


⼊院費って
いくらぐらいかかるの︖ もしもの病気のリスクに備えて「医療補償」があると安⼼です。

⼊院時の1⽇あたりの⾃⼰負担費⽤ さらに 病気によっては⼊院期間が⻑くかかります。

入入院院やや手手術術をを補補償償すするる
「「医医療療補補償償」」だだとと安安心心でですす。。

だから

平均
23,300円

20,000〜
30,000円未満
12.8%

15,000〜
20,000円未満
9.0%

40,000円以上
16.0%

30,000〜
40,000円未満
8.7%

10,000〜
15,000円未満
24.2%

5,000円未満
10.6%

5,000〜
7,000円未満
7.6%
7,000〜
10,000円未満
11.1%

※治療費・⾷事代・差額ベッド代に加え、交通費（⾒舞いに来る家族の交通費も含みます。）
や⾐類、⽇⽤品費等を含みます。

※⾼額療養費制度を利⽤した場合は利⽤後の⾦額となります。
【出典】（公財）⽣命保険⽂化センター「2019年度 ⽣活保障に関する調査」

要介護状態初期に⼀時的に
必要となる主な費⽤の⽬安
（⾃費で購⼊等した場合）

⾞いす 階段昇降機 特殊寝台（介護ベッド）

ポータブルトイレ 移動⽤リフト⼿すり
■廊下・階段・浴室⽤等・・・ 1万円〜
※サイズ・素材により⾦額は異なる（⼯事費別途）

■据置式 ・・・ 20〜50万円
■レール⾛⾏式 ・・・ 50万円〜
※⼯事費別途

■⽔洗式 ・・・・・ 1〜 4万円
■シャワー式 ・・・ 10〜25万円

■⾃⾛式 ・・・ 6〜19万円
■電動式 ・・・ 30〜50万円

■いす式直線階段⽤
・・・・・・・・・ 50万円〜
※⼯事費別途

■15〜50万円
※機能により⾦額は異なる

【出典】（公財）⽣命保険⽂化センター
「介護保障ガイド」（2020年6⽉改訂版）をもとに東京海上⽇動にて作成

⼀時費⽤*1の合計︓
平均約70万円

介護にかかる
お⾦は・・・︖

【出典】（公財）⽣命保険⽂化センター「2018年度⽣命保険に関する全国実態調査」
*1 公的介護保険サービスの⾃⼰負担費⽤を含みます。

もしもの介護に備えて「介護補償」があると安⼼です。公的介護保険は
あるけれど・・・︖

だから 介介護護ににははままととままっったた
資資金金準準備備ががああるるとと安安心心でですす。。

⽉々の介護費⽤とは別に、⾃宅の改修費⽤や⾞いす、特殊ベッド等
の福祉⽤品の購⼊等により初期費⽤がかかる可能性があります。

がんは
気になる病気よね︖

さらに

だから ままととままっったた資資金金のの
準準備備ががででききるるとと安安心心でですす。。

⽇本の「がん（悪性新⽣物）」の
総患者数は、約178万⼈︕

主ながん（悪性新⽣物）の患者数 （単位︓万⼈）

※総患者数は、平均診療間隔を⽤いて算出するため、男性と⼥性の合計が
総数に合わない場合があります。

⼼配なのは、医療費︕
医療費・⾃⼰負担額の例

⼀⽣のうち、おおよそ2⼈に1⼈が
がんと診断されるといわれています。

※70歳未満、⽉収27万円以上51.5万円未満の例
※医療費の⾃⼰負担額は⾼額療養費制度を利⽤した場合
（実際の⾃⼰負担額は個別のケースにより異なります。）

【出典】（公財）⽣命保険⽂化センター
「医療保障ガイド」（2020年9⽉改訂版）をもとに東京海上⽇動
にて作成

もしものがんのリスクに備えて「がん補償」があると安⼼です。

【出典】「2017年患者調査」（厚⽣労働省）をもとに東京海上⽇動にて作成

【出典】「2017年患者調査」（厚⽣労働省）をもとに東京海上
⽇動にて作成

退院患者平均在院⽇数

（胃がんで15⽇間⼊院したケース）

［集計ベース︓過去5年間に⼊院し、⾃⼰負担費⽤を⽀払った⼈
（⾼額療養費制度を利⽤した⼈および利⽤しなかった⼈（適⽤外含む））］
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悪性新⽣物 総数 男性 ⼥性
胃 19.6 13.5 6.1

結腸および直腸 28.8 16.4 12.4
肝および肝内胆管 5.6 3.8 1.9

気管、気管⽀および肺 16.9 10.2 6.7
乳房 23.2 0.3 22.9

医療費の⾃⼰負担額 177,976円
差額ベッド代他 133,000円

合計 約31.1万円
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AMG団体総合⽣活保険制度の特徴

補償の種類

パンフレットに記載のないタイプにご加⼊中の⽅は旧タイプの補償となります。
タイプ変更ご希望の⽅はお⼿続きが必要です。

最⼤３２％の割引が適⽤されます︕
団体割引︓２０％適⽤
損害率による割引︓１５％適⽤

ご加⼊の際、医師の診査は不要です︕
医療補償、がん補償、介護補償、所得補償は、加⼊依頼書等の
質問事項（健康状態告知）にお答えいただくことでご加⼊いただけます。
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。

充実したサービスにより安⼼をお届けします︕
以下のサービスは無料でご利⽤いただけます。
サービスの詳細は「サービスのご案内」をご参照ください。

１

２

３

メディカルアシスト 介護アシスト⾃動セット デイリーサポート

3.個⼈賠償責任

4.医療補償

6.介護補償

5.がん補償
2.携⾏品

7.所得補償

1.傷害補償
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保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合、、保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい主主なな場場合合ににつついいててはは、、「「補補償償のの概概要要等等」」ををごご確確認認くくだだささいい。。

１１．．傷傷害害補補償償
例えば… ・交通事故によるケガ ・仕事中のケガ

・スポーツ中のケガ ・家庭内でのケガ
・旅行中のケガ

国内外での「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方が

ケガをした場合に保険金をお支払いします。

入入院院・・手手術術
ケガで入院*1したり手術*2を受けられた場合に保険金をお支払いします。
*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。
*2 事故の日から１８０日以内に受けた手術に限ります。また、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の

手術があります。

通通院院
ケガで通院*1した場合に保険金をお支払いします。
*1 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。

死死亡亡・・後後遺遺障障害害
ケガで死亡したり後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。

国内外において、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に損害が生じた場合に保険金をお支払いし

ます。
※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、手形その他の有価証券（小切手は含みま

せん。）、商品・製品や設備・什器（じゅうき）等は、補償の対象となりません。

例えば… ・旅行中、誤ってカメラを落として壊してしまった。
・外出中、ハンドバッグをひったくられた。２２．．携携行行品品

３３．．個個人人賠賠償償責責任任

国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してし
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
に保険金をお支払いします。

*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。

※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。

※※個個人人賠賠償償責責任任はは家家族族型型ででののおお引引受受けけととななりりまますす。。

例えば… ・自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。
・買い物中、誤って商品を壊してしまった。
・レンタルしたスキー用品を誤って壊してしまった。
・他人から借りた旅行カバンを盗まれた。

特特定定感感染染症症危危険険補補償償特特約約((ププレレミミアアムムププラランンののみみ自自動動付付帯帯))
特定感染症*1を発病した場合に、後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。
*1 特定感染症の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。
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保険⾦額・保険料
保険期間︓１年間、団体割引︓２０％、損害率による割引︓１５％
職種級別*1（傷害補償）︓A
※ご加⼊⼝数は１⼝のみです。

本⼈型 夫婦型 家族型

タイプ
本⼈型

タイプ
夫婦型

タイプ
家族型

プレミアムプラン プレミアムプラン プレミアムプラン

A116
傷害補償

⼊院保険⾦⽇額*2
（１⽇あたり） 5,300円

A119
傷害補償

⼊院保険⾦⽇額*2
（１⽇あたり） 3,150円

A122
傷害補償

⼊院保険⾦⽇額*2
（１⽇あたり） 2,700円

通院保険⾦⽇額
（１⽇あたり） 2,600円 通院保険⾦⽇額

（１⽇あたり） 1,800円 通院保険⾦⽇額
（１⽇あたり） 1,770円

死亡・後遺障害
保険⾦額 300万円 死亡・後遺障害

保険⾦額 300万円 死亡・後遺障害
保険⾦額 300万円

特定感染症危険補償特約 特定感染症危険補償特約 特定感染症危険補償特約

B101 携⾏品 保険⾦額︓10万円
免責⾦額（⾃⼰負担額）5,000円 B102 携⾏品 保険⾦額︓10万円

免責⾦額（⾃⼰負担額）5,000円 B103 携⾏品 保険⾦額︓10万円
免責⾦額（⾃⼰負担額）5,000円

C102 個⼈賠償責任
（家族型）

国内 無制限
国外 1億円 C102 個⼈賠償責任

（家族型）
国内 無制限
国外 1億円 C102 個⼈賠償責任

（家族型）
国内 無制限
国外 1億円

合計保険料
(⽉払） 1,430円 合計保険料

(⽉払） 1,880円 合計保険料
(⽉払） 3,210円

タイプ
本⼈型

タイプ
夫婦型

タイプ
家族型

スタンダードプラン スタンダードプラン スタンダードプラン

A115 傷害補償

⼊院保険⾦⽇額*2
（１⽇あたり） 2,600円

A118 傷害補償

⼊院保険⾦⽇額*2
（１⽇あたり） 2,600円

A121 傷害補償

⼊院保険⾦⽇額*2
（１⽇あたり） 2,200円

通院保険⾦⽇額
（１⽇あたり） 1,350円 通院保険⾦⽇額

（１⽇あたり） 1,100円 通院保険⾦⽇額
（１⽇あたり） 1,100円

死亡・後遺障害
保険⾦額 100万円 死亡・後遺障害

保険⾦額 100万円 死亡・後遺障害
保険⾦額 100万円

B101 携⾏品 保険⾦額︓10万円
免責⾦額（⾃⼰負担額）5,000円 B102 携⾏品 保険⾦額︓10万円

免責⾦額（⾃⼰負担額）5,000円 B103 携⾏品 保険⾦額︓10万円
免責⾦額（⾃⼰負担額）5,000円

C102 個⼈賠償責任
（家族型）

国内 無制限
国外 1億円 C102 個⼈賠償責任

（家族型）
国内 無制限
国外 1億円 C102 個⼈賠償責任

（家族型）
国内 無制限
国外 1億円

合計保険料
(⽉払） 730円 合計保険料

(⽉払） 1,070円 合計保険料
(⽉払） 1,760円

※個⼈賠償責任は家族型でのお引受けとなります。

保険⾦額︓ 保険⾦額︓ 保険⾦額︓

*1 傷害補償の保険料は、保険の対象となる⽅ご本⼈の職種級別によって異なります。表⽰の保険料は職種級別Ａ（医師、看護師、助産師、
薬剤師、事務従事者、学⽣、家事従事者等、職種級別B以外）の⽅を対象としたものです。職種級別B（⾃動⾞運転者、建設作業者、
農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採⽯作業者、⽊・⽵・草・つる製品製造作業者）の⽅は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
なお、夫婦型、家族型において、保険の対象となる⽅ご本⼈が職種級別Ｂに該当するときは、他の⽅を保険の対象となる⽅ご本⼈とすること
により、保険料が安くなることがありますので、詳しくは《お問い合わせ先》までご連絡ください。

*2 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。
傷の処置や抜⻭等お⽀払いの対象外の⼿術があります。

保険⾦額︓ 保険⾦額︓ 保険⾦額︓
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保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合、、保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい主主なな場場合合ににつついいててはは、、「「補補償償のの概概要要等等」」ををごご確確認認くくだだささいい。。

４４．．医医療療補補償償

保険期間：１年間、団体割引：２２００％％、損害率による割引：１１５５％％
※ご加入口数は１口のみです。

※ 保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢*2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*2 が、満５歳以上満８９歳以下の方に限ります。

*1 対象となる重大手術については、「補償の概要等」を
ご確認ください。

*2 団体契約の始期日時点の年齢をいいます。

新新型型ココロロナナウウイイルルススもも対対象象でで良良かかっったた。。

保保険険金金額額・・保保険険料料

総総合合先先進進医医療療一一時時金金
総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けたときに

保険金（一時金）をお支払いします。

本人型

男性・女性共通

D103

2,500円

10万円

入院中 25,000円

入院中以外 12,500円

25,000円

300万円

10万円

118800円円

116600円円

119900円円

226600円円

227700円円

229900円円

331100円円

335500円円

446600円円

559900円円

882200円円

11,,118800円円

11,,660000円円

22,,119900円円

22,,880000円円

33,,556600円円

33,,775500円円

更更新新停停止止

７０～７４歳

６０～６４歳

６５～６９歳

保保  険険  料料
（（月月  払払））

７５～７９歳

８０～８４歳

９０歳以上

５０～５４歳

５５～５９歳

１５～１９歳

５～９歳

１０～１４歳

８５～８９歳

タイプ名

型

性別

放射線治療保険金額

上記以外の
手術

疾病入院保険金日額(１日あたり)

疾病手術
保険金額

重大手術*1

総合先進医療一時金額

総合先進医療基本保険金額

４０～４４歳

４５～４９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

２０～２４歳

２５～２９歳

疾疾病病入入院院 病気で入院したときに１日目から保険金をお支払いします。
※１回の入院について１８０日を限度とします。

疾疾病病手手術術
病気で手術*1をしたときに保険金をお支払いします。
*1 傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*2 ２種類以

上の手術を受けた場合には、いずれか１種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。

*2 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

放放射射線線治治療療 病気やケガで放射線治療を受けたときに保険金をお支払いします。
※血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、６０日の間に１回のお支払いを限度とします。

総総合合先先進進医医療療
病気やケガで先進医療*1を受けたときに保険金をお支払いします。
*1 対象となる先進医療については、「補償の概要等」をご確認ください。
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保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合ににつついいててはは、、「「補補償償のの概概要要等等」」ををごご確確認認くくだだささいい。。

５５．．ががんん補補償償

保険期間：１年間、団体割引：２２００％％、損害率による割引：１１５５％％
保保険険金金額額・・保保険険料料 ※ご加入口数は１口のみです。

※ 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８９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。

がんと診断確定された場合や、がん治療のために入院をされた場合等
に保険金をお支払いします。

＜特長＞
■がんのリスクに備えて
・がん診断保険金や入院保険金等でがんにかかる費用に備えます。
・入院保険金は１日目から、支払日数の制限なくお支払いします。
・「上皮内新生物」や「白血病」も補償対象になります。

ががんん診診断断

がんと診断確定*1されたときに保険金（一時金）をお支払いします。なお、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、新たながんが
生じたときでも保険金をお支払いします。*2
*1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。

*2 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保険金をお支払
いできません。

がん⼊院・⼿術
がんで入院（日帰り入院も含みます。）や所定の手術*1をしたときに保険金をお支払いし
ます。
*1 時期を同じくして*2 ２種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみ保険

金をお支払いします。

*2 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。



保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合、、保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい主主なな場場合合ににつついいててはは、、「「補補償償のの概概要要等等」」ををごご確確認認くくだだささいい。。

-7-

保険の対象となる方が所定の要介護状態となった場合に保険金（一時金）をお支払いします。これにより、公的介
護保険制度において自己負担となる自宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用に備えることができます。

保険期間：１年間、団体割引：２２００％％、損害率による割引： １１５５％％
※ご加入口数は１口のみです。保保険険金金額額・・保保険険料料

６６．．介介護護補補償償

**１１ 「「独独自自基基準準追追加加型型」」ととはは

国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に加えて、別途、東京海上日動が定めた所定の要介護状態となった場合
にも保険金をお支払いするものです。
これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「３９歳以下の方」が要介
護状態になった場合や、 「加齢に起因する疾病（１６種類の特定疾病）以外の疾病」や「ケガ」により要介護状態になった場合についても保
険金をお支払いできるメリットがあります。

ＡＡＭＭＧＧ団団体体総総合合生生活活保保険険制制度度でではは独独自自基基準準追追加加型型（（要要介介護護２２））**33 ををごご用用意意ししてておおりりまますす！！

**33 独独自自基基準準追追加加型型（（要要介介護護２２））ととはは
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が定める所定の要介護状態（要介護２用）*4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。
*4 東京海上日動所定の要介護状態（要介護２用）については、「補償の概要等」をご確認ください。

※ 保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢*2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*2が、満５歳以上満８４歳以下の方に限ります。
*2 団体契約の始期日時点の年齢をいいます。

F104 F105 F106

３００万円 ２００万円 １００万円

５～９歳 1100円円 1100円円 1100円円

１０～１４歳 1100円円 1100円円 1100円円

１５～１９歳 1100円円 1100円円 1100円円

２０～２４歳 1100円円 1100円円 1100円円

２５～２９歳 1100円円 1100円円 1100円円

３０～３４歳 1100円円 1100円円 1100円円

３５～３９歳 2200円円 1100円円 1100円円

４０～４４歳 4400円円 2200円円 1100円円

４５～４９歳 7700円円 5500円円 2200円円

５０～５４歳 115500円円 110000円円 5500円円

５５～５９歳 331100円円 221100円円 110000円円

６０～６４歳 665500円円 443300円円 222200円円

６５～６９歳 11,,336600円円 991100円円 445500円円

７０～７４歳 22,,885500円円 11,,990000円円 995500円円

７５～７９歳 66,,223300円円 44,,116600円円 22,,008800円円

８０～８４歳 1144,,336600円円 99,,557700円円 44,,779900円円

８５歳以上

保保  険険  料料
（（月月  払払））

更更新新停停止止

本人型

補償の型 独自基準追加型*1（要介護2）

介護補償保険金額

タイプ名

型
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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については、「補償の概要等」をご確認ください。

※ 損害率による割引は、天災危険補償特約には適用されま
せん。

※ 保険料は保険の対象となる方ご本人の職種や年齢*3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*3が、満１５歳以上満７０歳以下の方に限ります。

※ 所得補償保険金額は、平均月間所得額*4の範囲内、か
つ、加入限度口数以下で設定してください。

１級 ２級

１５～１９歳 119900円円 222200円円

２０～２４歳 228800円円 332200円円

２５～２９歳 331100円円 336600円円

３０～３４歳 339900円円 444400円円

３５～３９歳 448800円円 555500円円

４０～４４歳 660000円円 669900円円

４５～４９歳 772200円円 882200円円

５０～５４歳 883300円円 995500円円

５５～５９歳 889900円円 11,,002200円円

６０～６４歳 993300円円 11,,007700円円

６５～６９歳 11,,440000円円 11,,661100円円

７０歳 11,,886600円円 22,,114400円円

７１歳以上

保保 険険 料料

（（ 月月 払払 ））

所得補償保険金額（月額）

タイプ名

基本級別*2

天災危険

型

加入限度口数

てん補期間*1

免責期間

更更新新停停止止

本人型

G101

１年

20口

5万円

セット

７日

７．所得補償

保険期間︓１年間、団体割引︓２０％、損害率による割引︓１５％

*1 保険金をお支払いしない期間をいいます。

*2 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。

＜就業不能のリスクに備えて＞
病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間*1（７日）を超えた場合に、最長１年保険金をお支払いします。*2

天天災災危危険険補補償償特特約約
地震もしくは噴火またはこれらによる津波により病気やケガをした場合に、所得補償保険金をお支払いします。

*1 保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間をいいま
す。

*2 表示の保険料は、基本級別１級（医師、薬剤師、一般事務
従事者等）の方、基本級別２級（看護師、助産師、理学療
法師、作業療法師、言語聴覚師、臨床工学技師、放射線
技師等）の方を対象としたものです。それ以外の方は、《お
問い合わせ先》までご連絡ください。

*3 団体契約の始期日時点の年齢をいいます。
*4 直前１２か月における保険の対象となる方ご本人の所

得*5の平均月額をいいます。
*5 「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。

保保険険金金額額・・保保険険料料 （（１１口口ああたたりり））
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２．保険の対象となる⽅（被保険者）の範囲
保険の対象となる⽅（被保険者）の範囲は、以下のとおりとなります。
※基本補償により、選択可能な「型」が異なります。各ページをご確認ください。

※保険の対象となる⽅の続柄は、傷害また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。）。

*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。

１．「保険の対象となる⽅（被保険者）ご本⼈*1」としてご加⼊いただける⽅

※保険の対象となる⽅（被保険者）ご本⼈*1について年齢*2等の加⼊条件がある補償があります。詳細は各ページをご確認ください。

*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。
*2 団体契約の始期⽇時点の年齢をいいます。

本⼈型
家族型補償（本⼈型以外）

傷害補償 携⾏品
個⼈賠償責任

①上尾中央医科グループの会員 ○ ○ ○

② ①の⽅のご家族
配偶者、お⼦様、ご両親、ご兄弟 ○ ○ ○

①の⽅と同居されているご親族 ○ × ○

本⼈型 夫婦型 家族型

① ご本⼈*1 ○ ○ ○

② ご本⼈*1の配偶者 － ○ ○

③ ご本⼈*1またはその配偶者の同居のご親族 － － ○

④ ご本⼈*1またはその配偶者の別居の未婚のお⼦様 － － ○

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）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⼾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*1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親等以内の⾎族または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。

*1 ⼾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。



「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。

がん専⽤相談窓⼝
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。

転院・患者移送⼿配 *2

転院されるとき、⺠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。
*2 実際の転院移送費⽤は、お客様にご負担いただきます。

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 医療機関案内
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。

予約制専⾨医相談
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。

・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。

⾃動セット 受 付 時 間*1: 24時間365⽇
0120-708-110

・介護アシスト

電話介護相談
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、介護サービス
の種類や特徴、介護施設の⼊所⼿続、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。
*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。

0120-428-834

*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）。

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。

・デイリーサポート

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。

社会保険に関する相談

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

「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。

受 付 時 間︓
いずれも

⼟⽇祝⽇、
年末年始を除く

・法律相談 ︓10︓00〜18︓00
・税務相談 ︓14︓00〜16︓00
・社会保険に関する相談 ︓10︓00〜18︓00
・暮らしの情報提供 ︓10︓00〜16︓00

0120-285-110

受 付 時 間︓
いずれも

⼟⽇祝⽇、
年末年始を除く

・電話介護相談 ︓9︓00〜17︓00
・各種サービス優待紹介 ︓9︓00〜17︓00

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。

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。

⾃動セット

⾃動セット

各種サービス優待紹介 *2

インターネット介護情報サービス

法律・税務相談

暮らしの情報提供

・ご相談のご利⽤は、保険期間中にご相談内容の事柄が発⽣しており、かつ現在に⾄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。

・⼀部の地域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会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシストおよび介護アシストの電話相談は医療⾏為を⾏うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費⽤はお客様のご負担となりま
す。

*1 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⼾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。婚約とは異
なります。

*2 6親等以内の⾎族または3親等以内の姻族をいいます。

ご注意ください （各サービス共通）

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。
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サービスのご案内






