
日本赤十字社職員の皆様へ

団体総合生活保険のご案内

下記ＵＲＬまたはＱＲコードから
お手続きください。
http://ezoo.jp/ds2/nisseki1903

引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社

取扱代理店 株式会社日赤振興会

スマートフォンでも
手続きできます

がん補償
NEW

先進医療特約
通院保険金支払事由変更特約

介護補償

NEW

突然の介護の備えに
介護にはまとまった資金準備があると安心

フルガード補償
（傷害・賠償責任・携行品補償）

自転車保険が義務化されている
自治体が増えています

〈日本赤十字社の福利厚生制度〉

いつでも、どこでも、お手続きが簡単！
スマートフォン・パソコンからお申し込みが可能です！

◆保険期間
2019年3月1日午後4時から
2020年3月1日午後4時まで1年間

51％
割引

約

◆募集期間
2019年1月15日（火）から
2019年2月13日（水）まで

NEW

ご家族の賠償責任も補償します
（ご家族の範囲はP5をご確認ください）

30％
割引

約

56％
割引

約

https://tokiomarine.co.jp/#https://tokiomarine.co.jp


①上記URLまたは右上のQRコードから「お手続きサイト」にアクセスします。

③「上記の内容で登録する」をタップします。

お手続き開始画面に今すぐアクセス！

⑤お手続きサイトにログインしま
す。 パスワード発行メールのパ
スワードを入力します。

④ ID案内メール、パスワード発行
メールを受信します。 ID案内メー
ルのURLをクリックします。

③メールアドレスを登録します。

②「お名前（漢字・フリガナ）」「生年月日」
「職員番号」を入力します。

①上記URLまたは右上のQRコードから
「お手続きサイト」にアクセスします。

②「お名前（漢字・フリガナ）」「生年
月日」「職員番号」を入力します。

⑥「お手続きはこちらから」をタップし
ます。

ID案内メール

URL：https://・・・
ログインID：○○○

PW案内メール

パスワード：○○○

職員番号は西暦の生年月日：8桁＋イニシャ
ルのローマ字２文字（姓の頭文字、名の頭文
字）の10桁を入力します。

職員番号は別途登録済のご住所に郵送済
の更新案内に記載されております。
そちらをご準備の上ご確認ください。

ご新規の場合 既にご加入済の場合

②

スマートフォンの方お手続き方法
スマートフォン・インターネットから簡単にお手続きができます！

スマートフォンでのお手続きの場合は右上のQRを読込
インターネットでのお手続きの場合はアドレスを入力

http://ezoo.jp/ds2/nisseki1903

パソコンの方

お手続き開始画面へ

☑パスワードがロックされてしまった
お問い合わせ先の取扱代理店までご連絡ください

☑メールが届かない
セキュリティや迷惑メールのフィルタ設定が原因の場合もありますのでドメイン名「tmnf.jp」の受信許可をお願いします

（例） 日赤花子 1992年1月1日生まれ

→ 19920101NH

１

☑1度申込した内容を修正したい
お問い合わせ先の取扱代理店までご連絡ください

☑加入した内容を確認したい
お手続きサイト内にて加入開始日翌月末まで加入内容の確認が可能です。
それ以降は後日送付される加入者票をご参照ください

手続きや操作のご不明点
は取扱代理店まで
ご連絡ください！

？

職員番号

職員番号

職員番号



保険の対象となる方（被保険者）は、下記の範囲に該当し、かつ加入依頼書等に
「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。

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

① 日本赤十字社の職員および７０歳未満の退職者（ただし、退職日時点で本制度に加入していた方）
② ①の配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟（同居・生計を問わない）
③ ①と同居されているご親族（6親等以内の血族および3親等以内の姻族）

以下の補償については年齢（団体契約の始期日時点の年齢をいいます）が下記に該当する方に限ります。

補償の種類 年齢条件

がん補償 満５歳以上満７０歳以下

介護補償 満５歳以上満８４歳以下※

“職員ご本人”だけでなく
職員のご家族等もご加入
いただけます！

ご加入方法

ご加入手続

【新規加入の手続きについて】

①新規ご加入を希望される方は、募集期間中にP.１のお手続き方法に従い、スマートフォンかパソコンからお申込みください。

②インターネット経由ではなく紙でのお手続きを希望される方は、お早めに㈱日赤振興会のホームページから加入手続書類
をご請求ください。

③弊社にてお申込みが確認できましたら、㈱日赤振興会より「口座振替依頼書」をご加入者住所へ郵送いたします。
口座振替依頼書に必要事項をご記入、お届け印をご捺印のうえ、締切厳守で㈱日赤振興会まで返送願います。

募集期間が終了したあとも、中途で毎月加入することができます。
中途加入時は毎月20日までに申込み手続きと口座振替依頼書の㈱日赤振興会必着で翌月1日午後4時が補償開始
日となります。保険期間は2020年3月1日午後4時までとなります。

【更新の手続きについて】

①ご加入者住所に郵送済の「更新内容のご案内」に記載の内容にて更新される場合は、特段のご加入手続きは不要です。

②住所変更、名義変更等がある場合は、㈱日赤振興会へご連絡ください。お手続きに必要な書類をご案内いたします。

③補償のタイプをアップする場合や、新しく介護補償にご加入いただく場合は、募集期間中にP.１のお手続き方法に従い、
スマートフォンかパソコンからお申込みください。がん補償の補償拡充や新たに介護補償をお申込みの場合、健康状態に関す
る告知が必要となります。過去の傷病歴や現在の健康状態、年齢等によってはお引き受けをお断りすることがあります。

保険料の払込方法

①保険料は、加入者のご指定の口座から毎月自動引落となります。なお、第１回目保険料の引落しは、2019年3月1日

補償開始の場合、2019年５月27日となります。

②保険料の引落しがされなかった場合は、翌月に2ヵ月分の引落しとなります。2ヵ月連続で引落しされなかった場合、加入を
解除させていただくことがあります。その場合には保険金が支払われないことになりますので、ご注意願います。なお、払込猶予
期間中に㈱日赤振興会に直接保険料を払込みいただいた場合は解除となりません。

③中途加入の場合は、補償開始月の翌々月27日から自動引落となります。

２

新規加入の際には、別途、口座振替依頼書の提出が必要です！

※ 更新契約の場合は、更新時の被保険者年齢が満８９歳以下とします。



保険期間：１年間、団体割引：30％、損害率による割引：30％
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点の年齢を
いいます。）によって異なります。

※１ 新規ご加入の場合、ご加入者の保険期間の初日よりその日を含めて９０日（待機期間）を経過した日の翌日の午前０時

より前にがんと診断確定されていた場合は、保険金をお支払いできません。そのため、ご加入初年度の保険料は安くなっています。

※２ 現在ご加入のご加入者が上記のタイプにご加入される場合は新規扱いとなり、上記※1の待期期間が発生します。

がん補償 51％
割引

■「やっぱりがんは心配！」という方に頼もしい補償！
・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。

■ご要望の多かった特約プランを追加しました！
先進医療特約・・・先進医療を受けた場合に最高1,000万円までお支払します。
通院保険金の支払事由変更に関する特約・・・入院（日帰り入院を含む）が1日
でもあれば、通院保険金のお支払対象となります。

■ご加入の際、医師の審査は不要です。
ご加入の際に健康状態を正しく告知ください。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。

NEW

女性 男性 女性 男性 女性 男性

G130 G140 G230 G240 G330 G340

50万円 ― 100万円 ― 150万円 ―

割引適用後の保険料です。（　　　）内保険料は更新後の保険料です。

年齢　タイプ名 G130 G140 G230 G240 G330 G340

180円 170円 290円 280円 410円 400円
（230円） (220円) (380円) (370円) (550円) (530円)

220円 210円 360円 350円 520円 510円
(280円) (270円) (470円) (460円) (700円) (680円)

190円 180円 310円 300円 430円 420円
(250円) (240円) (400円) (390円) (590円) (570円)

150円 140円 240円 230円 330円 310円
(190円) (180円) (320円) (300円) (450円) (420円)

220円 200円 380円 340円 550円 490円
(290円) (260円) (500円) (450円) (730円) (650円)

300円 260円 550円 480円 820円 710円
(410円) (360円) (760円) (660円) (1,130円) (990円)

430円 370円 820円 710円 1,240円 1,070円
(560円) (490円) (1,120円) (970円) (1,640円) (1,420円)

620円 540円 1,210円 1,050円 1,810円 1,580円
(810円) (710円) (1,630円) (1,420円) (2,410円) (2,100円)

860円 760円 1,680円 1,480円 2,520円 2,220円
(1,140円) (1,010円) (2,240円) (1,970円) (3,360円) (2,960円)

1,250円 1,130円 2,490円 2,260円 3,730円 3,380円
(1,680円) (1,520円) (3,340円) (3,030円) (4,990円) (4,520円)

1,860円 1,730円 3,690円 3,430円 5,540円 5,150円
(2,470円) (2,300円) (4,930円) (4,580円) (7,380円) (6,860円)

2,640円 2,510円 5,260円 5,000円 7,880円 7,490円
(3,520円) (3,350円) (7,000円) (6,650円) (10,490円) (9,970円)

3,380円 3,250円 6,710円 6,460円 10,070円 9,690円
(4,490円) (4,320円) (8,950円) (8,620円) (13,420円) (12,920円)

4,230円 4,110円 8,450円 8,200円 12,660円 12,290円
(5,640円) (5,470円) (11,260円) (10,930円) (16,880円) (16,380円)

　７０歳

月

払

保

険

料
　４０～４４歳

　４５～４９歳

　５０～５４歳

　５５～５９歳

　６０～６４歳

　６５～６９歳

　５～９歳

　１０～１４歳

　１５～１９歳

　２０～２４歳

　２５～２９歳

　３０～３４歳

　３５～３９歳

がん女性特定手術保険金額

がん特定手術保険金額 50万円 100万円 150万円

がん先進医療保険金 1,000万円

がん通院保険金日額（１日あたり） 5,000円 10,000円 15,000円

がん重度一時金額 50万円 100万円 150万円

がん手術保険金額（手術の種類により） 10万円・20万円・40万円 20万円・40万円・80万円 30万円・60万円・120万円

がん退院後療養保険金額 10万円 20万円 30万円

がん診断保険金額 100万円 200万円 300万円

がん入院保険金日額（１日あたり） 10,000円 20,000円 30,000円

タイプ名

プラン名 エコノミー スタンダード デラックス

性別

NEW

約

３



保険期間：１年間、団体割引：30％
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点の年齢を
いいます。）によって異なります。

■要介護２から補償の対象となります！＜独自基準追加型（要介護2）＞

※サービス提供対象者からの直接の相談に限ります。

介護に関する相談に電話でお応えします。また、高齢者の生活を支える各種サービスを優待条件でご紹介します。

電話介護相談インターネット介護情報サービス 各種サービス優待紹介＊1

*1 サービスのご利用にかかる費用についてはお客様のご負担となります。

■加入者の方による代理告知が可能です

30％
割引介護補償

ご加入者による告知で加入可能、加入しやすくなっています。ご自身の両親や配偶者の両親についても、ご加入
者による告知で加入することができます。
ただし、虚偽の内容を申告したり、明らかな過失によって告知質問内容を見落とした等の場合、他種目同様、告知義務違反によって解除と
なったり、保険金が支払われないといった事態になりますのでご留意ください。

一時費用の合計：

平均80万円*1

介護にかかるお金は・・・？

＋
費用総額：

平均約547万円!!＝

【出典】（公財）生命保険文化センター「平成27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む

月々の費用：平均7.9万円
介護期間：平均59.1か月×

介護にはまとまった資金準備があると安心です。だから

■介護のリスクに備えて
保険の対象となる方（被保険者）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。

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用）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。

受付時間(電話介護相談、各種サービス優待紹介)：9：00～17：00（土日祝日・年末年始を除く）

0120-428-834（携帯電話・ＰＨＳ・衛星電話からもご利用いただけます。）

介護アシスト自動セット

エコノミー スタンダード デラックス

K100 K200 K300

100万円 200万円 300万円

割引適用後の保険料です。

年齢　タイプ名 K100 K200 K300

5～３４歳 10円 10円 10円

３５～３９歳 10円 10円 20円

４０～４４歳 10円 30円 40円

４５～４９歳 30円 50円 80円

５０～５４歳 50円 100円 160円

５５～５９歳 110円 210円 320円

６０～６４歳 220円 450円 670円

６５～６９歳 470円 930円 1,400円

７０～７４歳 980円 1,950円 2,930円

７５～７９歳 2,140円 4,280円 6,420円

８０～８４歳 4,930円 9,850円 14,780円

（更新のみ）８５～８９歳 11,780円 23,570円 35,350円

月

払

保

険

料

プラン名

タイプ名

介護補償保険金

約

４



*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。上記保険料は職種級別Ａ（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、後記の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。
傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。

保険期間：１年間、団体割引：30％、大口団体契約割引：10％、
損害率による割引：30％

※大口団体契約割引は、傷害補償のみに適用されます（ただし、天災危険補償特約、
特定感染症危険補償特約には適用されません。）
※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。

（傷害・賠償・財産）
フルガード補償 56％

割引

約

受託品賠償責任 携行品

ケガによる入院については、最長１８０日まで補償
ケガによる通院については、最長９０日まで補償
特定感染症による入院、通院等にも対応！

スポーツ中のケガ
＜天災危険特約＞
地震で家具が倒れケガをした。

■日常生活の補償 日常生活のさまざまなシーンで起こりうる危険や心配事もこれで安心！

個人賠償責任

＜天災危険特約「あり」タイプ Ｔ100 Ｔ200 の場合＞
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガにも対応！

職種級別 ：A（事務従事者等）、割引適用後の保険料です。

F100 T100 F200 T200

死亡・後遺障害保険金額

入院保険金日額
（１日あたり）

手術保険金

通院保険金日額
（１日あたり）

特定感染症特約

天災危険特約 × 〇 × 〇

個人賠償責任保険金額

受託品賠償責任保険金額
（自己負担額：5,000円）

財

産
携行品保険金額

（自己負担額：5,000円）

680円 780円 1,200円 1,380円

プラン名 スタンダード デラックス

タイプ名

傷

害

200万円 400万円

3,000円 6,000円

2,000円

入院中：3万円　入院中以外：1.5万円 入院中：6万円　入院中以外：3万円

〇 〇

月払保険料

4,000円

国内：１億円　 国外：１億円　　　 国内：１億円　 国外：１億円　　　 

10万円 10万円

20万円 20万円

賠

償

責

任

*２

*1

傷害・財産 賠償責任

ご本人 〇 〇
ご本人の配偶者 × 〇
ご本人またはその配偶者の同居のご親族 × 〇
ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子様 × 〇

保険の対象となる方（被保険者）の範囲について

自転車を運転中、誤って歩行者と
接触し、ケガをさせた。

他人から借りた
旅行カバンを盗まれた。

旅行中、誤ってカメラを
落として壊してしまった。

５



◇ライフステージごとに、必要な保険があります

就 職 社会人としてはじめの一歩を踏み出します。自分自身と第三者に対する補償を備えましょう。

本人：女性24歳

がん G230タイプ 240円（月額）
フルガード T100タイプ 780円（月額）

月払合計
1,020円

本人：男性22歳

がん G240タイプ 230円（月額）
フルガード T100タイプ 780円（月額）

結 婚 人生のパートナーへの補償も備えましょう。

本人：女性30歳

がん G230タイプ 550円（月額）

被保険者（配偶者）：男性32歳

がん G240タイプ 480円（月額）
フルガード T100タイプ 780円（月額）

フルガード T100タイプ 780円（月額）

子どもの誕生・進学 最も責任が重い時期です。ご家族の補償を備え、万が一の事態に準備しましょう。

本人：女性35歳

がん G330タイプ 1,240円（月額）

被保険者（配偶者）：男性37歳

がん G340タイプ 1,070円（月額）
フルガード T200タイプ 1,380円（月額）

フルガード T200タイプ 1,380円（月額）

子どもの独立 年齢を重ねると病気のリスクも高まります。将来必要となる補償を再検討しましょう。

本人：女性57歳

がん G330タイプ 5,540円（月額）

被保険者（配偶者）：男性59歳

がん G340タイプ 5,150円（月額）
フルガード T200タイプ 1,380円（月額）

フルガード T200タイプ 1,380円（月額）
介護（親80歳） K300タイプ 14,780円（月額）

介護（親65歳） K300タイプ 1,400円（月額）

介護（親67歳） K300タイプ 1,400円（月額）

介護（親82歳） K300タイプ 14,780円（月額）

年代別のおすすめご加入プラン

６

月払合計
1,010円

月払合計
2,590円

月払合計
7,870円

月払合計
43,010円



Q A&

健康保険や労災保険を
使っても補償されるのですか？

Q１

A 補償されます。健康保険、労災保険などとは関係なく、

保険金が受け取れます。

職員本人は加入せず、家族のみ加入するこ
とはできますか？

Q６

A
はい、加入できます。「保険の対象となる方（被保険

者）について」P.2をご確認ください。但し、加入のお

申込みをされる方（ご加入者）は職員本人のみとな

ります。

加入にあたり、
医師の診断書は必要ですか？

Q３

A
医師の診断書は不要です。但し、がん補償、介護補

償は健康状態を告知いただく必要があり、告知書の質

問事項に該当（あり）する場合には、ご加入いただくこ

とができません。

フルガード補償に加入した場合、海外で起き
たケガや事故等も補償の対象となりますか？

Q２

A
日本国内外を問わず補償の対象となります。ただし、

受託品賠償責任は日本国内で、他人から借りた物や

預かった物となります。

保険料控除はありますか？Q４

A
がん補償、介護補償は介護医療保険料控除の対象

となります。フルガード補償は保険料控除の対象外で

す。

退職後も継続できますか？Q７

A
はい、継続できます。ただし、退職日時点で本制度に

加入している方で、加入者（退職した職員）の年齢

が69歳まで継続が可能です。

複数加入する場合（加入者以外にご家族が被
保険者となる場合）の引き去り口座の設定はど
のようにしたらいいですか？

Q８

A
引き去り口座は、加入者本人（日赤職員）の口座

を設定してください。

保険料はいつから引き去りされますか？Q９

A
加入月の翌々月です。例えば、3月1日保険始期の

場合は、5月から引き去りされます。引き去り日は毎月

27日（土日休日の場合は翌営業日）です。

保険期間の途中でも加入できますか？Q５

A
可能です。今年度より中途加入もインターネット申し

込み（e-CHOICE）が可能となりましたので、スマー

トフォンやパソコンからのお手続きをお願いします。詳細

は日赤振興会のホームページをご確認ください。

株式会社日赤振興会
住所：〒105-0012

東京都港区芝大門1-1-3
日本赤十字社ビル

ＴＥＬ：03-3437-7519 （受付時間：平日9：00-17：30）

東京海上日動火災保険株式会社
医療・福祉法人部 法人第二課
住所：〒102-8014

東京都千代田区三番町6-4
ＴＥＬ：03-3515-4144 （受付時間：平日9：00-17：00）

代理店 保険会社

東京海上日動安心１１０番（事故受付センター）

０１２０‐１１９‐１１０ 受付時間：２４時間３６５日

保険料の引き去りができない場合は
どうなりますか？

Q10

A
預金不足等で指定口座から保険料の引き去りができ

ない場合は、翌月に２ヵ月分の保険料が引き去りとな

ります。２ヵ月連続で引き去りができない場合は、原則

として本団体保険制度から脱退（解除）となります。

お問い合わせ先

事故時の連絡先

よくある

※このチラシは、団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。ご加入（同じ内容で更新する場合を含みます。）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、代理店までお問い合わせください。団体総合生活保険の内容等については、上記URL内にてご参照できます。

※現在ご加入の方につきましては、募集期間終了までに、ご加入者の方からのお申し出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は今年度の上記URL内掲載の保険料・補償内容等

にて、保険会社に保険契約を申し込みます。なお、本内容をご了承いただける方につきましては、特段の加入手続きは不要です。

※保険の対象となる方またはその家族が、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。
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