契約概要・注意喚起情報【生命保険】
家族年金コース（死亡保障）
（こども特約付年金払特約付団体定期保険）
医療保障コース（入院保障）
（家族特約付医療保障保険（団体型））

❻ ご照会・ご相談窓口

新規加入の例
保障はありません
保険期間

❺ 引受保険会社（事務幹事会社）

意向確認【ご加入前のご確認】

❷ 加入資格・保険期間・保障内容・保険料・
保険金等のお支払い（支払事由）
本パンフレットの該当ページをご覧ください。

家族年金コース
（死亡保障）

保障内容
保険料

支払
事由

P7
P8

医療保障コース
（入院保障）

P14

P11
P8

❸ 配当金

家族年金コース（死亡保障）、医療保障コース（入
院保障）は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金
が生じた場合は配当金としてお返しします。

❹ 脱退による返戻金

家族年金コース（死亡保障）、医療保障コース（入
院保障）は、脱退（解約）による返戻金はありま
せん。
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この保険は、団体を契約者とする保険契約であ
り、クーリング・オフの適用はありません。な
お、責任開始期（加入日＊）前のお申込みの取り
消し等については本パンフレット記載の団体窓
口にお問い合わせください。

❷ 告知に関する重要事項

■現在および過去の健康状態などについて、あ
りのままにお知らせいただくことを告知といい
ます。申込書兼告知書で当社がおたずねする
ことについて、事実のありのままを、正確にも
れなくご確認いただき、お申込みください。
■企業・団体の社員・職員、保険会社の職員等
に口頭でお話しされても告知していただいた
ことにはなりませんので、申込書兼告知書に
おける告知内容をご確認のうえ、お申込みく
ださい。
■正しく告知をいただけない場合は、「告知義
務違反」としてご契約が解除され保険金をお
支払いできないこともあります。

❸ 責任開始期（加入日＊）

■ご提出された申込書兼告知書に基づき、引受
保険会社がご加入を承諾した場合、本パンフ
レット記載の保険期間の始期からご契約上の
責任を負います。この保障が初めて開始する
日を責任開始期（加入日＊）といいます。次の
図 の と お り、責 任 開 始 期（加 入 日＊）は 申 込
日・告知日（申込書兼告知書を記入・提出し
た日）とは異なります。

■ご契約者である企業・団体の社員・職員、ま
たは保険会社の職員等には保険へのご加入を
承諾し、責任を開始させるような代理権があ
りません。

❹ 保険金等をお支払いできない主な場合

■責任開始期（加入日＊）前に発生した病気やケ
ガを原因とする場合は、告知いただいている
内容に関わらず、原則として保険金等をお支
払いできません。
高度障害保険金の例
病気・ケガ

高度障害状態

× 支払対象外

保険期間
▲
申込日・告知日
（申込書兼告知書を
記入・提出した日）

▲
責任開始期
（加入日）

■責任開始期（加入日＊）から起算して所定の期
間以内に被保険者が自殺した場合、保険金等
をお支払いできません。
■上記を含め保険金等をお支払いできない場合
については、本パンフレットの該当ページを
ご覧ください。
家族年金コース（死亡保障） P11 、
医療保障コース（入院保障） P11

❺ 生命保険契約者保護機構

引受保険会社は、生命保険契約者保護機構（以
下「保護機構」といいます。）に加入しています。
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、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、ご契約時の保険金額、年金額、給付金
額等が削減されることがあります。詳細につい
ては、保護機構までお問い合わせください。
（ホームページ http://www.seihohogo.jp/）

告知
【お申込み時の告知】
等に関するご照会先
明治安田生命保険相互会社
団体保険ご照会窓口 0120－661－320
受付時間 平日（土曜・日曜・祝日・年末・
年始は除く）9：00 ～ 17：00
■この制度に係る指定紛争解決機関は（一社）生
命保険協会です。
（一社）生命保険協会「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・苦情をお受けしてお
ります。また、全国各地に「連絡所」を設置し、
電話にてお受けしております。
（ホームページ https://www.seiho.or.jp/）
■なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けた
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 ヵ月を経過しても、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、契約
者等の正当な利益の保護を図っております。

契約概要・注意喚起情報

企業・団体の従業員・所属員等の方のために、
企業・団体を保険契約者として運営する保険商
品です。

保険
期間

（＊）保障額を増額する場合、増額部分について「加
入日」を「増額日」と読み替えます。

本パンフレット記載の団体窓口または
引受保険会社（事務幹事会社）

▲
責任開始期
（加入日）

制度の取扱い

❶ 商品の仕組み

加入
資格

注意喚起情報【特に重要なお知らせ】

❶ お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）

契約概要【ご契約内容】

制度名

※ただし、家族年金コース（死亡保障）、医療保
障コース（入院保障）は本パンフレット記載の
複数の保険会社でご契約をお引受けし、明治
安田生命保険相互会社は他の引受保険会社の
委任を受けて事務を行ないます。引受保険会
社は、それぞれの引受金額により保険契約上
の責任を負います。なお、引受保険会社等は、
変更されることがあります。

▲
申込日・告知日
（申込書兼告知書を
記入・提出した日）

制度内容のご案内

ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、
ご加入に際して特にご注意いただきたい事
項を【注意喚起情報】に記載していますので、
ご加入前に必ずお読みください。また、各
事項の詳細につきましては本パンフレット
の該当箇所を必ずご参照ください。ご加入
にあたっては、【契約概要】
【注意喚起情報】
および本パンフレットの内容とあわせて、
保障内容・保険金額・保険料等がご意向に
沿った内容となっているか、ご確認のうえ
お申込み（新規加入・増額）ください｡

明治安田生命保険相互会社
本社：東京都千代田区丸の内2－1－1

制度内容【保障内容・保険料・配当金・
各種手続き】等に関するご照会先

❼ 保険金などのお支払いに関する手続き等の
留意事項

■保険金・給付金などのご請求は、団体（ご契
約者）経由で行なっていただきますので、保
険金・給付金などのお支払事由が生じた場合
だけでなく、支払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、
速やかに本パンフレット記載の団体窓口にご
連絡ください。
■保険金・給付金などのお支払事由が生じた場
合、ご加入のご契約内容によっては、複数の
保険金・給付金などのお支払事由に該当する
ことがありますので、十分にご確認ください。
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契約概要・注意喚起情報【損害保険】
医療費支援コース（医療保険）

引受損害保険会社の経営が破綻した場合等にお
いて、この保険は契約者保護の仕組みである「損
害保険契約者保護機構」の補償対象となります。

❺ 引受損害保険会社

意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、
ご加入に際して特にご注意いただきたい事
項を【注意喚起情報】に記載していますので、
ご加入前に必ずお読みください。また、各
事項の詳細につきましては本パンフレット
の該当箇所を必ずご参照ください。ご加入
に あ た っ て は、【契 約 概 要】・【注 意 喚 起 情
報】および本パンフレットの内容とあわせ
向に沿った内容となっているか、ご確認の
うえお申込みください。

契約概要【ご契約内容】
企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者
とし、企業・団体を保険契約者として運営する
保険商品です。

❷ 加入資格・保険期間・補償内容・保険料・
保険金のお支払い（支払事由）
本パンフレットの該当ページをご覧ください。

医療費支援
コース

加入
資格

保険
期間

補償内容
保険料

支払
事由

P10

P14

P9

P13

※保険料は、毎回の更改時にご加入者数等に基
づき、ご契約ごとに算出し変更することがあ
ります。
※主な免責事由については、本パンフレットの
【注意喚起情報】
❹ 保険金をお支払いできない
主な場合をご覧ください。

❸ 満期返れい金・配当金
この保険には、満期返れい金・配当金はありま
せん。

❶ お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）
この保険は、ご加入のお申込みの撤回（クーリ
ング・オフ）の適用がありません。

❷ 告知義務・通知義務等
（１）お申込時にご注意いただきたいこと（申込書兼
告知書記載上の注意事項）
健康状態について
お申込時においては事実を正確に告知する義
務（告知義務）があります。その告知した内容
が事実と違っている場合には、ご契約のその
被保険者（保険の対象となる方）に対する部分
を解除し、保険金をお支払いできないことが
あります。特に、健康状態については十分ご
注意ください。
（２）お申込後にご注意いただきたいこと
被保険者による保険契約の解除請求について
医療費支援コースでは、被保険者となること
に同意した事情に著しい変更等があった場合
は、被保険者から保険契約の解除請求をする
ことができますので、企業・団体窓口にご連
絡ください。

❸ 責任開始期
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初
日の午前0時に始まります。

❹ 保険金をお支払いできない主な場合
■責任開始期前に発生した病気やケガを原因と
する場合は、告知いただいている内容に関わ
らず、原則として保険金をお支払いできませ
ん。
■上記を含め保険金をお支払いできない場合に
ついては、本パンフレットの該当ページをご
覧ください。
医療費支援コース P13

保険金支払事由が生じた場合には、遅滞なく企
業・団体窓口または引受損害保険会社にご連絡
ください。

❼ ご照会・ご相談窓口
制度内容等に関する照会・相談窓口
制 度 内 容 等 に 関 す る ご 照 会・ご 相 談 は、
「パンフレット」記載の企業・団体窓口へ
お問い合わせください。
引受損害保険会社の苦情・相談窓口
損害保険に関する苦情・相談等は、
下記にご連絡ください。
明治安田損害保険株式会社 お客さま相談室
0120－255－400
［フリーダイヤル（無料）］
【受付時間】午前9時～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）

契約概要・注意喚起情報

❶ 商品の仕組み

注意喚起情報【特に重要なお知らせ】

❻ 事故が起こった場合等のご連絡先

制度の取扱い

て、補償内容・保険金額・保険料等がご意

明治安田損害保険株式会社
本社：東京都千代田区神田司町2－11－1
電話番号：03－3257－3177
（営業推進部）

制度内容のご案内

特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、

制度名

❺ 保険会社破綻時等の取扱い

一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター（指定紛争解決機関）
引受損害保険会社は、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。引受損
害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
解決の申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
0570－022808［ナビダイヤル（有料）
］
【受付時間】午前9時15分～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）
詳しくは、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。
（http://www.sonpo.or.jp/）

❹ 脱退による返れい金
この保険には、脱退による返れい金はありませ
ん。
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