1,M1,TB,TBJ,TC,TCJ にご加入いただける方は、2022 年 11 月 26 日時点

で満 0 才〜 79 才までの方です。これらの特約を新たに追加する場合は健康状況
告知が必要です。その際ご回答いただいた健康状況告知は、特約部分だけではなく、
すべての疾病補償に適用されますので、ご注意ください。

オプション特約 保険金をお支払いするとき オプション名 保険金額 セット名
他人にケガさせたり、他人の物を壊したりし
て法律上の賠償責任を負ったとき等
国内示談交渉サービス付きで安心です。

日常生活賠償特約（＊1） 5 億円 L1

外出中に自分の持ち物を不注意で壊したとき
等 携行品損害補償特約 30 万円（＊2） K1

20 万円（＊2） K2

ホールインワン・アルバトロスを達成し祝賀
費用等がかかったとき

ホールインワン・
アルバトロス
費用補償特約（＊3）

100 万円 G1
60 万円 G2
30 万円 G3

日本国内で他人から借りた
物を不注意で壊したとき
旅行中に遭難し捜索費用
等がかかったとき
病気入院により海外旅行
をキャンセルしたとき等

各種費用補償特約

受託物賠償 救援者費用 キャンセル費用
H130 万円 100 万円 100 万円

20 万円 50 万円 50 万円 H2
10 万円 30 万円 30 万円 H3

受託物賠償責任 ( ＊ 4)

救援者費用等

キャンセル費用（＊ 5）

（＊1）この特約はセットしたご本人だけでなく、そのご家族も補償されますので補償の重複にご注意ください。ご家族とは、ご本人の配偶者、ご本人ま
たは配偶者と同居の親族および別居の未婚の子です。詳細はP29、…P36をご覧ください。　（＊2）●損害額は1個、1組または1対のものについて10
万円を限度とし、通貨・乗車券・宿泊券などについては、1回の事故につき5万円を限度とします。●自己負担額：3,000円　（＊3）ホールインワン・アルバ
トロス費用を補償する他のゴルファー保険（NECゴルファー保険を含む）と補償が重複する場合がありますので、ご注意ください。　（＊4）自己負担額：
5,000円　（＊5）自己負担額：1,000円またはキャンセル費用の20%のいずれか高い金額

保険金額と保険料

●ゴルファー傷害入院保険金の支払対象期間中に手術を受けられた場合、1回の手術について、次の額を傷害手術保険金としてお支払いします。
　入院中に受けた手術の場合:150,000円…入院中以外の手術の場合:75,000円
（＊1）保険期間中、何回達成されてもお支払いします。　（＊２）傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺傷害保険金額の4％〜100％をお支払いします。

セット名 月払保険料

保険金額

ホールインワン・
アルバトロス費用（＊1）

ゴルファー
賠償責任 ゴルフ用品

ゴルファー傷害

死亡・後遺障害（＊2） 入院 1 日あたり 通院 1 日あたり

GS 1,100 円 100 万円 2 億円 60 万円 1,000 万円 15,000 円 10,000 円
GA 760 円 60 万円 2 億円 40 万円 1,000 万円 15,000 円 10,000 円
GB 510 円 30 万円 2 億円 28 万円 1,000 万円 15,000 円 10,000 円
GC 300 円 ー 2 億円 26 万円 1,000 万円 15,000 円 10,000 円

・複数の保険（安心丸のホールインワン・アルバトロス費用補償特約を含む）にご加入いただいていても、お支払額はそのうちの最も高い保険金額が限度となります。
・原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、
同伴キャディの目撃証明に替えて同伴競技者以外の第三者の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。詳細はP57〜 58をご確認ください。

注意事項

N E Cゴルファー保険
ゴルフプレー中のさまざまなリスクを補償

こんなときにお役に立ちます
ゴルファー賠償責任補償
ゴルフプレー中に他人にケガ
をさせたり、他人の物を損壊
させて損害を与え法律上の賠
償責任を負ったとき

国内・国外
補償

ゴルフ用品補償
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフクラブ
を破損したりゴルフ用品が盗まれたとき

国内・国外
補償

ゴルファー傷害補償
ゴルフ場やゴルフ練習場で
自分がケガをしたとき

国内・国外
補償

ホールインワン・アルバトロス
費用補償
ラウンド中にホールインワンまたはアルバト
ロスを達成し祝賀費用等がかかったとき

国内のみ
補償

年令別月払保険料
セット名 S1 N1 PN1

M1
TA TAJ TB TBJ TC TCJ

男性 女性
…0 〜…4 才 70円 20円 ー 50円 150円 50円 40円 70円 60円 70円 60円
…5 〜…9 才 70円 20円 ー 50円 150円 50円 40円 70円 60円 70円 60円
10〜 14才 70円 20円 ー 50円 150円 50円 40円 60円 50円 60円 50円
15〜 19才 70円 20円 ー 50円 150円 50円 40円 60円 50円 60円 50円
20〜 24才 70円 20円 20円 50円 150円 50円 40円 60円 50円 60円 50円
25〜 29才 70円 20円 20円 50円 300円 50円 40円 60円 50円 60円 50円
30〜 34才 70円 20円 20円 50円 470円 50円 40円 70円 60円 70円 60円
35〜 39才 70円 20円 20円 90円 470円 50円 40円 70円 60円 70円 60円
40〜 44才 70円 20円 20円 130円 1,160 円 50円 40円 70円 60円 80円 70円
45〜 49才 70円 40円 40円 130円 1,980 円 50円 40円 90円 80円 100円 90円
50〜 54才 70円 90円 90円 440円 2,500 円 50円 40円 110円 100円 120円 110円
55〜 59才 70円 220円 220円 780円 2,500 円 50円 40円 140円 130円 160円 150円
60〜 64才 70円 490円 490円 1,360 円 2,320 円 50円 40円 190円 180円 240円 230円
65〜 69才 70円 1,150 円 1,150 円 2,060 円 2,320 円 50円 40円 290円 280円 360円 350円
70〜 74才 70円 2,600 円 2,600 円 3,060 円 2,130 円 50円 40円 450円 440円 570円 560円
75〜 79才 70円 5,740 円 5,740 円 3,760 円 2,130 円 50円 40円 880円 870円 1,170 円 1,160 円
80〜 84才 ー ー 14,760 円 ー ー 50円 40円 ー ー ー ー

ご加入の基本セット ケガ安心コース
A・A2・A4・A6・AX

ケガ安心コース
AJ・A2J

病気安心コース
Ｂ・B2・B4・B6・BX

病気安心コース
BJ・B2J

がん倍額コース
C・C2・C4・C6・CX

がん倍額コース
CJ・C2J

この特約の補償範囲 ケガ補償 ケガ・病気補償
セット名 TA TAJ TB TBJ TC TCJ

●長期入院時保険金補償（90日ごと用）特約のセット名●長期入院時保険金補償（90日ごと用）特約のセット名
長期入院時保険金補償（90日ごと用）特約のセット名は、ご加入の基本セットによって異なります。

保険金をお支払いするとき オプション名 保険金額 セット名
先進医療等を受けたとき
拡大治験・患者申出療養制度を受けるために負担した
費用も補償します。先進医療等を受けるための交通費・
宿泊費も補償します。（宿泊費は1泊につき1万円限度）

先進医療・拡大治験・
患者申出療養費用
保険金補償特約

1,000 万円 S1

自分の要介護状態が 180 日を超えて継続したとき 介護一時金支払特約（＊1） 300 万円 N1

親の要介護状態が 180 日を超えて継続したとき 親介護一時金支払特約（＊1） 300 万円 PN1

抗がん剤治療を受けたとき
抗がん剤治療を受けた月ごとに保険金をお支払い
します。

抗がん剤治療特約（＊3）
5 万円

M1

90 日以上の長期入院をしたとき 長期入院時保険金補償
（90 日ごと用）特約 40 万円 下記表の

とおり

お支払額は乳がん・前立腺がんの内
分泌療法（ホルモン療法）による治療
の場合は5万円、それ以外は10万円

本人介護

親介護

 

病気・ケガを補償

(＊1)：介護のため一時的に必要となる費用（介護用品・住宅リフォーム費用等）に充当することを目的とした特約です。
(＊2)：特約被保険者となれる方は基本セットの被保険者本人の親（姻族を含む。）で、被保険者1人につき2名まで設定できます。ご加入は特約被保険者1

名に対して、1セットのみです。同じ特約被保険者（親）に対して、複数の被保険者（子）が重複してセットすることはできません。特約被保険者の年令
に応じた年令別保険料となります。…特約被保険者1人につき、下記保険料となります。（2名を対象とする場合は、2名分の保険料が必要です）

(＊3)：基本セットがケガ安心コースの方はご加入できません。

（＊2）

NECグループ
団体割引等適用
傷害部分
約46%

左記以外
約40%
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事例①

▲
就業障害

▲
60才

日本電気
健康保険組合給付金

賞
与

月
収

有
給
休
暇
等

ボーナス補償プラン3

長期補償プラン1

短期補償プラン2もしもの
時の
収入がなくなるリスクに
備えていますか？

こんなときにお役に立ちます

病気やケガで
長期入院し
そのまま休職したとき

精神障害となり
休職したとき※

保障対象期間 保障内容

日本電気
健康保険組合で
最長3年間

支給開始日から通算１年6か月（傷病手当金・傷病手当付加金） ▶標準報酬日額の80％
傷病手当金支給開始から３年以内で、かつ傷病手当金支給期間満了日翌日からの
期間（延長傷病手当付加金） ▶標準報酬日額の２/3

病気やケガで長期にわたり欠勤する場合、欠勤 4 日目から退職するまで下記の内容で保障されます。（2022 年 6 月現在）
会社の休業保障制度

受取保険金合計=30万円×12か月×60才までの20年=7,200万円

日本電気健康
保険組合の給付

▲
就業障害�38才

▲
60才

▲
40才退職

日本電気健康保険組合の給付終了後から60才までの月収部分を補償

30 
万円

30 
万円

30 
万円

30 
万円

30 
万円

※精神障害の場合、保険金の支払期間
は最長2年です。

N
E
C
長
期
休
業
サ
ポ
ー
ト

N
E
C
長
期
休
業
サ
ポ
ー
ト

ご加入例�▶ C A S E 1
ご加入のプラン 長期補償プラン
年令・性別・年収 38才　男性　年収600万円
支払基礎所得額
計算方法

年収600万円÷12×60％＝30万円
最大3口・30万円（1口10万円×3）までご加入可能

月払保険料  合計 2,286 円（3口ご加入の場合）

ご加入例�▶ C A S E 2
ご加入のプラン ボーナス補償プラン
年令・性別・年収 43才　女性　年収900万円
支払基礎所得額
計算方法

年収900万円÷12×30％＝22.5万円
最大4口・20万円（1口5万円×4）までご加入可能

月払保険料  合計 1,400 円（4口ご加入の場合）

※上記保障のうち傷病手当金以外は、休職期間満了等により中途退職となる場合はその時点で保障はなくなります。
　（詳細は日本電気健康保険組合のホームページを参照）

お支払い事例

セット名 男性（AM） 女性（AF）
18 ～ 24 才 125 円 77 円
25 ～ 29 才 137 円 99 円
30 ～ 34 才 190 円 152 円
35 ～ 39 才 249 円 221 円
40 ～ 44 才 352 円 350 円
45 ～ 49 才 509 円 531 円
50 ～ 54 才 783 円 829 円
55 ～ 59 才 1,235 円 1,242 円

3 ボーナス補償プラン
（支払基礎所得額1口5万円あたり）

セット名 男性（CM） 女性（CF）
18 ～ 24 才 30 円 19 円
25 ～ 29 才 34 円 24 円
30 ～ 34 才 48 円 38 円
35 ～ 39 才 64 円 56 円
40 ～ 44 才 90 円 90 円
45 ～ 49 才 132 円 138 円
50 ～ 54 才 205 円 217 円
55 ～ 59 才 328 円 329 円

2 短期補償プラン
（支払基礎所得額1口2万円あたり）

セット名 男性（BM） 女性（BF）
18 ～ 24 才 503 円 343 円
25 ～ 29 才 532 円 440 円
30 ～ 34 才 617 円 601 円
35 ～ 39 才 762 円 853 円
40 ～ 44 才 1,050 円 1,278 円
45 ～ 49 才 1,366 円 1,641 円
50 ～ 54 才 1,502 円 1,680 円
55 ～ 59 才 1,625 円 1,636 円

（支払基礎所得額1口10万円あたり）
1 長期補償プラン おすす

め

ニーズに合わせてプランをお決めください（各プラン同時にご加入できます）1
プランごとの支払基礎所得額（毎月お支払いする保険金の
算出の基礎となる額）の上限を確認します。

（右記参照。加入限度口数は7口です。）
2

2で確認した上限の範囲内で、加入口数を決めます。
一口あたりの支払基礎所得額は以下の通りです。
長期補償プラン：10万円　短期補償プラン：2万円　ボーナス補償プラン：5万円

3

長期補償プラン 現在の年収÷ 12 か月の 60％上限

短期補償プラン 現在の年収÷ 12 か月の 10％上限

ボーナス補償プラン 現在の年収÷ 12 か月の 30％上限

・38才男性
・長期補償プラン3口（30万円）ご加入

交通事故に遭い、日本電気健康保険組合の給
付終了と同時に復帰できず 40 才で退職。
60 才まで一切働くことができない状態が続
いた。

（所得喪失率：100％）

〈お支払いした保険金〉

3 ボーナス補償プラン
日本電気健康保険組合の給付の対象とならな
いボーナス部分を補償するプランです。免責期
間の180日経過後最長4年6か月間補償されま
す。なお、その間退職されても、就業障害が続
いた場合、補償が継続されます。

1 長期補償プラン
日本電気健康保険組合の給付終了後から最長60才もしくは3
年間のいずれか長い期間まで月収部分を補償するプランです。
なお就業規則に基づく退職により給付が中途でなくなった場合、
その時点から最長60才まで長期にわたって補償されます。
※55才以上の方は、60才までまたは3年間のいずれか長い期
間で補償いたします。

2 短期補償プラン
免責期間の589日経過後最長3
年間補償されます。なお、その間
退職されても、就業障害が続い
た場合、補償が継続されます。

おすす
め

〈収入イメージ図〉

N E C 長 期 休 業サポート
ケガや病気などで長期間継続して働けなくなったときの収入を補償

補償の対象 2022年11月26日時点で満18才〜59才までの方

NECグループ
団体割引等

37%適用

補償内容とプラン

もし病気やケガで働けなくなってしまったら

休職が長期間になると、生活の維持が困難に！

収入が減るリスクや、補償内容について
詳しくはこちらの動画でご説明しています！

支出と収入のバランスがとれている！ 支出が増え、収入が減ってしまった…

生活費
家賃

住宅ローン
教育費

…

収入

生活費
家賃

住宅ローン
教育費

… 収入

医療費

加入方法と月払保険料
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お引受についてのご注意
NECグループ団体保険制度はNECグループ社員の皆さまの相互扶助の制度であり、魅力ある福利厚生制度と
して維持・発展させていくために、引受ガイドラインを設けています。

区分 引受ガイドライン
A：携行品損害補償特約（K1、K2）
2年間で同種の携行品事故（保険金支払いまたは請
求）が3回以上

事故の発生状況や、保険金請求の内容によっては、引
受をお断りする場合があります。（被保険者単位）

B：傷害通院（各基本セット）
2年間で事故（保険金支払いまたは請求）が5回以上、
かつ通算100万円以上

ご加入条件についてお客さまのご希望に添えない場合
がありますので、予めご了承ください。（被保険者単位）

※上記に関わらず、飲酒運転等の法令違反、事実を偽った不正な保険金請求が行われた場合などは、基本的に翌
年度以降の保険契約についてはお引き受けできません。

ご退職後のお取扱い詳細については NECファシリティーズへお問い合わせください。

ご退職後のご継続イメージ

ご退職後も、ご退職者さま専用の保険「安心丸（退職者向け）」にてご継続いただけます（一部補償が異なります）。

※補償額を増額される場合など健康状況告知が必要な場合があります。

◆ご退職お手続の流れ
①ご退職後の連絡先を以下の登録用ホームページにご登録
ください
https://www.necf.jp/retire/

②手続が必要な保険契約について、NECファシリティーズから
手続書類をお送りします

二次元コードからもアクセスいただけます▶

安心丸 安心丸 
（退職者向け） ケガ補償で

継続

80才退職

Point
1

ご継続に伴う
健康状況…
告知は
不要です※

Point
3

病気安心コース・
がん倍額コースは
満79才まで…
ご継続可能です

Point
2

団体割引…
等は

ご退職前と
同様です

安心丸
（退職者向け）

のポイント

ご退職後のお取扱いご退職後のお取扱い

◆前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集におい
ては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。

◆年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、2022 年 11月 26日時点のご年令による保険料と
なりますのでご了承ください。

自動継続の取扱いについて
日本電気株式会社が保険契約者となる団体契約です。

『日本電気株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員』に限ります。

●安心丸・NECゴルファー保険で被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方の範囲は、日本電気株式会社および
そのグループ会社の役員・従業員およびその家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および役員・従業員と同居し
ている親族をいいます。）です。（下記被保険者の範囲参照）

●NEC長期休業サポートで被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方の範囲は、日本電気株式会社およびその
グループ会社の役員・従業員に限ります。

（＊）加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。

2022年10月31日（月）

各社指定のご提出先またはNECファシリティーズまでご送付ください
NECファシリティーズの宛先は本パンフレット（裏表紙）に掲載しています

（提出先不明の場合：〒117-7311 NECファシリティーズ 保険事業部 宛にご送付ください）

2023年1月の給与より毎月控除させていただきます（月払）

2022年11月26日 午後4時〜2023年11月26日 午後4時（1年間）

募集概要
募集要領

加入資格・加入対象

保険期間

書類提出締切日

加入申込票提出先

保険料払込方法

保険契約者

お申込人となれる方

被保険者
（補償の対象者）
となれる方の範囲

●中途加入申込票提出締切日 ： 締切日は各会社によって異なりますので詳細はNECファシリティーズにお問い合わせください。
●中途加入補償開始日 ： 上記締切日の同月26日午前0時より（保険の終期はいずれの場合も2023年11月26日午後4時となります。）

被保険者となれる方の範囲〈安心丸・NECゴルファー保険〉 
NECグループにお勤めの方、およびその配偶者・お子さま・ご両親・兄弟姉妹・同居の親族（6親等内の血族と3親等内
の姻族）の方が被保険者となることができます。ご加入（継続）時に被保険者（補償の対象者）を記名いただきます。

祖父母

父母

祖父母

配偶者 NECグループに
お勤めの方

兄弟姉妹

甥・姪 子

孫 配偶者

配偶者 甥・姪

兄弟姉妹 配偶者

（点線）の内は別居の方もご加入いただけます
（点線）の外は同居が条件となります。
※親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族であり記載以外の方も対象となる場合があります。

配偶者

父母

中途加入できます

お知らせ
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ご加入にあたっての注意事項

健康状況告知書ご記入のご案内（必ずお読みください）
＜団体総合生活補償保険（MS&AD型）・団体長期障害所得補償保険＞
以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答
欄」にご記入ください。

◯継続加入の場合で、保険責任を加重（＊）することなく継続いただく場合
には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。

（＊）保険金額および支払基礎所得額の増額、支払限度日数の延長、免責
期間の短縮、てん補期間の延長等、疾病にかかわる補償を拡大する
ことをいいます。

1.健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判
断を行うための重要な事項です。必ず被保険者（補償の対象者）ご自身
が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。

（注）告知時における年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいず
れかの方がお答えください。

＜団体総合生活補償保険（MS&AD型）＞
特約の名称 特約固有の取扱い

親介護一時金支払
特約 親介護

・ 基本補償部分の被保険者（子）が特約被保険者
（親）を代理して回答（記入・署名）ください。告
知にあたっては、特約被保険者（親）について、
ご存知の内容に基づき回答されるのではなく、
この書面および「健康状況告知書質問事項」を
特約被保険者（親）にご説明のうえ、質問事項に
対する回答をそのまま記入ください。

・ 特約被保険者への確認方法についても「確認
方法」欄に記入ください。

2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実
と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとな
り、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
・代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただ

いた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。
・代理店・扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたこ

とになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」
へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。

4.「健康状況告知書質問事項」に該当される場合
＜団体総合生活補償保険（MS&AD型）＞

「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受につい
て次の取扱いとさせていただきます。

特約の名称 取扱い
疾病補償特約 次のいずれかとなります。

①特定の疾病・症状群について保険金をお支払
いしない条件でご加入をお引受します。この
場合でも、特定の疾病・症状群に該当しない
ものは、「6.保険期間の開始前の発病等の取
扱い」が適用されます。

②ご加入はお引受できません。

がん診断保険金補
償（待機期間不設
定型）特約

疾病長期入院時保険金
補償（90日ごと用）特約

介護一時金支払特
約 本人介護

先進医療・拡大治
験・患者申出療養費
用保険金補償特約

抗がん剤治療特約

親介護一時金支払
特約 親介護

ご加入はお引受できません。

＜団体長期障害所得補償保険＞
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受につい
て次のいずれかの取扱いとさせていただきます。
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入を

お引受します。
②ご加入はお引受できません。
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されている

お客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明（注意喚起情報）をご覧ください。
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入さ
れる場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要が

あります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の
疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受す
ることがあります。また、正しく告知をされなかった場合にはご加入内容
が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
＜団体総合生活補償保険（MS&AD型）＞

特約の名称 取扱い
疾病補償特約 ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊1）より前に

発病した病気（＊2）については保険金をお支払いしま
せん。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない
場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、病気を発病した
時が、疾病入院を開始された日（＊3）からご加入の
継続する期間を遡及して1年以前であるときは
保険金をお支払いすることがあります。

疾病長期入院時保
険金補償（90日ご
と用）特約

先進医療・拡大治
験・患者申出療養費
用保険金補償特約

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊1）より
前に被ったケガまたは発病した病気（＊2）につい
ては保険金をお支払いしません。このお取扱い
は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外で
はありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、ケガの原因となっ
た事故発生の時または病気を発病した時が、先
進医療、拡大治験または患者申出療養を開始さ
れた日からご加入の継続する期間を遡及して1
年以前であるときは保険金をお支払いすること
があります。

がん診断保険金補
償（待機期間不設
定型）特約

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊1）よ
り前に発病したがん（悪性新生物）（＊4）（＊5）につい
ては保険金をお支払いしません。このお取扱い
は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外で
はありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、がんを発病した
時が、医師によってがんと診断された日からご
加入の継続する期間を遡及して１年以前である
ときは保険金をお支払いすることがあります。

抗がん剤治療特約 ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊１）より
前に発病したがん（悪性新生物）（＊４）については
保険金をお支払いしません。このお取扱いは、
健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではあ
りませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、がんを発病した時
が、そのがんによる抗がん剤治療を開始した日か
らご加入の継続する期間を遡及して１年以前であ
るときは保険金をお支払いすることがあります。

介護一時金支払特約
本人介護

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊1）より
前に要介護状態の原因となった事由が生じてい
た場合は、保険金をお支払いしません。このお
取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも
例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、要介護状態の原
因となった事由が生じた時が、その事由による
要介護状態が開始した日からご加入の継続する
期間を遡及して1年以前であるときは保険金を
お支払いすることがあります。

親介護一時金支払
特約 親介護

（＊1）同一の保険金を補償する加入セットを継続加入される場合は、継続加入し
てきた最初のその保険金を補償する加入セットのご加入時をいいます。

（＊2）その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の
診断（人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。）によります。

（＊3）疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病
放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治
療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。

（＊4）転移したがんを含みます。転移したがんとは、原発巣（最初にがん
が発生した場所をいいます。）が同じであると診断されたがんをい
い、そのがんと同じ部位に再発したがんを含みます。

（＊5）そのがんと医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の
診断（人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。）によります。

＜団体長期障害所得補償保険＞
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊1）より前に発病した病気（発病
日は医師の診断（＊2）によります。）または発生した事故によるケガについ
ては、事前に保険契約者と協定した内容により、保険金をお支払いしま
せん。このお取扱い（＊3）は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外では

ご加入にあたっての注意事項

●現在、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で加入となっている方は、改めて健康状況告知を行うこと（以下「再告知」とい
います。）をご検討ください。継続加入時に、再告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。
2021年11月26日 2022年11月26日

加入日 継続日

再告知
特定の疾病について
保険金の支払対象外

保険金の支払対象該当告知なし

該当告知あり

病気の治療中
完治※

※：完治とは・・・
・医師により完治との診断を受けた（投
薬・入院・通院を指示されなくなった）
ことを言います
・自分自身の判断で投薬・入院・通院を
やめている場合は完治と言いません。

●保険金の増額、特約追加等を希望される方は、改めて健康状況の告知を行う（以下「再告知」といいます。）必要があります。また、改めて行った
健康状況告知は、すべての補償について適用されますので、ご注意ください。
＜例＞現在、病気安心コースに加入している方が、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約を追加するケース

条件なし 条件なし
病気安心コース

先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約

病気安心コース

＜加入内容変更＞
　・先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約追加
　・健康状況告知　告知事項なし

条件なし 補償対象外条件あり
疾病コード「A0」
補償対象外

病気安心コース

先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約

病気安心コース

＜加入内容変更＞
　・先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約追加
　・健康状況告知により疾病コード「A0」補償対象外

疾病コード「A0」に属する
疾病・病状群について
保険金の支払対象外

保険金の支払対象

保険金額の増額等に伴い再告知をされる方へ

ありませんので、ご注意ください。
ただし、保険契約者と協定した内容に、①、②の場合に保険金を支払う旨
の定めがある場合、保険金をお支払いすることがあります。
①新規加入の場合、その被保険者が加入日前12か月以内に、就業障害の

原因となった身体障害につき、医師等の治療（＊4）を受けていなかったとき
②継続加入の場合、身体障害を被った時が就業障害となられた日からご

加入の継続する期間を遡及して12か月以前であるとき
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

（＊1）新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入され
る場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。

（＊2）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
（＊3）特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入した場

合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。

（＊4） 診察または治療のための服薬を含みます。

7.その他ご留意いただく点
・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員ま

たは引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を
確認させていただく場合があります。

・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容
の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理店・扱者または引受保険会社まで
ご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申
出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけ
ない場合があります。 

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ

特約の名称 取扱い
疾病補償特約 継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。

【ご注意】
◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変

更されたりすることがあります。
◎特約によっては、新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病等

時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。
◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことは

できません。
◎保険金額の増額等に伴い再告知をされて、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加された場合、前

年度契約に関わらず、その疾病・症状（およびその疾病・症状と医学上の因果関係が認められる疾病・症
状）について保険金をお支払いすることができませんのでご注意ください。

先進医療・拡大治験・患者申出療養費
用保険金補償特約
がん診断保険金補償

（待機期間不設定型）特約
疾病長期入院時保険金補償（90日ごと用）特約
抗がん剤治療特約
介護一時金支払特約本人介護

親介護一時金支払特約 親介護 特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で加入することはできませんので、説明すべき事項はありません。

＜団体総合生活補償保険（MS&AD型）＞

＜団体長期障害所得補償保険＞

継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。
【ご注意】
◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。
◎新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。
◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。
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団体総合生活補償保険（MS&AD型）、団体長期障害所得補償保険  健康状況告知書質問事項
ご回答は加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」、「特定疾病対象外欄」にご記入ください。

●「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧のうえ、質問事項にご回答く
ださい。

●「安心丸（団体総合生活補償保険（MS&AD型））｣｢NEC長期休業
サポート（団体長期障害所得補償保険）｣にお申し込みいただく際に
は、下記の質問事項につき正確にご回答ください。
この質問事項に対するご回答が事実と相違する場合、保険金をお支払
いしないことがありますのでご注意ください。

●下記の質問事項には、被保険者（補償の対象者）ご自身がお答えください。（＊）

（＊）告知時における被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権
者のうちのいずれかの方がお答えください。（安心丸（団体総合生
活補償保険（MS＆AD型）の場合）

●この告知書の内容に基づき、お引受できない場合、あるいは特定の疾
病・症状群については保険金をお支払いしない条件でお引受する場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

質問

1
現在、病気やケガにより医師による治療中・投薬
中・経過観察中ですか。

（下記別表＜告知対象外となる傷害・疾病一覧＞
記載の傷害や疾病等を除きます。）

質問

2
告知日より2年以内に、継続して10日以上病気
で入院したことがありますか。

（①［安心丸（団体総合生活補償保険（MS&AD
型））の場合］妊娠・分娩に伴う異常、帝王切開
を含みます。②下記別表＜告知対象外となる
傷害・疾病一覧＞記載の傷害や疾病等を除きま
す。）

質問

3
安心丸（団体総合生活補償保険（MS&AD型））にご加入
を希望される満16才以上の女性のみお答えください。
現在、妊娠していますか。

質問1から質問3に対する回答に
1つも「はい」が無い場合、お引受します。

質問1または質問2の
いずれか1つでも「はい」がある方は、
右記の「疾病・症状一覧表」の中で、該当する疾病・症状をご選択ください。（注1）

＜選択された疾病・症状がA欄の疾病・症状に該当する場合＞
お引受できません。
＜選択された疾病・症状がB欄の疾病・症状に該当する場合＞
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でお引受します。
・加入申込票の「該当疾病」欄の“B欄”に○印のうえ、該当する疾病コードを「特定疾
病対象外欄」にご記入ください。（具体的な疾病・症状名の記載は不要です。）

・次の疾病・症状について保険金をお支払いしない条件でお引受します。
①このコードに属するA・B欄すべての疾病・病状（注2）

②上記①と医学上因果関係がある疾病・症状（注3）

質問3に対する回答が
「はい」の場合、
「疾病･症状一覧表｣の妊娠・出産にかかる疾患のうち、告知日時点における妊娠に
よるもの、およびこれと医学上因果関係がある疾病･症状（注3）については保険金を
お支払いしない条件でお引受します。
・「特定疾病対象外欄」に“Q２”をご記入ください。

はい

はい

いいえ

注 1 疾病・症状名が判明しない場合は、疾病・症状名が判明するまではお引受を見合わせさせていただきます。
注 2 （例）不整脈による受診歴のため疾病コード A0 を特定疾病対象外欄に記入して加入された方が、心筋梗塞になった場合、保険金をお支払いしません。
注 3 （例）疾病コード A2 を特定疾病対象外欄に記入して加入された方が、心筋梗塞（疾病コード A0）になり、この心筋梗塞と疾病コード

A2 に属する病気（高血圧症など）との間に医学上因果関係がある場合、保険金をお支払いしません。

＜ご注意＞ ・特定疾病対象外欄への対象外となる疾病・症状等の記載の有無にかかわらず、普通保険約款およびセットされる特約により保険金をお支
払いできない場合があります。詳細は本冊子をご確認ください。

・「病気安心コース」「がん倍額コース」「NEC長期休業サポート」にご加入または保険金額の増額の場合および「先進医療・拡大治験・患者
申出療養費用保険金補償特約」「抗がん剤治療特約」「介護一時金支払特約」「長期入院時保険金補償（90日ごと用）特約（病気安心コー
ス、がん倍額コース用）」を新たにセットする場合、健康状況告知が必要です。

＜告知対象外となる
傷害・疾病一覧＞
●右表に記載がある傷

害や疾病については
上記質問１および質
問２に関する告知は
不要です。

現在治療中でも告知いただく
必要のないもの

●アレルギー性鼻炎※、花粉症※　●アトピー性皮膚炎※　※入院中・入院歴あり・入院予
定のものは、告知いただく必要があります。

●ケガ※　※ただし、右記の「疾病・症状一覧表」の疾病コードJ0,J1,J2またはK0に該当
するものは、告知いただく必要があります。

●［NEC長期休業サポートの場合］妊娠・分娩に伴う異常、帝王切開
現在医師から次回通院、入院、手
術、再検査等を指示されていなけれ
ば告知いただく必要のないもの

●かぜ※、感冒※、インフルエンザ※　※入院、手術のないものに限ります。
●右記の「疾病・症状一覧表」の疾病コードJ0,J1,J2またはK0に該当するケガ　●食中毒
●歯の疾患　●結膜炎　●［安心丸（団体総合生活補償保険（MS&AD型））の場合］正常分娩

お客さまからよくいただく質問事項を記載しました。

Q1 風邪は告知する必要がありますか？ A1
現在医師から次回通院、入院、再検査等を指示されておらず、かつ入院歴、手術歴
のないものであれば、告知いただく必要はありません。現在治療中のものや、入
院・手術のあるものについては、告知いただく必要があります。

Q2 血圧が高めなので投薬していましたが、現在は下がって
いるので投薬していない場合、投薬中に該当しますか？ A2 本人の判断で投薬を中止した場合でも、薬が処方されている期間は投薬中と判断

します。

Q3 発病日の考え方を教えてください。 A3
当該疾病の初診日（前医があれば前医の初診日）を発病日とします。ただし、人間
ドックや定期健康診断での異常指摘が発端の場合は、その健診診断等の受診日
が発病日となります。

Q4
「健康状況質問事項」で、「疾病・病状一覧表」の疾病コー
ド「A0」・B欄の「不整脈」に該当したため、加入申込票
の「該当疾病」欄の“B欄”に○印のうえ、該当する疾病
コード「A0」を「特定疾病対象外欄」に記入し、加入したと
ころ、同じ疾病コード「A0」・A欄の「心筋梗塞」になりまし
たが、保険金は支払われますか。

A4
「健康状況告知書質問事項」のチャート表の説明のとおり、次の疾病・症状※につい
て保険金をお支払いしない条件でのお引受けとなっておりますので、保険金はお
支払いできません。
※保険金をお支払いしない疾病・症状について

①「A0」コードに属するA・B欄すべての疾病・症状
②上記①と医学上因果関係がある疾病・症状

Q5
「健康状況告知書質問事項」で、「疾病・病状一覧表」の疾
病コード「A2」・B欄の「高血圧症」に該当したため、加入
申込票の「該当疾病」欄の“B欄”に○印のうえ、該当する
疾病コード「A2」を「特定疾病対象外欄」に記入し、加入
をしたところ、疾病コード「A0」・A欄の「心筋梗塞」になり
ましたが、保険金は支払われますか。

A5

「健康状況告知書質問事項」のチャート表の説明のとおり、次の疾病・症状※につい
て保険金をお支払いしない条件でのお引受けとなっており、この「心筋梗塞」と、ご
申告いただいた「高血圧症」との間に医学上因果関係がある場合には、保険金はお
支払いできません。
※保険金をお支払いしない疾病・症状について

①「A2」コードに属するA・B欄すべての疾病・症状
②上記①と医学上因果関係がある疾病・症状

ご加入にあたっての注意事項

分類 疾病
コード A欄 B欄

循環器系
等の疾患

A0
心臓弁膜症※、心不全、狭心症、心筋梗塞、心室細動、急性冠症候群
※僧帽弁・大動脈弁・肺動脈弁・三尖弁の狭窄症または閉鎖不全症を

いい、僧帽弁逸脱症候群を含みます。

不整脈（心房細動、心房粗動、発作性心頻拍症、心室性頻拍症、洞不全症候群、
完全房室ブロックを含みます。）、心臓喘息、冠状動脈硬化症、心筋症、
心内膜炎（細菌性以外）、心房中隔欠損症

A1 脳腫瘍、脳卒中（脳出血、脳梗塞（脳軟化）を含みます。）、
くも膜下出血、脳血栓、脳塞栓

もやもや病、一過性脳虚血発作（TIA）、脳動静脈奇形（脳動静脈瘻）、
頸動脈狭窄症

A2 高血圧症、動脈硬化、動脈瘤（動脈解離を含みます。）、静脈瘤
A3 リウマチ性心疾患、リウマチ（関節・筋肉）
A4 低血圧症

消化器系
の疾患

B0 胃がん、腸がん、食道がん、大腸がん
急性胃炎、慢性胃炎、胃下垂、胃・十二指腸潰瘍、大腸炎、虫垂炎、イレウス（腸閉塞）、
急性胃粘膜病変、憩室炎（憩室症）、そけいヘルニア、腹壁ヘルニア、胃・腸・食道ポリープ（良性）、
胃腸炎、胃腺腫、大腸腺腫、腸重積、腹膜炎、嘔吐下痢症、クローン病、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群

B1 肝臓がん、肝硬変
黄疸、肝機能障害、肝肥大、急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝
※伝染性肝炎、ウイルス性肝炎はB1ではなくG2に該当します。ただし、ウイルス

性肝炎のうち、Ａ型・Ｂ型・Ｃ型肝炎は、B1とG2に重複して該当します。
B2 胆道がん 胆石症、胆嚢炎、総胆管結石、胆嚢腺筋症、胆嚢ポリープ（良性）、胆管炎
B3 膵臓がん 急性膵炎、慢性膵炎、膵石症、膵腫、膵のう胞
B4 痔、痔ろう、脱肛、肛門周囲膿瘍
B5 歯の支持組織の疾患、その他の歯の疾患

呼吸器系
の疾患

C0 肺がん 肺炎、肺気腫、肺線維症、塵肺症、胸膜炎（肋膜炎）、肺嚢胞症、自然気胸、
中葉症候群、肺化膿症（肺膿瘍を含みます。）、肺梗塞、慢性閉塞性肺疾患

C1 喉頭がん、気管支喘息※、喘息性気管支炎
※小児喘息、アレルギー性喘息を含みます。 気管支拡張症、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎、急性気管支炎、咳喘息

C2 アレルギー性鼻炎、慢性副鼻くう炎（蓄膿症を含みます。）、鼻中隔弯曲症

泌尿器・
生殖器系
の疾患

D0 腎盂腎炎（腎盂炎）、ネフローゼ（症候群） 腎炎（慢性腎臓炎、ＩｇＡ腎症を含みます。）、腎周囲炎、膿腎、萎縮腎、尿毒症、
腎不全、慢性膀胱炎、腎嚢胞、水腎症、尿道狭窄

D1 前立腺がん 前立腺肥大、前立腺炎
D2 子宮がん、乳がん、卵巣がん 乳房の疾患、子宮筋腫、子宮内膜炎、卵巣嚢腫、子宮頸部異形成、子宮内膜ポリープ（良性）、

子宮頸管ポリープ（良性）、チョコレート嚢胞、子宮腺筋症、子宮内膜症
D3 尿路結石（腎臓結石、尿管結石、膀胱結石）

内分泌系
の疾患

E0 糖尿病・高血糖症
E1 痛風
E2 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を含みます。）、甲状腺機能低下症、甲状腺炎、

甲状腺腫・甲状腺腫瘍（良性）
血液・造血
器系の疾患 F0 白血病、悪性リンパ腫 貧血、紫斑病

感染・
寄生虫症

G0 結核（腎結核を除きます。）
G1 腎結核
G2 伝染性肝炎、ウィルス性肝炎※

※Ａ型・Ｂ型・Ｃ型肝炎は、G2とB1に重複して該当します。
G3 細菌性心内膜炎
G4 淋病、梅毒、その他の性病

神経・感覚
器系の疾患

H0 てんかん、パーキンソン病、多発性硬化症 髄膜炎、脳膜炎、自律神経失調症、インフルエンザ脳症
H1 筋ジストロフィー症 神経炎、神経痛、顔面神経障害、手根管症候群、重症筋無力症、ギランバレー症候群
H2 白内障、緑内障、黄斑変性症、その他の目の疾患
H3 中耳炎（慢性中耳炎を含みます。）、乳様突起炎、メニエール病、突発性難聴、耳鳴症

筋・骨格系
の疾患

J0 脊椎カリエス
脊椎の捻挫・骨折、腰痛、腰部捻挫、椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、むち打ち症、
脊椎症、腰椎症、頸椎症、脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症、椎間板障害、
腰椎分離・すべり症、脊椎分離・すべり症、突発性腰痛症（ギックリ腰）

J1

膠原病※

※ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、強皮症、
多発性筋炎・皮膚筋炎、結節性動脈周囲炎（結節性
多発動脈炎）、混合性結合組織病、アレルギー性肉
芽腫性血管炎（チャーグ・ストラウス症候群）、側頭
動脈炎をいいます。

骨髄炎（急性化膿性骨髄炎を含みます。）、半月板損傷、
ばね指（手指屈筋腱腱鞘炎）、特発性大腿骨頭壊死

J2 骨関節炎、関節内障、変形性関節症
外傷後遺症 K0 頭部外傷後遺症、脳挫傷
皮膚の疾患 L0 アトピー性皮膚炎、蜂窩織炎、帯状疱疹、粉瘤（アテローム）

新生物 M0 悪性新生物（がん）※　
※上皮内新生物を含みます。

職業病 N0 職業病

精神障害 P0

認知症、アルコール・薬物使用による精神障害、
統合失調症、妄想性障害、躁うつ病等の気分障害、
抑うつ状態、神経症性障害※１、ストレス関連障害※２、
摂食・睡眠障害、人格障害、詳細不明の精神障害
※１不安障害を含みます。
※２パニック障害、適応障害を含みます。

妊娠・出産に
かかる疾患（注1）

Q1（注2） 妊娠及び産褥の中毒症、早産、流産、分娩及び産褥の敗血症、分娩の合併症、
その他の妊娠・出産に関わる疾病

Q2（注2） 上記＜Ｑ１＞の疾病・症状のうち、告知日時点における妊娠によるもの

■疾病・症状一覧表  加入申込票の「特定疾病対象外欄」に記入いただく疾病コードに属する疾病・症状は下表のとおりです。

（注1）安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型））ご加入の方のみご記入ください。
（注2）「Q1」は質問１または質問２①に該当する場合に、「Q2」は質問３に該当する場合に、それぞれご記入ください。
【上記の疾病・症状一覧表に該当する疾病・症状がない場合】
加入申込票の「特定疾病対象外欄」の“疾病コード・疾病名称”に疾病コード「R0」および具体的な「疾病・症状名（カタカナ）」をご記入ください。ご記入
された疾病・症状およびご記入された疾病・症状と医学上因果関係がある疾病・症状について保険金をお支払いしない条件でお引受します。
なお、上記の疾病・症状一覧表に該当する疾病・症状がある場合は、必ず、上記の疾病・症状一覧表の該当する疾病・症状をご選択ください。

（例）「肺炎」の場合、具体的な疾病・症状名は記入せず、「肺炎」が区分される疾病コード「C0」を選択し、記入します。
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団体総合生活補償保険（MS＆AD型）　
健康状況告知書質問事項

ご加入にあたっての注意事項（重要事項のご説明）

ご回答は加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。

質問1
次のいずれかの項目に該当していますか。
①歩行、寝返り、立ち上がり、入浴、排せつ、食事および衣類の着脱のいずれかの行為の際に、他人の介護が必要である。
②公的介護保険制度において要介護認定申請をしたことがある。

質問2
医師により「認知症」または「次のいずれかの病気」と診断されたことがありますか。

（現在終診していたとしても、過去に一度でも診断されたことがある場合は告知の対象となります。）
統合失調症・気分障害（躁病、うつ病、躁うつ病、反応性抑うつ 等）、神経症、自律神経失調症、拒食症、不眠症、適応障害

質問3 現在、入院中または療養のため就床中ですか。

質問4 下表の「病名・症状一覧」記載の病気や症状と診断されたことがありますか。
（現在終診していたとしても、過去に一度でも診断されたことがある場合は告知の対象となります。）

確認方法
特約被保険者となる方（親御様）へのご確認方法を以下からご選択ください。（複数に該当する場合は、最も番号の若い（小さい）
確認方法に○印をしてください。）

（選択肢）①対面　②電話　③FAX・郵送　④電子メール等、②③以外の通信手段

親介護一時金専用 この健康状況告知書質問事項は「親介護一時金支払特約」
の特約被保険者専用の質問書です。

病名・症状一覧

脳血管系の病気等
●脳卒中（脳出血、くも膜下出血、脳梗塞（脳血栓、脳塞栓、脳軟化）等）
●脳虚血発作（一過性脳虚血発作（TIA）、可逆性虚血性神経障害（RIND）等）
●脳動脈瘤　●脳動静脈奇形　●眼底出血＊（網膜出血、硝子体出血、網膜中心静脈閉塞症 等）　
　＊外傷性を除きます。

心臓系の病気等

●虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞 等）
●不整脈＊（心室細動、心房細動、心室頻拍、期外収縮 等）　
　＊治療や経過観察を必要としない不整脈を除きます。
●心臓弁膜症（僧帽弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症 等）
●心内膜炎　●冠不全　●心肥大（心室肥大 等）　●心不全　●心筋症　●大動脈瘤

呼吸器系の病気等
●肺塞栓症（肺梗塞 等）　●慢性閉塞性肺疾患（COPD）　●肺気腫　
●肺線維症　●気管支喘息＊　＊終診した小児喘息を除きます。
●塵肺（珪肺症、アスベスト肺症 等）

腎臓系の病気等 ●慢性腎炎（増殖性腎炎、膜性腎症、IgA腎症 等）　●腎不全　
●ネフローゼ症候群　●人工透析治療を要するその他の腎臓疾患

肝臓系の病気等 ●肝硬変　●肝不全　●慢性肝炎　
●B型肝炎＊　●C型肝炎＊　＊ウイルスキャリア（感染者）を含みます。

筋・骨格系の病気等 ●筋ジストロフィー症　●骨髄炎　●骨粗しょう症

悪性新生物 ●悪性新生物（がん、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫）＊　
　＊上皮内新生物は含みません。

その他

●糖尿病（インシュリンの投与を受けている場合に限ります。）
●頭部外傷（後遺障害があると診断された場合に限ります。）
●膠原病（関節リウマチおよびリウマチ性疾患を含みます。）
●アルツハイマー病　●レビー小体病　●ピック病　●アルコール依存症　
●薬物依存症　●早老症（ウェルナー症候群 等）　●閉塞性動脈硬化症（ASO）　
●正常圧水頭症　●シェーグレン症候群　●成人スティル病　●アレルギー性肉芽腫血管炎
●側頭動脈炎　●抗リン脂質抗体症候群　●好酸球性筋膜炎
●厚生労働省指定の公費助成対象の難病（告知日時点における特定疾患治療研究事業の対象として公費助
成の対象となる難病をいい、難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）において規定する指定難病
を含みます。具体的な病名は「難病情報センター」のホームページ（https://www.nanbyou.or.jp）等でご
確認いただけます。これらの難病と診断された方は、都道府県への申請により医療受給者証の交付を受ける
ことができますが、交付を受けていなくても告知の対象となりますので、ご注意ください。）

【重要事項のご説明】

契約概要のご説明 ＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型））、NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償
保険）、NECゴルファー保険（団体総合生活補償保険）＞

●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等および保険契約者と引受

保険会社との間で締結する協定書によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理な

どの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され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となります。

1．商品の仕組みおよび引受条件等
（1）商品の仕組み
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS&AD型））＞
この保険は、被保険者（補償の対象者）が事故によりケガをされた場合

（傷害補償特約等をセットした場合）や病気になられた場合（疾病補償
特約等をセットした場合）等に保険金をお支払いします。なお、被保険者
としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
特約をセットすることで、携行品損害、賠償責任など日常でのさまざまな
事故を補償することも可能です。

加入タイプ
被保険者の範囲（○：被保険者の対象　－：被保険者の対象外）

本人（＊1） 配偶者 その他親族
本人型 ○ － －

主な特約 特約固有の被保険者の範囲
疾病補償特約 本人（＊1）のうち、次のすべてに該当する方

・ 保険期間の開始時点で満0才以上満79才以
下の方

・ 健康状況告知の結果、ご加入できると判定さ
れた方

がん診断保険金補
償（待機期間不設
定型）特約
疾病長期入院時保険金
補償（90日ごと用）特約
介護一時金支払
特約 本人介護
先進医療・拡大治
験・患者申出療養費
用保険金補償特約
抗がん剤治療特約
日常生活賠償特約 （a）本人（＊1）

（b）本人（＊1）の配偶者
（c）同居の親族（本人（＊1）またはその配偶者と同

居の、本人（＊1）またはその配偶者の6親等内
の血族および3親等内の姻族）

（d）別居の未婚の子（本人（＊1）またはその配偶者と別
居の、本人（＊1）またはその配偶者の未婚の子）

（e）（a）から（d）までのいずれかに該当する方
が責任無能力者である場合は、その方の親
権者、その他の法定監督義務者および監督
義務者に代わって責任無能力者を監督す
る方（＊2）。ただし、その責任無能力者に関す
る事故に限ります。

受託物賠償責任補
償特約

救援者費用等補償
特約

（a）保険契約者（申込人）
（b）救援対象者である上表の「被保険者の範

囲」の方およびその親族（6親等内の血族、
配偶者および3親等内の姻族）

ホールインワン・ア
ルバトロス費用補
償特約（団体総合
生活補償保険用）

本人（＊1）

親介護一時金支払
特約 親介護

本人（＊1）の親（姻族を含みます。2名までを限度
とします。）のうち、加入申込票の特約被保険者
欄に記載された次のすべてに該当する方

・ 保険期間の開始時点で満20才以上84才以下の方
・ 健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方

（＊1）加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
（＊2）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力

者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
（注）同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時における

ものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の
場合は、ここでいう同居には該当しません。

＜NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）＞
この保険は、被保険者（補償の対象者）がケガまたは病気により就業障害となら
れた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払いします。なお、被
保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。

被保険者として
ご加入いただけ
る方

働いて収入（所得）を得ている方で、事前に保険契
約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点におけ
る年令が満18才から満59才までの方

被保険者の範囲 加入申込票の被保険者欄に記載の方

＜NECゴルファー保険（団体総合生活補償保険）＞
この保険は、被保険者（補償の対象者）が法律上の損害賠償責任を負
われた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者の範囲は次
のとおりです。

主な特約 被保険者の範囲
ゴルファー賠償責任保険
特約

（a）本人（＊1）

（b）本人（＊1）が責任無能力者である場合は、
その方の親権者、その他の法定監督義
務者および監督義務者に代わって責任
無能力者を監督する方（＊2）。ただし、その
責任無能力者に関する事故に限ります。

ゴルファー傷害補償特約 本人（＊1）のみが被保険者となります。
ゴルフ用品補償特約
ホールインワン・アルバト
ロス費用補償特約（団体
総合生活補償保険用）

（＊1）加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
（＊2）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力

者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
（2）補償内容

保険金をお支払いする場合は本冊子P43〜60のとおりです。詳細は普通
保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定
書に基づきます。
①保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額

本冊子P43〜60をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）

本冊子P43〜60をご参照ください。なお、詳細は普通保険約
款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されており
ます。

（3）セットできる主な特約およびその概要
本冊子P43〜60をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険
約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協
定書に基づきます。

（4）保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入い
ただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認
ください。

（5）引受条件
ご加入いただく保険金額および支払基礎所得額の設定につきま
しては、次の点にご注意ください。
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS&AD型））＞
お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、本冊
子P22〜26の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約
等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者（補償の対象者）の方の年令・年収などに照

らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お
引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめ
ご承知おきください。

＜NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険＞
・ご加入いただく支払基礎所得額の設定につきましては、本冊子

P28記載のとおり年収の一定割合以内で設定してください。
お客さまが実際にご加入いただく支払基礎所得額につきまして
は、本冊子P28および加入申込票等にてご確認ください。

＜NECゴルファー保険（団体総合生活補償保険）＞
お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、本冊
子P26の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等に
てご確認ください。ご加入いただく保険金額につきましては、次の
点にご注意ください。
・保険金額は被保険者（補償の対象者）の方の年令・年収などに照

らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お
引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめ
ご承知おきください。

●「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧のうえ、質問事項にご回答ください。
●「親介護一時金支払特約」をセットする加入セットにお申し込みいただく際には、下記の質問事項につき正確にご回答ください。この質問事項に対す

るご回答が事実と相違する場合、保険金をお支払いしないことがありますのでご注意ください。
●下記の質問事項には、介護を受ける方（＊１）（特約被保険者）に現時点の健康状況をご確認のうえご回答ください。（＊２）また、ご確認方法を選択してくだ

さい。
（＊１）基本部分の被保険者の親御様（姻族を含みます。）をいいます。
（＊２）「親介護一時金支払特約」にご加入の場合は、基本部分の被保険者ご本人が介護を受ける方（＊１）を代理して、ご回答いただきます。なお、告知

時における基本部分の被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
●下記の質問1〜4のうち、いずれか1つでも「はい」がある場合には、ご加入をお引受できません。
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2．保険料
保険料は次の項目によって決定されます。

＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS&AD型））＞
保険金額・被保険者(補償の対象者)の方の年令・保険期間等
＜NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）＞
支払基礎所得額・年令・性別・免責期間・てん補期間等
＜NECゴルファー保険（団体総合生活補償保険）＞
保険金額・保険期間等

お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票
の保険料欄および本冊子P22〜28にてご確認ください。

3．保険料の払込方法について
本冊子P29をご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保
険料が割増となっています。（NEC長期休業サポート（団体長期障害
所得補償保険）を除く。）

4．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。

5．解約返れい金の有無
ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間の
うち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の
払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請
求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除する
ことがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7．解約と解約返れい金」
をご参照ください。

ご加入にあたっての注意事項（重要事項のご説明） ご加入にあたっての注意事項（重要事項のご説明）

注意喚起情報のご説明 ＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型））、NEC長期休業サポート（団体長期障害所
得補償保険）、NECゴルファー保険（団体総合生活補償保険）＞

●ご加入に際して被保険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この「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前
に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等および保険契約者と引受

保険会社との間で締結する協定書によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理など

の業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され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となります。

1．クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等）
この保険は日本電気株式会社が保険契約者となる団体契約であることか
らクーリングオフの対象となりません。

2．告知義務等
（1） 告知義務（ご加入時にお申出いただく事項）
■被保険者（補償の対象者）には、告知義務があり、代理店・扱者には

告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項につい
て、事実を正確に知らせる義務のことです。

■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求
めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている
項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告
知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解
除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内
容を必ずご確認ください。

【告知事項】
①他の保険契約等（＊）に関する情報

（＊） 同種の危険を補償する他の保険契約等で、ゴルファー保険、個人賠
償責任保険、団体総合生活補償保険、普通傷害保険、所得補償保険、
団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みま
す。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等
を含みます。

②被保険者の「生年月日」「年令」（病気を補償する契約に限ります。）
③被保険者の健康状況告知（病気を補償する契約に限ります。）
④ 被保険者の「性別」（抗がん剤治療特約をセットする契約、団体長期障害

所得補償保険に限ります。）
【健康に関する告知について】
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）＞
・ 告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
＜NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）＞
・被保険者（補償の対象者）の健康状況に関する質問事項（健康状況告知書質問

事項）に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではな
く、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご
自身でご記入のうえ、「健康状況告知書質問事項回答欄」にご署名ください。

・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受できない場合、または特
定の疾病・症状群について保険金をお支払いしないことを条件にお引受
する場合がありますのであらかじめご了承ください。

・ご加入をお引受した場合でも、ご加入時（＊1）より前に発病した病気（発病日は
医師の診断（＊2）によります。）または発生した事故によるケガについては、事前
に保険契約者と協定した内容により、保険金をお支払いしません。このお取
扱い（＊3）は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、
ご注意ください。ただし、保険契約者と協定した内容に、①、②の場合に保険
金を支払う旨の定めがある場合、保険金をお支払いすることがあります。
①新規加入の場合、その被保険者が加入日前12か月以内に、就業障害の

原因となった身体障害につき、医師等の治療（＊4）を受けていなかったとき
②継続加入の場合、身体障害を被った時が就業障害となられた日からご

加入の継続する期間を遡及して12か月以前であるとき
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

（＊1）新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入され

る場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
（＊2）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
（＊3）特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご

契約した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても
例外ではありません。

（＊4）診察または治療のための服薬を含みます。
（2）その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等（＊）で、過去3年以内に合計し

て5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加
入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）＞＜NECゴルファー
保険（団体総合生活補償保険）＞

（＊）「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、
個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等を
いい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等にお
ける契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。

＜NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）＞
（＊）「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは同じ被保険者につい

て身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険
契約等（所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いず
れも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。）をいいます。

■保険金受取人について　

保
険
金
受
取
人

傷害
死亡

保険金

・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定
めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支
払いします。

（注）傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に
定める場合、被保険者の同意を確認するための署
名などをいただきます。なおこの場合、保険契約
者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意
のないままにご契約されていたときは、保険契約
が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険
金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確
認するための署名などをいただきます。

上記
以外 ・普通保険約款・特約に定めております。

■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変
更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社
までご連絡ください。

■団体長期障害所得補償保険にご加入後、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、代理店・扱者ま
たは引受保険会社へご通知ください。将来に向かって、支払基礎所
得額に約定給付率を乗じた額を、通知する直前の12か月における
被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。

■団体長期障害所得補償保険の被保険者が保険契約者以外の方であ
る場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は
保険契約者にこの保険契約（＊）の解約を求めることができます。この
場合、保険契約者はこの保険契約（＊）を解約しなければなりません。

（＊）保険契約：その被保険者に係る部分に限ります。

■団体総合生活補償保険（NECゴルファー保険の場合はゴルファー
傷害補償特約（以下、傷害補償特約といいます。）の被保険者）が保
険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、
被保険者は保険契約者にこの保険契約（＊）の解約を求めることがで
きます。この場合、保険契約者はこの保険契約（＊）を解約しなければ
なりません。
① この保険契約（＊）の被保険者となることについて、同意していなかったとき
② 保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに

該当する行為があったとき
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病

気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、そ
の他の反社会的勢力に該当するとき

④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大と
なり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

⑤ ②〜④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契
約（＊）の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき

⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保
険契約（＊）の被保険者となることについて同意した事情に著しい
変更があったとき

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社にこの保険契約（＊）の解
約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書
類等の提出が必要となります。

（＊）保険契約： その被保険者に係る部分に限ります。なお、NECゴル
ファー保険については傷害補償特約と読み替えます。

■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合
生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以
外の保険契約を含みます。）が他にあるときは、補償が重複すること
があります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害につ
いては、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等に
よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合
があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険
金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。

（注）複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットし
ている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化（同居から別
居への変更等）により被保険者が補償の対象外となったとき等は、
特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。

＜補償が重複する可能性のある主なご契約および特約＞

今回ご加入いただく補償 補償の重複が発生する
他の保険契約の例

① 団体総合生活補償保険（MS＆AD型）
日常生活賠償特約

自動車保険
日常生活賠償特約

②
団体総合生活補償保険（MS＆AD型）
ホールインワン・アルバトロス

費用補償特約
（団体総合生活補償保険用）

NECゴルファー保険
ホールインワン・アルバトロス

費用補償特約

③ 団体長期障害所得補償保険
他の団体長期障害

所得補償保険
所得補償保険

④ 団体総合生活補償保険
ゴルファー賠償責任保険特約

自動車保険
日常生活賠償特約

⑤ 団体総合生活補償保険
ゴルフ用品補償特約

団体総合生活補償保険
携行品損害補償特約

3．補償の開始時期
始期日の午後４時に補償を開始します。保険料は、本冊子P29記載の
方法により払込みください。
本冊子P29記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、
保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。

4．保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等
（1）保険金をお支払いしない主な場合

本冊子P43〜60をご参照ください。なお、保険金を支払わない場
合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項
目および協定書に記載されておりますのでご確認ください。

（2）重大事由による解除
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）＞＜NECゴルファー保険

（団体総合生活補償保険）＞
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできな
いことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受

保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害またはケ
ガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。

②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求につ
いて詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、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こと。

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく
過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそ
れがあること。

⑤上記のほか、①〜④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、
保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。

＜NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）＞
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約を解除する
ことがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支
払いできません。
①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせる

ことを目的として身体障害等を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、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
③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を

行った場合
など

5．保険料の払込猶予期間等の取扱い
（1） 保険料は、本冊子P29記載の方法により払込みください。本冊子

P29記載の方法により保険料を払込みただけない場合には、保険
金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させて
いただくことがあります。

（2） 分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を
支払うことにより契約の全部または一部が失効（または終了）した
ときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあ
ります。（団体長期障害所得補償保険を除く）

6．失効について
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）＞＜NECゴルファー保
険（団体総合生活補償保険）＞
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効と
なります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事
由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
＜NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）＞
ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者が保険契
約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となったケガや病気
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
しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約
は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。

7．解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、ご加入の代理店・扱者また
は引受保険会社までお申出ください。
・脱退（解約）日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還

させていただきます。ただ
し、解約返れい金は原則と
して未経過期間分よりも少
なくなります。

・始期日から脱退（解約）日ま
での期間に応じて払込みい
ただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことが
あります。追加で請求したにも関わらず、その払込みがない場合は
ご加入を解除することがあります。

8．保険会社破綻時等の取扱い
本冊子P39の＜経営破綻した場合等の保険契約者の保護について＞
をご参照ください。

9．個人情報の取扱いについて
本冊子P39の〔個人情報の取扱いについて〕をご参照ください。

10．「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）＞＜NEC長期休業サ
ポート（団体長期障害所得補償保険）＞
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場
合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たに
お申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。

（1）現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保

険料の合計額よりも少ない金額となります。団体総合生活補償保険
（MS&AD型）の場合、特にご契約後短期間で解約された場合の解
約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。

②団体総合生活補償保険（MS&AD型）の場合、一定期間の契約継続
を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。

始期日 解約日 満期日

未経過期間

保険期間
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ご加入にあたっての注意事項（重要事項のご説明） ご加入にあたっての注意事項（重要事項のご説明）

指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい
ます。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本
損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽADRセンター

〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕0570-022-808
・受付時間[平日 9:15〜17:00（土日・祝日および年末年始を除きます）]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
 https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

この保険商品に関するお問い合わせは
【代理店・扱者】NECファシリティーズ株式会社

※連絡先は本冊子（裏表紙）にてご確認ください。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは

「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277（無料）
「チャットサポートなどの各種サービス 」　

https://www.ms-ins.com/contact/cc/
万一、ケガをされたり、病気になられたり、事故が起こった場合は

遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
0120-258-189（無料）

事故はいち早く
24 時間 365 日事故受付サービス

「三井住友海上事故受付センター」

（2）新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）＞
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによ

りご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症状群について保険金
をお支払いしない条件でご加入をお引受する場合があります。

②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間
の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金を
お支払いできないことがあります。

③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内
容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場
合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計
算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通
保険約款・特約が適用されます。

④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定
利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。

＜NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）＞
①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受しない場合が

あります。
②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体

障害を被っていた場合、保険金をお支払いしないことがあります。
③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険

料（＊）を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そ
のため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあ
ります。

（＊）保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。

【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュア
ランス グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契
約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例

損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例

自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）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。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・
支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。
○契約等の情報交換について

引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害
保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。

○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受
会社等（海外にあるものを含む）に提供することがあります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、
三井住友海上ホームページ（https://www.ms-ins.com）をご覧ください。

●経営破綻した場合等の保険契約者の保護について
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産
の状況の変化によって、ご加入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、金額が削減されたりすること
があります。
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）＞＜NEC長期休業サ
ポート（団体長期障害所得補償保険）＞
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的

で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入してい
ます。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損
害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。

＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）・病気の補償＞＜NEC
長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）＞
保険金、解約返れい金等は90％まで補償されます。ただし、破綻前に
発生した事故による保険金は100％補償されます。
＜安心丸（団体総合生活補償保険（MS＆AD型）・ケガの補償＞
保険金、解約返れい金等は80％まで補償されます。ただし、破綻前に
発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険
金は100％補償されます。
＜上記以外の補償＞
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受
保険会社または代理店・扱者までお問い合わせください。

＜NECゴルファー保険（団体総合生活補償保険）＞
・この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する

従業員等の数が20人以下の法人をいいます。）またはマンション管
理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象と
なります（保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合（以下、

「個人等」といいます。）以外の者である保険契約であっても、その
被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきことと
されているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、
下記補償の対象となります。）。

・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的
で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入してい
ます。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損
害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に
発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保
険金は100%補償されます。

●団体総合生活補償保険については、お客さまのご加入内容が登録さ
れることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院
保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これ
らの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協
会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。

●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によって

は、保険期間終了後、継続加入できないことや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。特に以下の補償
項目については「著しく保険金請求の頻度が高い」ことの目安を定め
た上で、運営させていただきます。
◎携行品損害補償特約（K1・K2）：2年間で同種の携行品事故（保険金

支払いまたはその請求）が3回以上の場合
◎傷害通院（各基本セット） ：2年間で事故（保険金支払いまたはその

請求）が5回以上、かつ、通算100万円以上の場合
●保険金請求状況等とは、加入者間の公平性を逸脱する極端な保険金

支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実
を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。

●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度また
は保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契
約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約
引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続
契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、また
は継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。

●この保険は日本電気株式会社が保険契約者となる団体契約であり、
保険契約者より加入をご案内しています。被保険者が保険料を負担さ
れる場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ保険会社に払い込
みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかっ
た場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあり
ます。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場
合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。

●自動継続の取扱いについて
前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の
変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集に
おいては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での

必ず
お読みください

自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
（年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、
ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。）

●前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割増引率が適用
されます。

●税法上の取扱い（2022年7月現在）
払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分および長期障害所
得補償保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険
料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税につ
いて最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。

（注1）傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。
特に、安心丸「ケガ安心コース」、NECゴルファー保険の場合、保
険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意くださ
い。

（注２）なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合
がありますので、ご注意ください。

●補償の重複
安心丸のオプション特約、NEC長期休業サポート、NECゴルファー保
険のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活
補償保険・団体長期障害所得補償保険契約以外の保険契約にセットさ
れた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にあると
きは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象と
なる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償され
ますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金
が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補
償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加
入ください。

●WEB加入状況票が加入者証となります。反映後、内容をご確認ください。

1 事故等が起こった場合の手続
●＜保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡＞

保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案
内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、ま
たは事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

●＜保険金支払いの履行期＞
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊1）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な
事項の確認（＊2）を終えて保険金をお支払いします。（＊3）         

（＊1）保険金請求に必要な書類は、〈保険金のご請求時にご提出いただく書類〉をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合
は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。

（＊2）保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保
険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

（＊3）必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が
適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支
払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方
に通知します。

●＜保険金のご請求時にご提出いただく書類＞
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が
求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料（住民票、健康保険証（写）　等）
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関（やむを得ない場合は第三者）等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
・休業・所得証明書【団体長期障害所得補償保険の場合】
・所得を証明する書類（源泉徴収票、確定申告書 等）【団体長期障害所得補償保険の場合】
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。

●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険
会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保
険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
＜示談交渉サービス＞　＊安心丸「日常生活賠償特約」、NECゴルファー保険「ゴルファー賠償責任保険特約」
日本国内において発生した、日常生活賠償特約、ゴルファー賠償責任保険特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、

万一、事故が起こった場合は

こちらから
アクセスできます。
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ご加入内容確認事項
かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において
発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
＜示談交渉を行うことができない主な場合＞　＊安心丸「日常生活賠償特約」、NECゴルファー保険「ゴルファー賠償責任保険特約」
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約、ゴルファー賠償責任保険特約で定める保険金

額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

●安心丸「受託物賠償責任補償特約」では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行
いませんが、賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損
害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。

●＜代理請求人について＞
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者
の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代理請求人」とい
います。詳細は（注）をご参照ください。）が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせ
ください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。

（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」   
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
　「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」   
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
　「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の3親等内の親族」 

（＊）法律上の配偶者に限ります。
●携行品損害保険金、受託物賠償責任保険金、ゴルフ用品保険金の対象となる盗難事故が発生した場合、必ず警察に届け出てください。
●柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数（団体長期障害所得補償保険の場合は就業障害である期間）の認定にあたって

は、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、 鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似行為に
ついては、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

2 保険金請求手続きのアドバイスと連絡先
連　絡　先

●すみやかに事故の連絡をしてください
●NECファシリティーズの専門スタッフが対応します

NECファシリティーズ カスタマーサポート部
（保険金請求担当）

フリーダイヤル  0120-120-488（無料）
TELNET  8-117-7355

ダイヤルイン  03（3455）1134
三井住友海上事故受付センター　　　　 
フリーダイヤル  0120-258-189（無料）

事故はいち早く

保険金請求WEB
WEBからも事故のご連絡・ご請求ができます。24時間365日ご利用できます。
●事故の連絡から保険金請求まで完結できます。※利用条件あり
●必要書類を写真やPDFなどでアップロードします。

診断書（ケガ・病気）や見積書・写真（携行品）など請求内容によって必要書類は
変わります。

下記URLもしくは右記の二次元コードから
お手続きください。

https://www.necf.jp/ins/asjiko/
対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。

万一、事故が起こった場合は

ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
　本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容である

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を確認させていただくためのものです。
　お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
　なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、本冊子裏表紙記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることを本冊子・重要事項のご説明でご確認ください。

万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。

保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）
保険金額（ご契約金額）
保険期間（保険のご契約期間）
保険料・保険料払込方法

2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

①皆さまがご確認ください。

・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか？
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
＊ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。
または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？

・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか？
＊ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となり

ます。

②以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。

◆「NEC長期休業サポート[団体長期障害所得補償保険]をお申込みの場合のみ」ご確認ください。
支払基礎所得額（ご契約金額）は、以下となるような口数でお申込みされていますか？
・長期補償プラン：年収÷12か月の60％以内
・短期補償プラン：年収÷12か月の10％以内
・ボーナス補償プラン：年収÷12か月の30％以内

◆「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。
被保険者（補償の対象となる方）の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか？

3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合（被保険者の変更、補償内容の変更　など）
・既にご加入されているがご継続されない場合
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ご加入にあたっての注意事項

安心丸（団体総合生活補償保険（MS&AD型））※印を付した用語については、P59〜60の「※印の用語のご説明」をご覧ください。
（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

傷
害
保
険
金

傷害死亡
保険金

★傷害補償
　（MS&AD型）
　特約

保険期間中の事故によるケガ※のた
め、事故の発生の日からその日を含
めて180日以内に死亡された場合

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
（注1）傷害死亡保険金受取人（定めなかった場合は

被保険者の法定相続人）にお支払いします。
（注2）既にお支払いした傷害後遺障害保険金（特定感染症危

険｢後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金｣
補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後
遺障害保険金を含みます。）がある場合は、傷害死亡・
後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障
害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。

●保険契約者、被保険者または保険金を
受け取るべき方の故意または重大な過
失によるケガ※

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によ
るケガ

●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運
転※または麻薬等を使用しての運転中
のケガ

●脳疾患、病気※または心神喪失による
ケガ

●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●引受保険会社が保険金を支払うべきケ

ガの治療※以外の外科的手術その他の
医療処置によるケガ

●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ
（テロ行為によるケガは、条件付戦争危
険等免責に関する一部修正特約により、
保険金の支払対象となります。）

●地震もしくは噴火またはこれらを原
因とする津波によるケガ（A，A2，A4，
A6，AX，B，B2，B4，B6，BX，C，C2，
C4，C6，CXセットには天災危険補償特
約がセットされているため、支払対象と
なります。）

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による
ケガ

●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症
候群※、腰痛その他の症状を訴えている
場合に、それを裏付けるに足りる医学的
他覚所見のないもの※

●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社
が保険金を支払うべきケガによって発
生した場合には、保険金をお支払いしま
す。）

●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※

によって発生した肺炎
●別記の「補償対象外となる運動等」を

行っている間のケガ
●別記の「補償対象外となる職業」に従事

中のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をしている間

のケガ
など

（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中
毒は、補償の対象にはなりません。

傷害
後遺障害
保険金

★傷害補償
　（MS&AD型）
　特約

保険期間中の事故によるケガ※のた
め、事故の発生の日からその日を含
めて180日以内に後遺障害※が発生
した場合

傷害死亡・後遺障害保険金額
×

約款所定の保険金支払割合（4%〜100%）
（注1）政府労災保険に準じた等級区分ごとに

定められた保険金支払割合で、傷害後
遺障害保険金をお支払いします。

（注2）被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合
は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を
含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺
障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお
支払いします。

（注3）同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既に
あった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し
て、保険金をお支払いします。

（注4）既にお支払いした傷害後遺障害保険金（特定感染症危
険｢後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金｣補
償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺
障害保険金を含みます。）がある場合は、傷害死亡・後
遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害
保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保
険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、
傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

傷害入院
保険金

★傷害補償
　（MS&AD型）
　特約

保険期間中の事故によるケガ※のた
め、入院※された場合（以下、この状
態を「傷害入院」といいます。）

傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数
（注1）傷害入院の日数には以下の日数を含みません。

・事故の発生の日からその日を含めて
支払対象期間※（1,095日）が満了し
た日の翌日以降の傷害入院の日数

・1事故に基づく傷害入院について、傷
害入院保険金を支払うべき日数の合
計が支払限度日数※（180日）に到達
した日の翌日以降の傷害入院の日数

（注2）傷害入院保険金をお支払いする期間
中にさらに傷害入院保険金の「保険金
をお支払いする場合」に該当するケガ※

を被った場合は、傷害入院保険金を重
ねてはお支払いしません。

傷害手術
保険金

★傷害補償
　（MS&AD型）
　特約
☆傷害手術
　保険金支払
　倍率変更特約
　セット

保険期間中の事故によるケガ※の治
療※のため、傷害入院保険金の支払
対象期間※（1,095日）中に手術※を
受けられた場合

1回の手術※について、次の額をお支払いします。
①入院※中に受けた手術の場合

傷害入院保険金日額 × 20
②①以外の手術の場合

傷害入院保険金日額 × 10
（注）次に該当する場合のお支払方法は下記

のとおりとなります。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合

傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの
手術についてのみ保険金をお支払いします。

②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
その手術の開始日についてのみ手術を受
けたものとします。

③医科診療報酬点数表に手術料が1日につ
き算定されるものとして定められている手
術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を受
けたものとします。

④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過
程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定
されるものとして定められている区分番号に該
当する手術について、被保険者が同一の区分
番号に該当する手術を複数回受けた場合
その手術に対して傷害手術保険金が支払
われることとなった直前の手術を受けた日
からその日を含めて14日以内に受けた手
術に対しては、保険金をお支払いしません。

ご加入にあたっての注意事項

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

傷
害
保
険
金

傷害通院
保険金

★傷害補償
　（MS&AD型）
　特約

保険期間中の事故によるケガ※のた
め、通院※された場合（以下、この状
態を「傷害通院」といいます。）

（注）通院されない場合で、骨折、脱
臼、靱（じん）帯損傷等のケガを
被った所定の部位※を固定する
ために医師※の指示によりギプ
ス等※を常時装着したときは、
その日数について傷害通院し
たものとみなします。

傷害通院保険金日額 × 傷害通院の日数
（注1）傷害通院の日数には以下の日数を含

みません。
・事故の発生の日からその日を含めて

支払対象期間※（180日）が満了した
日の翌日以降の傷害通院の日数

・1事故に基づく傷害通院について、傷
害通院保険金を支払うべき日数の合
計が支払限度日数※（90日）に到達し
た日の翌日以降の傷害通院の日数

（注2）傷害入院保険金をお支払いする期間
中に傷害通院された場合は、傷害通院
保険金をお支払いしません。

（注3）傷害通院保険金をお支払いする期間中
にさらに傷害通院保険金の「保険金を
お支払いする場合」に該当するケガ※を
被った場合は、傷害通院保険金を重ね
てはお支払いしません。

（P43の傷害保険金の「保険金をお支払い
しない主な場合」と同じです。）

傷害長期入院時
保険金

★傷害長期入院時
保険金補償（90
日ごと用）特約

「傷害入院」の状態が90日以上と
なった場合

（注）TA・TAJセットは特定感染症※

による入院※の状態も補償対象
となります。

傷害長期入院時保険金額の全額
（注）1回の事故に基づく傷害入院の日数（＊）が、

事故の発生の日からその日を含めて90日
の整数倍となるごとにお支払いします。

（＊）傷害入院保険金の支払限度日数※（180日）に
到達した日の翌日以降の日は含みません。

疾
病
保
険
金

疾病入院
保険金

★疾病補償
　特約
☆特定精神
　障害補償
　特約セット
欄外（☆）参照

保険期間の開始後（＊）に発病※した病
気※のため、保険期間中に入院※さ
れた場合（以下、この状態を「疾病入
院」といいます。）

（＊）病気を補償する加入セットに継
続加入された場合は、継続加入
してきた最初のご契約の保険
期間の開始後とします。

疾病入院保険金日額 × 疾病入院の日数
（注1）疾病入院の日数には以下の日数を含

みません。
・疾病入院された日からその日を含め

て支払対象期間※（1,095日）が満了
した日の翌日以降の疾病入院の日数

・1回の疾病入院※について、疾病入院
保険金を支払うべき日数の合計が支
払限度日数※（180日）に到達した日
の翌日以降の疾病入院の日数

（注2）疾病入院保険金をお支払いする期間中
にさらに疾病入院保険金の「保険金を
お支払いする場合」に該当する病気※

を発病※された場合は、疾病入院保険
金を重ねてはお支払いしません。

●保険契約者、被保険者または保険金を
受け取るべき方の故意または重大な過
失による病気※　

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によ
る病気　

●精神障害（＊1）およびそれによる病気
●戦争、その他の変乱※、暴動による病気
（テロ行為による病気は、条件付戦争危
険等免責に関する一部修正特約により、
保険金の支払対象となります。）（＊2）

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による
病気（＊2）　

●妊娠または出産（「療養の給付」等（＊3）の
対象となるべき期間については、保険金
をお支払いします。）　

●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症
候群※、腰痛その他の症状を訴えている
場合に、それを裏付けるに足りる医学的
他覚所見のないもの※　

●健康状況告知のご回答等により補償対
象外とする病気（＊4）（加入申込票兼健康
状況告知書等に記載されます。）

など
（注）保険期間の開始時（＊5）より前に発病※

した病気（＊4）については保険金をお支
払いしません。
ただし、病気を補償する加入セットに
継続加入された場合で、病気を発病し
た時が、その病気による入院※を開始
された日（＊6）からご加入の継続する期
間を遡及して1年以前であるときは、
保険金をお支払いします。

（＊1）「精神障害」とは、平成6年10月12日
総務庁告示第75号に定められた分
類項目中の分類コードF00からF09
またはF20からF99に規定されたも
の以外とし、分類項目の内容につい
ては、厚生労働省大臣官房統計情報
部編「疾病、傷害および死因統計分
類提要 ICD－10（2003年版）準拠」
によります。（特定精神障害補償特約

（自動的にセットされます。）のセット
後の内容となります。）
＜支払対象外となる精神障害の例＞
アルコール依存、薬物依存　など

（＊2）これにより発生した保険金支払事由
に該当した被保険者の数の増加が
この保険の計算の基礎に及ぼす影
響が少ないと引受保険会社が認め
た場合は、保険金の全額または一
部をお支払いすることがあります。

（次ページに続きます。）

疾病手術
保険金

★疾病補償
　特約
☆疾病手術
　保険金等
　支払倍率
　変更特約
　セット
☆特定精神
　障害補償
　特約セット
欄外（☆）参照

①疾病入院保険金をお支払いする
場合で、その病気※の治療※のた
めに疾病入院保険金の支払対象
期間※（1,095日）中に手術※を受
けられたとき。

②保険期間の開始後（＊）に発病※した
病気の治療のために、保険期間
中に手術を受けられた場合

（＊）病気を補償する加入セットに継
続加入された場合は、継続加入
してきた最初のご契約の保険
期間の開始後とします。

1回の手術※について、次の額をお支払いします。
①入院※中に受けた手術の場合

疾病入院保険金日額 × 20
②①以外の手術の場合

疾病入院保険金日額 × 10
（注）次に該当する場合のお支払方法は下記

のとおりとなります。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合

疾病手術保険金の額の高いいずれか1
つの手術についてのみ保険金をお支払
いします。

②1回の手術を2日以上にわたって受けた
場合
その手術の開始日についてのみ手術を
受けたものとします。

③医科診療報酬点数表に手術料が1日に
つき算定されるものとして定められて
いる手術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を
受けたものとします。

④医科診療報酬点数表において、一連の
治療※過程で複数回実施しても手術料
が1回のみ算定されるものとして定めら
れている区分番号に該当する手術につ
いて、被保険者が同一の区分番号に該
当する手術を複数回受けた場合
その手術に対して疾病手術保険金が支
払われることとなった直前の手術を受け
た日からその日を含めて14日以内に受
けた手術に対しては、保険金をお支払い
しません。
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ご加入にあたっての注意事項 ご加入にあたっての注意事項

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

疾
病
保
険
金

疾病
放射線治療

保険金
★疾病補償特約
☆疾病手術保険
　金等支払倍率
　変更特約セット
☆特定精神障害
　補償特約セット
欄外（☆）参照

①疾病入院保険金をお支払いする
場合で、その病気※の治療※のため
に疾病入院保険金の支払対象期
間※（1,095日）中に放射線治療※

を受けられたとき。
②保険期間の開始後（＊）に発病※した

病気の治療のために、保険期間中
に放射線治療を受けられた場合

（＊）病気を補償する加入セットに継
続加入された場合は、継続加入
してきた最初のご契約の保険
期間の開始後とします。

1回の放射線治療※について、次の額をお支
払いします。

疾病入院保険金日額 × 20
（注1）同一の日に複数回の放射線治療を受け

た場合は、いずれか1つの放射線治療に
ついてのみ保険金をお支払いします。

（注２）疾病放射線治療保険金を支払うべき放射
線治療を複数回受けた場合は、疾病放射
線治療保険金が支払われることとなった
直前の放射線治療を受けた日からその日
を含めて60日以内に受けた放射線治療
については、保険金をお支払いしません。

（前ページからの続きです。）
（＊3）公的医療保険を定める法令に規定さ

れた「療養の給付」に要する費用なら
びに「療養費」、「家族療養費」および

「保険外併用療養費」をいいます。
（＊4）その病気と医学上因果関係がある病

気※を含みます。
（＊5）病気を補償する加入セットに継続加

入された場合は、継続加入してきた
最初のご契約の保険期間の開始時
をいいます。

（＊6）疾病入院保険金の支払いを伴わない
疾病手術保険金または疾病放射線
治療保険金の場合は、それぞれ「手
術の開始時」、「放射線治療の開始
時」に疾病入院が開始したものとみ
なします。

疾病通院
保険金

★疾病補償
　特約
☆疾病通院
　保険金の
　支払条件
　変更特約
　セット
☆特定精神
　障害補償
　特約セット
欄外（☆）参照

疾病入院保険金をお支払いする場
合で、次の①または②のいずれかに
該当されたとき。
①疾病入院が終了し退院した後、そ

の疾病入院の原因となった病気※

の治療※のため、通院※された場合
（以下、この状態を「疾病入院後
通院」といいます。）

②疾病入院の開始日の前日以前60
日間に、その疾病入院の原因と
なった病気の治療のため、通院さ
れた場合（以下、この状態を「疾病
入院前通院」といいます。）

（注）疾病入院後通院および疾病入
院前通院を、以下、「疾病通院」
といいます。

疾病通院保険金日額 × 疾病通院の日数
（注1）疾病通院の日数には以下の日数を含みません。

・保険期間の開始時（疾病通院保険金の支払条件変更
特約をセットしたご契約に継続加入される場合は、
継続してきた最初のご契約の保険期間の開始時）よ
り前の疾病通院の日数

・疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾病通院
保険金の支払対象期間※（180日）が満了した日の翌
日以降の疾病入院後通院の日数。なお、疾病入院保
険金の支払対象期間（1,095日）内に疾病入院が終
了していない場合には、疾病入院の終了した日また
は疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の
翌日から起算して180日を経過した日のいずれか早
い日が疾病入院の終了した日となります。

・1回の疾病入院※について疾病通院保険金を支払う
べき日数の合計が疾病通院保険金の支払限度日数※

（90日）に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数
（注2）疾病入院保険金をお支払いする期間中に疾病通院さ

れた場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。
（注3）疾病通院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病

通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当す
る病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ね
てはお支払いしません。

（注4）疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日
を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病
気（これと医学上因果関係がある病気※を含みます。）
によって再度疾病入院に該当した場合で、前の疾病入
院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中
に疾病通院されたときは、その日数を疾病通院の日
数に含めて疾病通院保険金をお支払いします。

疾病長期入院時
保険金

★疾病長期入院時
保険金補償（90
日ごと用）特約

☆特定精神障害
　補償特約セット
欄外（☆）参照

「疾病入院」の状態が90日以上と
なった場合

疾病長期入院時保険金額の全額
（注）1回の疾病入院※における疾病入院の日

数（＊）が、疾病入院を開始した日からその
日を含めて90日の整数倍となるごとに、
お支払いします。

（＊）疾病入院保険金の支払限度日数※（180
日）に到達した日の翌日以降の疾病入院
の日は含みません。

疾病保険金の「保険金をお支払いしない主
な場合」と同じ。ただし、（注）および（＊5）の

「病気を補償する加入セット」を「この特約
をセットしたご契約」と読み替えます。

特定感染症
による

後遺障害保険金
★特定感染症
　危険 「後遺
　障害保険金、
　入院保険金
　および通院
　保険金」 補償
　特約

A，A2，A4，
A6，AX，AJ，
A2Jセット

保険期間中に特定感染症※を発病※

し、発病の日からその日を含めて180
日以内に後遺障害※が発生した場合

傷害死亡・後遺障害保険金額
×

約款所定の保険金支払割合（4%〜100%）
（注1）政府労災保険に準じた等級区分ごとに定め

られた保険金支払割合で、特定感染症※に
よる後遺障害保険金をお支払いします。

（注2）被保険者が発病※の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療※を要する状態に
ある場合は、引受保険会社は、発病の日から
その日を含めて181日目における医師※の
診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、
特定感染症による後遺障害保険金をお支払
いします。

（注3）同一の部位に後遺障害を加重された場合
は、既にあった後遺障害に対する保険金支払
割合を控除して、保険金をお支払いします。

（注4）既にお支払いした傷害後遺障害保険金また
は特定感染症による後遺障害保険金があ
る場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から
既にお支払いした傷害後遺障害保険金およ
び特定感染症による後遺障害保険金の額
を差し引いた額が限度となります。また、保
険期間を通じてお支払いする傷害死亡保険
金、傷害後遺障害保険金および特定感染症
による後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺
障害保険金額が限度となります。

●保険契約者、被保険者または保険金を
受け取るべき方の故意または重大な過
失による特定感染症※の発病※

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によ
る特定感染症の発病　

●戦争、その他の変乱※、暴動による特定
感染症の発病（テロ行為による特定感染
症の発病は、条件付戦争危険等免責に
関する一部修正特約により、保険金の支
払対象となります。）　

●地震もしくは噴火またはこれらを原因と
する津波による特定感染症の発病　

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による
特定感染症の発病　

●傷害保険金をお支払いすべきケガ※によ
る特定感染症　

●保険責任開始日からその日を含めて10
日以内の特定感染症の発病（ただし、こ
の保険契約が特定感染症を補償する継
続契約の場合は、保険金の支払対象と
なります。）　　　

など

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

特定感染症
による

入院保険金
★特定感染症
　危険 「後遺
　障害保険金、
　入院保険金
　および通院
　保険金」 補
　償特約

A，A2，A4，
A6，AX，AJ，
A2Jセット

保険期間中に特定感染症※を発病※

し、その直接の結果として、次のい
ずれかに該当した場合（以下、この
状態を「感染症入院」といいます。）
①入院※した場合
②感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成
10年法律第114号）第18条第2
項の規定による就業制限が課さ
れた場合

傷害入院保険金日額 × 感染症入院の日数
（注1）感染症入院の日数には以下の日数を含みません。

・特定感染症※を発病※した日からその日を含めて
特定感染症による入院保険金の支払対象期間※

（180日）が満了した日の翌日以降の感染症入院
の日数

・1回の特定感染症の発病に基づく感染症入院に
ついて、特定感染症による入院保険金を支払うべ
き日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数※

（180日）に到達した日の翌日以降の感染症入院
の日数

（注2）傷害入院保険金または特定感染症による入院保
険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症
による入院保険金の「保険金をお支払いする場
合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特
定感染症による入院保険金を重ねてはお支払い
しません。

（注3）特定感染症による入院保険金をお支払いする
期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお
支払いする場合」に該当するケガ※を被った場
合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしま
せん。

（P45の特定感染症による後遺障害保険金
の「保険金をお支払いしない主な場合」と
同じです。）

特定感染症
による

通院保険金
★特定感染症
　危険 「後遺
　障害保険金、
　入院保険金
　および通院
　保険金」 補
　償特約

A，A2，A4，
A6，AX，AJ，
A2Jセット

保険期間中に特定感染症※を発病※

し、その特定感染症のため通院※さ
れた場合

（以下、この状態を「感染症通院」と
いいます。）

傷害通院保険金日額 × 感染症通院の日数
（注1）感染症通院の日数には以下の日数を含みま

せん。
・特定感染症※を発病※した日からその日を

含めて傷害通院保険金の支払対象期間※

（180日）が満了した日の翌日以降の感染
症通院の日数

・1回の特定感染症の発病に基づく通院に
ついて、特定感染症による通院保険金を支
払うべき日数の合計が傷害通院保険金の
支払限度日数※（90日）に到達した日の翌
日以降の感染症通院の日数

（注2）傷害入院保険金または特定感染症による入
院保険金をお支払いする期間中に通院され
た場合は、特定感染症による通院保険金を
お支払いしません。

（注3）傷害通院保険金または特定感染症による通
院保険金をお支払いする期間中にさらに特
定感染症による通院保険金の「保険金をお
支払いする場合」に該当する特定感染症を
発病した場合は、特定感染症による通院保
険金を重ねてはお支払いしません。

（注4）特定感染症による通院保険金をお支払いす
る期間中にさらに傷害通院保険金の「保険
金をお支払いする場合」に該当するケガ※を
被った場合は、傷害通院保険金を重ねては
お支払いしません。

がん診断保険金
★がん診断保険金補

償（待機期間不設
定型）特約

医師※によって、病理組織学的所見（生検）に
より特約記載のがん（悪性新生物）※に罹患
したことが診断され、治療※を開始された場合

（保険期間中にがんと診断された場合に限
ります。）

（注1）病理組織学的所見（生検）が得られな
い場合、他の所見による診断も認める
ことがあります。

（注2）【継続加入において、継続前後でご契約
のお支払条件が異なる場合のご注意】
がん診断保険金を補償する加入セット
に継続加入の場合で、被保険者ががん

（悪性新生物）（＊）を発病※した時がこ
の保険契約の保険期間の開始時より
前であるときは、保険金のお支払額は
次の①または②の金額のうち、いずれ
か低い額となります。
①がん（悪性新生物）（＊）を発病した時

の保険契約のお支払条件で算出し
た金額

②この保険契約のお支払条件で算出
した金額

ただし、がん（悪性新生物）（＊）を発病し
た時が、がん診断時の属する日からご
加入の継続する期間を遡及して1年以
前であるときは、②により算出した額
をお支払いします。

（＊）がん（悪性新生物）と医学上因果関
係がある病気※を含みます。

がん診断保険金額の全額
（注1）保険期間中1回に限ります。
（注2）被保険者が医師※から傷病名の告知を

受けていないことにより保険金を請求
できない場合は、法律上の配偶者が被
保険者に代わって保険金を請求するこ
とができます。なお、被保険者に法律
上の配偶者がいない場合には、被保険
者と生計を共にする配偶者以外の親族

（6親等内の血族および3親等内の姻
族をいいます。）が被保険者に代わって
保険金を請求することができます。

疾病保険金の「保険金をお支払いしない主
な場合」（（注）を除きます。）のほか、次の場
合は保険金をお支払いしません。
●がん診断時が、この保険契約の始期

日（＊）より前の場合
●既に保険金をお支払いしたがんの再発・

転移によるがん（既に保険金をお支払い
したがんと同じ部位に再発したがんを
含みます。）

など
（＊）この特約をセットしたご契約に継続加

入された場合は、継続加入してきた最
初のご契約の始期日をいいます。
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

抗がん剤治療
保険金

★ 抗がん剤治療
特約

☆ 保険金の請求
に関する特 約
セット

保険期間の開始後（＊1）に発病※したがん（悪性新生
物）※の治療※のため、保険期間中に抗がん剤（＊2）治
療を開始した場合

（注1）同一の月に複数回の抗がん剤治療を受けた
場合は、1つの抗がん剤治療についてのみ保
険金をお支払いします。

（注2）先進医療に該当するもの、治験薬剤による治
療は補償の対象になりません。

（注3）【継続加入において、継続前後でご契約のお
支払条件が異なる場合のご注意】
この特約をセットした加入セットに継続加入
の場合で、被保険者が抗がん剤治療の原因と
なったがん（悪性新生物）を発病した時がこの
保険契約の保険期間の開始時より前であると
きは、保険金のお支払額は次の①または②の
金額のうち、いずれか低い額となります。
①がん（悪性新生物）を発病した時の保険契

約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額

ただし、がん（悪性新生物）を発病した時
が、そのがんによる抗がん剤治療を開始し
た日からご加入の継続する期間を遡及し
て1年以前である場合は、②により算出し
た額をお支払いします。

（＊1）抗がん剤治療を補償するセットに継続加入さ
れる場合は、継続加入してきた最初のご契約
の保険期間の開始後とします。

（＊2）投薬または処方された時点で、がんを適応症
として厚生労働大臣により承認されている
次の①および②のいずれにも該当する薬剤
をいいます。
①厚生労働大臣による製造販売の承認時に、

被保険者の罹患したがんの治療に対する
効能または効果が認められた薬剤

②世界保健機関の解剖治療化学分類法によ
る医薬品分類のうち、次に分類される薬剤

世界保健機関の解剖治療化学
分類法による医薬品分類

L01．抗悪性腫瘍薬
L02．内分泌療法（ホルモン療法）（＊3）

L03．免疫賦活薬
L04．免疫抑制剤
V10．治療用放射性医薬品

（＊3）内分泌療法（ホルモン療法）とは、がん細胞の
発育・増殖を阻止するために、がん細胞の発
育・増殖を促進するホルモンと拮抗する他の
ホルモンを投与したり、ホルモンの生成や作
用を減弱させる薬剤を投与したりする療法
をいいます。

抗がん剤治療を受けた月ごとに次の額をお
支払いします。

抗がん剤治療保険金額 × 下表の倍率
世界保健機関の解剖治療化学分類法

による医薬品分類・がんの種類 倍率
L01．抗悪性腫瘍薬 2
L02．内分泌療法

（ホルモン療法）（＊）
乳がん、前立腺がん 1
上記以外のがん 2

L03．免疫賦活薬 2
L04．免疫抑制剤 2
V10．治療用放射性医薬品 2

（注）保険期間を通じて抗がん剤治療保険金
額の120倍が限度となります。

（＊）内分泌療法（ホルモン療法）とは、がん細
胞の発育・増殖を阻止するために、がん
細胞の発育・増殖を促進するホルモンと
拮抗する他のホルモンを投与したり、ホ
ルモンの生成や作用を減弱させる薬剤
を投与したりする療法をいいます。

●保険契約者、被保険者または保険金を
受け取るべき方の故意または重大な過失
によるがん（悪性新生物）※　●闘争行為、
自殺行為または犯罪行為によるがん（悪性
新生物）　●戦争、その他の変乱※、暴動に
よるがん（悪性新生物）（テロ行為によるが
ん（悪性新生物）は、条件付戦争危険等免
責に関する一部修正特約により、保険金の
支払対象となります。）（＊1）　●核燃料物質
等の放射性・爆発性等によるがん（悪性新
生物）（＊1）

など
（注）保険期間の開始時（＊2）より前に発病※

したがん（悪性新生物）（転移したが
ん（＊3）を含みます）については保険金
をお支払いしません。ただし、この特
約をセットしたご契約に継続加入され
た場合で、がんを発病した時が、その
がんによる抗がん剤治療を開始され
た日からご加入の継続する期間を遡
及して1年以前であるときは、保険金
をお支払いします。

（＊1）これにより発生した保険金支払事由
に該当した被保険者の数の増加がこ
の保険の計算の基礎に及ぼす影響
が少ないと引受保険会社が認めた
場合は、保険金の全額または一部を
お支払いすることがあります。

（＊2）この特約をセットしたご契約に継続
加入された場合は、継続加入してき
た最初のご契約のご加入時をいい
ます。

（＊3）転移したがんとは、原発巣（最初にが
んが発生した場所をいいます。）が同
じであると診断されたがんをいい、
そのがんと同じ部位に再発したがん
を含みます。

先進医療・拡大
治験・患者申出
療養費用保険金
★ 先進医療・拡大

治験・患者申出
療養費用保険
金補償特約

☆ 特定精神障害
補償特約セット

ケガ※または病気※の治療※のため、保険期間中に
日本国内において先進医療（＊1）、拡大治験（＊2）また
は患者申出療養（＊3）を受けた場合で、被保険者が
先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費
用を負担されたとき。

【継続加入において、継続前後でご契約のお支
払条件が異なる場合のご注意】
先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う
費用を補償する加入セットに継続加入の場合
で、ケガの原因となった事故発生の時または病
気（＊4）を発病※した時がこの保険契約の保険期
間の開始時より前であるときは、先進医療・拡大
治験・患者申出療養費用保険金のお支払額は次
の①または②の金額のうち、いずれか低い額と
なります。
①ケガの原因となった事故発生の時または病気

を発病した時の保険契約のお支払条件で算
出した金額

②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、ケガの原因となった事故発生の時ま
たは病気（＊4）を発病した時が、そのケガまたは
病気によって先進医療、拡大治験または患者
申出療養を開始した日からご加入の継続す
る期間を遡及して1年以前であるときは、②
により算出した額をお支払いします。

（次ページに続きます。）

被保険者が負担された次の費用を被保険者
にお支払いします。
ア．先進医療、拡大治験または患者申出療養

に要する費用（基礎的療養部分に対し給
付される保険外併用療養費（＊）を除きま
す。）

イ．先進医療、拡大治験または患者申出療
養を受けるための病院等との間の交通
費（転院、退院のための交通費を含みま
す。）

ウ．先進医療、拡大治験または患者申出療養
を受けるための宿泊費（1泊につき1万円
限度）

（＊）これに相当する家族療養費を含みます。
（注1）加害者等から支払われる損害賠償金な

どがある場合は、被保険者が負担され
た費用から差し引きます。

（注2）保険金のお支払額は、保険期間を通
じ、先進医療・拡大治験・患者申出療養
費用保険金額が限度となります。

（注3）補償内容が同様の保険契約（異なる保
険種類の特約や引受保険会社以外の
保険契約を含みます。）が他にある場
合、補償の重複が生じることがありま
す。補償内容の差異や保険金額、加入
の要否をご確認いただいたうえでご加
入ください。

【ケガの治療のため、先進医療、拡大治験または患者申出
療養を受けた場合】
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故
意または重大な過失によるケガ※　●闘争行為、自殺行為ま
たは犯罪行為によるケガ　●自動車等※の無資格運転、酒気
帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ　●脳疾
患、病気※または心神喪失によるケガ　●妊娠、出産、早産
または流産によるケガ　●引受保険会社が保険金を支払う
べきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によ
るケガ　●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行
為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修
正特約により、保険金の支払対象となります。）　●地震
もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ（基
本セットのA,A2,A4,A6,AX,B,B2,B4,B6,BX,C,C2,C4,C6,
CXセットに加入される場合は天災危険補償特約がセットさ
れているため、支払対象となります。）　●核燃料物質等の
放射性・爆発性等によるケガ　●原因がいかなるときでも、
頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合
に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※　
●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社が保険金を支払う
べきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いしま
す。）　●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって発
生した肺炎　●別記の「補償対象外となる運動等」を行って
いる間のケガ　●別記の「補償対象外となる職業」に従事中
のケガ　●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ

など
（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償

の対象にはなりません。

（次ページに続きます。）

ご加入にあたっての注意事項 ご加入にあたっての注意事項

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
先進医療・拡大
治験・患者申出
療養費用保険金
★ 先進医療・拡大

治験・患者申出
療養費用保険
金補償特約

☆ 特定精神障害
補償特約セット

（前ページからの続きです。）
（＊1）「先進医療」とは、厚生労働省告示に基

づき定められている評価療養のうち、
別に厚生労働大臣が定めるもの（先進
医療ごとに別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合する病院または診療
所において行われるものに限ります。）
をいいます。

（＊2）「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律（昭和35年法律第145号）第
2条第17項に規定する治験に係る診
療のうち、人道的見地から実施される
治験（＊5）をいいます。

（＊3）「患者申出療養」とは厚生労働省告示に
基づき定められている患者申出療養を
いいます。ただし、その療養を適切に
実施できるものとして厚生労働大臣に
個別に認められた病院または診療所に
おいて行われるものに限ります。

（＊4）先進医療、拡大治験または患者申出療
養の原因となった病気と医学上因果関
係がある病気※を含みます。

（＊5）「人道的見地から実施される治験」とは
医薬品の臨床試験の実施の基準に関
する省令（平成9年厚生省令第28号）
第2条第25項、医療機器の臨床試験の
実施の基準に関する省令（平成17年
厚生労働省令第36号）第2条第25項
または再生医療等製品の臨床試験の
実施の基準に関する省令（平成26年
厚生労働省令第89号）第2条第25項
に規定する拡大治験をいいます。

（注）医療技術、医療機関および適応症等が
先進医療、拡大治験または患者申出療
養に該当しない場合、支払対象外とな
ります。なお、先進医療、拡大治験また
は患者申出療養の対象となる医療技
術、医療機関および適応症等は、一般
の保険診療への導入や承認取消等の
事由によって、変動します。受療された
日現在において、先進医療、拡大治験
または患者申出療養に該当しない場
合、お支払いの対象外となります。

（前ページからの続きです。）
【病気の治療のため、先進医療、拡大治験または患者
申出療養を受けた場合】
疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と
同じ。ただし、疾病保険金の「保険金をお支払いしな
い主な場合」の（注）を次のとおり読み替えます。
（注）保険期間の開始時（＊5）より前に被ったケガまたは

発病※した病気（＊4）については保険金をお支払い
しません。
ただし、先進医療（＊6）、拡大治験（＊7）または患者申
出療養（＊8）に伴う費用を補償する加入セットに継
続加入された場合で、ケガの原因となった事故発
生の時または病気を発病した時が、そのケガまた
は病気による先進医療、拡大治験または患者申
出療養を開始された日からご加入の継続する期
間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお
支払いします。

（＊4）その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
（＊5）先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う

費用を補償する加入セットに継続加入された場
合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期
間の開始時をいいます。

（＊6)「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定めら
れている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が
定めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合する病院または診療所
において行われるものに限ります。）をいいます。

（＊7）「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年
法律第145号）第2条第17項に規定する治験に
係る診療のうち、人道的見地から実施される治
験（＊9）をいいます。

（＊8）「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定
められている患者申出療養をいいます。ただし、
その療養を適切に実施できるものとして厚生労
働大臣に個別に認められた病院または診療所に
おいて行われるものに限ります。

（＊9）「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の
臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年
厚生省令第28号）第2条第25項、医療機器の臨
床試験の実施の基準に関する省令（平成17年厚
生労働省令第36号）第2条第25項または再生医
療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令

（平成26年厚生労働省令第89号）第2条第25
項に規定する拡大治験をいいます。

介護一時金
本人介護

★介護一時金 
　支払特約
☆要介護３以上

から要介護２
以上への補
償範囲拡大
に関する特約

（介護一時
金支払特約
用）セット

保険期間中に、被保険者（＊）が要介護
状態（要介護2以上の状態）※となり、
180日を超えて継続した場合

（＊）この特約の被保険者として加入
申込票兼健康状況告知書等に
記載された方をいいます。

（注）【継続加入において、継続前後
でご契約のお支払条件が異な
る場合のご注意】
被保険者が要介護状態となっ
た場合に補償する加入セット
に継続加入の場合で、要介護
状態の原因となった事由が発
生した時がこの保険契約の保
険期間の開始時より前である
ときは、保険金のお支払額は
次の①または②の金額のう
ち、いずれか低い金額となり
ます。
①要介護状態の原因となった

事由が発生した時の保険契
約のお支払条件で算出した
金額

②この保険契約のお支払条件
で算出した金額

ただし、要介護状態の原因と
なった事由が発生した時が、そ
の要介護状態の要介護状態開
始日からご加入の継続する期
間を遡及して1年以前である
ときは、②により算出した金額
をお支払いします。

介護一時金額の全額
（注）介護一時金をお支払いした場合、この特

約は失効します。

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方
の故意または重大な過失による要介護状態　●闘争行
為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態　●自動
車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故による要
介護状態　●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使
用による要介護状態（ただし、治療※を目的として医師※

がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いしま
す。）　●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用に
よる要介護状態（ただし、治療を目的として医師が薬物を
用いた場合は、保険金をお支払いします。）　●戦争、そ
の他の変乱※、暴動による要介護状態（テロ行為による要
介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特
約により、保険金の支払対象となります。）　●地震もし
くは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状
態　●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護
状態　●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、
腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける
に足りる医学的他覚所見のないもの※　●健康状況告
知のご回答等により補償対象外とする病気（加入申込票
兼健康状況告知書等に記載されます。その病気と医学上
因果関係がある病気※を含みます。）による要介護状態

など
（注）保険期間の開始時（＊1）より前に要介護状態の原因となっ

た事由（＊2）が生じた場合は、保険金をお支払いしません。
ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入され
た場合で、要介護状態の原因となった事由（＊2）が生じ
た時が、その事由による要介護状態が開始した日か
らご加入の継続する期間を遡及して1年以前である
ときは、介護一時金をお支払いします。

（＊1）この特約をセットしたご契約に継続加入された場合
は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の
開始時をいいます。

（＊2）公的介護保険制度※を定める法令の規定による要
介護認定または要支援認定の効力が生じた場合を
含みます。
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

親介護一時金
親介護

★ 親介護一時金
支払特約

☆ 要介護3以上か
ら要介護2以上
への補償範囲
拡大に関する
特約（介護一時
金支払特約用）
セット

保険期間中に、特約被保険者（＊）が要
介護状態（要介護2以上の状態）※と
なり、180日を超えて継続した場合

（＊）普通保険約款の被保険者の親
（姻族を含みます。）のうち、こ
の特約の被保険者として加入
者証等に記載された方をいい
ます。

（注1）【継続加入において、継続前後で
ご契約のお支払条件が異なる場
合のご注意】　
親が要介護状態となった場合に補
償する加入セットに継続加入の場
合で、要介護状態の原因となった
事由が発生した時がこの保険契
約の保険期間の開始時より前で
あるときは、保険金のお支払額は
次の①または②の金額のうち、い
ずれか低い金額となります。
①要介護状態の原因となった事

由が発生した時の保険契約の
お支払条件で算出した金額

②この保険契約のお支払条件で
算出した金額

ただし、要介護状態の原因となっ
た事由が発生した時が、その要介
護状態の要介護状態開始日から
ご加入の継続する期間を遡及し
て1年以前であるときは、②により
算出した金額をお支払いします。

（注2）特約被保険者が保険金請求者と
なります。なお、特約被保険者に
保険金を請求できない事情があ
る場合は、同居または生計を共に
する配偶者等が保険金を請求で
きることがあります。詳細はP41
の＜代理請求人について＞をご覧
ください。

親介護一時金額の全額
（注）親介護一時金をお支払いした場合、この

特約は失効します。

●保険契約者、特約被保険者または保険
金を受け取るべき方の故意または重大な
過失による要介護状態　●闘争行為、自
殺行為または犯罪行為による要介護状態 
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※

中の事故による要介護状態　●麻薬、あへ
ん、大麻または覚せい剤等の使用による要介
護状態（ただし、治療※を目的として医師※が
これらのものを用いた場合は、保険金をお
支払いします。）　●アルコール依存、薬物
依存または薬物乱用による要介護状態（た
だし、治療を目的として医師が薬物を用いた
場合は、保険金をお支払いします。）
●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護
状態（テロ行為による要介護状態は、条件付
戦争危険等免責に関する一部修正特約によ
り、保険金の支払対象となります。）　●地震
もしくは噴火またはこれらを原因とする津波
による要介護状態　●核燃料物質等の放射
性・爆発性等による要介護状態　●原因がい
かなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛そ
の他の症状を訴えている場合に、それを裏付
けるに足りる医学的他覚所見のないもの※

など
（注）保険期間の開始時（＊1）より前に要介護状態

の原因となった事由（＊2）が生じた場合は、保
険金をお支払いしません。
ただし、この特約をセットしたご契約に継
続加入された場合で、要介護状態の原因と
なった事由（＊2）が生じた時が、その事由によ
る要介護状態が開始した日からご加入の
継続する期間を遡及して1年以前であると
きは、親介護一時金をお支払いします。

（＊1）この特約をセットしたご契約に継続加入
された場合は、継続加入してきた最初の
ご契約の保険期間の開始時をいいます。

（＊2）公的介護保険制度※を定める法令の規定
による要介護認定または要支援認定の効
力が生じた場合を含みます。

日常生活賠償
保険金

★日常生活
　賠償特約

①保険期間中の次のア.またはイ.の偶
然な事故により、他人の生命または
身体を害したり、他人の物を壊したり
して、法律上の損害賠償責任を負わ
れた場合

②日本国内において保険期間中の次
のア.またはイ.の偶然な事故により、
誤って線路へ立入ってしまったこと等
が原因で電車等（＊1）を運行不能（＊2）に
させ、法律上の損害賠償責任を負わ
れた場合

ア.本人の居住の用に供される住宅（＊3）

の所有、使用または管理に起因する
偶然な事故

イ.被保険者の日常生活に起因する偶
然な事故

（＊1）電車、気動車、モノレール等の軌道
上を走行する陸上の乗用具をいい
ます。

（＊2）正常な運行ができなくなることを
いいます。ただし、運行することに
つき、物理的な危険を伴うものを
いいます。

（＊3）敷地内の動産および不動産を含み
ます。

（注）被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同
居の親族および別居の未婚※の子と
なります。なお、これらの方が責任無
能力者である場合は、親権者・法定監
督義務者・監督義務者に代わって責任
無能力者を監督する方（責任無能力
者の6親等内の血族、配偶者および3
親等内の姻族に限ります。）を被保険
者とします。「同居の親族」とは、本人
またはその配偶者と同居の、本人また
はその配偶者の6親等内の血族およ
び3親等内の姻族をいいます。「別居
の未婚の子」とは、本人またはその配
偶者と別居の、本人またはその配偶
者の未婚の子をいいます。

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担
する法律上の損害賠償責任の額

+
判決により支払を命ぜられた訴訟費用また

は判決日までの遅延損害金
－

被保険者が損害賠償請求権者に対して損害
賠償金を支払ったことにより代位取得する

ものがある場合は、その価額
－

免責金額※（0円）
（注1）1回の事故につき、日常生活賠償保険金

額が限度となります。
（注2）損害賠償金額等の決定については、あら

かじめ引受保険会社の承認を必要としま
す。

（注3）上記算式により計算した額とは別に、損
害の発生または拡大を防止するために
必要または有益であった費用、示談交渉
費用、争訟費用等をお支払いします。

（注4）日本国内において発生した事故について
は、被保険者のお申出により、示談交渉
をお引受します。ただし、損害賠償請求
権者が同意されない場合、被保険者が負
担する法律上の損害賠償責任の額が日
常生活賠償保険金額を明らかに超える
場合、正当な理由なく被保険者が協力を
拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟
が日本国外の裁判所に提起された場合
には示談交渉を行うことができませんの
でご注意ください。

（注5）補償内容が同様の保険契約（異なる保険
種類の特約や引受保険会社以外の保険
契約を含みます。）が他にある場合、補償
の重複が生じることがあります。補償内
容の差異や保険金額、加入の要否をご確
認いただいたうえでご加入ください。

●保険契約者、被保険者またはこれらの方
の法定代理人の故意による損害　●被保
険者の業務遂行に直接起因する損害賠償
責任（仕事上の損害賠償責任）　●他人か
ら借りたり預かったりした物を壊したこと
による損害賠償責任　●被保険者と同居
する親族※に対する損害賠償責任　●被保
険者の使用人（家事使用人を除きます。）が
業務従事中に被った身体の障害に起因す
る損害賠償責任　●第三者との損害賠償
に関する約定によって加重された損害賠償
責任　●心神喪失に起因する損害賠償責
任　●被保険者または被保険者の指図に
よる暴行、殴打による損害賠償責任　●自
動車等※の車両（ゴルフ場敷地内における
ゴルフカートを除きます。）、船舶、航空機、
銃器、業務のために使用する動産または不
動産の所有、使用または管理に起因する損
害賠償責任　●戦争、その他の変乱※、暴
動による損害　●地震もしくは噴火または
これらを原因とする津波による損害　●核
燃料物質等の放射性・爆発性等による損害

など

ご加入にあたっての注意事項 ご加入にあたっての注意事項

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

携行品
損害保険金

★携行品損害
　補償特約
☆新価保険特約
　（携行品損害
　補償特約用）
　セット 

保険期間中の偶然な事故（盗難・破
損・火災など）により、携行品（＊1）に損
害が発生した場合

（＊1）「携行品」とは、被保険者が住宅
（敷地を含みます。）外におい
て携行している被保険者所有
の身の回り品（＊2）をいいます。
ただし、別記の「補償対象外と
なる主な『携行品』」を除きま
す。

（＊2）「身の回り品」とは、被保険者
が所有する、日常生活におい
て職務の遂行以外の目的で
使用する動産（カメラ、衣類、
レジャー用品等）をいいます。

損害の額 － 免責金額※（1回の事故につき3,000円）
（注1）損害の額は、再調達価額※によって定め

ます。ただし、被害物が貴金属等の場
合には、保険価額によって定めます。な
お、被害物の損傷を修繕しうる場合に
おいては、損害発生直前の状態に復す
るのに必要な修繕費をもって損害の額
を定め、価値の下落（格落損）は含みま
せん。この場合においても、修繕費が
再調達価額を超えるときは、再調達価
額を損害の額とします。

（注２）損害の額は、1個、1組または1対のも
のについて10万円が限度となります。
ただし、通貨または乗車券等（鉄道･船
舶･航空機の乗車船券・航空券、宿泊
券、観光券または旅行券をいいます。
ただし、定期券は含まれません。）もし
くは小切手については1回の事故につ
き5万円が限度となります。

（注３）保険金のお支払額は、保険期間を通じ、
携行品損害保険金額が限度となります。

（注4）補償内容が同様の保険契約（異なる保
険種類の特約や引受保険会社以外の
保険契約を含みます。）が他にある場
合、補償の重複が生じることがありま
す。補償内容の差異や保険金額、加入
の要否をご確認いただいたうえでご加
入ください。

●保険契約者、被保険者または保険金を受
け取るべき方の故意または重大な過失に
よる損害　●被保険者と同居する親族※の
故意による損害　●自動車等※の無資格
運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使
用しての運転中の事故による損害　●公
権力の行使（差し押え・没収・破壊等）によ
る損害　●携行品の自然の消耗、劣化、性
質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・
はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食
い、欠陥等による損害　●携行品の平常
の使用または管理において通常発生し得
るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆ
がみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷
または保険の対象の汚損であって、携行
品が有する機能の喪失または低下を伴わ
ない損害　●偶然な外来の事故に直接起
因しない携行品の電気的事故・機械的事
故（故障等）による損害。ただし、これらの事
由によって発生した火災による損害を除きま
す。　●携行品である液体の流出による損
害。ただし、その結果として他の携行品に発
生した損害を除きます。　●携行品の置き忘
れまたは紛失による損害　●戦争、その他
の変乱※、暴動による損害（テロ行為による損
害は、条件付戦争危険等免責に関する一部
修正特約により、保険金の支払対象となりま
す。）　●地震もしくは噴火またはこれらを
原因とする津波による損害　●核燃料物質
等の放射性・爆発性等による損害　●別記の

「補償対象外となる主な『携行品』」の損害
など

各
種
費
用
補
償
特
約

受託物
賠償責任
保険金

★受託物
　賠償責任
　補償特約

保険期間中で、受託物（＊1）を住宅内
保管中または一時的に住宅外で管
理している間に、損壊（＊2）・紛失・盗難
が生じ、受託物について正当な権利
を有する方に対して法律上の損害
賠償責任を負われた場合

（＊1）「受託物」とは、被保険者が日
本国内において、日常生活の
必要に応じて他人（レンタル
業者を含みます。）から預かっ
た財産的価値を有する有体
物をいいます。ただし、別記の

「補償対象外となる主な『受
託物』」を除きます。

（＊2）「損壊」とは、滅失、破損または
汚損をいいます。ただし、滅失
には盗難、紛失または詐取を
含みません。

（注）被保険者の範囲は、本人、配偶
者※、同居の親族および別居の
未婚※の子となります。なお、こ
れらの方が責任無能力者であ
る場合は、親権者・法定監督義
務者・監督義務者に代わって責
任無能力者を監督する方（責任
無能力者の6親等内の血族、配
偶者および3親等内の姻族に
限ります。）を被保険者としま
す。「同居の親族」とは、本人ま
たはその配偶者と同居の、本人
またはその配偶者の6親等内
の血族および3親等内の姻族
をいいます。「別居の未婚の子」
とは、本人またはその配偶者と
別居の、本人またはその配偶
者の未婚の子をいいます。

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担
する法律上の損害賠償責任の額（＊）

+
判決により支払を命ぜられた訴訟費用また

は判決日までの遅延損害金
－

被保険者が損害賠償請求権者に対して損害
賠償金を支払ったことにより代位取得する

ものがある場合は、その価額
－

免責金額※（1回の事故につき5,000円）
（＊）被害受託物の時価額が限度となります。
（注1）保険期間を通じ、受託物賠償責任保険

金額がお支払いの限度となります。
（注2）損害賠償金額等の決定については、あ

らかじめ引受保険会社の承認を必要と
します。

（注3）上記算式により計算した額とは別に、
損害の発生または拡大を防止するた
めに必要または有益であった費用、示
談交渉費用、争訟費用等をお支払いし
ます。

（注4）補償内容が同様の保険契約（異なる保
険種類の特約や引受保険会社以外の
保険契約を含みます。）が他にある場
合、補償の重複が生じることがありま
す。補償内容の差異や保険金額、加入
の要否をご確認いただいたうえでご
加入ください。

●保険契約者、被保険者またはこれらの者
の法定代理人の故意による損害　●闘争
行為、自殺行為または犯罪行為による損害　
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運
転※または麻薬等を使用しての運転中の事
故による損害　●自然の消耗、劣化、性質
による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・は
がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、
欠陥等による損害　●公権力の行使（差し
押え・没収・破壊等）による損害　●偶然な
外来の事故に直接起因しない受託物の電
気的事故・機械的事故（故障等）による損害　
●受託物に発生した自然発火または自然
爆発　●風、雨、雪、雹（ひょう）、砂塵（じ
ん）その他これらに類するものの吹込みや
漏入による損害　●被保険者の職務遂行
に起因する損害賠償責任（仕事上の損害
賠償責任）　●航空機、船舶（原動力がもっ
ぱら人力であるものを含みません。）、銃
器、職務のために使用する動産または不動
産の所有、使用または管理に起因する損
害賠償責任　●被保険者と同居の親族※

に対する損害賠償責任　●第三者との損
害賠償に関する約定によって加重された
損害賠償責任　●心神喪失に起因する損
害賠償責任　●引き渡し後に発見された
損壊による損害賠償責任　●受託物を使
用不能にしたことによる損害賠償責任（収
益減少等）　●通常必要とされる取扱い上
の注意に著しく反したことまたは本来の用
途以外に受託物を使用したことに起因する
損害賠償責任　●戦争、その他の変乱※、暴
動による損害　●地震もしくは噴火または
これらを原因とする津波による損害　●
核燃料物質等の放射性・爆発性等による損
害　●別記の「補償対象外となる主な『受
託物』」の損害

など
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ご加入にあたっての注意事項 ご加入にあたっての注意事項

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

各
種
費
用
補
償
特
約

救援者費用
等保険金

★救援者
　費用等
　補償特約

救援対象者※が次の①〜③のいず
れかに該当したことにより、被保険
者（＊）が費用を負担された場合
①保険期間中に救援対象者が搭乗

している航空機または船舶の行
方不明または遭難した場合

②保険期間中に急激かつ偶然な外
来の事故により救援対象者の生
死が確認できない場合または緊
急な捜索・救助活動を要すること
が警察等の公の機関により確認
された場合

③保険期間中に被ったケガ※のた
め、事故の発生の日からその日を
含めて180日以内に死亡または
続けて14日以上入院※された場
合

（＊）「被保険者」とは、この特約によ
り補償を受ける方で、保険契約
者、救援対象者または救援対象
者の親族※をいいます。

救援者費用等の額
被保険者が負担された次のア〜オの費用の
うち社会通念上妥当な金額をいいます。
ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または

移送する活動に要した費用
イ.救援者※の現地（＊1）までの1往復分の交通費

（救援者2名分まで）（＊2）

ウ.救援者の現地（＊1）および現地（＊1）までの行
程での宿泊料（救援者2名分かつ1名につ
き14日分まで）（＊2）

エ．死亡されたまたは治療※を継続中の救援
対象者を現地（＊1）から移送する費用

オ．諸雑費（救援者の渡航手続費および救援
対象者または救援者が現地（＊1）において
支出した交通費・通信費等をいいます。）。
ただし、日本国外で左記「保険金をお支払
いする場合」に該当した場合は20万円が
限度となり、日本国内で左記「保険金をお
支払いする場合」に該当した場合は3万円
が限度となります。

（＊1）事故発生地または救援対象者の収容地
をいいます。

（＊2）上記イ、ウについては、左記「保険金を
お支払いする場合」の②の場合において
救援対象者の生死が判明した後または
救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もし
くは救助活動が終了した後に現地に赴く
救援者にかかる費用は含みません。

（注1）保険金のお支払額は、保険期間を通じ、
救援者費用等保険金額が限度となりま
す。

（注2）補償内容が同様の保険契約（異なる保険
種類の特約や引受保険会社以外の保険
契約を含みます。）が他にある場合、補償
の重複が生じることがあります。補償内
容の差異や保険金額、加入の要否をご
確認いただいたうえでご加入ください。

●保険契約者、被保険者、救援対象者※ま
たは保険金を受け取るべき方の故意ま
たは重大な過失により発生した費用　●
闘争行為、自殺行為または犯罪行為によ
り発生した費用　●自動車等※の無資格
運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使
用しての運転中の事故により発生した費
用　●脳疾患、病気※または心神喪失に
より発生した費用　●妊娠、出産、早産ま
たは流産により発生した費用　●引受保
険会社が保険金を支払うべきケガ※の治
療※以外の外科的手術その他の医療処置
により発生した費用　●戦争、その他の
変乱※、暴動により発生した費用（テロ行
為により発生した費用は、条件付戦争危
険等免責に関する一部修正特約により、
保険金の支払対象となります。）　●地
震もしくは噴火またはこれらを原因とす
る津波により発生した費用　●核燃料物
質等の放射性・爆発性等により発生した
費用　●原因がいかなるときでも、頸（け
い）部症候群※、腰痛その他の症状を訴え
ている場合に、それを裏付けるに足りる
医学的他覚所見のないもの※　●入浴中
の溺水※（ただし、急激かつ偶然な外来の
事故によって被ったケガによって発生した
場合を除きます。）　●原因がいかなると
きでも、誤嚥（えん）※によって発生した肺
炎　●別記の「補償対象外となる運動等」
を行っている間の事故により発生した費用

など

キャンセル
費用保険金
★キャンセル
　費用補償
　特約

被保険者、被保険者の配偶者※また
は被保険者の1親等内の親族の死
亡、ケガ※または病気※による入院※

によって、被保険者が特定のサービ
ス（＊）を受けられなくなり、ホテルの
違約金などのキャンセル費用※を負
担された場合

（＊）「特定のサービス」とは、業として
有償で提供されるサービスで、
次のア〜カのいずれかに該当す
るものをいいます。ただし、キャ
ンセル事由が死亡の場合は、死
亡の日からその日を含めて31日
以内（ただし、被保険者の死亡の
場合にはこの限りではありませ
ん。）、入院の場合は入院を開始
した日からその日を含めて31日
以内に提供されるサービスに限
ります。

ア．国内旅行契約、海外旅行契約に
基づくサービス

イ．旅館、ホテル等の宿泊施設の提
供およびそれにセットするサー
ビス

ウ．航空機、船舶、自動車、鉄道等に
よる旅客の輸送

エ．宴会、パーティ用施設の提供お
よびそれにセットするサービス

オ．運動、教養等の趣味の指導、教授
または施設の提供

カ．演劇、音楽、美術、映画等の公
演、上映、展示、興行

被保険者または被保険者の法定相続人が負
担したキャンセル費用※の額

－
免責金額※（1回の事故につき1,000円また
はキャンセル費用の20%に相当する額のう

ち、いずれか高い額）
（注1）第三者から支払われた損害賠償金等

の回収金がある場合には、その額を差
し引いた額をお支払いします。

（注2）保険金のお支払額は、保険期間を通
じ、キャンセル費用保険金額が限度と
なります。

（注3）補償内容が同様の保険契約（異なる保
険種類の特約や引受保険会社以外の
保険契約を含みます。）が他にある場
合、補償の重複が生じることがありま
す。補償内容の差異や保険金額、加入
の要否をご確認いただいたうえでご
加入ください。

●提供日を変更して、サービスの提供を受
けることができる場合　●予約日・提供日
が確認できない場合　●サービスが職務
遂行に関係するものである場合　●保険
契約者、被保険者または保険金を受け取
るべき方の故意または重大な過失による
損害　●被保険者の闘争行為、自殺行為、
犯罪行為または麻薬等の使用による損害　
●被保険者の自動車等※の無資格運転、酒
気帯び運転※または麻薬等を使用しての運
転中の事故による損害　●妊娠、出産、早
産または流産による入院※　●戦争、その
他の変乱※、暴動による損害（テロ行為によ
る損害は、条件付戦争危険等免責に関す
る一部修正特約により、保険金の支払対象
となります。）　●地震もしくは噴火または
これらを原因とする津波による損害　●
核燃料物質等の放射性・爆発性等による損
害　●原因がいかなるときでも、被保険者
が頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状
を訴えている場合に、それを裏付けるに足
りる医学的他覚所見のないもの※

など
（注）被保険者、被保険者の配偶者※または

被保険者の1親等内の親族の、死亡ま
たは入院の直接の原因となったケガ※ま
たは病気※が保険期間の開始時より前
または保険料領収前に生じていたた
めキャンセル費用※を負担された場合
は、保険金をお支払いしません。なお、
病気の発病※の認定は、医師※の診断
によります。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
ホールインワン・

アルバトロス
費用保険金

★ホールインワン・
　アルバトロス費用
　補償特約
　（団体総合生活
　補償保険用）

日本国内のゴルフ場※において被保
険者が達成した次のホールインワ
ン※またはアルバトロス※について、
達成のお祝いとして実際にかかった
費用をお支払いします。
①次のアおよびイの両方が目撃※し

たホールインワンまたはアルバト
ロス
ア．同伴競技者※

イ．同伴競技者以外の第三者（同伴
キャディ※等。具体的には次の
方をいいます。）

同伴キャディ、ゴルフ場使用人、
ゴルフ場内の売店運営業者、ワ
ン・オン・イベント業者、先行・後
続のパーティのプレイヤー、公
式競技参加者、公式競技の競技
委員、ゴルフ場に出入りする造
園業者・工事業者　など

（注）原則として、セルフプレー中
に達成したホールインワン
またはアルバトロスは保険
金支払いの対象にはなりま
せん。セルフプレーでキャ
ディを同伴していない場合
は、同伴キャディの目撃証
明に替えて前記イの目撃証
明がある場合に限り保険金
をお支払いします。

②達成証明資料（＊１）によりその達成
を客観的に証明できるホールイ
ンワンまたはアルバトロス

なお、対象となるホールインワンま
たはアルバトロスは、
●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場

で、パー３５以上の９ホールを正規に
ラウンドし、

●１名以上の同伴競技者と共に（公式
競技の場合は同伴競技者は不要で
す。）プレー中のホールインワンま
たはアルバトロスで、

●その達成および目撃証明を引受保
険会社所定のホールインワン・アル
バトロス証明書（＊２）により証明でき
るものに限ります。

（＊１）「達成証明資料」とは、ビデオ
映像等によりホールインワン
またはアルバトロスの達成を
客観的に確認できる記録媒体
に記録された映像等資料をい
います。

（＊２）「引受保険会社所定のホール
インワン・アルバトロス証明書」
には次のすべての方の署名ま
たは記名・押印が必要です。

（ａ）同伴競技者
（ｂ）同伴競技者以外のホール

インワンまたはアルバトロ
スの達成を目撃した第三者

（達成証明資料がある場
合は不要です）

（ｃ）ゴルフ場の支配人、責任者
またはその業務を代行も
しくは行使する権限を有す
る者

（注）この特約は、ゴルフの競技また
は指導を職業としている方が被
保険者となる場合にはセットす
ることができません。

次の費用のうち実際に支出した額
ア．贈呈用記念品購入費用（＊1）

イ．祝賀会に要する費用
ウ．ゴルフ場※に対する記念植樹費用
エ．同伴キャディ※に対する祝儀
オ.その他慣習として負担することが適当な

社会貢献、自然保護（＊2）またはゴルフ競技
発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用
人に対する謝礼費用、記念植樹を認めな
いゴルフ場においてホールインワン※ま
たはアルバトロス※を記念して作成するモ
ニュメント等の費用（ただし、保険金額の
10%が限度となります。）

（＊1）贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証
券、商品券等の物品切手、プリペイド
カードは含まれません。ただし、被保険
者が達成を記念して特に作成したプリ
ペイドカードは贈呈用記念品に含みま
す。

（＊2）自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑
化促進会への寄付をご希望される場
合などを含みます。

（注1）保険金のお支払額は、1回のホールイ
ンワンまたはアルバトロスごとにホー
ルインワン・アルバトロス費用保険金
額が限度となります。

（注2）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（引受保険会社、他
の保険会社を問いません。）ご加入の
場合、ホールインワン・アルバトロス費
用保険金のお支払額は単純に合算さ
れず、最も高い保険金額が限度となり
ます。

（注3）補償内容が同様の保険契約（異なる保
険種類の特約や引受保険会社以外の
保険契約を含みます。）が他にある場
合、補償の重複が生じることがありま
す。補償内容の差異や保険金額、加入
の要否をご確認いただいたうえでご加
入ください。

（注4）保険金のご請求には、引受保険会社所
定のホールインワン・アルバトロス証明
書および各種費用の支払いを証明す
る領収書等の提出が必要となります。

●日本国外で達成したホールインワン※ま
たはアルバトロス※　●ゴルフ場※の経営
者が、その経営するゴルフ場で達成した
ホールインワンまたはアルバトロス　●ゴ
ルフ場の使用人（＊）が実際に働いているゴ
ルフ場で達成したホールインワンまたはア
ルバトロス

など
（＊）「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを

含みます。
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ご加入にあたっての注意事項 ご加入にあたっての注意事項

NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）
※印を付した用語については、P59〜60の「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

保険金の
種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合

団
体
長
期
障
害
所
得
補
償
保
険
金

身体障害※により、就業障害※

となった場合
＊免責期間：
・長期補償プラン…会社の

休業保障制度による保障
期間

（加入者ごとに変わりま
す）

・短期補償プラン…589日
・ボーナス補償プラン…

180日

てん補期間※中の就業障害※である期間1か月につ
き、次の額をお支払いします。
支払基礎所得額※ 所得喪失率※ 約定給付率※（100％）× ×
①支払基礎所得額

長期補償プラン…年収÷12か月の60％以内で加
入時に設定した金額
短期補償プラン…年収÷12か月の10％以内で加
入時に設定した金額
ボーナス補償プラン…年収÷12か月の30％以内
で加入時に設定した金額

②被保険者の方がお亡くなりになられた後または、
ケガや病気が治癒し所得喪失率が20%以下と
なった後は保険金はお支払いしません。

（注1）お支払いする保険金の額は、てん補期間※中の就業障
害※である期間1か月について、協定書に定める最高
保険金支払月額※（700,000円）を限度とします。

（注2）協定書に定めるてん補期間を限度とします。
（注3）支払基礎所得額※に約定給付率※を乗じた額が平均

月間所得額※を超える場合は、平均月間所得額を約
定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。

（注4）てん補期間中における就業障害である期間が1か
月に満たない場合または1か月未満の端日数が生
じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保
険金の額を決定します。

（注5）同一の身体障害※により、免責期間※を超える就業
障害が終了した日からその日を含めて6か月以内
に再び就業障害となった場合は、前の就業障害と
同一の就業障害として取り扱います。

（注6）保険金または共済金が支払われる他の保険契約等※

がある場合において、それぞれの保険契約または
共済契約の支払責任額（＊）の合計額が、平均月間所
得額に所得喪失率※を乗じた額を超えるときは、下
記の額を就業障害である期間1か月あたりの保険
金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払

われていない場合は、この保険契約の就業障害
である期間1か月あたりの支払責任額（＊）

・他の保険契約等から保険金または共済金が支払
われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗
じた額から、他の保険契約等から支払われた就業
障害である期間1か月あたりの保険金または共済
金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険
契約の就業障害である期間1か月あたりの支払
責任額（＊）を限度とします。

（＊）他の保険契約等がないものとして算出した支払
うべき保険金または共済金の額をいいます。

【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条
件が異なる場合のご注意】

就業障害※を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガの
原因となった事故発生の時または病気を発病した時がこ
の保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保
険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれ
か低い金額となります。

（次ページに続きます。）

（1）新規加入日から12か月以内に就業障害※になった場
合、就業障害の原因となった身体障害※について、新規
加入日前12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を
受けたとき、治療のために服薬していたとき、または、
通常は医師に診察を受けるような症状が現れていた
ときは、保険金をお支払いできません。

（2）次のいずれかの就業障害に対しては、保険金をお支払い
できません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意また

は重大な過失によって被った身体障害による就業障害
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為に

よって被った身体障害による就業障害
③治療を目的として医師が使用した場合以外における

被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー
等の使用によって被った身体障害による就業障害

④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または
暴動によって被った身体障害による就業障害（＊1）

⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって
被った身体障害による就業障害（＊2）

⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性に
よって被った身体障害による就業障害

⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染によっ
て被った身体障害による就業障害

⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のない
ものによる就業障害（＊3）

⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した
事故によって被ったケガによる就業障害
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車

または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた

状態で自動車または原動機付自転車を運転して
いる間

⑩被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業
障害（＊4）

⑪被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって
被った身体障害による就業障害

⑫発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害（＊5）

など
（3）健康に関する告知の回答内容等により補償対象外と

する病気（＊6）等（保険証券等に記載されます。）による
就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。

（＊1）テロ行為によって発生した身体障害に関しては、自
動セットの特約により保険金お支払いの対象となり
ます。

（＊2）「天災危険補償特約」がセットされた場合、保険金お
支払いの対象となります。

（＊3） 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、
レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳
鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明するこ
とができないものをいいます。

（＊4） 「精神障害補償特約」がセットされた場合、平成6年
10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項
目（＊7）中の次の分類番号に該当する精神障害（統合

（次ページに続きます。）

お支払いする保険金のご説明【団体長期障害所得補償保険】
団体長期障害所得補償保険の普通保険約款、特約または協定書の補償内容および保険金をお支払いしない主な場合をご説明します。詳しくは、ご
契約のしおり（普通保険約款・特約）または協定書をご参照ください。

（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）は保険契約者にお渡しいたします。また、協定書は保険契約者と引受保険会社との間で取り交わしております。

〈ご注意〉
被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含み
ます）により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が
支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。

（注）複数あるご契約のうち、これらの補償が 1 つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなること
がありますのでご注意ください。

1. 被保険者（補償の対象となる方）が身体障害※を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害※が開始した場合に限り、てん補期間※

中の就業障害である期間に対して、保険金の算出の基礎となる支払基礎所得額※を基に協定書記載の方法により算出した額を保険金としてお
支払いします。

2. 被保険者は協定書に規定された方となります。
3. 保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相

当する金額をお支払いします。

普通保険約款の補償内容

（☆）疾病保険金（疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金、疾病通院保険金）、疾病長期入院時保険金
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入セット（＊1）に継続加入の場合で、被保険者が疾病入院（＊2）の原因となった病気（＊3）を発病※した時がこの保険契約の保険期間
の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額

ただし、病気（＊3）を発病した時が、その病気による入院（＊2）を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により
算出した額をお支払いします。

（＊１）疾病長期入院時保険金においては、「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。
（＊２）疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開

始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
（＊３）疾病入院（＊２）の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。

●補償対象外となる運動等
山岳登はん（＊1）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊2）操縦（＊3）、
スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊4）搭乗、
ジャイロプレーン搭乗

その他これらに類する危険な運動
（＊1）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用す

るもの、ロッククライミング（フリークライミングを含み、登る
壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。）をい
います。

（＊2）グライダーおよび飛行船は含みません。
（＊3）職務として操縦する場合は含みません。
（＊4）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト

機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は
含みません。

●補償対象外となる職業
オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争
選手、自転車競争選手（競輪選手）、モーターボート（水上オートバ
イを含みます。）競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みま
す。）、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを
含みます。）、力士

その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

●補償対象外となる主な「携行品」
船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含み
ます。）・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカート
およびこれらの付属品、自転車・ハンググライダ－・パラグライダー・
サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型（無人機等を含みま
す。）およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、補聴器、動
物、植物、株券、有価証券（乗車券等、定期券、通貨および小切手は補
償の対象となります。）、印紙、切手、預金証書または貯金証書（通帳お
よびキャッシュカードを含みます。）、クレジットカード、ローンカード、
プリペイドカード、電子マネー、稿本（本などの原稿）・設計書・図案・証
書（運転免許証およびパスポートを含みます。）・帳簿・ひな形・鋳型・
木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物（印章は
補償の対象となります。）、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコン
ピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ

など
●補償対象外となる主な「受託物」

日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿
本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨
董（とう）、彫刻、美術品、自動車（被牽（けん）引車を含みます。）・原動
機付自転車・船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよび
カヌーを含みます。）・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、左記
の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のため
の用具、動物・植物等の生物、建物（畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理
台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みま
す。）、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物

など

補償対象外となる運動等 / 補償対象外となる職業 / 補償対象外となる主な「携行品」/ 補償対象外となる主な「受託物」

セットする特約 特約の説明

条件付戦争危険等免責に関する
一部修正特約

（自動セット）

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象と
なります。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動をいいます。

天災危険補償特約
（A,A2,A4,A6,AX,B,B2,B4,B6,BX,
C,C2,C4,C6,CXセット）

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。
同様の取扱いとなる保険金

・傷害長期入院時保険金　・先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金
（いずれも天災危険補償特約がセットされているコースにご加入の場合に限ります。）

がん2倍支払特約
（C,C2,C4,C6,CX,CJ,C2Jセット）

被保険者の病気※が特約記載のがん（悪性新生物）※であるとき、その治療※を目的とする入院※および通院※

の期間ならびに手術※および放射線治療※に対して、疾病保険金を2倍にしてお支払いします。この場合、保険
金の請求に関する特約が自動的にセットされます。

同様の取扱いとなる保険金
・疾病長期入院時保険金（がん2倍支払特約がセットされているコースにご加入の場合に限ります。）

保険金の請求に関する特約
（C,C2,C4,C6,CX,CJ,C2J,TC,TCJ,
M1セット）

被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶
者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。

（注）被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族（6親等内
の血族および3親等内の姻族をいいます。）が被保険者に代わって保険金を請求することができます。

本特約が適用される傷病名
・がん（悪性新生物）※

疾病手術保険金等支払倍率変更特約
（B,B2,B4,B6,BX,BJ,B2J,C,C2,C4,
C6,CX,CJ,C2Jセット）

疾病手術保険金について、入院※中に受けた手術※の場合のお支払額を、［疾病入院保険金日額］×20、入院
中以外に受けた手術の場合のお支払額を、［疾病入院保険金日額］×10、疾病放射線治療保険金については、

［疾病入院保険金日額］×20に変更します。

傷害手術保険金支払倍率変更特約
（A,A2,A4,A6,AX,AJ,A2J,B,B2,B4,
B6,BX,BJ,B2J,C,C2,C4,C6,CX,CJ,
C2Jセット）

傷害手術保険金について、入院※中に受けた手術※の場合のお支払額を、［傷害入院保険金日額］×20、入院中
以外に受けた手術の場合のお支払額を、［傷害入院保険金日額］×10に変更します。

【特約の説明】
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
傷害後遺障害

保険金
★ゴルファー
　傷害補償特約

保険期間中のゴルフ場敷地内※にお
けるゴルフの練習中、競技中または指
導中の事故によるケガ※のため、事故
の発生の日からその日を含めて180
日以内に後遺障害※が発生した場合

傷害死亡・後遺障害保険金額
×

約款所定の保険金支払割合（4%〜100%）
（注1）政府労災保険に準じた等級区分ごとに定めら

れた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金
をお支払いします。

（注2）被保険者が事故の発生の日からその日を含め
て180日を超えてなお治療※を要する状態にあ
る場合は、引受保険会社は、事故の発生の日か
らその日を含めて181日目における医師※の
診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、
傷害後遺障害保険金をお支払いします。

（注3）同一の部位に後遺障害を加重された場合は、
既にあった後遺障害に対する保険金支払割合
を控除して、保険金をお支払いします。

（注4）既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある
場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に
お支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し
引いた額が限度となります。また、保険期間を通
じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷
害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

（前ページからの続きです。）
他の症状を訴えている場合に、
それを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないもの※

●入浴中の溺水※（ただし、引受
保険会社が保険金を支払うべ
きケガによって発生した場合に
は、保険金をお支払いします。）

●原因がいかなるときでも、誤嚥
（えん）※によって発生した肺炎

 など
（注）細菌性食中毒およびウイル

ス性食中毒は、補償の対象に
はなりません。

傷害入院 
保険金

★ゴルファー
　傷害補償特約

保険期間中のゴルフ場敷地内※にお
けるゴルフの練習中、競技中または指
導中の事故によるケガ※のため、入院※

された場合（以下、この状態を「傷害入
院」といいます。）

傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数
（注1）傷害入院の日数には以下の日数を含みません。

・事故の発生の日からその日を含めて支払対
象期間※（1,095日）が満了した日の翌日以
降の傷害入院の日数

・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院
保険金を支払うべき日数の合計が支払限度
日数※（180日）に到達した日の翌日以降の
傷害入院の日数

（注2）傷害入院保険金をお支払いする期間中にさら
に傷害入院保険金の「保険金をお支払いする
場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害
入院保険金を重ねてはお支払いしません。

傷害手術
保険金

★ゴルファー
　傷害補償特約

保険期間中のゴルフ場敷地内※にお
けるゴルフの練習中、競技中または指
導中の事故によるケガ※の治療※のた
め、傷害入院保険金の支払対象期間※

（1,095日）中に手術※を受けられた場
合

1回の手術※について、次の額をお支払いします。
①入院※中に受けた手術の場合

傷害入院保険金日額 × 10
②①以外の手術の場合

傷害入院保険金日額 × 5
（注）次に該当する場合のお支払方法は下記のとお

りとなります。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合

傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術
についてのみ保険金をお支払いします。

②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたも
のとします。

③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定
されるものとして定められている手術に該当する
場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたも
のとします。

④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程
で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される
ものとして定められている区分番号に該当する手
術について、被保険者が同一の区分番号に該当
する手術を複数回受けた場合
その手術に対して傷害手術保険金が支払われる
こととなった直前の手術を受けた日からその日を
含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険
金をお支払いしません。

傷害通院
保険金

★ゴルファー
　傷害補償特約

保険期間中のゴルフ場敷地内※におけ
るゴルフの練習中、競技中または指導
中の事故によるケガ※のため、通院※さ
れた場合（以下、この状態を「傷害通
院」といいます。）

（注）通院されない場合で、骨折、脱
臼、靱（じん）帯損傷等のケガを
被った所定の部位※を固定するた
めに医師※の指示によりギプス等※

を常時装着したときは、その日数
について傷害通院したものとみ
なします。

傷害通院保険金日額 × 傷害通院の日数
（注1）傷害通院の日数には以下の日数を含みません。

・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期
間※（180日）が満了した日の翌日以降の傷害通
院の日数

・1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険
金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※（90
日）に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数

（注2）傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院
された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。

（注3）傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷
害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に
該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を
重ねてはお支払いしません。

ご加入にあたっての注意事項 ご加入にあたっての注意事項

NECゴルファー保険（団体総合生活補償保険）
※印を付した用語については、P59〜60の「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

ゴルファー賠償
責任保険金

★ゴルファー
　賠償責任保険
　特約

保険期間中のゴルフの練習中、競技
中または指導中の偶然な事故により、
被保険者（＊）が他人の生命または身体
を害したり、他人の物（ゴルフカート等
他人から借りたり預かったりした物を
除きます。）を壊したりして、法律上の
損害賠償責任を負われた場合

（＊）本人をいいます。ただし、本人が
責任無能力者である場合は、親権
者・法定監督義務者・監督義務者
に代わって責任無能力者を監督
する方（責任無能力者の6親等内
の血族、配偶者※および3親等内
の姻族に限ります。）を被保険者と
します。

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法
律上の損害賠償責任の額

+
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決

日までの遅延損害金
－

被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金
を支払ったことにより代位取得するものがある場

合は、その価額
－

免責金額※（0円）
（注1）1回の事故につき、保険金額が限度となります。
（注2）損害賠償金額等の決定については、あらかじ

め引受保険会社の承認を必要とします。
（注3）上記算式により計算した額とは別に、損害の

発生または拡大を防止するために必要または
有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用
等をお支払いします。

（注4）日本国内において発生した事故については、
被保険者のお申出により、示談交渉をお引受
します。ただし、損害賠償請求権者が同意され
ない場合、被保険者が負担する法律上の損害
賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場
合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ
場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外
の裁判所に提起された場合には示談交渉を行
うことができませんのでご注意ください。

（注5）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類
の特約や引受保険会社以外の保険契約を含
みます。）が他にある場合、補償の重複が生じ
ることがあります。補償内容の差異や保険金
額、加入の要否をご確認いただいたうえでご
加入ください。

●保険契約者、被保険者またはこ
れらの方の法定代理人の故意
による損害

●他人から借りたり預かったりし
た物を壊したことによる損害
賠償責任

●被保険者と同居する親族※に対
する損害賠償責任

●被保険者の使用人（ゴルフの
補助者として使用するキャディ
を除きます。）が業務従事中に
被った身体の障害に起因する
損害賠償責任

●第三者との損害賠償に関する
約定によって加重された損害
賠償責任

●心神喪失に起因する損害賠償
責任

●被保険者または被保険者の指
図による暴行、殴打による損害
賠償責任

●自動車等※の車両（ゴルフ場敷
地内※におけるゴルフカートを
除きます。）、船舶、航空機、銃
器の所有、使用または管理に
起因する損害賠償責任

●戦争、その他の変乱※、暴動に
よる損害

●地震もしくは噴火またはこれら
を原因とする津波による損害

●核燃料物質等の放射性・爆発
性等による損害

 など

傷害死亡
保険金

★ゴルファー
　傷害補償特約

保険期間中のゴルフ場敷地内※にお
けるゴルフの練習中、競技中または指
導中の事故によるケガ※のため、事故
の発生の日からその日を含めて180
日以内に死亡された場合

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
（注1）傷害死亡保険金受取人（定めなかった場合は

被保険者の法定相続人）にお支払いします。
（注2）既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある

場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既
にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差
し引いた額をお支払いします。

●保険契約者、被保険者または保
険金を受け取るべき方の故意
または重大な過失によるケガ※

●闘争行為、自殺行為または犯
罪行為によるケガ

●脳疾患、病気または心神喪失に
よるケガ

●妊娠、出産、早産または流産に
よるケガ

●引受保険会社が保険金を支払
うべきケガの治療※以外の外
科的手術その他の医療処置に
よるケガ

●戦争、その他の変乱※、暴動に
よるケガ（テロ行為によるケガ
は、条件付戦争危険等免責に
関する一部修正特約により、保
険金の支払対象となります。）

●地震もしくは噴火またはこれら
を原因とする津波によるケガ

●核燃料物質等の放射性・爆発
性等によるケガ

●原因がいかなるときでも、頸
（けい）部症候群※、腰痛その

（次ページに続きます。）

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

団
体
長
期
障
害
所
得
補
償
保
険
金

（前ページの続きです。）
①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発

病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発
病した時が就業障害となった日からご加入の継続する期
間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金
額をお支払いします。

（前ページの続きです。）
失調症、躁（そう）病、うつ病等）を原因として発生し
た就業障害は保険金のお支払い対象となります。

（1）F04〜F09 （2）F20〜F51 （3）F53〜F54
（4）F59〜F63 （5）F68〜F69 （6）F84〜F89
（7）F91〜F92 （8）F95　　　 （9）F99

（＊5） 病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいい
ます。

（＊6） その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
（＊7） 分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統

計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要　
ICD‐10（2003年版）準拠」によります。
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ご加入にあたっての注意事項 ご加入にあたっての注意事項

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

ホールインワン・
アルバトロス 
費用保険金

★ホールインワ
ン・アルバト
ロ ス 費 用 補
償特約（団体
総 合 生 活 補
償保険用）

（前ページからの続きです。）
険会社所定のホールインワン・アル
バトロス証明書（＊2）により証明できる
ものに限ります。

（＊1）「達成証明資料」とは、ビデオ映
像等によりホールインワンま
たはアルバトロスの達成を客
観的に確認できる記録媒体に
記録された映像等資料をいい
ます。

（＊2）「引受保険会社所定のホール
インワン・アルバトロス証明書」
には次のすべての方の署名ま
たは記名・押印が必要です。

（a）同伴競技者
（b）同伴競技者以外のホール

インワンまたはアルバトロ
スの達成を目撃した第三者

（達成証明資料がある場
合は不要です）

（c）ゴルフ場の支配人、責任者
またはその業務を代行も
しくは行使する権限を有す
る者

（注）この特約は、ゴルフの競技または
指導を職業としている方が被保
険者となる場合にはセットするこ
とができません。

セットする特約 特約の説明

条件付戦争危険等免責に関する
一部修正特約

（自動セット）

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象と
なります。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動をいいます。

【特約の説明】

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

ゴルフ用品
保険金

★ゴルフ用品
　補償特約

保険期間中のゴルフ場敷地内※にお
けるゴルフ用品（＊）の盗難またはゴル
フクラブの破損・曲損事故が起きた場
合

（＊）「ゴルフ用品」とは、被保険者が所
有するゴルフクラブ、ゴルフボー
ルその他のゴルフ用に設計され
た物および被服類ならびにそれら
を収容するバッグ類をいいます。
ただし、ゴルフ用に設計された物
であっても時計、宝石、貴金属、財
布、ハンドバッグ等の携行品は、含
みません。

（注1）自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内
以外の場所での盗難および破
損・曲損事故に対しては保険金
をお支払いしません。また、ゴ
ルフボールの盗難については、
他のゴルフ用品の盗難と同時
に発生した場合に限り保険金を
お支払いします。

（注2）ゴルフクラブ以外のゴルフ用品
の破損・曲損に対しては保険金
をお支払いしません。

被害物の損害額（被害物の修理費または時価額※の
いずれか低い方が限度となります。）をお支払いしま
す。

（注1）保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険
金額が限度となります。

（注2）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類
の特約や引受保険会社以外の保険契約を含
みます。）が他にある場合、補償の重複が生じ
ることがあります。補償内容の差異や保険金
額、加入の要否をご確認いただいたうえでご
加入ください。

●保険契約者、被保険者または保
険金を受け取るべき方の故意
または重大な過失による損害

●被保険者と同居する親族※の故
意による損害

●ゴルフ用品の自然の消耗、劣
化、性質による変色・さび・かび・
腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自
然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠
陥等による損害

●ゴルフ用品の平常の使用また
は管理において通常発生し得
るすり傷、かき傷、塗装のはが
れ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ
その他外観上の損傷、またはゴ
ルフ用品の汚損であって、ゴル
フ用品が有する機能の喪失ま
たは低下を伴わない損害（ただ
し、ゴルフ用品の盗難によって
発生した損害の場合は、保険金
をお支払いします。）

●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛
失による損害

●戦争、その他の変乱※、暴動によ
る損害（テロ行為による損害は、
条件付戦争危険等免責に関す
る一部修正特約により、保険金
の支払対象となります。）

●地震もしくは噴火またはこれら
を原因とする津波による損害

●核燃料物質等の放射性・爆発性
等による損害

 など

ホールインワン・
アルバトロス 
費用保険金

★ホールインワ
ン・アルバト
ロ ス 費 用 補
償特約（団体
総 合 生 活 補
償保険用）

日本国内のゴルフ場※において被保険
者が達成した次のホールインワン※ま
たはアルバトロス※について、達成のお
祝いとして実際にかかった費用をお支
払いします。
①次のアおよびイの両方が目撃※した

ホールインワンまたはアルバトロス
ア.同伴競技者※

イ.同伴競技者以外の第三者（同伴
キャディ※等。具体的には次の方
をいいます。）
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、
ゴルフ場内の売店運営業者、ワ
ン・オン・イベント業者、先行・後
続のパーティのプレイヤー、公
式競技参加者、公式競技の競技
委員、ゴルフ場に出入りする造
園業者・工事業者　　　　など

（注）原則として、セルフプレー中
に達成したホールインワン
またはアルバトロスは保険
金支払いの対象にはなりま
せん。セルフプレーでキャ
ディを同伴していない場合
は、同伴キャディの目撃証
明に替えて前記イの目撃
証明がある場合に限り保険
金をお支払いします。

②達成証明資料（＊1）によりその達成を
客観的に証明できるホールインワン
またはアルバトロス

なお、対象となるホールインワンまた
はアルバトロスは、
●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場

で、パー35以上の9ホールを正規に
ラウンドし、

●1名以上の同伴競技者と共に（公式
競技の場合は同伴競技者は不要で
す。）プレー中のホールインワンまた
はアルバトロスで、

●その達成および目撃証明を引受保
（次ページに続きます。）

次の費用のうち実際に支出した額
ア.贈呈用記念品購入費用（＊1）

イ.祝賀会に要する費用
ウ.ゴルフ場※に対する記念植樹費用
エ.同伴キャディ※に対する祝儀
オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢

献、自然保護（＊2）またはゴルフ競技発展に役立つ
各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、
記念植樹を認めないゴルフ場においてホール
インワン※またはアルバトロス※を記念して作成
するモニュメント等の費用（ただし、保険金額の
10%が限度となります。）

（＊1）贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品
券等の物品切手、プリペイドカードは含まれま
せん。ただし、被保険者が達成を記念して特に
作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含
みます。

（＊2）自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進
会への寄付をご希望される場合などを含みま
す。

（注1）保険金のお支払額は、1回のホールインワンま
たはアルバトロスごとにホールインワン・アル
バトロス費用保険金額が限度となります。

（注2）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（引受保険会社、他の保険会社を
問いません。）ご加入の場合、ホールインワン・
アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に
合算されず、最も高い保険金額が限度となり
ます。

（注3）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類
の特約や引受保険会社以外の保険契約を含
みます。）が他にある場合、補償の重複が生じ
ることがあります。補償内容の差異や保険金
額、加入の要否をご確認いただいたうえでご
加入ください。

（注4）保険金のご請求には、引受保険会社所定の
ホールインワン・アルバトロス証明書および各
種費用の支払いを証明する領収書等の提出
が必要となります。

●日本国外で達成したホールイン
ワン※またはアルバトロス※

●ゴルフ場※の経営者が、その経
営するゴルフ場で達成したホー
ルインワンまたはアルバトロス

●ゴルフ場の使用人（＊）が実際に
働いているゴルフ場で達成した
ホールインワンまたはアルバト
ロス

 など
（＊）「ゴルフ場の使用人」には、臨

時雇いを含みます。



59 60

ご
加
入
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項

ご
加
入
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項

（前ページからの続きです。）
●「所得」とは、業務に従事することによって得られる給与所得、事業所

得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害※となることにより
支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業障害
の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。

●「所得喪失率」とは、次の算式によって算出された割合をいいます。

割
合=1－

免責期間※終了日の翌日から起算した各月における回復所得額※

免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
ただし、所得※の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事
情の影響があった場合、または身体障害※の程度や収入の状況の
勘案が必要な場合は、所得喪失率の算出につき公正な調整を行う
ものとします。

●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および３親等内の姻族をいい
ます。

●「身体障害」とは、傷害（「ケガ」といいます）および疾病（「病気」といい
ます）をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みま
す。

●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、
厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生
労働大臣が定めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限
ります。）をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療
機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の
事由によって、変動します。

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装
反乱その他これらに類似の事変をいいます。

●「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。

●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診

療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を
含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受
領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン
診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点
数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1
回のみ通院したものとみなします。

●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「てん補期間」とは、引受保険会社が保険金をお支払いする限度とす

る期間で、免責期間※終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載
された期間をいいます。「精神障害補償特約」がセットされた場合、こ
の特約による保険金のお支払いは、基本契約のてん補期間※にかかわ
らず、免責期間終了日の翌日から起算して「24か月」が限度です。

●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロ
ス※を達成したゴルフ場※に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者
としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用して
いたキャディをいいます。

●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※

を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
●「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成10年法律第114号）第6条に規定する次のいず
れかの感染症をいいます。
①一類感染症
②二類感染症
③三類感染症
④新型コロナウイルス感染症（注1）

⑤指定感染症（注2）

（注1）新型コロナウイルス感染症とは、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）
第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータ
コロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人
民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有
することが新たに報告されたものに限ります。）であるもの
に限ります。

（注2）指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律（平成10年法律第114号）第7条第1項の規
定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適
用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定め
られている場合に限ります。

●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入
り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事
実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および戸籍上の性
別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態
にある方を含みます。

●「発病」とは、医師※が診断（＊）した発病をいいます。ただし、先天性異
常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることを
いいます。

（＊）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。

なお、団体総合生活補償保険（MS&AD型）で被保険者が病気によっ
て被ったケガについては、病気として取り扱います。

●「平均月間所得額」とは、被保険者の就業障害※が開始した日の属す
る月の直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。
ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業
を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的か
つ合理的な方法により計算します。

平均月間
所得額 =

（年間収入額（＊1））ー（働けなくなったことにより支出を免れる金額（＊2））
12（か月）

（＊1） 給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前
の収入で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。
就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合には
これも含みません。

（＊2） 被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のう
ち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。

●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療

料の算定対象として列挙されている診療行為
②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為

（注）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算
定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点
数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されてい
る診療行為を含みます。

●「ホールインワン」とは、各ホールの第１打が直接カップインすること
をいいます。

●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責期間」とは、保険金をお支払いしない協定書に記載された就業

障害※が継続する期間をいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額

から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたこと

を、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者か
ら呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当し
ません。

●「約定給付率」とは、保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率
をいいます。

●「要介護状態（要介護2以上の状態）」とは、次のいずれかに該当
する状態をいいます。
①公的介護保険制度※の第1号被保険者（65才以上）
　要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態
②公的介護保険制度の第2号被保険者（40才以上65才未満）
　要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が

公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病（初老
期における認知症等の16疾病）に該当しない場合は、要介護2
以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が
必要な状態とします。

③公的介護保険制度の被保険者以外（40才未満）
　要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により

介護が必要な状態

A22-100831　承認年月：2022年8月

代理店・扱者：NECファシリティーズ株式会社
住所：〒105-0014　東京都港区芝2-22-12 NEC第二別館
電話：03-3455-1139

引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社
住所：〒101-8011　東京都千代田区神田駿河台3-11-1
電話：03-3259-6667

ご加入にあたっての注意事項 ご加入にあたっての注意事項
安心丸（団体総合生活補償保険（MS&AD型））／NEC長期休業サポート（団体長期障害所得補償保険）／NECゴルファー保険（団体総合生活補償保険）

【※印の用語のご説明】（五十音順）

●「アルバトロス」とは、ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数
よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。

●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の
病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気と
して取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患ま
たは腎臓疾患等をいいます。

●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えて
いる場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検
査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明す
ることができないものをいいます。

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
特約名称 特約固有の「医師」の範囲

救援者費用等補償特約 救援対象者※以外の医師
介護一時金支払特約 保険契約者、被保険者または保険金を受

け取るべき方以外の医師親介護一時金支払特約
●「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日（＊）からその日を含

めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※

（これと医学上因果関係がある病気※を含みます。）によって再度疾
病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせ
て「1回の疾病入院」として取り扱います。

（＊）疾病長期入院時保険金においては、「退院日の翌日」を「退院日」
と読み替えます。

●「回復所得額」とは、免責期間※開始以降に業務に復帰して得た所得※の
額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった
場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。

●「がん（悪性新生物）」には、上皮内新生物を含みます。
抗がん剤治療特約においては、上皮内新生物を含みません。

●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその
他これらに類するもの（硬性コルセット、創外固定器、その他医学上
ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバン
ド、軟性コルセット、サポーター、頸（けい）椎カラー、厚紙副子、ニー
ブレース等は含まれません。）をいいます。

●「キャンセル費用」とは、サービスの提供を受けられない場合にかか
る取消料、違約金等、そのサービスに係る契約に基づき、払戻しを受
けられない費用または支払を要する費用で、被保険者に対して提供
されるサービスに係る費用に限ります。ただし、被保険者がサービス
の提供を受けられなくなった場合において、被保険者に同行する被
保険者の配偶者※もサービスの提供を受けられなくなったときは、配
偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。

●「救援者」とは、救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処
理を行うために現地へ赴く救援対象者の親族※（これらの方の代理
人を含みます。）をいいます。

●「救援対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競

技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
（＊）いずれもそのための練習を含みます。

●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害

をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的
間隔がないこと」を意味します。

「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとっ
て予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。

「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用に
よること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。

「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時
に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状（＊）を含
み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒

（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除
きます。

●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位（指、顔面等は
含まれません。）をいいます。
・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。

以下同様とします。）または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分（中手骨、中足骨

およびそれらより指先側は含まれません。）。ただし、長管骨を含め
ギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。

・肋骨・胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。ただし、体幹部にギプ
ス等の固定具を装着した場合に限ります。

●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、
被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機
能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付

けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。
●「公的介護保険制度」とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることを

いいます。
●「ゴルフ場」とは、ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設
（ゴルフ練習場を含みます。）をいいます。ホールインワン・アルバト
ロス費用補償特約（団体総合生活補償保険用）においては、日本国
内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上
を有するものをいいます。

●「ゴルフ場敷地内」とは、ゴルフ場※として区画された敷地内をいい、
駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のため
に使用される部分を除きます。

●「最高保険金支払月額」とは、1被保険者について、1か月あたりの保
険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。

●「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険
の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得する
のに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を
購入したときの金額より低い金額となる場合があります。

●「時価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対
象の価額であって、再調達価額※から使用による消耗分を差し引い
た金額をいいます。

●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払基礎所得額」とは、ご加入者ごとに以下のとおりに設定してい

ただきます。
長期補償プラン：年収÷12か月の60％以内で加入時に設定した金額
ボーナスプラン：年収÷12か月の30％以内で加入時に設定した金額
短期補償プラン：年収÷12か月の10％以内で加入時に設定した金額

●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度とな
る日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日
数とします。

適用される保険金の名称
・傷害入院保険金
・傷害通院保険金
・疾病入院保険金
・疾病通院保険金

●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれに
ついて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※

が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間
をいいます。

適用される保険金の名称
・傷害入院保険金
・傷害通院保険金
・疾病入院保険金
・疾病通院保険金

●「就業障害」とは、被保険者が身体障害※を被り、その直接の結果として
就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。てん
補期間※開始後においては、身体障害により、被保険者が身体障害発
生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事す
ることができず、かつ所得喪失率※が20%超であることをいいます。
免責期間※中においては、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業
務にも従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後
は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。

●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条（酒気帯び運転等の禁止）
第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをい
います。

●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定

対象として列挙されている診療行為（＊1）。ただし、創傷処理、皮膚切
開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整
復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。

②先進医療※に該当する診療行為（＊2）

（＊1）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象
として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表
においても手術料の算定対象として列挙されているものを含
みます。

（＊2）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を
用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すもの
に限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為
ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射
線照射および温熱療法による診療行為を除きます。

●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みま
す。）、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをい
います。

（次ページに続きます。）
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3つのメリット団体扱自動車保険の

32.5%
大口団体割引NECグループは

割引!!
ご家族の方が所有・使用のお車なら

2台目もOK!
ご自身のお車だけでなく、

ご家族が所有・使用する
お車・バイクも32.5%割引で
ご契約いただけます。

簡単・便利！
お支払いは給与控除だから便利です。

さらにお支払いも

（退職者さまは口座振替）

●お車の買い替えなど、ご契約内
容が変更の時も原則、現金のや
りとりはありません。
●一定の条件を満たせば、退職後
も口座振替で継続できます。

※配偶者および、本人または配偶者の同居
の親族もしくは別居の扶養親族が所有・
使用するお車も団体扱の対象となります。
※ご契約者は従業員さまおよび退職者さま
となります。

※大口団体割引は、2022年3月1日～
2023年2月28日までの間に始期日があ
るご契約に適用されます。なお、大口団
体割引は、団体全体のお引受実績に応じ
て毎年3月1日に見直されます。なお、事
故の実績が高くなった場合は、割引率が
ダウンすることがあります。
※大口団体割引が適用されない団体契約
と比べた割引率です。

安心の国内大手損保会社、三井住友海上の
自動車保険を32.5%割引!!

※NECグループの団体扱自動車保険に切り替えた場合は、他の保険会社やJA共済・全労済等で
　適用されていた等級別の割増引がそのまま継承されます。（一部共済を除きます。）

ドラレコ出張取付サービスを
特別価格でご提供！

オイル交換や安心点検が
無料で受けられます！

NEW

※一部対象外地域があります。 ※1保険年度につきそれぞれ1回のご利用に限ります。

もう2つのメリットさらに だけの
サービス詳細はこちら▶

団体扱自動車保険

ご契約いただける方（ご契約者）は…

保険の対象となる方※は…

●在籍出向されている方も「社員」に含みます。
●雇用される期間が1年未満の方（アルバイト、臨時雇の方など）はご契約いただけません。社員

保険契約者
ご本人または
配偶者

① ①の方の同居の
ご親族② ①の方の別居の

扶養親族③

※「記名被保険者」および「ご契約のお車の所有者」を指します。
●「記名被保険者」と「ご契約のお車の所有者」が上記の範囲内の方であれば、それぞれ異なっていても構いません。

※保険期間の中途で、保険契約者・記名被保険者・ご契約のお車の所有者のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合には、NECファシリ
ティーズまたは引受保険会社にご連絡ください。

NECグループ専用
団体扱自動車保険

「くるまもーる」はNECグループ団体扱自動車保険のペットネームです。
【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社

ご契約いただける方（ご契約者）は…

保険の対象となる方※は…

●在籍出向されている方も「社員」に含みます。
●雇用される期間が1年未満の方（アルバイト、臨時雇の方など）はご契約いただけません。社員

保険契約者
ご本人または
配偶者

① ①の方の同居の
ご親族② ①の方の別居の

扶養親族③

団体扱火災保険
メリット

1
「NECグループ大口団体割引※」により、保険料を10%割引
※大口団体割引は、2022年3月1日〜2023年2月28日の間に保険始期日があるご契約に適用されます。
　（ただし、地震保険には適用されません。）なお、大口団体割引は、団体全体のお引受実績に応じて毎年3月1日に見直されます。
※2023年3月1日以降にお申込される場合は、NECファシリティーズにご確認ください。

●地震保険料控除をご存知ですか?
地震保険は、2007年1月に創設された「地震保険料控除」により、国税（所得税）および地方税（個人住民税）に
おいて税制上のメリットを受けることができます。ぜひ地震保険へのご加入も併せてご検討ください。
・国税（所得税）⇒年間5万円限度　・地方税（住民税）⇒年間2.5万円限度 （2022年5月現在）

POINTPOINT

※保険期間の中途で、保険契約者・記名被保険者のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合には、NECファシリティーズまたは引受保険会社にご確認ください。
※このチラシは保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧ください。

団体扱火災保険をご契約いただけるのは、ご契約者・記名被保険者が、それぞれ以下に該当する場合となります。
＜団体扱について＞

ただし、次の場合に限り、「④保険契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族」を記名被保険者とすることができます。
・①〜③の方が、④の方と共有する物件を保険の対象とする場合　・①〜③の方が使用し、④の方が所有する物件を保険の対象とする場合

大口団体割引
10%

メリット

2
保険料は給与からの引去り
ご契約時に現金は不要です。始期月の2か月後の給与からの引去りとなります。

NECグループ団体扱自動車保険「くるまもーる」は
ワンランク上の安心と満足をご提供します。

大口団体割引
32.5%

過去
最大  !!

インターネットでくるまもーるを簡単お見積り♪紹介動画は
こちら！

1 お手持ちのスマートフォン等で以下
二次元コードを読み取りもしくはURLから検索

4 試算結果から、相談連絡をすることも可能
担当者よりご連絡いたします

2 試算サービス画面下の
「試算スタート」ボタンをクリック

3 契約条件を入力し、試算完了

URL https://www.necf.jp/hoken/item/car/
necg/index.html#anc-01

ご希望のプランの
「このプランに決定」
ボタンをクリックし、
ご連絡先を入力くだ
さい



お問い合わせは

NEC長期休業サポートNECゴルファー保険安 心 丸 団体扱火災保険団体扱自動車保険
（くるまもーる）

自由グループ保険

本紙は古紙回収できます

【引受保険会社】　三井住友海上火災保険株式会社 総合営業第二部第一課　〒101-8011  東京都千代田区神田駿河台3-11-1　TEL. 03-3259-6667

住宅サービスのご案内
当社ではお住まいに関するご相談（売買・賃貸・建築・リフォーム）も承っております。
詳しくはハウジングHPをご確認ください。（https://www.necf.jp/housing/index.html） ID:estate PW：nefnef  

住友生命保険相互会社 法人サービス室
TEL. 0120-357224　月曜日～金曜日 午前9時～午後5時（祝日・12月31日～1月3日を除く）

NECファシリティーズ全国お問い合わせ先一覧

保険金請求手続きのお問い合わせ先

NECファシリティーズ株式会社 〒105-0014  東京都港区芝2-22-12 NEC第二別館　TEL. 03-3455-1139

NECファシリティーズ　カスタマーサポート部（保険金請求担当） 三井住友海上事故受付センター
0120-258-189（無料）

事故はいち早く
フリーダイヤル

ダイヤルイン 03（3455）1134
フリーダイヤル 0120-120-488（無料）

保険金請求
WEB

TELNET 8-117-7355

WEBからも事故のご連絡・ご請求ができます。24時間365日ご利用できます。
●事故の連絡から保険金請求まで完結できます。※利用条件あり
●必要書類を写真やPDFなどでアップロードします。
　診断書（ケガ・病気）や見積書・写真（携行品）など請求内容によって
　必要書類は変わります。

　下記URLもしくは右記の二次元コードからお手続きください。
　https://www.necf.jp/ins/asjiko/
　対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。

TEL

  03-3455-1139
（0120-117-212）
03-3455-1131
03-3798-9248
03-3455-1132
03-5232-6200
04-7185-7766

044-435-1743
042-333-8936
055-243-4287
011-231-0190
023-615-1481
022-223-5712
052-857-1512
076-273-4343
06-6945-3681
082-512-1385
096-285-9885
092-400-0394

テルネット

8-117-7366
8-117-7322
8-10-62488
8-117-7333
8-116-5550
8-26-25885

8-22-31071
8-23-37088
8-547-6290
8-411-2211
8-432-200
8-441-4181
8-556-782
8-901-3150
8-60-64800
8-651-4153
 －
8-711-6500

文書メール

117-7311
117-7311
10-62488
117-7311
116-5550
26-25885

22-10610
23-37088
コンピュータT-6290
411-2211
 －
441-4181
550-780
599-NECファシリティーズ
60-64800
651-NECファシリティーズ
 －
711-6500

カスタマーサポート部
センターサービス第一部
　NEC本社保険センター
センターサービス第二部
　三田国際ビル保険センター
　我孫子保険センター
センターサービス第三部
　玉川保険センター
　府中保険センター
　甲府保険センター
北海道支社
山形支社保険部
東北支社保険部
中部支社保険部
中部支社北陸支店
関西支社保険部
中四国支社保険部
九州支社保険部（熊本）
九州支社保険部（福岡）
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