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　神奈川県美容業生活衛生同業組合の組合員とその家族・従業員とその家族の方々が対象です。
 
  

このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。

ご不明な点等がある場合には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
今回更新いただく内容に一部改定があります。補償内容・保険料等の主な改定点は別紙のとおりとなりますので、
今年度募集のパンフレット等とあわせてご確認ください。

　KBK 神奈川県美容業生活衛生同業組合  

団体総合生活保険 1. 所得補償 P3 
2. がん補償 p4

3. 個人賠償 P6

お申込みQＲ

　

団体割引 10%

新型コロナウイルス関連肺炎（以下、新型コロナ）は疾病に該当するため、保険期間中
に新型コロナに罹患し働けなくなった際の就業不能についても補償します。
新型コロナの感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設
（ホテル等の宿泊施設を含みます。）または自宅において入院と同等の療養をする場合も
「入院」として取り扱います。(※) 医師の証明書等が必要です。

＊新型コロナウイルス感染症に関する「入院」の特別取扱いについて

4. 介護補償 P7

インターネット (スマホでも )
お申込・完結できます。

組合員・従業員・ご家族の皆さまへ

5. ご加入方法 P10

2022年9月26日以降より特別取扱が変更となリます。 
詳しくは最終ページをご確認ください。
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私、経営者で組合員 私たち、組合員の家族

私、従業員26歳私、従業員32歳

私、従業員の家族

組合員とそのご家族
　　　　　　　　( 配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟、および組合員と同居されている親族の方 )

KBK団体総合生活保険にご加入いただける方々
団体割引 10%

 引受保険会社

従業員とそのご家族
　　　　　　　　( 配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟、および従業員と同居されている親族の方 )

ご加入いただけるのは (保険の対象となる方 )

所得補償・がん補償・個人賠償・介護補償



所得補償1

  ２

病気やケガで働けない間、月々の所得
が補償されます。＊最長１年間の補償
＊骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなく
なった場合についても、保険金をお支払いします。
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入院はもちろん、自宅療養も補償され
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事業主が従業員全員に掛けた場合、条件を満た
せば掛け金は損金または必要経費になります。

ご加入いただけるのは

組合員とそのご家族
従業員とそのご家族です。

生命保険は治療のために、
所得補償は家族・従業員・お店のために

(免責期間 ( 保険金をお支払しない期間 )）
Aﾀｲﾌﾟ７日間またはBﾀｲﾌﾟ４日間
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　　ﾜｲﾄﾞ　Ｂﾀｲﾌ（゚免責期間４日間＋天災サポート）
　

　　ｴｺﾉﾐｰ　Ａﾀｲﾌ（゚免責期間７日間）
Қﾀｲﾌﾟ

1所得補償の補償タイプと保険料（美容師の場合）

3

補償期間　
１年 ( てん補期間 )(※1 保険
金をお支払いする 1事故あた
りの限度期間 )

保険金額　
月々100,000 円の
補償（1口）(最長 1年間 )

加入口数　　
１口～１０口まで

加入対象年齢　新規
加入は１５歳以上

※団体契約の始期日時点の満
年齢をいいます。　

※免責期間とは保険金をお支払いできない期間です。

私、従業員33歳、2口の月々２０万円の補償(Aﾀｲﾌ゚ 掛金1,960円)に申込みます！例）

保険料計算方法
ご自身の年齢の掛金

円

加入口数　

口

月々の掛金

× =

※所得補償保険金額は平均月間所得額※2の範囲内、かつ、10口以内で設定してください。
※保険料は保険の対象となる方 (被保険者 )のお仕事の内容や年齢 (団体契約の初日時点の満年齢をいいます。)によって異なります。上記保険料は、美容師の
 　 方 ( 基本級別２級 )の方を対象としたものです。美容師以外の方はパンフレット等記載のお問合せ先までご連絡ください。

Ｂ
加入ﾀｲﾌﾟ

※2  直前１２か月における保険の対象となる方 (被保険者 )ご本人の所得※3の平均月額をいいます。
※3「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および
　　「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。

Ａ

年　齢

満15～19歳
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69

490 円

エコノミー ワ イ  ドA タイプ B タイプ
天災サポート な し 免責期間 7日        天災サポート あ り 免責期間 4日

700 円

   790円
円

1,220 円
1,520 円

1,820 円

2,370 円

2,250 円

2,110 円

3,550 円

570 円

   840 円
   940 円
1,150 円

1,420 円

1,760 円

2,070 円

2,660 円

2,560 円

2,400 円

3,990 円

70～85  ＊７０歳以上の保険料は、ご継続書類または代理店・引受保険会社でご確認ください。

   980

年間最高 1,200 万円
(１０口加入の場合 )
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がん補償　2
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もちろん、所得補償でがん
による就業不能は補償されます
が、がん補償はがんと診断確定
された場合＊1や、その治療のた
めの入院や手術費用をお支払い
する、がんと徹底的に闘うための
補償です。
所得補償にプラスしてお申込み
ください。

入院一日目からお支払い
がんで入院された時、入院保険金
は1日目から、支払日数の制限なく
入院保険金をお支払いします。

初期のがんも補償対象「上皮
内新生物」  や「白血病」　　も補償対
象にな り ます。

再発・転移しても安心
がん診断保険金は、初めてがんと
診断された時はもちろん、継続前
契約で既に診断確定されたがんが一
旦治ゆ した後の再発 ・転移や、௺ἱἼ 
ὥᄁ Ἢ ἱ Ἲ  Ἱ ὔ ẪἯὐἹὀἜ
ۂἽἝἝὡὛずお支払い し ます。
※支払事由に該当 した最終の診断確定日 
からその日を含めて1年以内であるときは、が
ん診断保険金をお支払いできません。

ご加入の際、医師の診査
は不要です。
加入依頼書にあなたの健康状
態を正しくご記入いただけれ
ばＯＫです。（告知いただいた内容
によっては 、ご加入をお断りすることがあ り 
ます。）

ご本人として本保険にご加入
いただけるのは、神奈川県美容業
生活衛生同業組合の組合員とその
家族および従業員とその家族の方
です。（Ｐ1参照）

１００万円
がんと診断確定されたら１００万円
＊1、保険金（一時金）としてお支払
い。

一生のうちおおよそ二人に一
人が癌と診断されると言われて
います。

私、従業員28歳　月々320円で申込みます！
自転車にも乗るので個人賠償（月々１8  0円）もつけます。

がん手術

がん退院後
療養

がん通院

がん重度
一時金

がん特定手術

100 万円
10,000 円

10 万円・20 万円・40 万円
10 万円
7,500
100 万円

50 万円

1 

1 1

がんで手術をしたときに、手術の種類に応じて1回につき＊2

がんで20日以上継続して入院し、生存して退院したとき

がんで20日以上継続入院し、その前後に通院したときに1日に
つき＊4

がんで所定の重度状態（がんの進行度がステージⅣに該当する
と診断  確定された状態）となったときに、一時金として

がんで胃全摘除術、片側肺全摘除術等、所定の手術をしたとき

1 

ṟ Ṝ 45

お支払いする保険金　(１口)あたり)

円



年　齢

１５～１９歳

２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

６０～６４歳

Aタイプ

６５～６９歳

210 円

180 円

320 円

620 円

930 円

2,910 円

1,990 円

1,350 円

4,550 円

6,870 円

9,510 円

 12,260 円

保険期間 1年間

加入限度口数 口2

5

(個人賠償補償追加＋180円)

（１口あたり）がん補償保険料　月払い　2

保険料は、保険の対象となる方ご本人 の　年　齢（団体
契約始期日時点の満年齢をいいます。)によって異
なります。

※保険金をお支払いする主な場合については「補償の概
要等」をご確認ください。

※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただけるの
は満1５歳以上８９歳以下の方に限ります。

    

　７０～７４歳

７５～７９歳

８０～８４歳

８５～８９歳  19,510
 17,350
 14,860

円

円

円
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家族型
保険金額
保 険 料 月 １々8０ 円　

*1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、１個または１組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。

※所得補償またはがん補償と一緒に契約する必要があります

ἩἸἩὐἵݏἽἜἸẪఎछᄁἹοαἽὶάὤἧἭἱοαὀ၉ὤݰӈۋ
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1億円　（国内・国外）

神奈川県では自転車
損害賠償保険等の加入が義
務化されています

６

 3個人賠償責任　

　  　
　　　　　
　
●保険の対象となる方 (被保険者 )について　　
・保険の対象となる方 (被保険者 )ご本人としてご加入いただける方
　神奈川県美容業生活衛生同業組合の組合員とその※家族および従業員とその家族の方です。
     ※家族の範囲は、組合員の配偶者、お子様（含別居の未婚の子）、ご両親、ご兄弟、組合員と同居されている親族の方となります。

　保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
　※個人賠償責任において、ご本人 *1が未成年者または保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその
　他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます（未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。）。

【「保険の対象となる方（被保険者）について」における用語の解説】
　（１）配偶者：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（以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。）。 
　　　①婚姻意思 *2を有すること　②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
　（２）親族 　：６親等以内の血族および３親等以内の姻族をいいます（配偶者を含みません。）。
　（３）未婚 　：これまでに婚姻歴がないことをいいます。
　*2　戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。

・保険の対象となる方 ( 被保険者 ) の範囲
ご本人、ご本人の配偶者、またはその同居のご家族、別居の未婚のお子様

*1　加入依頼書等に「保険の対象となる方 (被保険者 )ご本人」として記載された方をいいます。

ǥἦՉҸךὁṜךὀὑἹἫẫ
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保険金をお いする な場合、保険金をお いしない な場合に いて 、 補償の 等 をご ください

保険の対象となる方が公的介護保険制度に基 く要介護 以上になった場合に、 に要介護状態*1
となった日から 年１回、その日を含めて で１ 年間（１ 回）にわたり保険金をお支払いします。

つの特長
期間の

介護補償（年金払介護）では、 １ 年間（１ 回）保険金を受け取ることができますので、介護期間が
長期にわたった場合も 心です。

な保険
保険金のお支払いを年金払方 とし、要介護状態*1が継続している期間にのみ保険金をお支払いすることにより、
ーズ ルな保険料を 現しています。
事と の

親を保険の対象となる方にしてご加入いただくことで、親が要介護状態*1となった場合に えることができます。
の 知

要介護状態*1となった後も継続的に保険金をお支払いする介護補償（年金払介護）では、認知 になっても
心して生活していただけるよう、保険の対象となる方とそのご家族を支える各種サービス（ 支 サービス等）
をご用意しています（サービスの具体的な内容は、「サービスのご 内」をご参照ください。）。
*1 公的介護保険制度に基 く要介護 以上の認定を受けた状態をいいます。

補償 金 の保険金お い方法

第1回
保険金の支払

100万円

１年

第2回
保険金の支払

100万円

第3回
保険金の支払

100万円

要介護状態*3となり、
保険金のお支払開始

第10回
保険金の支払

100万円
・・・・・・・・・・

保険金の
お支払終了

2022/2/1 2023/2/1 2024/2/1 2031/2/1

１年

2022/2/1に要介護 以上に 当し、 年以降の 当日に要介護 以上に 当している場合

年金払介護補償保険金額（年額） １ 万円、保険期間 １年間（2021/10/1 2022/10/1）
てん補期間*1 １ 年（１ 回 の保険金支払基 日*2まで）

※てん補期間*1中の保険金支払基 日*2時点で、公的介護保険制度に基 く要介護 以上から要介護 以下に回 している年度は保険金をお支払いしませ
ん。その 年度以降のてん補期間*1中の保険金支払基 日*2に、 度要介護状態*3に 当している場合は、保険金のお支払いを 開します。この場合も、
てん補期間*1は1回 の保険金支払基 日*2から通算した期間となります。
（ に保険金をお支払いした後、す に回 したため、 年以降 年間保険金をお支払いしていない場合、その 年に別の理由で 度要介護状態*3 に

当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは 年分となります。）
※てん補期間*1中に死亡した後の保険金支払基 日*2においては、保険金をお支払いしません。

*1 第１回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に 当したその日から起算して１ 年（１ 回 の保険金支払基 日*2まで）をいいます。
*2 １回 は に保険金を支払うべき要介護状態*3に 当した日、 回 以降は１回 から数えて 年以降の 年の 当日をいいます。
*3 公的介護保険制度に基 く要介護 以上の認定を受けた状態をいいます。

てん補
期間
*1
終了

1回 の保険金
支払基 日*2

2回 の保険金
支払基 日*2

3回 の保険金
支払基 日*2

10回 の保険金
支払基 日*2

補償 金
知 き

介護補償(年金払介護)4
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介護補償(年金払介護の保険金額・月払保険料)
保険の対象となる方が公的介護保険制度に基づく要介護３以上になった場合に、最初に
要介護状態*注)となったその日から毎年１回、その日を含めて最大で１０年間にわたり
保険金をお支払いします。(最高１００万円×１０年間 )

4
*1

*2
*2 *3

*1
*2
*3

100

            

    

110 90

140 130

200 180

340 310

620 560

1 ,440 1 ,770

2 ,370 3 ,520

5 ,110 7 ,750

10 ,240 16 ,060

A

保険期間:１年間、補期間1*　: １０年間(10回目の保険金支払い基準日まで)



   5 ご加入方法　1.所得補償 2. がん補償 3. 個人賠償 4. 介護補償

　  　
　　　　　

    9

　
　

　

　

　

直近１２か月間の　平均月間所得額
ṓỖổ͟ӉĆ ՉҸך Ṕɰ 平均月間所得額※

保険期間は2022年 7月 1日午後４時～
2023年 7月 1日午後 4時）以後自動更新
新規および更新の方は「重要事項説明書」「ご加入内
容確認書（意向確認事項）」を必ずご確認ください。　

新規インターネット ( スマホ ) からお申込み
または、加入依頼書兼口座振替依頼書に記入・
捺印のうえご提出ください。
募集〆切日 :　2022 年 6月２０日
以後毎月２０日 ( ネット申込は月末 ) 締切、翌月 1
日補償開始、2023 年 7月１日午後４時までの補償と
なります。
　更新ご加入の方 ( 中途加入も含む )

前年同等プラン新される方
今年度の募集パンフレット等に記載の内容に
ご同意いただける方につきましては、特段の
ご加入手続きは不要です。内容についてお手
元に届く更新用加入依頼書を必ずご確認くだ
さい。
現在ご加入の方につきましては募集期間終了日（6
月 20 日）までにご加入者の方から特段のお申し出
または保険会社からのご案内がない限り、当団体は、
今年度の募集パンフレット等に記載の保険料・補償
内容で引受保険会社に保険契約を申し込みますので、
変更を希望される方のみ取扱い担当者まで加入依頼書
( 変更書類 ) をご提出ください。（更新時には保険料
が年齢等により変更となったり、健康状態や年齢に
より保険会社側から加入をお断りさせていただく場
合がありますので、ご了承ください。）

掛金のお払込掛金（保険料）は、保険開始月の翌
月より毎月１２日（金融機関の休業日である場合には、
翌営業日）に引き落しとなります。なお、通帳には　
「MBS」等と記帳されます。役員・従業員をとりまとめ、
法人や個人事業主が同一の指定口座（法人名の口座等）か
ら振替することもできます。

口座引落し不能の場合口座残高不足等の理由に
より、引落としができなかった場合、翌月に 2か月分
をお引落しいたします。2か月連続で引落しできなかっ
た場合には、最初からご加入がなかったものとさせて
いただきます。（ご加入解除）

保険料の払込猶予期間等の取扱い分割保険
料は、払込期日までにお払込ください。払込期日（口
座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込
期日となります。) までに分割保険料の入金がない場
合には、その払込期日後に起きた事故による損害等に
対しては保険金をお支払いできなかったり、ご契約を
解除させていただく場合があります。

保険の対象となる方
( 被保険者ご本人の範囲 ) 加入できる年齢は保
険料表に記載しております。
本保険にご加入いただけるのは、神奈川県美容業生
活衛生同業組合の組合員または従業員とその配偶
者、お子様、ご両親、ご兄弟、組合員または従業員
と同居されている親族です。

加入口数は１口～１０口まで
　　　　(１口は月 10 万円の補償 )
最高 10 口　1年間 1,2００万円 
他社に同様の所得補償がある場合は合算して平均月額所得額
を超えないようお申込みください。

１. 所得補償の加入の注意点

インターネット ( スマホ用 )
お申込み　QRコード
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■団体総合生活保険補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表を
ご確認ください。

保険期間：１年
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保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合

個
人
賠
償
責
任
補
償
特
約

国内外において以下のような事由により、保険の対象となる
方が法律上の損害賠償責任を負う場合
■日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさ
せたり他人の財物を壊した場合

■保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用
または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさ
せたり他人の財物を壊した場合

■電車等*1を運行不能にさせた場合
■国内で受託した財物（受託品）*2を壊したり盗まれた場
合

▶１事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

※国内での事故（訴訟が国外の裁判所に提起された場合等
を除きます。）に限り、示談交渉は原則として東京海上日
動が行います。

※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得ら
れない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない
場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意く
ださい。

※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が
支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用
について保険金をお支払いする場合があります。

※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様
の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複す
ることがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確
認ください。

*1 汽車、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 以下のものは受託品には含まれません。
自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、
ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレン
ズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設
計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、
通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無
体物、１個または１組で100万円を超える物

等

・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害
・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・職務の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*1）によって保険
の対象となる方が被る損害
・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象と
なる方が被る損害
・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方
が被る損害
・保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2の損壊について、その財物につ
いて正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損
害
・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
・航空機、船舶、車両*3または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任に
よって保険の対象となる方が被る損害
・以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責
任によって保険の対象となる方が被る損害
■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること
■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、
単なる外観上の損傷や汚損

■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損
害

■受託品の電気的または機械的事故
■受託品の置き忘れまたは紛失*4
■詐欺または横領
■風、雨、雪、雹（ひょう）、砂塵（さじん）等の吹き込みや浸み込みまたは漏入
■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊

等

*1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフ
の練習、競技または指導*5中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。

*2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷
地内におけるゴルフ・カートを除きます。

*3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
*4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
*5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行わ

れる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。

賠償責任に関する補償
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現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。・新たにご加入の保険契約の保険料の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。・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります。この場合、現在のご加入を解約すると補償のない期間が発生することがあります。

４現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意

［がん補償］保険金受取人を特定の方に指定する場合＊!は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください（原則として親族の中から、１名を選択してください。指定がない場合、保険金は保険の対象となる方にお支払いします。）。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。＊!"家族型補償（本人型以外）の場合、配偶者およびお子様は保険金受取人を特定の方に指定することはできません（保険金受取人はその保険の対象となる方ご自身となります。）。

［傷害補償］死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合＊#は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください（指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。）。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。＊#"家族型補償（本人型以外）の場合、保険の対象となる方ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。

３保険金受取人

!通知事項"加入依頼書等に☆のマークが付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ$１告知義務%告知事項・通知事項一覧&」をご参照ください。
!その他ご連絡いただきたい事項"●すべての補償共通ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。●所得補償、団体長期障害所得補償保険期間の中途において保険の対象となる方の平均月間所得額＊#がご加入時の額より減少した場合には、《お問い合わせ先》までご連絡のうえ、所得補償の場合は保険金額、団体長期障害所得補償の場合は支払基礎所得額の見直しについてご相談ください。＊#"直前#!か月における保険の対象となる方の所得＊!の平均月額をいいます（ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、#'()***円となります。）。＊!"所得補償の場合は、「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。団体長期障害所得補償の場合は、「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・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。●借家人賠償責任保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。
［ご加入後の変更］ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご加入内容変更をいただいてから１か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。

Ⅲ  ご加入後におけるご注意事項
１通知義務等

ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求＊#することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間＊!に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。＊#"解約日以降に請求することがあります。＊!"始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。

２解約されるとき

傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。

３保険の対象となる方からのお申出による解約

［保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合］●所得補償就業不能の原因となった病気、保険金請求状況等によっては、次回以降の補償の更新をお断りすることがあります。●上記以外の補償共通保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。

４満期を迎えるとき
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ご加入 事項 意 事項

１ 保険 が以下の お のご に合 した とな ている とを ・ 事項 等 ご ください
、ご に合 しない場合 ご加入 を ご ください

保険金をお支払いする主な場合 保険金額、免責金額（自 担額）
保険期間 保険料・保険料払込方法
保険の対象となる方

２ 加入 等の 入事項等に き、以下の をご ください 、 入 れ、 入 りが る場合 、加入 等を
してください た、下 事項に関し、現在のご加入 に いて りが り したら、 お い合 せ ご連絡くだ

さい

３ 事項 の に いてご いただけ したか
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に するご注意*1」についてご確認ください。

*1  え 、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償 が重複することがあります。

※ ンター ット等によりお手続きされる場合は、本確認事項中の「記入」を「入力」と み えてください。

確認事項 所得補償 がん補償 介護補償 記以外
の補償

加入依頼書等の「生年月日」または「満年齢」 、「性別」 は正しくご記入いただいていますか

加入依頼書等の「職業・職務」 は正しくご記入いただいていますか

保険金額は、平均月間所得額*1以下となっていますか なお、保険金額の設定方法やお引受けできる
限度額についてはパンフレット等をご確認ください。

*1 「平均月間所得額」とは、加入申込み直前１ か月における保険の対象となる方の所得の平均月
額をいいます。

● 健康状態告知が必要な場合のみ ご確認ください。
保険の対象となる方が「健康状態告知」 に正しく告知いただいていますか

*2 険補償特約のみを 加する場合は、告知は不要です（他の条件に変更がない場合に限り
ます。）。

*3 介護補償については、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体 員が保険の対象となる
方の健康状態を確認したうえで、 理で告知いただくことも可能です。

*2 *3

加入依頼書等の「他の保険契約等」 は正しく告知いただいていますか

本確認事項は、万一の事故の際に 心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険 品がお 様のご希望に合 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をいただいていること等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事項について 度ご確認いただきますようお願い申し上 ます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がご いましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
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※インターネット等によりお手続きされる場合は、告知書に記入することにかえて、画面上に入力してください。
　 また、本資料中の「告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
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*1: 24 365
0120-708-110

*1

*1

0120-428-834

*1
24 365

[ ] www.kaigonw.ne.jp

*3

*2
*3

10 00 18 00
14 00 16 00
10 00 18 00
10 00 16 00

0120-285-110

9 00 17 00
9 00 17 00
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[ ] www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html

*2



・ご相談のご利用は、保険期間中（認知 介護電話相談については、てん補期間中も含みます。）にご相談内容の事 が発生しており、かつ現在に るまで保険契
約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方（法人は除きます。）、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方（以下サービス対象者といい
ます。）のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象（事業活動等を除きます。）とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一 の地 ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ または提携 を通じてご提 します。
・ デ カル スト、介護 スト、 ンタル ルスサ ートの電話相談および認知 ストは医療行為を行うものではありません。また、ご 内した医療機 で受 され
た場合の費用はお 様のご 担となります。

*1 の 出をしていないが事 上 係と同様の事 にある方および 上の性別が同一であるが 係と異ならない 度の 質を える状態にある方を含みます。 約とは異
なります。

*2 6親等以内の 族または3親等以内の 族をいいます。

ご注意ください 通

・ 知

機能の 上に つトレー ングから、認知 になった場合のご
本人やご家族等を支えるサービスまで、 くご提 します。

対象となる補償
補償 金 にご加入いただいた場合

修

記 次 ーコードを み取り、
示に従い、加入者証券 の入

力および ー を行っていただき
ご利用ください。

NeUが提 する 機能 上トレー ング（ を えるトレー ング ）をご
利用いただけます。
修は、「 トレ」第一人者の で、長年にわたる の知

見を基にしています。
本トレー ングは、記 力や注意力な 機能の 上を 的としたもの
であり、継続的なトレー ングにより効 を することができます。

機能 上トレー ング を えるトレー ング
［ ］ https://tmnf-brain-training.jp

※本トレー ングは医療行為を行うものではありません。
※本トレー ングは保険の対象となる方に限りご利用いただけます。
※お 様のパソコン・スマートフ ン・タ レットの ラ により、ご利用いただ
けない場合があります。

上

ケ マ ジ ー・ ・ 護 等が、認知 の対 法等のご相談に電
話でお えします。
認知 のご不 に対しては、医 の 修を受けた「もの忘れ ックプログラ
ム*3」をご利用いただくことも可能です。
*3 お電話でいくつかの ンケートにお えいただき、その回 に基 いて、受 のお

すすめや 医療機 のご 内等を行います。

知

認知 の方またはそのご家族の方に対して、「（公 ）認知 の人と家族の
*4」をご 介します。*5

*4 認知 とともに生きることの支 や、認知 に対する 的理解を める 発活動を
行っている法人です。

*5 年 費については、お 様にご 担いただきます。

知 の人と の の
パソコン・スマートフ ン・タ レットを用いたトランプテストで「 の健康度」をセル
フ ックできるサービス のうKNOW をご提 します。保険の対象となる方ご
自身にて 時間（約15分）で 定することができ、定期的に の健康度
ックに取り組んでいただけます。

の

※本サービスは および 断等の医療行為を行うものではありません。
※本サービスは保険の対象となる方に限りご利用いただけます。
※お 様のパソコン・スマートフ ン・タ レットの ラ により、ご利用いただ
けない場合があります。

連絡
「 連絡ステッカー」をご希望に じてお りします*1。行方不明となった認
知 の方を発見した方が ち物に 付された「 連絡ステッカー」に記載の
フ ー ルに連絡してIDを入力すると、連絡先等の個人 を公開せずに
ご家族等と通話することができます。
*1 ステッカーのお申込みは、保険の対象となる方が医 から認知 の 断を受けてい

る場合に、 年度契約からの連続した保険期間中またはてん補期間中を通じて１
回に限ります。ステッカーはフ ー ルにて受け付けた日の 月 発 します。

※ステッカーの有効期限は から 年 か月です。有効期限後もステッ
カーをご利用される場合は、（一 ）セーフテ ット ンケージへご入 い
ただき、 費等のお支払いが必要となります。

り い
みまもりあい プ は、（一 ）セーフテ ット ンケージが取り組 「みまも
りあいプロジ クト*2」の支 ールです。ご家族や介護 ルパー等、認知 の
方の行方不明時にご 力いただける方にあらかじめ本 プ を ンロードして
いただくことで、行方不明時に、「 依頼」と「行方不明の方の や
」を一 することができます。配 は、 プ 内の発見ボタンを押す

ことで 力者に発見・ 通知を配 するとともに消 されます。

*2 「 連絡ステッカー」と「 力支 プ 」を使って、外出時の万一の事態（行方
不明・事故等）に、地 で け合える 力者を やし、見 り合える を てる活動
です。

Android iPhone
平 名「みまもりあい」で検
、または 記 次
ーコードで プ を取得し

ご利用ください。

・ 連絡ステッカー 9 00 17 00
・「認知 の人と家族の 」 介 9 00 17 00

0120-775-677
・ の健康度 ック 9 00 17 00

0120-002-531
・認知 介護電話相談 9 00 17 00

0120-801-276

受 付 時 間
いずれも
日 日、

年 年始を除く

・ 害・
対象となる補償

等 人 害等 にご加入いただいた場合

に われたときや と間違われたときに、 のホームや 員 等から、その場での対 方法等について 護 にお電話にてご相談いただけます。

※本サービスはお電話でご相談いただけるものであり、 護 との接見および事故現場への けつけは対象外となります。
※い という場合にす に 護 にご相談いただけるよう、携帯電話等にフ ー ルの をご いただくことをおすすめします。

受 付 時 間
日 日、

年 年始を除く

7 30 9 30/17 00 22 00

0120-106-670

22



23

▼インターネット(スマホでも)
　

ｆｒｅｅダイヤル　０１２0-0４１-１４９
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ご加入いただけるのは

組合員とそのご家族
従業員とそのご家族です。

この保険は、神奈川県美容業生活衛生同業組合を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。
保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として神奈川県美容業生活衛生同業組合が有します。

ＱＲコードから
ネットからのお申込は

お申込み・完結できます。

申込用紙が必要な方はご請求ください。



2022年9月9日 

ご契約者の皆様へ 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

 

新型コロナウイルス感染症における「入院の特別取扱い」の対象について 

  

 

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い 

申し上げます。 

弊社は、2020年４月より実施している入院の特別取扱い（以下「みなし入院」）について、    

2022年９月26日（月）以降の対象を以下のとおりといたしますので、何卒ご理解を賜りますよう  

お願い申し上げます。 

 
 
１．「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象 

2022年９月26日（月）以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、重症化

リスクの高い以下の方を「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象といたします。 

・ 65歳以上の方 

・ 入院を要する方 

・ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方 

・ 妊婦 

※ 契約始期日に関わらず同様の取扱いとなります。 

※ 2022年９月25日（日）以前に診断された方については、上記の対象とならない方もお支払い対象となります。 

 

２．今般の見直しの背景等 

団体総合生活保険・傷害補償の特定感染症危険補償特約および医療補償における入院保険金等

は、保険約款において「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難（以下「入院が必

要な状態」）なため、病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念する」

場合にお支払いする旨定めています。 

ただし、新型コロナウイルス感染症と診断され、病院または診療所への入院が必要な状態にも

かかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、   

宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合については、約款上の「入院」の定義に

該当しないものの、「入院」と同等に取り扱い、入院保険金等をお支払いする「みなし入院」を

実施しております。 

 

しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の 

割合がこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっております。 

また、今般、政府により、2022年９月26日（月）以降、新型コロナウイルス感染症に係る    

発生届の範囲が全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。 



こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方を、新型コロナウイルスに感染した 

ことのみをもって「入院が必要な状態」と判断できないことから、2022年９月26日（月）以降の 

「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象を見直すことといたしました。 

 

３．主な対象商品 

■個人向け商品 

・傷害（ケガ）を補償する保険の特定感染症危険補償特約（＊1） 

団体総合生活保険（傷害補償・こども傷害補償の特定感染症危険補償特約） 

からだの保険（傷害定額・特定感染症危険補償特約） 

超保険（傷害定額条項・特定感染症危険補償特約）  等 

（＊1）入院の特別取扱いの対象外となった場合でも、通院保険金等をお支払いできる可能性があります。 

・疾病を補償する保険 

団体総合生活保険（医療補償・所得補償） 

からだの保険（所得補償）   

超保険（所得補償条項、収入補償条項）  等 

 

■企業向け商品 

・従業員の労災を補償する保険 

超Ｔプロテクション（＊2）  等 

（＊2）業務上の身体障害による入院に限ります。 

 

弊社は、一刻も早くこの事態が終息し、皆様が安心して過ごせる日々が戻ってくることを   

心から願っております。 

 

【保険金のご請求について】 

保険金のご請求につきましては、代理店または以下の連絡先までご連絡ください。 

事故受付センター 

（東京海上日動安心 110番） 

受付時間：24時間 365日 

超保険  0120-110-894 

上記以外  0120-720-110 

※ 新型コロナウイルスの感染拡大により、お電話が大変繋がりにくくなっております。また、  

弊社からの保険金請求に必要な書類の発送およびお支払い手続きにお時間を要することが  

ございます。お客様には大変ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 

※ 2022年９月２日（金）より、保険金のお支払いにあたり、医療機関や保健所による療養証明

書の発行を必要としない取扱いを実施しておりますのでご活用ください。 

※ 本対応のほか、このたびの新型コロナウイルス感染症に関連した情報は、弊社ホームページ

（www.tokiomarine-nichido.co.jp）に掲載しておりますので、あわせてご確認ください。 

 

 

以 上 


