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保険金額 保険期間 特 約
3選択2選択1選択

最低100万円
から設定可

※90歳満了の場合

万円
※契約年齢により選べる期間が異なります。

最長90歳満了
まで選べる

さらなる安心を
プラス

（100万円単位）

さらに！ 保険金額100万円・保険期間90歳満了

55歳
月払保険料

1,023円女性

1,695円男性

3つ！
選択は
50歳からの
保険を変える！

カンタン・わかりやすい
定期保険誕生！

３大
疾病型

5大
疾病型

特定疾病保険料
払込免除特約

災害割増特約
（Z02）

90歳満了
70歳満了
65歳満了

10年更新
60歳満了

（2022年3月2日現在）

た

った
の

商
品
の
特
長

プラス

しくみ図 保険料払込期間（保険期間）:10年（最長90歳まで自動更新）、60歳・65歳・70歳・90歳満了

保険料払込免除事由に該当 以後の保険料の払込不要

死亡保険金
高度障害保険金

災害死亡保険金
災害高度障害保険金

主契約

災害割増特約（Z02）

責任開始期 保険料払込期間
（保険期間満了）

お手ごろな
を実現！保険料

詳細はP3を ご参照ください 詳細はP5・6をご参照ください

1 2



50歳
55歳
60歳

年齢
月払保険料
男性 女性

1,307円
1,695円
2,229円

818円
1,023円
1,306円

（注1）（注2）詳細はP14をご参照ください。

※90歳満了の場合

保険期間 保険金額

70歳満了
65歳満了
60歳満了
10年更新

90歳満了

契約年齢

保険金額契約年齢

50歳～60歳

50歳～55歳

50歳

50歳～80歳

50歳～80歳 100万円～ 3億円

200万円～ 3億円

以後の保険料の払込みは免除され、保障は継続します。

保障内容 死亡保険金・高度障害保険金
死亡した場合または所定の高度障害状態（注1）になられた場合

契約年齢 50歳から80歳まで

保険金額は100万円～3億円まで
100万円単位で設定できます。
保険期間は90歳満了まで選べます。

保険料
払込免除

不慮の事故により約款所定の身体障害の状態（注2）に該当された場合

保険金の全部または一部をお受取りいただけます。
リビング・ニーズ

特約
余命6ヶ月以内と判断された場合

保険金額
保険期間

右記の保険金額の場合、
告知書の提出で
お申込み可能です。

ポイント

20年前にご加入の定期保険

保険金額
2,000万円

保険期間
65歳満了

定期保険プラチナ

葬
儀
費
用

保
険
の
見
直
し
・
追
加

（100万円単位）

（100万円単位）

わかりやすいシンプルな保障

本当に必要な保障だけにして、
生活を楽しみたいね。

シンプルな保障と割安な保険料だから、このような目的にオススメ!

保険金額
100万円

保険期間
90歳満了

例

50歳～59歳
60歳～64歳
65歳～75歳
76歳～80歳

2,000万円以下
1,500万円以下
1,000万円以下
500万円以下

葬儀費用・・・・・・・・・
飲食費・・・・・・・・・・・
返礼品・・・・・・・・・・・

計184.3万円

119.2万円
31.4万円
33.8万円

※端数処理を四捨五入により行っているため、
　内訳の計と合計が一致しません。

出典：鎌倉新書「第4回 お葬式に関する全国調査（2020年）」

一般墓の場合・・・・

樹木葬の場合・・・・・・

納骨堂の場合・・・・・・

※暮石代・土地利用代・管理費を含む
169.0万円
71.7万円
91.3万円

出典：鎌倉新書「第12回 お墓の消費者実態調査（2021年）」

お墓の平均購入費用

葬儀の平均費用負担の少ない保険料で
葬儀費など
必要最低限の
保障を備えたい

子どもが独立したので
保険金額を見直して
その分医療費などに
備えたい

※年齢・収入等により、保険金額を制限させていただくことがあります。

葬儀費用として
100万～200万くらい
あると安心だね。

＊

＊ 最低保険料を下回るため、特約を付加するか保険金額を
　増額してお申込みください。

主
契
約

主契約
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３大疾病型 5大疾病型

特定疾病保険料払込免除特約

災害割増特約
（Z02）

（注3）詳細はP14をご参照ください。

これからのリスクを考えて、さらに安心できるオプション。

以下のいずれかに該当したとき、災害死亡 保険金・災害高度障害保険金をお支払いします。 
　・不慮の事故による死亡または高度障害 状態（事故の日からその日を含めて180日以内） 
　・所定の感染症（注３）による死亡または 高度障害状態 
災害保険金額は、主契約の保険金額と同額 を上限として100万円単位で設定いただけます。 
※主契約の保険金額が1億円（66歳以上は5,000万円）を こえる場合、1億円（66歳以上は5,000万円）が上限となります。 
※職業等により災害保険金額を制限させていただくことが あります。

保険料
払込免除

上乗せ
保障

3大疾病または5大疾病で所定の状態になったとき、 保険料の払込みが不要になります。

＊1 対象となる心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、肝疾患、腎疾患について
は、「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご参照ください。

＊2 最初の入院の退院日の翌日から30日以内の同一疾病の転入院・再入院は継続し
た１回の入院とみなします。

急性心筋梗塞＊1で1日以上の
入院をされたとき、または所
定の手術を受けたとき

急性心筋梗塞

手術
（1日以上）
入院

ま
た
は

初めてガン（悪性新生物・上皮
内新生物）と診断確定された
とき

所定の急性心筋梗塞以外の
心疾患＊1で継続20日以上の
入院＊2をされたとき、または
所定の手術を受けたとき

急性心筋梗塞以外

手術
（継続20日以上）
入院

ま
た
は

ガン 心疾患

脳卒中＊1で1日以上の入院を
されたとき、または所定の手
術を受けたとき

脳卒中

手術
（1日以上）
入院

ま
た
は

脳卒中以外の脳血管疾患＊1
で継続20日以上の入院＊2をさ
れたとき、または所定の手術
を受けたとき

脳卒中以外

手術
（継続20日以上）
入院

ま
た
は

脳血管疾患

診断
（上皮内新生物も含む）

腎疾患＊1で継続20日以上の
入院＊2をされたとき、または
所定の手術を受けたとき

手術
（継続20日以上）
入院

ま
た
は

肝疾患＊1で継続20日以上の
入院＊2をされたとき、または
所定の手術を受けたとき

手術
（継続20日以上）
入院

ま
た
は

腎疾患肝疾患

出典：厚生労働省『平成29年（2017）患者調査』

年齢が上がるにつれ高まる

全入院患者の４人に１人以上が
３大疾病を理由に入院しており、
日本人にとって身近な病気といえ
ます。

3大疾病のリスク

５大疾病の受療率は、年齢ととも
に上がります。70～79歳と20～
29歳を比べると、約11.9倍に
上がるので、年齢を重ねるにつれ
注意が必要です。

5大疾病のリスク

３大疾病・5大疾病の
リスク

［３大疾病の入院者数］
ガン 約10.8%

約26.8%
３大疾病合計

心疾患 約4.9%
脳血管疾患
約11.1%

PICK UP

年齢とともに
3大疾病や5大疾病などの
病気にかかるリスクも
高くなるのよね。

保険料の負担が
なければ

治療にも安心して
専念できるわね。

20~

29
歳

30~

39
歳

40~

49
歳

50~

59
歳

60~

69
歳

70~

79
歳

（%）

0
3
6
9
12
15

［5大疾病の受療率］

特
約

特約
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●保険期間・保険料払込期間＊：10年、60歳・65歳・70歳・90歳満了
●契約年齢：満50歳～満80歳
●口座振替またはクレジットカード支払
●保険料は被保険者の契約日における満年齢によります。
●保険金額は100万円単位で3億円までお申込みが可能です（年齢・収入等により、保険金額を制限させていただくことがあります）。
●下記掲載以外の保険料、およびご不明な点等につきましては、パンフレット記載のフリーダイヤルまたは代理店担当者までお気軽にお問合せください。
＊保険料払込期間は被保険者の契約年齢から10年以上が必要です。

月払保険料表
＜2022年3月2日現在＞単位：円

主契約

（             ）死亡保険金・
高度障害保険金

災害割増特約
(Z02)

（             ）災害死亡保険金・
災害高度障害保険金

特定疾病
保険料払込
免除特約

※月払保険料1,000円以上からお申込みいただけます（年払保険料は10,000円以上）。
※月払保険料が1,000円以下となる（ ）のプランは、特約を付加するか保険金額を増額してお申込みください。
※この保険には高額割引制度があります。保険金額によっては高額の方が保険料が安くなる場合があります。

※月払保険料1,000円以上からお申込みいただけます（年払保険料は10,000円以上）。
※月払保険料が1,000円以下となる（ ）のプランは、特約を付加するか保険金額を増額してお申込みください。
※この保険には高額割引制度があります。保険金額によっては高額の方が保険料が安くなる場合があります。7 8
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●保険期間・保険料払込期間＊：10年、60歳・65歳・70歳・90歳満了
●契約年齢：満50歳～満80歳
●口座振替またはクレジットカード支払
●保険料は被保険者の契約日における満年齢によります。
●保険金額は100万円単位で3億円までお申込みが可能です（年齢・収入等により、保険金額を制限させていただくことがあります）。
●下記掲載以外の保険料、およびご不明な点等につきましては、パンフレット記載のフリーダイヤルまたは代理店担当者までお気軽にお問合せください。
＊保険料払込期間は被保険者の契約年齢から10年以上が必要です。

月払保険料表
＜2022年3月2日現在＞単位：円

主契約

（             ）死亡保険金・
高度障害保険金

災害割増特約
(Z02)

（             ）災害死亡保険金・
災害高度障害保険金

特定疾病
保険料払込
免除特約

※月払保険料1,000円以上からお申込みいただけます（年払保険料は10,000円以上）。
※月払保険料が1,000円以下となる（ ）のプランは、特約を付加するか保険金額を増額してお申込みください。
※この保険には高額割引制度があります。保険金額によっては高額の方が保険料が安くなる場合があります。

※月払保険料1,000円以上からお申込みいただけます（年払保険料は10,000円以上）。
※月払保険料が1,000円以下となる（ ）のプランは、特約を付加するか保険金額を増額してお申込みください。
※この保険には高額割引制度があります。保険金額によっては高額の方が保険料が安くなる場合があります。9 10

チューリッヒ生命　定期保険プラチナ　パンフ　   22.1.14　MI_□ AW-C_□_HS-K_□



●保険期間・保険料払込期間＊：10年、60歳・65歳・70歳・90歳満了
●契約年齢：満50歳～満80歳　●口座振替またはクレジットカード支払
●保険料は被保険者の契約日における満年齢によります。　●保険金
額は100万円単位で3億円までお申込みが可能です（年齢・収入等によ
り、保険金額を制限させていただくことがあります）。●下記掲載以外の
保険料、およびご不明な点等につきましては、パンフレット記載のフリー
ダイヤルまたは代理店担当者までお気軽にお問合せください。
＊保険料払込期間は被保険者の契約年齢から10年以上が必要です。

月払保険料表
＜2022年3月2日現在＞単位：円

主契約

（             ）死亡保険金・
高度障害保険金

災害割増特約
(Z02)

（             ）災害死亡保険金・
災害高度障害保険金

特定疾病
保険料払込
免除特約

主契約

（             ）死亡保険金・
高度障害保険金

災害割増特約
(Z02)

（             ）災害死亡保険金・
災害高度障害保険金

特定疾病
保険料払込
免除特約

※月払保険料1,000円以上からお申込みいただけます（年払保険料は10,000円以上）。
※月払保険料が1,000円以下となる（ ）のプランは、特約を付加するか保険金額を増額してお申込みください。
※この保険には高額割引制度があります。保険金額によっては高額の方が保険料が安くなる場合があります。

※月払保険料1,000円以上からお申込みいただけます（年払保険料は10,000円以上）。
※月払保険料が1,000円以下となる（ ）のプランは、特約を付加するか保険金額を増額してお申込みください。
※この保険には高額割引制度があります。保険金額によっては高額の方が保険料が安くなる場合があります。11 12

チューリッヒ生命　定期保険プラチナ　パンフ　   22.1.14　MI_□ AW-C_□_HS-K_□



ご契約時のお引受け条件 保険金などのご請求手順※お亡くなりになった場合の例

保険期間/保険料払込期間

契約可能年齢

保険料払込方法

保険料払込経路

月払/年払     

口座振替/クレジットカード支払     

10年

満50～80歳

60歳満了

満50歳

65歳満了

満50～55歳

70歳満了

満50～60歳

90歳満了

満50～80歳

無解約払戻金型定期保険（Z03）

特定疾病保険料払込免除特約【3大疾病型】【5大疾病型】

災害割増特約（Z02）

リビング・ニーズ特約

正式名称

主契約

特約

解約払戻金について

死亡保険金・
高度障害保険金

災害死亡保険金・
災害高度障害保険金

主契約

特約

保険期間

加入年齢

満50～65歳

満66～80歳

最低保険金額

最低保険金額

最高保険金額

最高保険金額

単位

90歳満了

その他

100万円

200万円

100万円

3億円＊1＊2 100万円

単位

100万円

主契約の保険金額の1.0倍また
は5,000万円のうち低い金額＊1

主契約の保険金額の1.0倍また
は1億円のうち低い金額＊1

この保険には解約払戻金はありません。解約払戻金のある同種の保険を比較すると下表のとおりとなります。

（注）解約払戻金のある定期保険は当社での取扱いがありません。記載の数値は、解約払戻金のある同種の保険を当社が取扱う場合に予定する
      「参考数値」です。 
    

■ 払込保険料累計と解約払戻金の推移

経過年数 到達年齢
定期保険プラチナ

月払保険料：12,480円

払込保険料累計 解約払戻金 払込保険料累計 解約払戻金

【参考】解約払戻金がある定期保険（注）
月払保険料：20,610円

男性 / 50歳 / 保険金額：1,000万円 / 保険期間・保険料払込期間：90歳満了

1年
10年
20年
30年
40年

51歳
60歳
70歳
80歳
90歳

149,760円
1,497,600円
2,995,200円
4,492,800円
5,990,400円

0円
0円
0円
0円
0円

247,320円
2,473,200円
4,946,400円
7,419,600円
9,892,800円

178,000円
1,784,000円
3,439,000円
4,383,000円

0円

契約条件

　　ご契約に際しては、ご契約者様および被保険者様ともにご本人様が内容をご確認のうえお申込みください。
また、ご契約後はご契約内容をご家族をはじめ、受取人・指定代理請求人にも必ずお知らせください。

必ずご確認ください。

（注1）「所定の高度障害状態」とは・・・
①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
④胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑦1上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはそ
の用を全く永久に失ったもの
⑧1上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

（注2）「所定の身体障害の状態」とは・・・
①1眼の視力を全く永久に失ったもの
②両耳の聴力を全く永久に失ったもの
③1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節
中の２関節の用を全く永久に失ったもの
④1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節
中の２関節の用を全く永久に失ったもの
⑤10手指の用を全く永久に失ったもの
⑥1手の5手指を失ったかまたは第1指（母指）および第2指（示指）を含んで4
手指を失ったもの
⑦10足指を失ったもの
⑧脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

（注3）「所定の感染症」とは・・・
所定の感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労
働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10
（2013年版）準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定
される内容によるものをいいます。

※新型コロナウイルス感染症（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。）である感
染症をいいます。）は、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関
する法律第６条第２項、第３項、第４項、第７項第３号または第８項の疾病
に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、所定の感染症に含め
ます。

＊1治療の経過・内容、障害の状況、事
故の状況などについて、事実の確認（医
療機関への確認も含みます）をさせて
いただく場合があります。この場合のお
支払期限は約款に定めております。詳
細は約款をご確認ください。なお、お支
払期限を過ぎた場合、お支払いするべ
き金額にその遅延した日数に対して利
息をお付けすることがあります。
事実の確認を実施する場合には、事前
に当社からご連絡のうえ、当社が委託し
ております確認会社の担当者がお伺い
いたしますので、ご理解とご協力をお願
いいたします。
事実の確認はできるだけ迅速に実施い
たしますが、通常１ヶ月ほどのお時間を
頂きます。確認先（医療機関等）の都合
や事故原因の調査などによっては、さら
にお時間を要す場合がありますが、そ
の場合にはご連絡いたします。
また、確認の結果、ご要望に沿えず保険
金・給付金等をお受取りいただけない
場合もあります。

提出された請求書類の不足や記載
内容に不明な点がなく「事実の確
認＊1」を要さない場合には、完備
された書類が当社に到着した日よ
り５営業日以内にお支払いをする
よう約款に定めております。万一、５
営業日以内にお支払いができな
かった場合、お支払いするべき金額
にその遅延した日数に対して利息
をお付けすることがあります。
なお、請求書類の不足や不明な点
がある場合にはご連絡させていた
だきます。

チューリッヒ生命

お客 様

チューリッヒ生命

お客 様

お客 様

支払通知書の
受領

支払事由発生の
ご連絡

請求書類の送付 ご請求に必要な書類について
ご案内をお送りします。

支払査定＊1
ご提出いただいた書類を確認します。
必要に応じて事実確認を行う場合があります。

支払手続

支払通知書の
送付

ご指定の金融機関へお振込みします。

支払通知書を送付します。

請求書類の
ご返送

受取人ご本人様よりお電話にてお申出ください。
証券番号・被保険者様名・亡くなられた日・死亡
理由・受取人様名・亡くなられる前の入院や手術
の有無などをお伝えください。

※診断書や公的書類など、ご請求に必要な書類発行にかか
る費用はお客様のご負担となります。

請求に必要な書類をご用意いただき、請求書にご
記入・ご捺印のうえ、ご返送ください。

支払内容をご確認ください。
また、通帳等でも入金をご確認ください。

支
払
事
由
発
生

請
求
手
続

お
支
払
い

コレラ
腸チフス及びパラチフス
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
ペスト
ジフテリア
急性灰白髄炎（ポリオ）

A00
A01
A03
A04.3
A20
A36
A80
A96.2
A98.0
A98.3
A98.4
B03

U04

ラッサ熱
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病
エボラ〈Ebola〉ウイルス病
痘瘡
重症急性呼吸器症候群［SARS］（ただし、病原体がコロナ
ウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。）

分類項目 基本分類コード

〈3-4ページの注釈〉 〈5-6ページの注釈〉

＊1 当社に加入されている他の死亡保険金等と通算して、以下の金額を上限とします。
     50～59歳：3億円、60～65歳：1.5億円、66歳～80歳：1億円
＊2 年齢・収入等により保険金額を制限させていただくことがあります。また、保険金額により、収入を客観的に証明する資料をご提出いただく場合

があります。詳しくは取扱者にお問合せください。
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定期保険プラチナ
正式名称：無解約払戻金型定期保険（Z03）

10年（年満了の場合）
60歳・65歳・70歳・90歳まで（歳満了の場合）

月払／年払

口座振替／クレジットカード支払

販 売 名 称

保 険 期 間
保険料払込期間

保険料払込方法

保険料払込経路

満50歳～満80歳まで契 約 年 齢

基本事項

商品の特徴

この「無解約払戻金型定期保険（Z03）契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきた
い事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承の上、お申込みいただきますようお
願いいたします。
この契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由や制限事項に
ついての詳細、ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください。

●被保険者が死亡・高度障害状態となった場合を保障する保険です。
●この保険には満期保険金はありません。
●年満了の保険契約は自動的に更新されます。
●歳満了の保険契約を選択し、必要な保障期間を定めることもできます。
●災害割増特約（Z02）、特定疾病保険料払込免除特約等を付加することができます。

＊保険料払込期間は被保険者の契約年齢（契約日現在の満年齢）から10年以上が必要です。

＊

ご契約に関する重要事項
無解約払戻金型定期保険（Z03）

契約概要
ご契約前に必ずお読みください！

募03275-20211221
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個人情報のお取扱いについて

④個人情報保護法に基づき当社グループ会社との間で共同利用
する場合
  当社およびグループ会社は、その取り扱う商品・サービスを案内
または提供するために、グループ会社間で、以下のとおり、個人
データを共同利用することがあります。
・共同利用する個人データの項目
　氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、保
険の種類、契約日、契約の状態
・共同利用するグループ会社の範囲
　チューリッヒ・インシュアランス・グループの損害保険会社であ
るチューリッヒ保険会社（チューリッヒ・インシュアランス・カン
パニー・リミテッド）
・共同利用における管理責任者
　当該個人データの取得元であるグループ会社の住所、代表者な
どは、グループ会社の公式ウェブサイトをご確認ください。
⑤個人情報保護法に基づき生命保険会社間等で共同利用する場合 
　当社は、保険契約のお引受けの判断、保険金等のお支払いの判
断、保険契約の解除もしくは無効の判断の参考とすることを
目的として、保険契約に関する所定の情報を共同して利用し
ております。
　＜契約内容登録制度・契約内容照会制度について＞
　当社は、一般社団法人生命保険協会（以下、「協会」）、協会加盟
の他の保険会社および全国共済農業協同組合連合会（総称し
て、「各生命保険会社等」）とともに、保険契約もしくは共済契約
等（以下、「保険契約等」）のお引受けの判断あるいは保険金、給
付金もしくは共済金等（以下、「保険金等」）のお支払いの判断
の参考とすることを目的として、①保険契約等に関する所定の
情報（保険契約者名および被保険者名・性別・生年月日・住所）
②死亡保険金額および災害死亡保険金額　③入院給付金の種
類と給付日額　④契約日、復活日、増額日および特約の中途付
加日　⑤取扱会社名を協会に登録しております。
　協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等の
お申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、
協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等に
おいて前述の目的のため利用されることがあります。詳しくは、
当社または協会のホームページにてご確認ください。
　＜支払査定時照会制度について＞
　当社は、一般社団法人生命保険協会（以下、「協会」）、協会加盟
の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働
者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組
合連合会（以下、「各生命保険会社等」）とともに、お支払いの判
断または保険契約もしくは共済契約等（以下、「保険契約等」）
の解除、取消しもしくは無効の判断（以下、「お支払い等の判
断」）の参考とすることを目的として、当社を含む各生命保険
会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記
載された相互照会事項記載の情報を共同して利用します。保
険金、年金、給付金または共済金のご請求があった場合や、こ
れらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査
定時照会制度」に基づき、 ①被保険者の氏名、生年月日、性別、
住所②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる
保険事故（照会を受けた日から５年以内のもの） ③保険種類、
契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者と
の続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、
死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方
法等の全部または一部について、協会を通じて、照会し、他の
各生命保険会社等から情報の提供を受け、または他の各生命
保険会社等からの照会に対し、情報を提供することがありま
す。これらの情報は、各生命保険会社等におけるお支払い等の
判断の参考とするため利用されることがあります。
　支払査定時照会制度の詳細は、「ご契約のしおり・約款」のほ
か、当社または協会のホームページでご確認ください。
・当社ホームページ　https://www.zurichlife.co.jp/
・一般社団法人生命保険協会ホームページ　　　　　　　　
https://www.seiho.or.jp/

■ご相談・ご照会窓口
当社では、お客様からの個人情報のお取扱いに関する苦情やご相
談を「お客様相談部」にてお受けしております。
お客様相談部
フリーダイヤル：0120-860-129
受付時間：午前9時～午後5時（土日祝を除く） 
＜認定個人情報保護団体について＞
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会
の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱い
に関する苦情・相談を受け付けております。
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
https://www.seiho.or.jp/contact/

■個人情報保護方針（プライバシーポリシー）
当社では、個人情報の保護取扱に関する「個人情報保護方針」を策
定し、これに則して業務を行っています。「個人情報保護方針」の
内容については、当社ホームページ
（https://www.zurichlife.co.jp/privacy）でご確認ください。
■個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個
人情報を取得します。具体的には、インターネットやコールセン
ターによる資料請求受付、お申込み、アンケートや、お客様にご記
入・ご提出いただく保険契約申込書、保険金請求書等により取得
します。また、お客様からのお問合せ内容等の確認、電話対応の品
質向上等のために、お客様との通話内容を録音させていただいて
おります。
■利用目的
お客様の個人情報は、以下に掲げる目的で業務上必要な範囲で利
用いたします。
①当社の保険の募集、資料請求受付、中途付加、お引受け、更新お
よび保険金・給付金（以下、「保険金等」）のお支払い
※お引受けには、審査の結果、保険の引受けに至らなかった場合
も含みます。
②当社の保険契約の保全管理およびこれに関連・付随する業務
③当社およびグループ会社の商品やサービスのご紹介、ご提供
※グループ会社については「個人データの提供」をご覧ください。 
④アンケートの実施や市場調査および保険商品・サービスの開
発・研究
⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の
請求
⑥他の事業者から個人情報（データ）の処理の全部または一部に
ついて委託された場合等において、委託された当該業務の適切
な遂行
⑦キャンペーン等に付随する景品発送
⑧その他保険に関連・付随する業務（※1・※2 ）
（※1）お客様のウェブサイトの閲覧履歴や加入履歴の情報等を分析
して、お客様へ最適な情報提供、広告配信等をすることを含みます。
（※2）当社以外の第三者から取得したお客様の閲覧履歴等の情報
を当社が既に有しているお客様の個人情報と紐づけて利用する場
合があります。この場合にはお客様からあらかじめ同意を取得する
とともに、上記に掲げる利用目的の範囲内において利用いたします。
番号法で定める個人番号を含む特定個人情報は、以下の事務実施
に必要な範囲にのみ利用し、ご本人の同意があっても、それ以外の
目的には利用しません。
①保険取引に関する支払調書作成事務
②その他所得税法に基づく報酬・料金等に関する支払調書作成
事務
③社員および社員の配偶者・親族等に関する社会保険等関係事務
および源泉徴収票作成事務

■お客様の健康状態・傷病歴等に関する情報のお取扱い
について
お客様の健康状態・傷病歴等に関する情報は、ご本人の同意なし
に取得せず、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたし
ます。また、当該情報は、保険業の適切な業務運営を確保する必要
性から、業務遂行上必要な範囲内で、各種保険契約の引受け、継
続・維持管理、保険金等の支払い、保険商品の開発等の目的のため
に取得・利用いたします。
■個人データの提供
当社では、次の場合を除き、お客様の情報を第三者に提供するこ
とはありません。
①お客様が同意されている場合
(例)再保険についてはあらかじめお客様の同意を得て、再保険
会社に提供いたします。

②法令に基づく場合のほか、｢個人情報の保護に関する法律（個
人情報保護法）｣によりお客様の同意を得ないでお客様の個人
情報を第三者に提供することが認められている場合
③業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託
を行う場合
　＜募集代理店に関して＞
当社では、募集代理店による保険募集を行っています。その場
合には、上記の利用目的のためにお客様の個人情報を当社と生
命保険募集代理店委託契約を締結している以下の募集代理店
に対して提供することがあります。
・ご契約の全部または一部を担当させていただいている代理店
・お客様から個人情報の提供についてご了解をいただいている
代理店
・その他上記の利用目的を達成するために必要な範囲にある代
理店
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保険期間と更新
●年満了の場合、保険期間は10年間です。保険期間満了日の2ヶ月前までに継続しない旨など特段のお申出
のない限り、健康状態にかかわらず告知なしでご契約は自動的に更新されます。

●更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が満90歳を超える場合は、90歳満了に保険期間
を変更して更新します。

●なお、更新後の保険料は、更新時点での年齢・保険料率により計算されます。歳満了の場合、更新のお取扱い
はありません。

1 保障内容およびお支払いの制限事項

2 特約について

■ [主契約] 無解約払戻金型定期保険（Z03）
保険金の種類

死亡保険金

主な制限事項お支払事由

保険期間中に死亡されたときにお支払
いします。

お支払額：保険金額

お支払額：保険金額

高度障害
保険金

責任開始期以後の傷害または疾病を原因
として保険期間中に所定の高度障害状態
（※1）に該当されたときにお支払いします。

＊死亡保険金が支払われた場合には、その支
払後に高度障害保険金の支払請求を受け
ても高度障害保険金の支払対象とはなりま
せん。
＊高度障害保険金をお支払いした場合には、
所定の高度障害状態（※1）に該当されたと
きからご契約は消滅します。

以下の特約を付加することができます。

■ 災害割増特約（Z02）
＊主契約が解約等により消滅した場合、付加された特約も同時に消滅します。

（※1）所定の高度障害状態については「その他ご確認いただきたい事項」の1をご覧ください。

保険金の種類

災害死亡
保険金

主な制限事項お支払事由

特約の保険期間中に不慮の事故を直接の
原因として、その事故の日からその日を含
めて180日以内に死亡されたとき、または
所定の感染症（※1）により死亡されたとき
にお支払いします。

お支払額：災害保険金額

お支払額：災害保険金額

災害高度障害
保険金

特約の保険期間中に不慮の事故を直接の
原因として、その事故の日からその日を含
めて180日以内に所定の高度障害状態（※
2）に該当されたとき、または所定の感染症
（※1）により所定の高度障害状態（※2）に
該当されたときにお支払いします。

＊災害死亡保険金が支払われた場合には、そ
の支払後に災害高度障害保険金の支払請
求を受けても災害高度障害保険金の支払
対象とはなりません。

（※1）所定の感染症については「その他ご確認いただきたい事項」の3をご覧ください。
（※2）所定の高度障害状態については「その他ご確認いただきたい事項」の1をご覧ください。

商品の仕組み
◆保険期間が年満了の場合

◆保険期間が歳満了の場合

※ガン（悪性新生物・上皮内新生物）については、90日の不てん補期間があります。

 

 
 
 
 
 

無解約払戻金型定期保険（Z03）  

死亡保険金・高度障害保険金 

【主契約】 

無解約払戻金型定期保険（Z03）  

死亡保険金・高度障害保険金 

【主契約】 

更新  
更新により 
最長90歳まで 
保障を継続できます。

歳満了のご契約の場合、
更新はできません。

 

更新

保険期間10年 保険期間10年 
 

 
 
 

ご契約 
  

満了 
  

満了 
 

災害死亡保険金・災害高度障害保険金

災害割増特約（Z02）  

保険期間 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ご契約 
50歳 

  
満了 
90歳 

 

更新 更新

特定疾病保険料払込免除

特定疾病保険料払込免除特約※

災害死亡保険金・災害高度障害保険金
災害割増特約（Z02）  

特定疾病保険料払込免除
特定疾病保険料払込免除特約※

更新 更新
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＊責任開始日からその
日を含めて90日以
内にガンと診断確定
された場合（90日以
内に診断確定され
た場合の90日経過
後の再発・転移等と
認められる場合を含
みます。）は、対象と
なりません。

●契約の締結の際、いずれかの特約の型を選択することができます。

●選択された特約の型は変更することができません。

●この特約は、保険期間の中途での付加または解約ができません。

●この表は、対象疾病・保険料払込免除となる事由をまとめたものです。対象疾病の詳細および保険料払込免除と
なる事由の詳細については、約款をご参照ください。

種類（特約の型） 主な制限事項保険料の払込を免除する場合疾病の種類

■ 特定疾病保険料払込免除特約

責任開始期以後の保険期間中に、責任開始期前を含め
て初めてガン（※1）と診断確定されたとき、保険料の払
込を免除します。

ガン

責任開始期以後の保険期間中に、責任開始期前を含め
て初めてガン（※1）と診断確定されたとき、保険料の払
込を免除します。

ガン

責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれかの事
由に該当されたとき、保険料の払込を免除します。
(1)急性心筋梗塞（※2）を発病し、その治療を目的とし
て、つぎのいずれかの事由に該当されたとき

　a. 入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

(2)急性心筋梗塞以外の心疾患（※2）を発病し、その治
療を目的として、つぎのいずれかの事由に該当され
たとき

　a. 20日以上継続した入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

心疾患

責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれかの事
由に該当されたとき、保険料の払込を免除します。
(1)急性心筋梗塞（※2）を発病し、その治療を目的とし
て、つぎのいずれかの事由に該当されたとき

　a. 入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

(2)急性心筋梗塞以外の心疾患（※2）を発病し、その治
療を目的として、つぎのいずれかの事由に該当され
たとき

　a. 20日以上継続した入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

心疾患

責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれかの事
由に該当されたとき、保険料の払込を免除します。
(1)脳卒中（※2）を発病し、その治療を目的として、つぎ
のいずれかの事由に該当されたとき

　a. 入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

(2)脳卒中以外の脳血管疾患（※2）を発病し、その治療
を目的として、つぎのいずれかの事由に該当された
とき

　a. 20日以上継続した入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

脳血管疾
患

保険料の
払込免除
（３大疾病型）

保険料の
払込免除
（5大疾病型）

＊責任開始日からその
日を含めて90日以
内にガンと診断確定
された場合（90日以
内に診断確定され
た場合の90日経過
後の再発・転移等と
認められる場合を含
みます。）は、対象と
なりません。

種類（特約の型） 主な制限事項保険料の払込を免除する場合疾病の種類

責任開始期以後の保険期間中に、肝疾患（※3）を発病
し、その治療を目的として、つぎのいずれかの事由に該
当されたとき、保険料の払込を免除します。
　a. 20日以上継続した入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれかの事
由に該当されたとき、保険料の払込を免除します。
(1)脳卒中（※2）を発病し、その治療を目的として、つぎ
のいずれかの事由に該当されたとき

　a. 入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

(2)脳卒中以外の脳血管疾患（※2）を発病し、その治療
を目的として、つぎのいずれかの事由に該当された
とき

　a. 20日以上継続した入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

脳血管疾
患

肝疾患

責任開始期以後の保険期間中に、腎疾患（※3）を発病
し、その治療を目的として、つぎのいずれかの事由に該
当されたとき、保険料の払込を免除します。
　a. 20日以上継続した入院
　b.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に手術料の算定対象として列挙されている手術

腎疾患

保険料の
払込免除
（5大疾病型）

ガン

心疾患

脳血管疾患

悪性新生物

急性心筋梗塞
心疾患

上皮内新生物
診断確定

急性心筋梗塞 ： 入院または手術
急性心筋梗塞以外の疾患 ： 継続20日
以上の入院または手術

脳卒中 ： 入院または手術
脳卒中以外の疾患 ： 継続20日以上の
入院または手術

継続20日以上の入院または手術

継続20日以上の入院または手術

対象疾病 3大疾病型 5大疾病型 保険料払込免除となる事由

脳卒中

――

――

脳血管疾患

急性心筋梗塞
心疾患

脳卒中
脳血管疾患

肝疾患

腎疾患

肝疾患

腎疾患

悪性新生物
上皮内新生物
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3 保険金の受取人について

高度障害保険金・災害高度障害保険金

死亡保険金・災害死亡保険金

被保険者

死亡保険金受取人

保険金 受取人

保険金の種類

特約保険金

主な制限事項お支払事由

被保険者の余命が6ヶ月以内と判断さ
れる場合に死亡保険金の全部または
一部についてお支払いします。

お支払額：特約の保険金額
(死亡保険金額以内で指定された金額)

＊主契約の死亡保険金の全部が指定され、
特約保険金をお支払いしたときは保険契
約は消滅します。また、死亡保険金の一部
が指定され、特約保険金をお支払いした
ときは、指定された金額分だけ減額され
たものとします。

■ リビング・ニーズ特約

4 保険金等をお支払いできない主な場合

＊契約者が個人の場合

＊詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

■ 指定代理請求特約
保険金・給付金等の受取人が被保険者である場合、被保険者ご本人からの請求ができない所定の事情
（病名や余命を知らない場合や意思表示が困難な場合等）があるときに、被保険者（受取人）ご本人に代
わってあらかじめ被保険者の同意を得て指定した指定代理請求人が請求を行うことができます。

●支払事由に該当しない場合（例）
　責任開始期前の傷害や疾病を原因とする高度障害状態については、保険金等をお支払いできません。

●免責事由に該当する場合（例）
　次のような場合には、支払事由に該当しても保険金等をお支払いできません。

《死亡保険金》
　責任開始日（復活日）からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺/保険契約者・保険金受取人の故意

《高度障害保険金》
　保険契約者・被保険者の故意

《災害死亡保険金・災害高度障害保険金》
　保険契約者または被保険者の故意または重大な過失/災害死亡保険金に関しては、災害死亡保険金の受
取人の故意または重大な過失/被保険者の犯罪行為/被保険者の精神障害を原因とする事故/被保険者
の泥酔の状態を原因とする事故/被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じ
た事故/被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

　※戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるときは、該当する被保険者の数によってはお支払金額
を削減する場合またはお支払いできない場合があります。

　※上記のほかに告知義務違反による解除の場合など、保険金等をお支払いできない場合があります。詳し
くは、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

＊リビング・ニーズ特約保険金を請求された場合、請求日から6ヶ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引きます。
＊契約者が法人の場合は付加できません。

お支払いの対象となるガンとは、胃ガン、肺ガン、白血病を含む全ての悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
悪性新生物および上皮内新生物以外の良性新生物（良性の腫瘍）などの疾病については保障の対象外となります。
対象となるガンについての詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

＊悪性新生物および上皮内新生物の診断確定は病理組織学的所見（生検）により、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者によってな
されることを要します。（ただし、悪性新生物では病理組織学的所見（生検）が得られない場合には、他の所見による診断確定も認める
ことがあります。）

悪性新生物とは、無制限に増殖し、浸潤・転移をおこす悪性の腫瘍です。上皮内新生物は、「上皮内ガン」と呼ば
れる場合もあり、上皮内にとどまり基底膜を越える浸潤のないガンを指します。

心疾患：慢性リウマチ性心疾患／虚血性心疾患／肺性心疾患及び肺循環疾患／その他の型の心疾患
急性心筋梗塞：虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞／再発性心筋梗塞
脳血管疾患：脳血管疾患
脳卒中：脳血管疾患のうち、くも膜下出血／脳内出血／脳梗塞

肝疾患：ウイルス性肝炎／肝疾患
腎疾患：糸球体疾患／腎尿細管間質性疾患／腎不全

悪性新生物と上皮内新生物について

（※1）ガン

（※3）肝疾患、腎疾患とは、つぎをいいます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

（※2）心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中とは、つぎをいいます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご
確認ください。

（災害死亡保険金は主契約の死亡保険金受取人）

5 お引受条件

死亡保険金額・高度障害保険金額 3億円まで

※お引受けできる保険金額等は、お申込みの諸条件等によって異なります。
　詳しくは契約申込書およびパンフレットをご確認ください。
※上記のほか、月払保険料80万円以上または年払保険料1,000万円以上の場合には、パンフレット記載のフリーダイヤルまたは代理店
担当者までお問合せください。

災害死亡保険金額・災害高度障害保険金額　主契約の保険金額の1.0倍または1億円（66歳～5,000万
円）のうち低い金額

6 保険料について
保険料は、被保険者の性別、年齢、申込内容、保険料払込方法により定まります。
詳しくは、パンフレット記載の月払保険料の一覧等でご確認ください。

7 計算基準日
月払の場合、契約年齢の基準日は、申込日、告知日か第1回保険料充当金をお支払いいただいた日のいずれ
か遅い日の属する月の翌月1日となります。
年払の場合は、申込日、告知日か第1回保険料充当金をお支払いいただいた日のいずれか遅い日を、契約年
齢の基準日とします。
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9 特記事項

この保険契約では、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故からその日
を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当したときは、会社は将来の保険料の払
込みを免除します。なお、疾病により所定の身体障害の状態になられても保険料払込免除事由には該当しません。

特約の給付にかかわる公的医療保険制度等の改正等が将来行われたときは、主務官庁の許可を得て、特定疾病
保険料払込免除特約の保険料の払込免除事由を変更することがあります。

＜ 保険料の払込免除について ＞

＜ 法令等の改正等にともなう保険料の払込免除事由の変更について ＞

8 解約払戻金について
この保険（主契約・特約）には解約払戻金はありません。
※この商品は、解約に際して支払う金額を抑制する仕組みで保険料を計算しております。

この保険契約には配当金はありません。

この保険契約には、保険料自動振替貸付制度はありません。

配当金について10

11 ご契約上の注意

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

①
②
③

④

⑤
⑥
⑦
⑧

次頁の「注意喚起情報」もご覧ください。

保険金等のお支払事由が発生した際に必ずご請求いただくために、ご家族をはじめ、受取人・指定代理請求人
の方にご契約内容を必ずお知らせください。

1眼の視力を全く永久に失ったもの
両耳の聴力を全く永久に失ったもの
1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の２関節の用を全く永久に
失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の２関節の用を全く永久に
失ったもの
10手指の用を全く永久に失ったもの
1手の5手指を失ったかまたは第1指（母指）および第2指（示指）を含んで4手指を失ったもの
10足指を失ったもの
脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

2対象となる身体障害の状態（約款別表4）

両眼の視力を全く永久に失ったもの
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
1上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
1上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

1対象となる高度障害状態（約款別表3）
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。

対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。

3対象となる所定の感染症（約款別表74）

その他ご確認いただきたい事項

対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに
規定される内容によるものをいいます。

※1  新型コロナウイルス感染症（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。）である感染症をいいます。）は、感染症の予防および
感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第２項、第３項、第４項、第７項第３号または第８項の疾病に該当している間に支払事由
が生じた場合に限り、対象となる感染症に含めます。

※2  現在、新型コロナウイルス感染症は、※1のとおり法令において区分されていますが、関連法の改正や政省令によりお取扱いが変更
となる場合があります。

分類項目
コレラ
腸チフス及びパラチフス
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
ペスト
ジフテリア
急性灰白髄炎＜ポリオ＞
ラッサ熱
クリミヤ・コンゴ＜ Crimean-Congo ＞出血熱
マールブルグ＜ Marburg ＞ウイルス病
エボラ＜ Ebola ＞ウイルス病
痘瘡
重症急性呼吸器症候群 [SARS]
（ただし、病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるも
のに限ります。）

A00
A01
A03
A04.3
A20
A36
A80
A96.2
A98.0
A98.3
A98.4
B03

U04

基本分類コード
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■ 契約申込書・告知書について

■ 保険証券等について

■ 告知の重要性

■ 告知受領権

お申込みされた日またはお申込みの撤回等に関する事項を記載した書面または電磁的記録を受取った日の、いずれか
遅い日からその日を含めて31日以内であれば、書面（その日の消印有効）または電磁的方法（電磁的方法により当社に通知した日）により
お申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。 この場合、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
ただし、ご契約成立後に契約内容を変更される場合には、お申込みの撤回等のお取扱いはできません。

ご契約に際して、契約者や被保険者が現在の健康状態等の重要なことがらについてありのままを当社に報告していただく
ことを告知義務といいます。生命保険は多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初め
から健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性
が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名、治療期間など）、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在の
ご職業など「告知書・告知画面」で当社がおたずねすることについてありのままを正しくお知らせ（告知して）ください。診査
を必要とするご契約の場合（診査医扱い）には、当社が指定した医師が口頭にてお尋ねしますので、その場合もありのままを
正確にお知らせ（告知して）ください。

告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。当社の社員や募集人（代理店を含みます。）、電話オペレーター
等の担当者は告知受領権がなく、これらの者に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。

契約申込書・告知書は、内容を十分お確かめの上、契約者および被保険者ご自身がありのままを正確にご記入いただき、ご署名・
ご捺印をお願いいたします。

ご契約成立後、「保険証券」（「告知書の写し」を含む）等を送付いたします。お申込み内容や告知内容に間違いがないか必ずご確認くださ
い。万一、お申込みの契約内容と相違する点がございましたら、当社までご連絡ください。

1 クーリング・オフ（お申込みの撤回またはご契約の解除）について

2 告知について

この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。「契約概要」とあわ
せてご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承の上、お申込みいただきますようお願いいたします。
また、この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・
約款」に記載しておりますのでご確認ください。
当会社の該当する普通保険約款および特約付の場合にはそれぞれの特約条項を契約内容とします。

ご契約に関する重要事項
注意喚起情報

ご契約前に必ずお読みください！
告知書・告知画面に記載されている質問事項について、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、
事実と違うことを告知されることを告知義務違反といいます。責任開始日（復活の場合は復活日）から2年以内かつ当社がその
事実を知ってから1ヶ月以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。また、2
年経過以後でも責任開始日から2年以内に既に解除の原因となる事実によって、保険金・給付金等をお支払いする事由が
生じていた場合もご契約または特約を解除することがあります。この場合、たとえ保険金・給付金等をお支払いする事由が
生じていても、これをお支払いすることができない場合もあります。既に保険金・給付金等をお支払いしていた場合は、当
社はその返還を請求できることになっております。保険料のお払込みを免除する事由が生じた場合も、お払込みを免除する
ことができない場合があります。

■ 告知内容等の確認について

■ 正しく告知されない場合のデメリット（告知義務違反等について）

■ 傷病歴等がある場合

※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にもご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払い
できないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について、故意に
告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しなどにより、保険金・給付金等をお支払いできない
ことがあります。この場合、責任開始日からの年数は問いません。（告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなるこ
とがあります。）また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※告知はご契約時のほか、ご契約の復活等の際にも必要となります。

※生命保険募集人の権限などに関する照会は当社「お客様相談部」へご連絡ください。

当社の社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお
払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込み内容や告知内容またはご請求内容等について確認させていただく
場合がございます。あらかじめご了承ください。

3 責任開始期（保険の責任の開始）について

当社の生命保険募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いま
して、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。（ご契約の成立後にご契
約の内容を変更される場合も同様となります。）

■ お客様のお申込みに対してチューリッヒ生命が承諾したときに
　契約成立となります。

当社では、ご契約者間の公平性を保つためお客様の健康状態など、保険金等のお支払いが発生するリスクに応じたお引受
けの対応を行っております。ご契約をお断りする場合もありますが、「特定障害の不担保」等の特別な条件をつけてご契
約をお引受けする場合があります。（傷病歴がある方は全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合
があります。）

＜ 第１回保険料をお払込みいただき、以降の保険料は契約者の指定口座から自動振替される場合 ＞
第１回保険料を直接お振込みいただく場合には、第1回保険料（第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。）の入金および告知
がともに完了した日（保険期間の始期）から保険契約上の責任を負います。ただし、一部の特約において、悪性新生物には90日
間の不てん補期間があります。

承諾 第1回保険料
入金日

〈責任開始期〉

責任開始
お申込み
（告知）

※健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方は、ご契約をお断りする場合があります。

※チューリッヒ生命が指定する医師による診査を受けた場合等は、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除はできません。
※クーリング・オフ制度の詳細は、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

※電磁的方法によるときは、申込画面・告知画面にご自身でご入力ください。

※電磁的方法によるときは、「保険証券」はマイページ（Z-Life）にて確認することができます。
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＜ クレジットカード支払特約により第1回保険料をお払込みいただく場合 ＞
第1回保険料をクレジットカードによりお払込みいただく場合には、当社はクレジットカードが有効かつ利用限度内であ
ること等を確認できた日（告知前にクレジットカードの有効性等の確認をしたときは、告知の時。以下「有効性確認日」といいます。）に第1回保険料を払
込んでいただいたものとし、その日から保険契約上の責任を負います。ただし、一部の特約において悪性新生物には90日
間の不てん補期間があります。
責任開始期（有効性確認日）は、保険証券にてご確認ください。

5 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等に関する事項

●責任開始期前に生じた疾病、傷害・不慮の事故などを原因として、責任開始期後に支払事由に該当した場合。
（ただし、申込時に正しい告知をして加入した場合を除きます。）

●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。　　　
（ただし、責任開始日から2年以内に支払事由等に該当しなかった場合を除きます。）

●保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金・給付金等
の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約
または特約が解除された場合。

●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した後に支払事由等に該当した場合。

●保険契約について詐欺によりご契約が取消しされた場合や、保険金・給付金等の不法取得目的があって
ご契約が無効とされた場合。

●保険金・給付金等の免責事由に該当した場合。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（例：死亡保険金では、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺など）

4 保険金・給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

保険料のお払込みがないままご契約が効力を失った場合でも、失効後3年以内であれば、ご契約の復活を請求することが
できます。この場合、告知（ご契約内容によっては、医師の診査を受けていただく場合があります。）と失効している期間の保険料のお払込
みが必要になります。
ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知（または診査）
と延滞分の保険料のお払込みが完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。

■ 保険料の払込猶予期間

■ ご契約の失効

■ ご契約の復活

保険料は払込期月（保険料をお払込みいただく月）内にお払込みください。

払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。

月払の場合・・・払込期月の翌月初日から末日まで
年払の場合・・・払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで

払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力は失われます。

有効性確認日（承諾）
〈責任開始期〉

第1回保険料
カード引落日

責任開始
お申込み
（告知）

この保険（主契約・特約）には解約払戻金はありません。

●お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金などのお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金などのお支払
事由が生じた場合だけでなく、支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみ
やかに当社「カスタマーケアセンター」へご連絡ください。

●お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合につ
いては、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。

●当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変
更された場合には、必ず当社「カスタマーケアセンター」へご連絡ください。

●保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などのお支払事
由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等には当社「カスタマーケアセンター」へご連絡ください。

当社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。「生命保険契約者保護機構」の会員である生命保険会社が経営破
たんに陥った場合、「生命保険契約者保護機構」により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合に
も、ご契約条件の変更が行われる可能性があり、お受取りになる保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。

※「生命保険契約者保護機構」の詳細は、「ご契約のしおり・約款」のほか、「生命保険契約者保護機構」のホームページ
　（https://www.seihohogo.jp/）でご確認ください。

7 解約と解約払戻金について

8 保険金・給付金等のお支払いに関する手続きなどの留意事項

9 保険会社の業務または財産の状況が変化した場合
（生命保険契約者保護機構について）

現在のご契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みを検討されている場合、一般的に以下の点につ
いて契約者にとって不利益となります。

●多くの場合は、解約払戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約されたとき
の解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。

●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りする場合があります。

●告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受けができなかったり、その告知がなされなかったために、引
受け後でもご契約が解除・取消し等になることもあります。

6 新たな保険契約を検討されている方へ

■ 引受保険会社
チューリッヒ生命保険株式会社
〒164-0001　東京都中野区中野4丁目10番2号 中野セントラルパークサウス16階

この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール、FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさま
ざまな相談、照会、苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。（ホーム
ページアドレス　https://www.seiho.or.jp/）

なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過し
ても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に
裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

■ 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」について

10 お問合せおよび苦情・相談窓口について
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●生命保険に関する税法上の取扱い等につきましては、税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

●お客様からのお電話によるご相談・お問合せ等の場合には、正確な内容把握や今後のサービス向上のため、
通話を録音させていただいております。

■ お問合せ窓口

■ 苦情・相談窓口

■ その他
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チューリッヒ生命では、『生命保険証券』『ご契約のしおり・約款』をインターネット上で閲覧するWeb生命保険証券、
Web約款を推奨しています。

■ Web生命保険証券、Web約款の特長
　 ・ いつでもパソコンやスマートフォンなどで閲覧できます。　 ・ 文字を拡大して閲覧できます。
　 ・ Web約款はキーワード検索により確認したい箇所を簡単に検索できます。
　 ・ 環境貢献（紙の使用量削減、自然保護等）につながります。　・ 紙での保管は不要で、紛失の心配もありません。

■ 閲覧方法
　  ●Web生命保険証券
　　ご契約成立後に「ご案内はがき」をお届けします。「ご案内はがき」に記載されている二次元コードまたはURLよ
りアクセスしてください。

　  ●Web約款
　  ❶ チューリッヒ生命のホームページへアクセスしてください。　　❷ 　　　　　をクリックしてください。
　　　URL： https://www.zurichlife.co.jp/ 
　  ❸ 以下ボタンのいずれかを選択して押してください。
　　　ご検討中のお客様 ⇒　　　　　　　　　　　　　　　　ご契約者様 ⇒
　  ❹ 閲覧ご希望の商品ボタンを押してください。
　　　※直接、Web約款のページにアクセスすることもできます。
　　　また、約款検索コードを入力することで『ご契約のしおり・約款』を検索できます。
　　　URL： https://www.zurichlife.co.jp/faq/others/clause

■ お申出方法
　  ●Web生命保険証券
　　お申込み時に、お手続きの画面または申込書のWeb生命保険証券ご希望欄で選択してください。
　　※ご契約者が法人の場合はWeb生命保険証券を選択いただけません。
　  ●Web約款
　　冊子をご希望の際は、申込書の冊子ご希望欄で選択してください。お申込み時に、冊子ご希望欄の選択がない場合
は、Web約款を選択されたものとします。

『生命保険証券、ご契約のしおり・約款』について
Web生命保険証券、Web約款のご案内

本商品の約款検索コード：2022C-0301

商品の詳しいご説明および申込み手続き等に関するお問合せにつきましては、以下のフリーダイヤルにて承っ
ております。

お客様からの苦情・ご相談・個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては以下のフリーダイヤルにて
承っております。

［カスタマーケアセンター］　フリーダイヤル　0120-680-777

［お客様相談部］　フリーダイヤル　0120-860-129
〈受付時間〉 月～金  午前９時～午後５時　※年末年始および土・日・祝を除く

〈受付時間〉 月～金  午前9時～午後7時　　土　午前9時～午後6時　※年末年始および日・祝を除く
（チューリッヒ生命ホームページ　https://www.zurichlife.co.jp/）

※「約款検索コード」は、お申込みいただく商品・
　ご加入時期によって異なります。
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