
丸 紅 グ ル ー プ の 皆 さ ま へ

丸紅グループ保険の
ご案内

平成30年保存版

申込締切日 平成30年7月23日（月）

適用25％
さらに傷害総合保険、新・団体医療保険には

適用5％優良割引

団体割引

新登場 団体親介護費用補償保険

親子が抱える介護の不安をサポートします。親子が抱える介護の不安をサポートします。

損保ジャパン日本興亜の団体傷害総合保険、新・団体医療
保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険（GLTD)
における平成28年4月1日から平成30年3月31日の
データです。

これだけ
お役に
立ちました

安心のお支払い実績

万円約 億

昨年度 件1,657
3   1,600



■団体契約の保険各種ラインナップ

保険種目 保険会社 選定理由

団体親介護費用補償保険

団体傷害総合保険

新・団体医療保険

所得補償保険

終身がん保険

終身医療保険

終身医療保険（引受基準緩和型）

団体長期障害所得
補償保険（GLTD）

損保ジャパン日本興亜

損保ジャパン日本興亜

損保ジャパン日本興亜

損保ジャパン日本興亜

損保ジャパン日本興亜

アフラック

アフラック

アフラック

契約者（丸紅㈱保険事業部）の指定

契約者（丸紅㈱保険事業部）の指定

契約者（丸紅㈱保険事業部）の指定

契約者（丸紅㈱保険事業部）の指定

契約者（丸紅㈱保険事業部）の指定

団体（丸紅㈱保険事業部）の選定

団体（丸紅㈱保険事業部）の選定

団体（丸紅㈱保険事業部）の選定

社員向け保険各種ラインナップ

保険種目 保険会社 選定理由

団体親介護費用補償保険

団体傷害総合保険

新・団体医療保険

終身がん保険

終身医療保険

終身医療保険（引受基準緩和型）

　

損保ジャパン日本興亜

損保ジャパン日本興亜

損保ジャパン日本興亜

アフラック

アフラック

アフラック

契約者（丸紅㈱保険事業部）の指定

契約者（丸紅㈱保険事業部）の指定

契約者（丸紅㈱保険事業部）の指定

団体（丸紅㈱保険事業部）の選定

団体（丸紅㈱保険事業部）の選定

団体（丸紅㈱保険事業部）の選定

OB・OG向け保険各種ラインナップ

記

１．お申込みについて

 　 　申込締切日：平成 30年 7月 23日（月）

　　　書類提出先：丸紅セーフネット株式会社

・既加入者の方で、現加入内容と同等条件でご継続いただく場合は『自動継続』
となり、年齢 5 歳刻みで保険料が変更になりますので、該当ページでご確認
ください。

・ご契約内容の変更や脱退の場合は、必ず書類のご提出をお願い致します。
・団体傷害総合保険の保険金額が変更になっていますので、必ずP25でご確認を
お願い致します。

・申込書類（加入依頼書等）はそれぞれの保険会社で異なりますのでご注意く
ださい。

２．団体親介護費用補償保険が新登場！
　近年、高齢化の進展により要介護認定者数は約 622 万人（平成 28 年 4月時点）
に達し、同時に、ご家族の介護の両立を理由にした離職・転職者も 10 万人を
超えています。万が一、OB・OG の皆様が要介護認定者になられた際に、お子
様との物理的距離が離れているなどのさまざまな理由によって、ご家族からの
介護が十分にできない事例が多くみられます。（グループ会社の皆様のご両親が
要介護認定者になられた場合も同様です）そのような状況下、親子の介護不安
をサポートする「団体親介護費用補償保険」が登場しましたので、是非ともご
検討いただきますよう宜しくお願い申し上げます。なお、「対象者の方が要介護
認定を受けていないこと（別紙の告知事項に該当しないこと）」・「お子様が 20
歳を超えていること」などが加入条件となっております。また、OB・OG の皆
様の「ご本人を介護の対象とする保険」は、親介護費用保険だけではなく、新
団体医療保険とセットでご加入いただくこともできます。こちらの保険の違い
についての詳細は、P14 をご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

平成 30年 6月

丸紅株式会社　保険事業部
丸紅セーフネット株式会社

丸紅グループ会社　役員・社員の皆様へ
丸紅株式会社 /丸紅グループ会社　OB・OGの皆様へ

平成 30年度　丸紅グループ各種団体保険のご案内

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを

賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、本年も丸紅グループ各種団体保険制度の更新時期となりましたので、ご案内申し

上げます。皆様それぞれのライフプランに応じた様々な種類の保険を用意しておりますの

で、ご検討いただけます様宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敬具

募集代理店の丸紅セーフネット株式会社は、27社の損害保険会社と20社の生命保険会社の委託を受け
ています。お客さまへの保険商品の募集に際しては、丸紅株式会社の意向を踏まえて当代理店の商品選
定委員会にて補償分野ごとにおすすめする保険会社を以下のとおり定めています。

NEW

NEW

団体親介護費用補償保険
・親の介護と仕事の両立に備える「団体親介護費用補償保険」を新発売します。
・要介護1から保険金お支払いの対象となり、提携の各種介護サービスを一部キャッシュレス（実費）でご利用いただけます。
・団体親介護費用補償保険は別紙パンフレット・加入申込書兼健康状態に関する告知書もご準備しております。
　別紙パンフレット・加入申込書兼健康状態に関する告知書については丸紅セーフネットにお問い合わせください。
※当該商品の販売に伴い、新・団体医療保険の親孝行一時金支払特約は売り止めとさせていただきます。（P1、P2タイプ）

業界初
新商品

優良割引率の変更（10%→5%）
・過去3年間で団体傷害総合保険、新・団体医療保険、所得補償保険の3商品について、合計約5.1億円の保険金をお支払いしています。
  それぞれの種目でお支払い金額は増加傾向にあります。それに伴い、優良割引率が10%→5%に変更となりました。団体傷害
　総合保険、新・団体医療保険、所得補償保険の適用割引率が変更となっています。
・継続の方も保険料が前年より変更されておりますので、必ずご確認ください。

健康経営割引（5%）の適用（団体長期障害所得補償保険）
・丸紅株式会社の健康経営の取り組みを踏まえ、団体長期障害所得補償保険（GLTD）に健康経営割引５％を新たに適用しました。
・継続の方も保険料が前年より変更されておりますので、必ずご確認ください。

NEW
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■団体保険各種ラインナップ

各保険に関する重要事項と説明 P41～61

 

アフラック
被保険者の範囲 概　　要保険期間保険種目名 記載頁

本人・配偶者
・二親等以内の親族契約日～終身 がんによる入院・通院・

手術等を保障4 終身がん保険

5

6

終身医療保険

P35～36

契約日～終身
病気（がんや三大疾病の
保障を含む）やケガによ
る入院・手術等を保障

病気（がんや三大疾病の
保障を含む）やケガによ
る入院・手術等を保障

P37～38

P39～40

本人・配偶者
・二親等以内の親族

 

医療リスク

病気 ケガ

介護の保険 物の保険 賠償リスク

ケガ 入院 通院 入院 通院

死亡リスク

死亡

病気
本人 親 物損 個人賠償

責任
特　約

－

－ － － － － － － ○ － －

－ ○ △ ○ －
 
－ － －

－ ○ － － ○ ○ － － ○ ○
ホールインワン・アルバ
トロス・弁護士費用補償
（救援者費用・キャンセル
費用）

※1

※3

携行品
受託品 ※4

※2 生活習慣病・女性・がん・
先進医療・介護

－

△

損保ジャパン日本興亜

平成30年
8月1日
～1年間

平成30年
8月1日
～1年間

被保険者の範囲 概　　要保険期間保険種目名 記載頁

病気、おケガの入院、
手術、通院※1を補償

ご本人、ご夫婦、ご家族
のおケガ等を補償

丸紅グループの役員・
従業員および退職者と
そのご家族※
※ご家族とは、配偶者、子供、
　両親、兄弟姉妹および同居の
　親族を指します。

丸紅グループの役員・
従業員および退職者と
そのご家族※
※ご家族とは、配偶者、子供、
　両親、兄弟姉妹および同居の
　親族を指します。

団体傷害
総合保険

1

新・団体
医療保険12

P19～28

P15～18

平成30年
10月1日
～10か月

親御さまに介護が必要
となった場合の費用を
補償

丸紅グループの役員・
従業員とそのご家族※
※ご家族とは、配偶者、子供、
　両親、兄弟姉妹および同居の
　親族を指します。

団体親介護
費用補償保険

3

P5～14

－ － ○ ○ － － － － － －
※5 ※5

※6 ※6

－ － ○ ○ ○ ○ － － － －

※6 ※6

－ － ○ ○ ○ ○ － － － －

総合先進医療特約、三大疾病一時金特約、
三大疾病無制限型長期入院特約、
入院一時金特約、女性特定手術特約、

女性疾病入院特約、三大疾病保険料払込免除特約

医療リスク

病気 ケガ

老後の備え 物の保険 賠償リスク

ケガ 入院 通院 入院 通院

死亡リスク

死亡

病気
介護 年金 物損 個人賠償

責任
特　約

補 償 内 容 見 直 し の ポ イ ン ト

※1：継続して4日を超えて疾病入院し、退院後の通院
※2：介護一時金特約はオプションでの補償となります。詳細はP15～18を
　　 ご覧ください。
※3：団体親介護費用補償保険は別紙パンフレット・加入申込書兼健康状態に関する
　　 告知書もご準備しております。別紙パンフレット・加入申込書兼健康状態に関す
　　 る告知書については丸紅セーフネットにお問い合わせください。

終身医療保険
　（引受基準緩和型） 契約日～終身 本人・配偶者

・二親等以内の親族

※4：（ 　）の特約がセットされています。
※5：がんの治療のみ保障
※6：通院ありプランの場合

①補償は十分ですか？
②未加入のご家族はいませんか？
③「仕事と介護」（親の介護）の両立について考えたことはありますか？備えは十分ですか？
④終身医療保険への切り替えは必要ございませんか？（新・団体医療保険のご加入は79歳までとなります。）

女性がん特約、がん先進医療特約、
診断給付金複数回支払特約、緩和療養特約、
外見ケア特約、特定保険料払込免除特約

やさしい先進医療特約、
やさしい三大疾病一時金特約、

やさしい三大疾病保険料払込免除特約

（注意） 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命の商品は丸紅セーフネットまでお問い合わせください。

43



　□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義
　　務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。

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

ご加入内容確認事項2 新・団体医療保険1 団体親介護費用補償保険 3 団体傷害総合保険

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき､お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っ
　ております｡したがいまして､取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては､引受保険会社と直接契約
　されたものになります｡
●このパンフレットは､概要を説明したものです｡詳しい内容については､取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問
　い合わせください｡
●加入者証は大切に保管してください。また、３か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご照会
　ください。

3．お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。

　□補償の内容（保険金の種類）、セットされる特約
　□保険金額
　□保険期間

□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと

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

以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。
　□被保険者の「生年月日」（または「満年齢」）、「性別」は正しいですか。
　□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、ど
ちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたって
は、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。

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

【家族型・夫婦型にご加入になる方のみご確認ください】
　□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。

職種級別
A級

職業・職種
下記以外

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

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

B級

2．ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。

損
保
ジ
ャ
パ
ン
日
本
興
亜

〒103-８255 東京都中央区日本橋2-２-１0
URL： http://www.sjnk.co.jp/

●指定紛争解決機関
損保ジャパン日本興亜は、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。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、
一般社団法人日本損害保険協会に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〕0570 - 0 2 2808〈通話料有料〉
受付時間：平日の午前9時15分から午後5時まで（土・日・祝日・年末年始は
休業）
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/)

●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜、取扱代
理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。

◆24時間 365日

0120-727-110
受付
時間

【事故サポートセンター】

引受保険会社

企業営業第二部 第三課
ＴＥＬ：（０3）3231-4214　ＦＡＸ：（03）3231-9925
受付時間 ： 平日／午前9時から午後5時まで（土・日・祝日を除きます。）

※日本国内からのご連絡は、左記フリーダイヤル（無料）をご利用
　ください。
※海外からのご連絡は、こちらの回線をご利用ください。
　TEL 042-441-3131（有料）
※お電話の内容は、アフラック業務の運営管理、サービス充実など
　の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご
　了承ください。

携帯電話からでもかけられます。携帯
OK

東京第二法人営業部
ＴＥＬ：（０3）6385-9829　ＦＡＸ：（03）3344-2658

●給付金・保険金のご請求（ご入院等があった場合）に
　関するお問い合わせ

◆平日／午前9時から午後5時まで（祝日を除きます）
※休日明けは電話が込み合うことがございます。

0120-555-877

受付
時間

®

〒163-0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル
URL： http://www.aflac.co.jp/

アフラック

□損保ジャパン日本興亜 インターネット事故受付サービスのご案内

インターネット上で24時間いつでも
けが・病気の事故のご連絡ができる、
損保ジャパン日本興亜のサービスです！

便利！
・ご加入者さまご自身で、インターネット経由で
  直接損保ジャパン日本興亜に事故のご連絡をいただきますので、
  第三者の目に触れることはありません。
・いつでもお好きなときにお手続きができます。

こんな
メリットが！

丸紅セーフネットホームページからもアクセスできます。
http://www.m-inc.co.jp/「丸紅グループ保険（一括募集情報）」をクリック！

https://www.nksj-support.com/uketsuke/top.htmlこちらのURLにアクセス！

●ID：msn4866　    ●パスワード：201111（半角小文字）

インターネット上で24時間、いつでもケガ・病気のご連絡ができる、損保ジャパン日本興亜のサービスです。

記載のURLにアクセスいただくと
インターネット事故受付サービスの
ホームページに遷移します。1

このボタンをクリックしてください！2

お手続きへ！
＊詳細を入力する前に個人情報同意などのページがあります。

3

詳細入力の際は以下の証券番号が必要になります。4
ログイン

インターネットでの事故のご連絡なら、第三者の眼にふれることもありません！

証券番号：911813N041

6261



TEL:052-202-6590
FAX:052-202-6592

〒460-0003　
愛知県名古屋市中区錦 2-2-2
名古屋丸紅ビル 9階

TEL:011-212-2020
FAX:011-212-2040

〒060-0051　
北海道札幌市中央区南一条東 1-5-1
大通バスセンタービル 1号館 7階

TEL:092-711-2241
FAX:092-714-7066

〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神 2-8-49
ヒューリック福岡ビル９階

TEL:06-6347-3638
FAX:06-6347-3633

〒530-0004　
大阪府大阪市北区堂島浜一丁目 2番 1号
新ダイビル 28階

□ 問い合わせ先

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

〒102-0084 東京都千代田区二番町3番地 麹町スクエア3階
URL ： http://www.m-inc.co.jp

■各支店

SJNK18-02707　2018.06.05

取扱（募集）代理店

団体親介護費用補償保険
団体傷害総合保険
新・団体医療保険

終身がん保険

保険種目 担当者 連絡先

終身医療保険

■リテール営業部

連絡先支店名 担当者

大阪支店

名古屋支店

九州支店

北海道支店

原田

伊藤

TEL:03-5210-1916
03-5210-1916

FAX:03-5210-1700
kojin-info@m-inc.co.jp

〒102-0084　
東京都千代田区二番町３番地　麹町スクエア 3階

TEL:03-5210-1917
FAX:03-5210-1700
kojin-info@m-inc.co.jp

〒102-0084　
東京都千代田区二番町３番地　麹町スクエア 3階

TEL:03-5210-1916
FAX:03-5210-1700
kojin-info@m-inc.co.jp

〒102-0084　
東京都千代田区二番町３番地　麹町スクエア 3階

山口

山口

細木

小畑

受付時間：平日の午前9時15分から午後5時30分まで
※お客さま対応の正確さとサービスの向上を目的として、お客さまとの電話通話を録音させていただいております。

細木

藤井

三浦

上関部長 奥野副部長 飯塚課長

添田

添田




