
パンフレット兼重要事項説明書

保険期間
２０２２年９月２１日 午後４時 から ２０２３年９月２１日 午後４時 まで

年金払タイプが追加！
①健康状態の告知緩和

②新規加入は８９歳まで可能

自動車保険 火災保険 終身がん保険終身医療保険
など、その他保険
取り扱いもございます。

ご質問・ご相談など の最寄りのダイヤリックスまたは下記メールよりご連絡ください。

の補償 自分自身・家族の
介護に伴う補償 の補償

の補償

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本パンフレット及び別紙保険料表のとおりとなりますので、ご確認ください。

団体割引
約３５％

裏表紙

メールでのお問合せ

MCJP-MBX-RIX_HO_hoken@mchcgr.com
⑤



マイカー購入

自動車保険

マイホームの購入

火災保険・地震保険

マイカー買い替え

自動車保険

万が一、死亡した時、
残された家族のための保障

急なご不幸

ライフイベントに合わせて補償をフレキシブルに

結婚したら

社会人に
なったら

子どもが
独立したら

親になったら

☝保険検討ポイント

☝保険見直しポイント

☝保険見直しポイント

万が一長期休職を
余儀なくされた時の収入補償

急な長期休職

医療補償
介護補償
（一時金）

ケガ・病気の補償を準備

個人賠償
責任補償

オススメ補償

パートナーの補償を準備

医療補償
介護補償
（一時金）

オススメ補償

傷害補償

携行品
損害補償

ゴルフ
補償

家族の補償も考えましょう

医療補償

オススメ補償

万が一に備えて
介護補償の充実を

介護補償
(年金払）

オススメ補償

その他このタイミングで
ご準備した方が良い保険

☝保険見直しポイント

団体総合生活保険で
日常生活に潜むリスクに

備えましょう

ライフイベント

上記の各補償についても
相談ください。
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傷害補償

医療補償

■ 新規加入：始期日時点で満０歳から満８９ 歳以下の方
■ 更新：再告知の必要なく満９４歳まで
□ 保険料は別紙[保険料表]をご確認ください。

■ 新規加入・更新共に年齢制限なし
□ 保険料は
別紙[保険料表]をご確認ください。

１ 死亡・後遺障害

２ 入 院

３ 手 術

４ 通 院

国内外を問わず、さまざまなケガ

に対応します。

に備える補償です。

（※１）タイプによってはケガによる入院・手術も補償します。

国内外を問わず突然の病気による入院・手術 （※１）

〔ご注意〕 タイプによって補償される内容が異なります。
詳しくは料金表及び補償の概要ページをご確認ください。

2022年始期分より健康状態の告知が緩和されました！
１．告知日（ご記入日）より過去1年以内に病気で、継続して10日以上の入院をしたことがありますか。

２．告知日（ご記入日）現在、病気やケガで入院中、または入院か手術をすすめられていますか。

上記２つが「いいえ」であれば、医療補償にご加入することが出来ます！

１ 入 院
４ 三大疾病一時金

２ 手 術

５
先進医療

保険金・一時金３
放射線治療
保険金

例えば…
● ジョギング中に足をくじいた。
● 階段から落ちて骨折した。
● ゴルフ中にショットを打った
タイミングで肘を痛めた

など

日常生活
全般補償

天災危険補償特約つき

ゴルフ中の
傷害危険のみ

補償
or

０２



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。

※（あ）　公的介護保険制度で定められている加齢に起因する疾病（１６種類の特定疾病）。

５歳～３９歳 ４０歳～６４歳 ６５歳～

特定
疾病
※（あ）

上記
以外 公的介護保険の補償範囲外

原
因

年齢

公的介護保険の補償範囲

独自基準型：一時金タイプ

の補償範囲

公的介護保険連動型：年金タイプ

年金タイプの補償範囲

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（*）となった日から毎年１回、
その日を含めて最大で１０年間（１０回）にわたり保険金をお支払いします。
* 公的介護保険制度に基づく要介護３以上の認定を受けた状態をいいます。

■ 新規・変更：始期日時点で満４０歳から満７９歳以下の方
■ 更新：再告知の必要なく満８４歳まで継続加入
□ 保険料は別紙[保険料表]をご確認ください。

介護期間 が 長期にわたった時 に備えたい方に

年金タイプは
認知症アシスト付き

介護補償
公的介護保険連動型：年金タイプ

■ 新規・変更：始期日時点で満５歳から満８４歳以下の方
■ 更新：再告知の必要なく満８９歳まで継続加入
□ 保険料は別紙[保険料表]をご確認ください。

公的介護保険制度に基づく要介護２または３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(*)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。

(*)東京海上日動所定の要介護状態については、「補償の概要等」をご確認ください。

介護が必要 になった時、 急な出費 に備えたい方に

介護補償
独自基準型：一時金タイプ

従来
導入型
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携行品損害補償

■ 新規加入・更新共に年齢制限なし
□ 保険料は
別紙[保険料表]をご確認ください。

例えば…
旅行中にカメラを誤って落として壊れてしまった。
買い物中にバッグを奪われた。 など

国内外を問わず 外出先での携行品の
偶然な事故による損害を補償します。

個人賠償責任補償

■ 新規加入・更新共に年齢制限なし
□ 保険料は別紙[保険料表]をご確認ください。

国内外を問わず
第三者への法律上の
賠償責任を負った場合に補償します。

例えば…
散歩中に飼い犬が他人に咬みつき ケガをさせてしまった。
買い物に行って誤って商品を壊してしまった。
お子さまが他人にケガをさせてしまった。 など

ホールインワン・アルバトロス費用

■ 新規加入・更新共に年齢制限なし
□ 保険料は別紙[保険料表]をご確認ください。

ホールインワン・アルバトロスの費用 に備える補償です。

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場合に、
それを記念してのパーティ―開催や記念品の贈呈など慣習として負担する費用を補償します。

★ 当補償は単独加入不可補償となります。
（医療補償 介護補償 傷害補償 個人賠償責任補償の
いずれかとセットで加入ください）

自動車、火災、ゴルフ補償など他の保険で個人賠償責任補償を付保されている場合には補償内容が重複し、保険料が無駄に
なる場合があります。ご契約の内容を改めてご確認いただき、重複している場合やご不明点がございましたら最寄りのダイ
ヤリックスの各窓口までご連絡をお願いします。

日常生活
全般補償

ゴルフ中
のみ補償or

日常生活
全般補償

ゴルフ用品
のみ補償or

日常生活全般補償
Ｋ１タイプなら
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「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として加入いただける方
および 保険の対象となる方の範囲

*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
ものをいます。
*個人賠償責任において、ご本人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。）。

【用語の解説】

◇配偶者◇
婚姻の届け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及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。
（以下の要件を全て満たすことが書面等により確認出来る場合に限ります。婚約とは異なりま
す。）
①婚姻意思を有すること（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
する意思を言います。）
②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること

◇未婚◇
これまでに婚姻歴がないことを言います。

◇同居◇
同一家屋に居住している状態をいいます。構造上は同一家屋であっても、キッチンなどの生活設
備を共用していない二世帯住宅などの場合は、同居とは見なしません。

◇親族◇
６親等以内の血族または３親等以内の婚族をいいます（配偶者を含みません。）。

上記の方を保険の対象となる方（被保険者）ご本人として
加入された際の保険の対象となる方の範囲

保険の対象となる方（被保険者）ご本人 ○ ○ ○

保険の対象となる方（被保険者）ご本人の配偶者 － ○ ○

保険の対象となる方（被保険者）ご本人
またはその配偶者の同居のご親族 － － ○

保険の対象となる方（被保険者）ご本人
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）ご本人」として加入いただける方

★

★ 傷害補償の家族型は
オレンジ枠の方の加入不可
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≪ご参考≫ 
公的介護保険制度とは

［公的介護保険制度の概要］
公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、４０歳以上の国民は全員加入し介護保
険料を支払う義務があります。これにより、４０歳以上の方が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受け
ることができます。

［公的介護保険制度の被保険者（加入者）と受給要件］
公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。

*1 公的医療保険（国民健康保険・被用者保険）の加入者である必要があります。

［公的介護保険制度における要介護（要支援）状態区分について］
公的介護保険制度における要介護（要支援）状態区分は、
下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、要支援は２つに、要介護は５つに分けられています。

年齢 ３９歳以下 ４０歳以上６４歳以下*1 ６５歳以上
被保険者 被保険者ではない 第２号被保険者 第１号被保険者

受給要件 対象外
要介護、要支援状態が、末期が
ん・関節リウマチ等の加齢に起因
する疾病（１６種類の特定疾
病）による場合に限定

原因を問わず以下の状態となったとき
● 要介護状態
（寝たきり、認知症等で介護が必要
な状態）
● 要支援状態
（日常生活に支援が必要な状態）

状態区分 状態像
非該当

（自立）
歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段
的日常生活動作を行う能力もある状態。

要支援
１ 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化

の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。

２ 要支援１の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部
分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。

要介護

１ 要支援２の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身
の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。

２ 要介護１の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。

３ 要介護２の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的
な介護が必要となる状態。

４ 要介護３の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。

５ 要介護４の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

介護補償 年金タイプ一時金タイプ 共通
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引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 担当室：化学産業営業部 営業第一室 TEL：03-3285-1831引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 担当室：化学産業営業部 営業第一室 TEL：03-3285-1831

よくあるご質問
Ｑ．変更はありません。どうしたらよいですか？
Ａ．加入依頼書の返送は不要です。自動更新となります。

Ｑ．毎年告知は必要ですか？
Ａ．補償を変更されず、同じ内容で更新される場合は再告知不要です。

Ｑ．引っ越ししました。住所変更はどうしたらよいですか？
Ａ．最寄りのダイヤリックスへお申し出ください。

Ｑ．請求をしたいです。どこに連絡すればよいですか？
Ａ．東京海上日動安心110番（事故受付センター）0120-720-110へ

お電話いただくか、最寄りのダイヤリックスへお申し出ください。

Ｑ．いつから保険料の支払いが発生しますか？
Ａ．保険始期日の２か月後より、現役の方は毎月給与引き去り、

ご退職後継続の方は年１回ご指定口座から振替いたします。

Ｑ．どの補償が生命保険料控除の対象となりますか？
Ａ．医療補償・介護補償が（新）介護医療保険料控除の対象となります。

本社 〒105-0014 東京都港区芝2-1-30 瀬戸内支社 〒712-8054 岡山県倉敷市潮通3-10
個人保険部 TEL：0120-666-136 保険部

（水島保険チーム）
TEL：0120-603-151

鹿島支社 〒314-0102 茨城県神栖市東和田17-1 瀬戸内支社 〒762-0064 香川県坂出市番の州町1
保険グループ TEL：0120-948-281 保険部

（坂出保険チーム）
TEL：0120-126-431

平塚支社 〒254-8614 神奈川県平塚市西真土2-1-35 大竹支社 〒739-0693 広島県大竹市御幸町20-1
保険グループ TEL：0120-141-413 保険グループ TEL：0120-948-048

富山支社 〒931-8601 富山県富山市海岸通3 黒崎支社 〒806-0036 福岡県北九州市八幡西区西曲里町2-1
保険グループ TEL：0120-333-196 保険部 TEL：0120-643-285

豊橋支社 〒440-8601 愛知県豊橋市牛川通4-1-2 小名浜営業所 〒971-8101 福島県いわき市小名浜字隼人50-4
保険グループ TEL：(0532)64-2231 TEL：(0246)54-7311

四日市支社 〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1 筑波営業所 〒300-1201 茨城県牛久市東猯穴町1000
保険部 TEL：0120-556-294 TEL：0120-919-587

滋賀支社 〒526-0051 滋賀県長浜市一の宮町1-6 上越営業所 〒942-0032 新潟県上越市福田町1
保険グループ TEL：0120-717-559 TEL：0120-544-737

大阪支社 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1 吉富営業所 〒871-8550 福岡県築上郡吉富町大字小祝955
保険2部 TEL：0120-626-860 TEL：0120-960-144

メールでのお問合せ

MCJP-MBX-RIX_HO_hoken@mchcgr.com

ダイヤリックス 保険ホームページ

https://www.diarix.co.jp/insurance/

ダイヤリックス株式会社 保険窓口一覧

22-T00676 (2022年５月作成） ⑤

団体保険制度のご案内動画はこちら（２分弱） ➡



団体総合生活保険の保険料の算出条件は、保険期間：1 年間、団体割引：３０％、損害率による割引：５％、
傷害補償のみ更に大口団体契約割引：１０％となり、損害率による割引、大口団体契約割引は天災危険補償特約には適用されません。

医療補償

※１ 入院限度日数：１８０日限度／１事故 通院限度日数：９０日限度／１事故 入院・手術・通院のお支払いは、事故の日から１８０日以内に限ります。
※２ 手術保険金のお支払いは、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。

傷の処置や抜歯などお支払いの対象外の手術があります。パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。

傷害補償

団体総合生活保険 保険金額・月払保険料表（現役社員用）別紙

2022年9月21日時点の年齢でご確認ください。
※保険料は保険の対象となる方ご本人の上記時点での年齢によって異なります。

※１ 重大手術：２０万円、重大手術以外の入院中の手術：５万円、重大手術
以外の入院を伴わない手術：2.5万円（対象となる重大手術については、パンフレット
の「補償の概要等」をご確認ください。）
※２ 「１回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。 ①入院を開始して
から退院するまでの継続した入院 ②退院後、その日を含めて１８０日を経過した日
までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった身体障害（医学上
重要な関係がある身体障害を含みます。) によるものであるときは、再入院と前の入院
を合わせた入院
※３ 傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯など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。 （「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。）
※４ 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回の支払いを限度とします。
※５ 対象となる先進医療については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。

★満９０歳以上は新規加入不可、満９４歳まで加入可能

Ｃ１～Ｃ５タイプは
天災危険補償特約がセット
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介護補償

個人賠償責任補償 携行品損害補償

ホールインワン・アルバトロス費用補償

※「年金払タイプ」から「一時金払タイプ」への変更または「一時金払タイプ」から「年金払タイプへの変更はできません。
★「一時金タイプ」満８５歳以上は新規加入不可・継続のみ満８９歳まで可能、 「年金払タイプ」は満４０歳～満７９歳まで新規加入・満８４歳まで継続加入可能

ホールインワン・アルバトロス費用のみでの
加入は出来ません。

被保険者ごとに、
医療補償・介護補償

傷害補償・個人賠償責任補償の
いずれかと組み合わせてご加入ください。

注
意

2022年9月21日時点の年齢でご確認ください。 ※一時金タイプの保険料は保険の対象となる方ご本人の左記時点での年齢によって異なります。
   また年金タイプの保険料は保険の対象となる方ご本人の左記時点での年齢や性別によって異なります。
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