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一斉募集締切日

加入方法

保険期間

令和4年10月7日（金）
令和4年11月25日午後4時から令和5年11月25日午後4時までの1年間
令和5年1月給与から引き去り開始
（ご退職者の方は令和5年1月よりご指定の口座から毎月引き落とし）
「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認事項）」を必ずご確認ください。
・今年度の募集パンフレット等に記載の内容にて更新される方につきましては、特段のご加入手続き（加
入依頼書のご提出等）は不要です。
・新規ご加入の方、変更を希望される方は、「加入依頼書」または「加入連絡票」の必要事項をご記入・
ご署名のうえ、所定のご提出先までご提出ください。
加入依頼書の記入方法等につきましては、後記「ご加入方法のご案内」をご参照ください。

今回更新いただく内容に一部改定があります。補償内容等の主な改定点は、最終ページにご案内の「重要事項説明書、
補償の概要」のとおりとなりますので、今年度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。

日本製紙株式会社 人事部日本製紙株式会社 人事部

ホールインワン 介護個人賠償責任ケガ 携行品地震によるケガ

「ケガの保険」のご案内「ケガの保険」のご案内

加入者が84歳までお申込みできます！！
退職後も継続加入可能
※加入者とは、日本製紙グループ従業員またはOBの方

介護補償のみで
　 ご加入可能です。

10円～４０代でも
月額保険料
別居の両親もご加入可能です。

団体割引率拡大40％割引
団体割引20％・損害率による割引25％適用
※天災危険補償特約保険料・介護補償保険料には、損害率
による割引は適用されません。
※タイプにより保険料は変動します。

3
ポイント

自転車利用者必見
個人賠償責任は示談交渉サービス付き
（国内のみ）

国土交通省は都道府県等に対して条例等に
よる自転車損害賠償責任保険等への加入義
務付けを要請し、令和４年4月1日現在、39
都道府県で義務または努力義務としており
ます。中途加入もできます

保険期間中での中途加入も可能です。
詳しくは代理店までお問い合わせください。

保険料のお払込み

団体総合生活保険（傷害補償・個人賠償責任・携行品・ホールインワン・アルバトロス費用、介護）団体総合生活保険（傷害補償・個人賠償責任・携行品・ホールインワン・アルバトロス費用、介護）

日本製紙グループの皆様へ日本製紙グループの皆様へ



・１回の事故ごとに3,000円（免責金額）をご自身で負担いただきます。
・損害額は、時価額＊を限度に算定されます。

傷　害

携行品損害

地震等によるケガ（天災危険補償特約セット）これもセットされていますポイント

ポイント

地震 噴火津波

基本補償（ 2 つの補 償 が自動セット）

保険の対象となる方が
地震・噴火またはこれら
による津波によってケガ
された場合についても
補償されます。

※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については、「補償の概要等」をご確認ください。

＊同等の物を新たに購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除した額。

プレー中
誤って

ゴルフクラブを
折った

 日本国内外を問わず 、日常生活・スポーツ・レジャーや仕事中等で起こる急激かつ偶然
な外来の事故による様々な「ケガ」に対応！入院通院1日目から補償！
ご病気は対象になりません。特定感染症危険ありプランは新型コロナウイルス感染症
による後遺障害、入通院も補償

 日本国内外を問わず 、外出先での保険の対象となる方が所有する携行品の損壊・盗難等
偶然な事故による損害を補償します。（ゴルフ用品含む）

自転車に
乗って
ケガをした

骨折や
捻挫をした

料理中に
ケガをした

旅行先で
誤って
カメラを
損壊　
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プレー中
テニス
ラケットを
誤って損傷

●置き忘れ、紛失　※置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
●単なる汚れやすり傷等機能に支障をきたさない損害
●被保険者が居住する住宅内で生じた事故
●地震・噴火またはこれらによる津波による損害　等

以下のものは補償の対象となりません。
※株券、手形などの有価証券（小切手は含みません。）　※携帯電話・ノートパソコン等
※通帳、キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカード等　※設計書、図案・帳簿
※コンタクトレンズ、眼鏡、入歯　※動物、植物　※自動車、自転車、ヨット、ボート、ハンググライダー、サーフボード　等

ご注意  このような
場合は補償されません。

ご注意  このような
場合は補償されません。

●病気
●故意・自殺・ケンカ・犯罪行為による死亡・ケガ
●特に危険な運動（山岳登はん・ハンググライダーなど）による死亡・ケガ
●むちうち症や腰痛などで医学的他覚所見がないもの等

※2022年6月現在、新型コロナウイルス感染症（＊1）は感染症法（＊2）第6条第7項第3号に規定されていますので、補償
対象となります。
（＊1）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。
（＊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をいいます。

オプション
個人賠償責任

ホールインワン・アルバトロス費用

誤って
他人に

ケガをさせて
しまった

ゴルフプレー中
誤ってボールを
あててしまい
ケガをさせて
しまった

日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、ゴルフ競技中＊にホールインワンまたはアルバトロスを達
成したとき、それを記念してのパーティー開催や、記念品の贈呈等にかかる費用をお支払いします。

ホールインワン
祝賀会を
開催した

＊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お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でも、一定の
条件を満たせば、保険金お支払いの対象となります。
＊ホールインワンの証明として東京海上日動が求める証明書・
映像等をご提出いただきます。

ご注意  このような場合は補償されません。

*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。

 日本国内外を問わず 、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して
しまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物（受託品）*1を国内外で壊したり盗まれてしまっ
たとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

※【本人となれる方の範囲】および【被保険者（保険の対象となる方）の範囲について】は11ページをご確認ください。

●同居の親族に対する損害賠償責任
●地震・噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任
●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任
※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、競技または指導中に生じ
た事故による損害賠償責任は除きます。

●海外でのホールインワン・アルバトロス
●ケイマンゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ競技　等

●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態
●初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*1
*1 初年度契約の保険始期日から1年を経過した要介護状態については、対象となります。
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介護

※1 公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合または東京海上日動所定の要介護状態（要介護2）と
診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に、保険金（一時金）をお支払いします。

所定の要介護状態※1となった場合に一時金をお支払いします。

※示談交渉サービス付き！
日本国内での事故に限ります（訴訟が日本国外
の裁判所に提起された場合等を除きます。）。

ご注意  このような場合は補償されません。

ご注意  このような場合は補償されません。

●船舶、車両、銃器等の所有、使用などにより生じた事故によ
る損害賠償責任
●暴行、殴打により生じた事故による損害賠償責任
●受託品の置き忘れまたは紛失　等
※置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
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ケガ・日常生活の補償

プラン名 エコノミー スタンダード デラックス

ケ
ガ
が
原
因
の

補
償（
傷
害
補
償
）

 

活
生
常
日

償
補
の

携行品
（免責金額3,000円）

タイプ名 月払保険料 タイプ名 月払保険料 タイプ名 月払保険料

本人型

家族型

死亡・後遺障害

入院日額 ※1

通院日額 ※2

810円特定感染症
危険なし 1,240円 1,880円

860円特定感染症
危険あり 1,330円 2,030円

2,610円特定感染症
危険なし OA

THA

HA

4,090円 6,310円
2,820円特定感染症

危険あり TOA

OB

THB

HB

TOB

OC

THC

HC

TOC4,440円 6,870円

タイプ名 月払保険料

本人型

保険金額

GA 180円

30万円 50万円 100万円

夫婦型 GD

タイプ名 月払保険料 タイプ名 月払保険料

270円

GB 300円
GE 450円

GC 610円
GF 900円

ホールインワン
の補償

※１　事故の日から１８０日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、１事故について１８０日を限度とします。手術保険金のお支払い額は、入院日額の10倍
　　  （入院中の手術）または5倍（入院中以外の手術）となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
※２　事故の日から１８０日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、１事故について９０日を限度とします。
＊ 1被保険者につき1口のみ加入いただけます。

●オプションのみのご加入はできません。基本補償とセットでご加入ください。　●基本補償の保険料にオプションの保険料を追加した金額が合計保険料となります。

基本補償

個人賠償責任補償
）型族家（ ）しな額担負己自（

・日本国内外を問わず日常生活の偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物
や預かった物（受託品）を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

・   誤って線路に立ち入る等して電車等を止めてしまった場合(電車等の財物損壊なし)に、鉄道会社から請求される
振替輸送費用などの損害賠償責任

・   別居の未婚の子等（保険の対象となる方）の居住の用に供される住宅の所有・使用・管理に起因する事故による
損害賠償責任

・ 以下の管理財物を損壊したことによって保険の対象となる方が負担する損害賠償責任も補償の対象です。
①他人から預かった物・レンタル品等の受託品(日本国内で受託した財物に限ります。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。)
②ホテル等の宿泊が可能な施設および施設内の動産
③ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート

オプション ❶

オプション ❷

タイプ名 保険金額 月払保険料

国内・国外 1億円 120円
プラス

自転車保険への加入
を義務付ける自治体条例に
適合した特約です。

既にご加入の方で、下記にご加入されているプランの記載がない場合は、13ページのタイプ一覧表をご覧ください。

FK

プラス

30万円 30万円 30万円

100万円 200万円 300万円
3,000円 5,000円 円

円

7,000
2,000円 3,000円 5,000
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＊賠償額とは、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）。

●オプションについては他の保険と補償が重複する可能性があるため、ご加入内容をご確認の上、お申し込みください。

保険期間：1年 ％02 ： 引割体団

％52 ： 引割るよに率害損
※損害率による割引は天災危険補償特約保険料・介護補償保険料には適用されません。

ホールインワン・アルバトロス費用〈日本国内のみ補償〉
日本国内のパー35以上の９ホール以上を有するゴルフ場で、ゴルフプレー中にホールインワン
またはアルバトロスを達成し、慣習として達成のお祝いの費用等を負担した場合に保険金をお支払いします。

自転車事故でも被害の大きさにより数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。
自転車の事故による相手方への賠償は高額化

※2022年6月現在、新型コロナウイルス感染症（※3）は感染症法（※4）第6条第7項第3号に規定されていますので、補償対象となります。
（※3）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。
（※4）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をいいます。

日本国内外を問わず、「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをされた場合に保険金を支払います。
入院・手術・通院保険金のお支払いは、医師等＊の治療が必要となります。

天災危険補償特約付帯（地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガを補償）

※5　盗難は補償の対象となりますが、警察への盗難届けが必要となります。

＊ 医師等 : 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。
ただし、被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。 

保険の対象となる方が脳疾患・疾病または心神喪失によってご自身に生じた傷害については補償の対象となりません。

※7　個人賠償責任については日本国内の事故(訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます）に限り、示談交渉は東京海上日動が行います。

●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については、補償の概要等をご確認ください。
●家族型の場合、傷害の保険金額は、ご本人、配偶者、その他のご家族ともに同額となります。

※ホールインワンの証明として東京海上日動が求める証明書、映像等をご提出いただきます。
●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については、補償の概要等をご確認ください。

日本国内外を問わず、保険の対象となる方が所有する家財のうち、一時的に持ち出された家財、住宅外において携行中の家財
または住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の家財が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。※5
置き忘れや紛失（置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます）は補償の対象外 

特定感染症危険ありプランは、新型コロナウイルス関連肺炎による後遺障害、入院・通院も補償されます！！

となりますので、ご注意ください。
●1回の事故ごとに損害額（修理費が基準となります）のうち3,000円（免責金額）をご自身で負担していただきます。

示談交渉サービスセット（日本国内のみ）※7

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次の
いずれかの方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。※8
①ゴルフ場使用人 ②公式競技参加者 ③公式競技の競技委員
④ゴルフ場に出入りしている造園業者、工事業者等 ⑤ゴルフ場内の売店運営業者
⑥ワン・オン・イベント業者 ⑦先行・後続のパーティのプレイヤー等
※8　記録媒体に記録されたビデオ映像などにより客観的に達成を確認できる場合を除きます。

A

セルフプレーでホールインワンをしても
対象にならないと聞いたんですが？

右記の条件を満たした場合は対象となります。

Q

（補償例） ●自転車で人にぶつかってケガをさせた。 ●マンションで洗濯機の排水ホースが外れて
階下に水漏れし、第三者の家財を汚損させてしまった。　●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については、補償の概要等をご確認ください。

特にご注意
いただきたい点

自転車での
加害事故例

補償の対象となる主なモノ※6 補償の対象とならない主なモノ

被保険者が 自宅外において 携行中の
デジタルカメラ・携帯音楽プレーヤー・
携帯ゲーム機・衣類・生活雑貨・
スーツケース 等

コンタクトレンズ・自転車・メガネ・パソコン・タブレット端末・
携帯電話・スマートフォン・電子辞書（携帯事務機器）・ 
通信機器（wifiルーター）等

＊その他対象にならないものについては補償の概要等をご覧ください
×

男子小学生（１１歳）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歳）と正面衝突。女
性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。

（神戸地方裁判所、平成２５年７月４日判決）

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を
斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員（２４
歳）と衝突。男性会社員に重大な障害（言語機能の喪失等）が残った。

（東京地方裁判所、平成２０年６月５日判決）

例１）賠償額＊ ９，５２１万円 例2）賠償額＊ ９，２６６万円

【注意】 ていつに器機信通式帯携つ持を」能機信通な的発自「  6※
 補償の対象となるものでも、自発的通信機能をもつものは補償の対象外となる場合があります。詳細は代理店にご相談ください。
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介護補償については、介護医療保険料控除の対象となり、所得税・住民税の課税対象所得から所定の金額が控除されます。

6

東京海上日動所定の要介護状態
次の1、2のいずれにも該当する状態であると医師等に診断され、その状態が90日を超えて継続した場合をいいます。
詳細は「補償の概要等」をご確認ください。
1、下記（1）～（4）のいずれかに合致した場合

2、下記（1）、（2）のいずれかの状態であるために他人の介護が必要な状態
（1）歩行ができない （2）寝返りができない （3）入浴その他の複雑な動作等ができない （4）排泄等日常生活上の一部の行為ができない

（1）次の①または②のいずれかに該当する状態
①衣類の着脱の際に、下記a～dのうち2つ以上の行為についてできない状態＊1
②衣類の着脱の際に、下記a～dのうち合わせて3つ以上についてできない状態＊1、または見守りを必要とする状態＊2
a.ボタンのかけはずし　b.上衣の着脱　c.ズボンまたはパンツ等の着脱　d.靴下の着脱

（2）認知症により「所定の要介護状態（要介護2）の追加補償」＊3に規定する問題行為が2項目以上みられる場合
＊1 部分的に介助が必要な場合を含みます。　＊2 介護者が手を出して介助は行わないが見守りまたは指示が必要な状態をいいます。　＊3 詳細は、「補償の概要等」をご確認ください。

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については、「補償の概要等」をご確認ください。

KAG2 KAG3KAG1
200万円 300万円

10円 10円 10円
10円 10円 10円
10円 10円 10円
10円 10円 10円
10円 10円 10円
10円 10円 10円
10円 10円 20円
10円 30円 40円
30円 60円 90円
60円 120円 180円
120円 240円 370円
260円 510円 770円
530円 1,070円 1,600円
1,120円 2,230円 3,350円
2,440円 4,890円 7,330円
5,630円 11,260円 16,890円

100万円

介護

5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84

年齢

月払

100～300

※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢＊1によって異なります。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢＊1が満5歳以上満84歳以下の方に限ります。
＊1 団体契約の始期日時点の年齢をいいます。



サービスのご案内

・メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。

・介護アシスト

・デイリーサポート
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日
の暮らしに役立つ情報をご提供します。

提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談
を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ホームページアドレス]www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

・法律相談
・税務相談
・社会保険に関する相談
・暮らしの情報提供

常駐の救急科の専門医および看護師が、緊急
医療相談に24時間お電話で対応します。

緊急医療相談

法律・税務相談

社会保険に関する相談
グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報
等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。

暮らしの情報提供

夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅
先での最寄りの医療機関等をご案内します。

医療機関案内
様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専
門的な医療・健康電話相談をお受けします。

予約制専門医相談

転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の
手配の一切を承ります。

転院・患者移送手配＊2

がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソー
シャルワーカーがお応えします。

＊2　実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。

がん専用相談窓口

自動セット

自動セット

0120-708-110

　 0120-285-110

・電話介護相談
・各種サービス優待紹介

：午前9時～午後5時
：午前9時～午後5時

「家事代行」「食事宅配」「リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」といったご高齢の
方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。＊3
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
＊2　本サービスは、サービス対象者（「ご注意ください」をご参照ください。）に限りご利用いただけます。
＊３　サービスのご利用にかかる費用については、お客様にご負担いただきます。

各種サービス優待紹介＊2

情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護保
険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
[ホームページアドレス] www.kaigonw.ne.jp

＊1　お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、
受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。

インターネット介護情報サービス
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や
利用手続き、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続き、認
知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプ
ログラム＊1」をご利用いただくことも可能です。

電話介護相談

お電話にてご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談に応
じ、優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。 　 0120-428-834

自動セット 受 付 時 間 :
いずれも
土日祝日、

年末年始を除く

受 付 時 間 :
いずれも
土日祝日、

年末年始を除く

7

    受　付　時　間 ＊1：24時間365日

＊1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です（予約受付は、24時間365日）。

公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかり
やすく電話でご説明します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があ
ります。

：午前10時～午後6時
：午後 2時～午後4時
：午前10時～午後6時
：午前10時～午後4時

8



×××

安心　ヒロシ安 心 　 ヒ ロ シ

ア ン シ ン 　 ヒ ロ シ

01

0 1 0

1
2
3

本パンフレットの「補償内容」、「補償の概要等」、「重要事項説明書」等をご確認いただき、ご加入される補償内容や
保険の対象となる方をご検討ください。

加入依頼書または加入連絡票を所定のご提出先までご提出ください。

加入依頼書に、住所・氏名・生年月日等の必要事項を、下記および加入依頼書記載のD「ご加入に際して」をご参照
のうえ、ご記入・ご署名ください。

新規ご加入のお手続き

ご加入方法のご案内 

「ご記入日」：必ず記入してください。 

加入のお申込みをされるお客様【ご加入者】：「ご住所」、「お名前」の
「カナ」・「漢字」、 「電話番号」、「生年月日」、「性別」等の必要事項をご
記入ください。
※「電話番号」と「郵便番号」にはハイフンを入れてください。 

フルネームの自署をお願いします。  

「ご希望のお手続き」に○をしてください。  

保険の対象となる方【被保険者】 
「本人のお名前」、「生年月日」、「性別」： 
《ご加入者と同じ場合》
→「ご加入者と同じ」に○をし、各項目のご記入は不要です。 
《ご加入者と異なる場合》 
→各項目をご記入ください。

保険の対象となる方【被保険者】 
「本人のご住所」： 
《ご加入者と同じ場合》 
→「ご加入者ご住所と同じ」に○をし、「本人のご住所」のご記入は不
要です。 

《ご加入者と異なる場合》
 →「本人のご住所」をご記入ください。

「加入者からみた続柄」： 
「続柄コード」表より該当するコードをご記入ください。 
「★他の保険契約等」： 
該当がある場合は、「あり」に○をし、加入依頼書裏面に内容をご記入
ください。

「☆職業・職務」： 
「職業・職務コード」表より該当するコードをご記入ください。
「職種級別」： 
右記をご確認ください。   

ご加入いただく「タイプ」をご記入ください。   

「被保険者・１回分保険料」： 
被保険者ごとの１回分の保険料をご記入く ださい。 
「加入者・１回分合計保険料」： 
加入者ごとの１回分の保険料をご記入ください。 
※被保険者明細が複数部の場合は、合算した保険料をご記入ください。

※下記加入依頼書はイメージです。実際の加入依頼書や募集内容とは異なる場合があります。

1

4
5 7

6 8

87

3

2

9

10

11

記入例

本人
配偶者
父母
子
兄弟姉妹
祖父母
孫
その他親族
雇用主（法人）
雇用主（個人事業主）
従業員
その他

01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
99

続柄 コード

事務職
営業職
自動車運転者
運輸従業者
金属製造加工作業者
建設作業者
家事従事者
学生
無職者
その他

Ａ
Ａ
B
Ａ
Ａ
B
Ａ
Ａ
Ａ

010
020
030
040
050
060
070
080
090
990

【傷害補償】
職業・職務 コード 職種級別

「その他」の場合は加入依頼書裏面
の記入欄に具体的にご記入ください。 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

告知等記入欄
P10の健康状態告知事項にそって、ご回答ください。
介護補償に新規加入する場合、「健康状態告知書」について確認・同
意の上該当の必ず自署をお願いします。
・修正する場合には訂正印が必要です。
・グループ会社社員や退職者の方が保険の対象となる方の健康状態
を確認したうえで、その方が代理でご署名（告知）いただけます。

【代理でのご署名例】

11

◆新規にご加入の場合は、下記❶～●のご案内に沿ってご記入ください。印字されている場合は印字内容が正しいことをご確認ください。
◆加入依頼書は、保険の対象となる方（被保険者）ご本人１名につき１部必要となります。保険の対象となる方（ご本人）の人数に応じて、
必要部数を《お問い合わせ先》までお申出ください。

11

加入依頼書・加入連絡票記入例
お手元の加入依頼書または加入連絡票に記入して、ご提出ください

9

安心 花子  安心 ヒロシ

４
代理人

（被保険者） （加入者）

１０ ７

ＥＣ

＜告知＞
【介護補償に新たにご加入の方、補償内容をアップされる方】のみ
　 ｢健康状態告知書｣をご確認のうえ、　 「加入依頼書」にご署名ください。

2

締切日：10月7日（金）

※現在のご加入内容につきましては、加入依頼書等でご確認いただき、ご加入内容の変更等をご希望の場合は、加入依頼書のご提出をお願いします。

1
2
3

※ご加入タイプ変更等のご希望がない方は、加入依頼書のご提出は不要です。
今回の募集において、加入依頼書のご提出がない場合は、自動更新となりますので、加入依頼書記載の更新タイ
プ、補償内容等について必ずご確認ください。

上記　 の場合は、加入依頼書を所定のご提出先までご提出ください。

加入依頼書の記載事項等に記載漏れ・記載誤りや、補償の追加・変更等がある場合は、加入依頼書表紙記載の【ご
加入手続きの手順】をご参照のうえ、追記・訂正ください。

更新ご加入のお手続き

10

ご加入・ご変更方法のご案内 記入例
◆現在のご加入内容に変更がある場合は、P9「新規ご加入のお手続き」記載の❶～●のご案内に沿ってご記入ください。印字されている
場合は印字内容が正しいことをご確認ください。
※現在のご加入内容や印字内容に変更がある場合は、該当項目の印字を二重線で抹消し、変更後の内容を枠内に印字と重ならないよう
にご記入ください。
※本契約は自動更新です。更新しない場合は❶❸❹にご記入・ご署名のうえ、加入依頼書をご提出いただく必要があります。

新規・更新共通：介護補償にご加入の方
健康状態告知事項

質問 1

介護の補償にご加入の方

【A表】お引受けできない病気・症状

お引受けできます。
回答をご記入のうえ、ご署名＊1ください。

申し訳ございませんが、
お引受けできません。

●公的介護保険の要介護・要支援の認定を受けたこと、または認定の申請をしたことはありますか。
●現在「歩行」「食事」「排せつ」「入浴」「衣服の着脱」「店での買い物」「公共の交通機関を利用しての外出」のいずれかにおい
て、他の方の介助または補助具を必要としますか。
●告知日（ご記入日）より過去２年以内に高血圧症もしくは脂質異常症（高脂血症）により入院をしたこと、下記【A表】の病気・症
状であると医師に診断されたこと、または下記【A表】の病気・症状のため医師の指示による検査（注）・治療（投薬の指示を含み
ます）を受けたことはありますか。
（注）検査結果が異常なしだった場合は「なし」となります。

＊1 介護補償のみに（追加）加入される場合、団体構成員のご家族（団体構成員の配偶者、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族）を保険の対象と
なる方（被保険者）とするときには、被保険者からのご依頼を受けた団体構成員が被保険者の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。な
お、告知内容が正しくない場合には、ご契約が解除され、保険金をお受取りいただけないことがあります。健康状態告知を行った方がご署名ください。

本内容は健康状態に関する回答です。ご加入いただく補償のみご回答ください。ご回答内容・ご署名はボールペン
でもれなくご記入ください。

・がん（悪性新生物、癌、悪性しゅよう、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫を含み、上皮内がん（上皮内新生物、上皮内癌、ＣＩＳ、　
ＣＩＮ３、子宮頚部の高度異形成を含む）を除く）
・心臓病（狭心症、心筋梗塞、不整脈、心房細動、心室細動、心不全、心筋炎、心筋症、心肥大、弁膜症を含む）
・脳卒中（脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、脳血栓、脳塞栓を含む）　・肝硬変　・慢性肝炎　・慢性気管支炎 　・肺気腫　・慢性腎炎
・腎不全　・糖尿病（高血糖・糖尿病の合併症を含む）
・白内障（手術を行った場合を除く）　・緑内障
・両眼の失明　・加齢黄斑変性症　・精神の病気（アルコール・薬物依存を含む）　・脳・神経の病気（アルコール・薬物依存を含む）
・認知症（アルツハイマー病を含む）
・膠原病（全身性エリテマトーデス、リウマチ、皮膚筋炎、強皮症、多発性動脈炎を含む）
・（骨折歴を伴う）骨粗しょう症　・関節炎（リウマチ性、変形性）
・厚生労働省指定の難病（指定難病に対する医療受給者証の交付を受けている方）
・転倒による骨折　※転倒による骨折とは、例えば歩行中や階段の昇り降りにおいてご自身で転倒したものを指します。

以下のご質問をよくお読みいただき、ご回答は加入依頼書（兼告知書）「回答記入欄」にご記入ください。

なし １つ以上あり

ご注意事項

11



11

家族型・夫婦型
①日本製紙株式会社およびその系列会社の役員・従業員・退職者（団体の構成員）
②①の配偶者、子供、両親、兄弟

本人型
①日本製紙株式会社およびその系列会社の役員・従業員・退職者（団体の構成員）
②①の配偶者、子供、両親、兄弟
③①と同居している親族

※対象となる系列会社の範囲につきましては、代理店までご連絡ください。

（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*3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。
＊3 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。

傷害補償／携行品
家族型でご加入の場合

本人型でご加入の場合

本人型

夫婦型

個人賠償責任（家族型）

ホールインワン・アルバトロス費用 

介護補償（本人型）

ご本人＊1

○

○

○

○

○

○

配偶者

○

×

○

×

○

×

その他のご親族＊2

○

×

○

×

×

×

ご確認ください

【被保険者（保険の対象となる方）の範囲について】

【「本人となれる方の範囲」「被保険者（保険の対象となる方）
の範囲について」における用語の解説】

【本人となれる方の範囲】

父 母

兄 配偶者

子供 子供同居している親族

従業員

例【本人型タイプの「本人」】

＊１ 上記【本人となれる方の範囲】に該当し、加入依頼書に「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。

＊2 ご本人またはその配偶者の同居の親族・ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子様をいいます。
　※ 保険の対象となる方の続柄は、傷害、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が未成年者または上表の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。）。

　※ 介護補償以外は年齢制限はございません。
　※ 介護補償の保険の対象となる方（被保険者）ご本人＊1については年齢（団体契約の始期日時点の年齢）の加入条件が
　あります。詳細は6ページをご確認ください。

むちうち症・腰痛等で医学的
他覚所見のないものについては、
お支払いの対象になりません。
※医学的他覚所見とは、レントゲン検査、脳波所見、
　理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等
　により認められる異常所見をいいます。

ハリ・灸・マッサージについては
医師の監督下で
行われるものではない限り
お支払いの対象に
なりません。

家族型の場合、配偶者、その他親族の保険金を請求される場合には、
おケガをされた方と加入者証記載のご本人との続柄が確認できる書類が必要になります。
（例：健康保険証のコピー・住民票等）

1

3

2

示談交渉サービス付き
（日本国内の事故に限ります。また、
訴訟が日本国外の裁判所に提起さ
れた場合等を除きます。）

心神喪失に起因する損害賠償責任は
お支払いの対象となりません。1 2

ご注意点

●定年退職後も引き続き退職者団体にて保険を更新することができます。ただし、ご退職後の保険料支払方法は口座
から毎月引き落としになります。

国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてパー35以上の9ホールを正規にラウ
ンドし、1名以上の他の競技者を同伴したゴルフのプレー中にホールインワンまた
は、アルバトロスを達成した場合にお支払いします。

1

ご加入時の告知内容が正しくない場
合は、保険金をお受け取りいただけな
いことがあります。

保険金請求時に告知内容を
確認させていただく場合が
あります。

1 2
告
知
内
容
を

確
認
さ
せ
て

く
だ
さ
い
。

え
っ
と
、

１
年
前
に…

＊ホールインワンの証明として東京海上日動が求める証明書・映像等をご提出いただきます。

個人賠償責任

ホールインワン・アルバトロス費用

介護補償

傷　害

損害額は、保険価額（時価額＊）を限度に算定
されます。

１回の事故ごとに3,000円（免責金額）を
ご自身で負担いただきます。1 2

3

＊同じものを新たに購入するのに必要な金額
から、使用による消耗分を控除した額。

携行品損害

他人から借りたもの、預かったものに生じた事故、置き忘れや紛失はお支払いの対象になり
ません。

12

この保険は、日本製紙株式会社を契約者とし、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日本製紙株式会社が有します。

〈ご注意〉
現在ご加入の方につきましては、表紙記載の申込締切日までにご加入者の方からの特段のお申し出ま
たは保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険
料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。

保険金のお支払いについて



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については、「団体総合生活保険 補償の概要等」をご確認ください。

傷害
死亡・後遺障害

傷害 入院

基本補償

傷害 通院

保険金額

タイプ名

特定感染症
なし

特定感染症
あり

保険金額

タイプ名

TFE
1,820円

680万円

5,000円
（1日あたり）

3,000円
（1日あたり）

TFD
920円

150万円

3,000円
（1日あたり）

2,000円
（1日あたり）

TFC
2,830円

960万円

7,000円
（1日あたり）

5,000円
（1日あたり）

TFB
1,890円

630万円

5,000円
（1日あたり）

3,000円
（1日あたり）

TFA
980円

100万円

GCGBGA

3,000円
（1日あたり）

2,000円
（1日あたり）

ご本人＊1がご加入

携行品
（免責金額（自己負担額）：3,000円） 30万円 30万円

基本補償（本人型）

本人型

保険料（月払） 610円300円180円

ホールインワン・
アルバトロス費用 100万円50万円30万円

※ 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院中以外の手術）となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
＊1 【本人となれる方の範囲】につきましては、11ページをご確認ください。
＊2 ここでいうご家族は、ご本人の配偶者・ご本人またはその配偶者の同居の親族・ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子様をいいます。詳細は11ページ【被保
険者（保険の対象となる方）の範囲について】をご確認ください。 ※ ご家族の保険金額は、ご本人と同額です。 ＋

ご加入口数

1口のみ

ご加入口数

1口のみ

オプション

個人賠償有プラン＊３ 個人賠償無プラン

FE
1,730円

FD
860円

FC
2,680円

FB
1,800円

FA

個人賠償責任＊3

(        ) 1億円国内・国外
FK

930円
保険料（月払）

旧販売商品の補償・保険料表
プラン変更をご希望の方は、3ページの新プランからお選びください。

新規のご加入、タイプの変更はできません

13

介護アシスト
ついてます！
詳細はP７

メディカルアシスト
ついてます！
詳細はP7

デイリーサポート
ついてます！
詳細はP7

4

TKE
6,930円 1,290円 2,630円

保険期間：1年
団体割引：20％
損害率による割引：25％
天災危険補償特約保険料には損
害率による割引は適用されません

250万円

7,500円
（1日あたり）

5,000円
（1日あたり）

TKF

10万円

1,200円
（1日あたり）

1,000円
（1日あたり）

TKG

50万円

3,000円
（1日あたり）

2,000円
（1日あたり）

TKD
5,600円

200万円

6,000円
（1日あたり）

4,000円
（1日あたり）

TKC
4,280円

150万円

4,500円
（1日あたり）

3,000円
（1日あたり）

50万円

3,000円
（1日あたり）

2,000円
（1日あたり）

TKA
1,410円

10万円

1,200円
（1日あたり）

1,000円
（1日あたり）

TFF
2,780円

1,020万円

7,000円
（1日あたり）

5,000円
（1日あたり）

基本補償（家族型）
ご本人＊1がご加入でご家族＊2も補償

夫婦型

＊3 個人賠償責任の被保険者（保険の対象となる方）の範囲は、どのタイプでもご本人・配偶者・ご本人またはその配偶者の同居の親族･ご本人またはその配偶者の別居
の未婚のお子様となります。親族とは、６親等以内の血族および３親等以内の姻族をいい（配偶者を含みません。）、未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
被保険者（保険の対象となる方）の範囲、続柄は傷害･損害の原因となった事故発生時におけるものとなりますので、十分ご注意ください。詳細は11ページ【被保険者
（保険の対象となる方）の範囲について】をご確認ください。

GFGEGD

＋

2,750円

個人賠償有プラン＊３ 個人賠償無プラン

TKB

KE
6,330円 1,180円 2,420円

KF KGKD
5,120円

KC
3,930円

KA
1,300円

FF
2,620円 2,540円

KB

900円450円270円

100万円50万円30万円

30万円30万円

1億円国内・国外

14



【重要事項説明書、補償の概要について】

お問い合わせ先

22-T01361　2022年6月作成

（担当課）本店営業第四部営業第一課　東京都千代田区大手町1－5－1　大手町ファーストスクエア

＜引受保険会社＞

＜代理店＞

日本製紙総合開発株式会社
 
 
 

南光運輸株式会社
斉和産業株式会社

（東京支店）東京都北区堀船1-1-9
（岩国支店）山口県岩国市新港町2-6-2
（北海道支店）北海道旭川市パルプ町505-1
（苫小牧営業所）北海道苫小牧市勇払143
（白老営業所）北海道白老郡白老町字北吉原176-3
（岩沼営業所）宮城県岩沼市大昭和1-1

宮城県石巻市双葉町6-46
静岡県富士市鈴川本町9-1

ＴＥＬ.03-3914-6300
ＴＥＬ.0827-21-6157
ＴＥＬ.0166-25-2181
ＴＥＬ.0144-56-0465
ＴＥＬ.0144-84-9030
ＴＥＬ.0223-25-1107

ＴＥＬ.0225-95-4144
ＴＥＬ.0545-30-3450

（幹事）

（非幹事）損害保険ジャパン株式会社 / 三井住友海上火災保険株式会社

この用紙は日本製紙株式会社のコート紙を使用しております。

・重要事項説明書、補償の概要には「主な保険金をお支払いしない（免責）事由」「告知・通知
義務」等が記載されておりお読みいただくことが重要ですので、加入申込を行う際には、必
ず重要事項説明書（契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明）、補償の概要をご確認し、
同意のうえお申し込みください。

・重要事項説明書（契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明）、補償の概要は、以下a．～c．
いずれかの方法によりご確認ください。
a．QRコードからアクセス先に掲載の重要事項説明書(重要事項説明書は、印刷・保管されることをおすすめ
いたします。)　　　　　　　

b．日本製紙総合開発ホームページに掲載の重要事項説明書　https://www.npd.jp/hoken/
c．重要事項説明書の冊子(ご希望の場合は、代理店（お問い合わせ先は下記に記載）までご連絡ください。)

重要事項説明書・
補償の概要は
こちらから

この保険は東京海上日動火災保険株式会社を幹事とした共同保険契約です。引受保険会社および引受割合等については、「重要事項説明書」
をご確認ください。なお、退職者ならびに介護補償については、東京海上日動単独のお引受けとなります。




