
武田薬品工業株式会社

役員・従業員およびそのご家族の皆さまへ

2019年度

団体保険・加入ガイド

随時ご加入いただけます

武田薬品での会社生活を安心してお過ごしいただくために、
各種保険のご案内をいたします。

募集要領

◆新しくご加入される方へ
１．団体傷害保険・親介護・本人介護補償の保険・団体ゴルファー向け保険の場合

近江屋ホームページ(ＱＲコード)掲載の該当商品の「重要事項のご説明」・「パンフレット」を必ずお読みいただき、
「加入申込票」を印刷の上、必要事項をご記入･ご署名のうえ､近江屋までご提出ください。
(Ｅメールへ添付のうえ送付いただいても結構です)。
※「武田薬品工業株式会社向けの団体保険のご案内」および「重要事項のご説明」をＰＤＦファイルにより

ご提供することにつき、予めご同意ください。

２．所得補償保険・団体長期障害所得補償保険の場合
１０ページ記載の手続き方法に従い､ネット経由でのお手続きをお願いいたします。

３．団体扱自動車保険･火災保険の場合
詳細のお打合せが必要なため､近江屋ホームページ内の｢保険加入希望書」を近江屋までご提出ください。
後日､近江屋から手続き方法に付きご連絡させていただきます。

◆保険料の払込方法について
・親 介 護・本人介護 補 償 の 保 険 ：ご加入月の翌月より毎月控除
・団 体 傷 害 保 険 ：ご加入月の翌月より毎月控除
・団体ゴルファー保険 ：ご加入月の翌月より控除（一時払）
・団体総合生活保険〔所得補償・団体長期障害所得補償（GLTD）〕：ご加入月の翌々月より毎月控除
・団 体 扱 自 動 車 保 険：ご加入月の翌々月より毎月控除
・団 体 扱 火 災 保 険 ：ご加入月の翌々月より控除（一時払）

保険加入希望書の提出先は、すべて近江屋までお願いします。
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団体総合生活保険〔所得補償・団体
長期障害所得補償（GLTD）〕

親介護・本人介護補償の保険

「交通事故」と「交通乗用具の火災」
によるケガ・・

団体傷害保険：総合補償コース
【シングルタイプ（個人型）】
【カップルタイプ（夫婦型）】
【ファミリータイプ（家族型）】

所得補償・
団体長期障害所得補償保険（GLTD)

ケガまたは病気により、就業不能・・

左記以外にも

団体扱自動車保険

賃貸住宅にお住まいのあなたには・・

団体扱火災保険

ゴルフをされるあなたには・・

ゴルファー向け保険

お車をお持ちのあなたには・・

ご不明な点がございましたら、
お気軽に近江屋まで
ご連絡ください。

親御さまや本人に介護が必要に
なったら・・・

団体傷害保険：交通傷害コース
【シングルタイプ（個人型）】
【ファミリータイプ（家族型）】

自転車で走行中に、通行人にケガをさせた・・

水漏れ事故を起こし階下の他人宅が水浸しになった・・

日常生活賠償（オプション）

団体傷害保険

団体扱自動車保険

団体扱火災保険

につきましては、

にセットすることができます。
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など、法律上の損害賠償を負ったとき



＜団体扱自動車保険の対象となる方＞
団体扱契約としてご契約いただけるのは、「保険契約者」、「記名被保険者」および「ご契約のお車の所有者」について、次の条件を満たす場合に
限ります。
・保険契約者：武田薬品グループに勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方
・記名被保険者・ご契約のお車の所有者：保険契約者、保険契約者の配偶者、保険契約者またはその配偶者の同居の親族（別居の扶養親族を含みます）

※なお、次のような場合には団体扱契約が失効することがあります。この際、保険料が分割して払い込まれている場合には、保険料払込期日到来前
の分割保険料を一括して払い込んでいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。また、退職等により団体から給与の支払いを受け
なくなった場合は、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。

武田薬品グループの団体扱自動車保険

※大口団体割引は、2019年11月1日～2020年10月31日の間に始期日があるご契約に適用されます。なお、

大口団体割引は、団体全体のお引受実績（ご契約台数と損害率）に応じて毎年11月1日に見直されます。

等級別割増引適用後
さらに

ご加入時に
現金は

不要です！ ※一部等級（等級別割引・割増制度）が継承できない共済がござい
ます。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問合わせく
ださい。

保険料は
給与控除で便利

事故がおきて
も安心
24時間365日

事故受付体制で、

安心の事故対応

サービスです！

他の保険会社・ＪＡ共済・全労済からの切り替

えでも、現在の等級は継承されます。

現在の等級（等級別割引・割増制度）

は継承できます

従業員ご本人が保険契約者になり、ご加入されるご家族の保険料も従業員ご本人の給与より引去りされます。

同居のご家族ならみんなＯＫ！

扶養していない別居の
ご親族は×

同居のご親族

従業員ご本人・配偶者

同居のご親族

別居の扶養親族 別居・別生計のご親族

下宿生活の大学生もＯＫ！

ご家族のお車もご加入いただけます
※詳細は下記＜団体扱自動車保険の対象となる方＞をご参照ください。

従業員ご本人＝保険契約者

自動車保険の見直しを考えられているみなさまに

自動車保険

●このご案内（チラシ）は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず
各社商品パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意してい
ますので、取扱代理店または各引受保険会社までご請求ください。ご不明な
点につきましては、取扱代理店または各引受保険会社にお問合わせください。

使用期限：2020/10/31

新規契約キャンペーン
実施中!!

うれしいメリット！

お安くなります！

○退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合
○親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱

の対象に該当しなくなった場合
○団体において引受保険会社で団体扱特約をセットしてご契約

いただく保険契約者の数が10名未満となった場合等、団体と
引受保険会社の間で締結している集金契約が解除される場合

今ならさらに

新規にご成約いただいた方に

すてきな

もれ

なく

お見積りをご希望の方は、近江屋まで

お電話ください。

Ｅメールでも受付しております。

oumiya＠takeda.co.jp

プレゼント

大口団体割引

15％適用１

をさしあげます!!

２



総合補償コース【シングルタイプ（個人型）】

セット名 S

保
険
金
額

傷害死亡･後遺障害保険金額 90万円

傷害入院保険金日額 1,600円

傷害手術保険金

①入院中に受けた手術の場合：
傷害入院保険金日額×10

②①以外の手術の場合：
傷害入院保険金日額×５

傷害通院保険金日額 1,000円

月払保険料（１口あたり） 510円
加入限度口数 10口＊

総合補償コース【シングルタイプ（個人型）】＋日常生活賠償オプション

日常生活賠償オプション

セット名 6
日常生活賠償保険金額 3億円

月払保険料 130円
加入限度口数 1口

示談交渉
サービス付
（日本国内のみ）

○オプションのみの加入はできません。
○日常生活賠償オプションは、ご加入された方ご本人
のご家族が被保険者となります。
被保険者となるご家族の範囲について、詳細は商品
パンフレット「団体傷害保険のご案内」をご覧ください。

●この保険は武田薬品工業株式会社が保険契約者となる団体契約です。
●お申込人となれる方は武田薬品工業株式会社の役員・従業員（社員・常勤嘱託）に限ります。
●被保険者（補償の対象者）本人となれる方は、武田薬品工業株式会社の役員・従業員（社員・常勤嘱託）およびその家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉
妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。）です。

●このご案内は保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレット「2019年度団体傷害保険・親介護・本人介護補償の保険のご案内」をご覧ください。

おすすめコース

＊15才未満の方については9口を加入限度口数とします。

★団体割引20％を適用しています。
（過去の損害率による割増引0％）

万一のケガや賠償責任などに備えて

団体傷害保険
団体総合生活補償保険（MS＆AD型）

～日本国内・海外を問わず補償～

主な

補償

内容

ご案内
する
コース

「交通事故」と「交通乗用具の
火災」等によるケガ

左記以外の日常生活のさまざまな事故によるケガ

自転車で転んで
ケガをした

車にはねられて
ケガをした

火事にあい
ケガをした

料理中に
ヤケドをした

スポーツ中に
ケガをした

階段から落ちて
ケガをした

地震による事故
でケガをした

顔にケガをした
場合、2倍支払

総合
補償
コース
【個人型】
【夫婦型】
【家族型】

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

交通
傷害
コース
【個人型】
【家族型】

○ ○ ー ー ー ー ー ー

※1：天災危険補償特約がセットされております。

※2：Wセット以外の基本セットにセットされています。

割引

20％適用★

★団体割引20％を適用しています。
（損害率による割増引0％）

その他、 の各コースもご用
意しております。各コースの保険料については
Ｐ５、６の保険料一覧にてご確認ください。
詳細は、商品パンフレット「2019年度団体傷害
保険・親介護・本人介護補償の保険のご案内」
をご覧ください。

夫婦型 家族型

※1 ※2

・天災危険補償特約がセットされているため、地震もしくは噴火またはこれらを原因と
する津波によるケガの場合も、傷害保険金をお支払いします。
・顔面、頭部、頸（けい）部傷害による傷害入院保険金および傷害通院保険金２倍支
払特約がセットされて います。
・第三者の加害行為による保険金２倍支払特約がセットされています。

3

対象外です

２

★食中毒補償特約、熱中症危険補償特約がセットされています！



ご加入例 武田薬品工業株式会社の従業員Aさんとその配偶者とお子さまの3人家族の場合

お子さま

Aさん

配偶者

子供が友達と自転車で遊びに出かけることが多くて、交通事故にあわないかとか
誰かにぶつかってケガさせたりしないかとか心配で・・・。

それに、最近、夫婦で始めたテニス中のケガにも備えておかなくちゃ。

総合補償コース
【シングルタイプ（個人型）】

Sセット×2口
（月払保険料：1,020円）

日常生活賠償オプション 6セット×1口
（月払保険料：130円）

Aさん

配偶者

お子さま
Aさんご一家の月々の合計保険料 3,190円

＜高額な賠償判決の事例＞ ご存知ですか？実際に自転車の高額賠償事故が起こっています！

自転車事故を起こした小５児童の母親に 約9,500万円の賠償命令
男子小学生（11才）が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性（62才）と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等
の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。神戸地裁は寝たきりとなった女性の逸失利益や介護費など、児童の母親側へ約9,500万円の賠償を命じた。

（神戸地方裁判所、2013年7月4日判決）

このような自転車事故での損害賠償に備えるためにも「日常生活賠償オプション」へのご加入をおすすめします！

総合補償コース
【シングルタイプ（個人型）】

Sセット×2口
（月払保険料：1,020円）

総合補償コース
【シングルタイプ（個人型）】

Sセット×2口
（月払保険料：1,020円）

●この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契
約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は、次
のとおりです。なお、各社の引受割合は後日ご案内する「加入一覧表」にてご案内いたします。
三井住友海上火災保険株式会社（幹事引受保険会社）・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・東京海上日動火災保険株式会社

選べるオプション

主な補償内容

ご案内するコース

日常生活賠償オプション 携行品損害オプション
弁護士費用
オプション

自転車で、通行人に
ケガをさせ、法律上の
賠償責任を負ってし
まった

風呂をあふれさせ、
階下の他人の住人宅
を水浸しにした

ハンドバッグをひったくら
れた

外出先で誤ってカメラを
落として壊した

総合補償コース
【個人型】
【夫婦型】
【家族型】

○ ○ ○ ○ ○

交通傷害コース
【個人型】
【家族型】 ○ ○ ー ー ○

※3、※4

※3

※3 ※3 ※3

※3

※3：オプションにご加入された場合のみ補償されます。
※4：通院のみ補償プラン（TS・TP・TF）にはセットできません。

4

セットできません

※3、※4

国内示談交渉
サービスあり

歩行中、自転車に衝突
されてケガをしたなど、日
常生活全般の事故で相
手の方との交渉が必要に
なった

※3



「団体傷害保険」 保険料一覧
総合補償コース ～ 天災危険補償特約付 ～

シングルタイプ（個人型）・カップルタイプ（夫婦型）・ファミリータイプ（家族型）

基本セット

オプション
上記基本セットにプラスして、オプションをお選びいただけます。（オプションのみのご加入はできません。）
※基本セットと同じタイプのオプションをお選びください。

総合補償コース、交通傷害コースの複数のセットにご加入される場合のご注意

【シングルタイプ（個人型）】【カップルタイプ（夫婦型）】 【ファミリータイプ（家族型）】共通

基本セットを複数のセットでご加入される場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額は２億円以内（15才未満の場合は5,000万円以内）、傷害

入院保険金日額は合計30,000円以内（15才未満の場合は合計15,000円以内）、傷害通院保険金日額は合計10,000円以内となるよ

うな口数でお申込ください。

【夫婦型】と【家族型】等、同一被保険者で複数のセットに加入を希望される場合は、代理店・扱者にお問い合わせください。

5

シングルタイプ（個人型） カップルタイプ（夫婦型） ファミリータイプ（家族型）

セット名 ＴＳ W S ＴＰ P ＴＦ F

保
険
金
額

被保険者
（補償の対象者）

本人 本人・配偶者共通 本人・配偶者・親族共通

傷害死亡・
後遺障害保険金額 200万円 90万円 100万円 100万円

傷害入院保険金日額 1,600円 1,600円 1,600円

傷害手術保険金 ＊１ ＊１ ＊１

傷害通院保険金日額 2,000円 1,000円 2,000円 1,000円 2,000円 1,000円

月払保険料 550円 240円 510円 1,050円 950円 1,910円 1,800円

加入限度口数 5口 15口 10口＊2 5口 9口 5口 9口

●総合補償コースの基本セットには「食中毒補償特約」、「熱中症危険補償特約」がセットされています。
＊１：入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の5倍をお支払いします。
＊２：15才未満の方については9口を加入限度口数とします。

日常生活賠償オプション シングルタイプ（個人型） カップルタイプ（夫婦型） ファミリータイプ（家族型）

セット名 6＊3 5＊3 5＊3

日常生活賠償保険金額 3億円 3億円 3億円

月払保険料 130円 130円 130円
加入限度口数 1口 1口 1口

携行品損害オプション シングルタイプ（個人型） カップルタイプ（夫婦型） ファミリータイプ（家族型）

セット名 3 2 1
携行品損害保険金額

（免責金額：3,000円） 30万円 30万円 30万円

月払保険料 160円 190円 240円
加入限度口数 1口 1口 1口

弁護士費用オプション シングルタイプ（個人型） カップルタイプ（夫婦型） ファミリータイプ（家族型）

セット名 LS LP LF
弁護士費用等保険金額 300万円 300万円 300万円

法律相談費用保険金額 10万円 10万円 10万円

月払保険料 240円 240円 240円
加入限度口数 1口 1口 1口

●今年度より食中毒、熱中症が補償の対象となりました！

●弁護士費用オプションを新設しました！

NEW

＊３：TS・TP・TFセットは日常生活賠償オプションには加入いただけません。



「団体傷害保険」 保険料一覧

交通傷害コース
シングルタイプ（個人型）・ファミリータイプ（家族型）

基本セット

上記基本セットにプラスして、オプションをお選びいただけます。（オプションのみのご加入はできません。）
※基本セットと同じタイプのオプションをお選びください。

※15才未満の方については10口を加入限度口数とします。

6

NEW ●弁護士費用オプションを新設しました！

シングルタイプ（個人型） ファミリータイプ（家族型）

セット名 KB KA KF

保
険
金
額

被保険者（補償の対象者） 本人 本人・配偶者・親族共通

傷害死亡・後遺障害保険金額 500万円 150万円 150万円

傷害入院保険金日額 2,500円 2,500円

傷害手術保険金
① 入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額×10
② ①以外の手術の場合：傷害入院保険金日額×5

傷害通院保険金日額 1,500円 1,500円

月払保険料 150円 270円 650円
加入限度口数 15口※ 6口 6口

オプション

日常生活賠償オプション シングルタイプ（個人型） ファミリータイプ（家族型）

セット名 7 8

日常生活賠償保険金額 3億円 3億円

月払保険料 130円 130円
加入限度口数 1口 1口

弁護士費用オプション シングルタイプ（個人型） ファミリータイプ（家族型）

セット名 LKA LKF

弁護士費用等保険金額 300万円 300万円

法律相談費用保険金額 10万円 10万円

月払保険料 240円 240円
加入限度口数 1口 1口

交通傷害コース【シングルタイプ（個人型）】・【ファミリータイプ（家族型）】は、「交通事故」と「交通乗
用具の火災等」によるケガに絞って補償します。
「交通乗用具」とは、
電車、自動車（スノーモービルを含みます。）、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーター
ボート（水上オートバイを含みます。）、エレベーター等、交通事故危険のみ補償特約に定められたもの
をいいます。
その他「身体障害者用車いす・ベビーカー」等も含み、「一輪車・キックボード（原動機を用いるものを含
みます。）・スケートボード」等を除きます。

NEW



7

今年度から

基本セットの補償の対象・オプション内容が拡大しました！

医療保険とセットでご加入いただくこともできます。
（医療保険をご希望の方は代理店・扱者までお問い合わせください）

シングルタイプ：
TSセット

ファミリータイプ：
TFセット

カップルタイプ：
TPセット

2018年度に総合補償コースに通院のみ補償プランを新設しました！

例えば、こんなときにお役に立ちます

弁護士を雇ったけど費用が
心配だな…

弁護士費用オプションで
弁護士の費用が補償されて

助かった！

★ご自身やご家族が保険期間中の日本国内における偶然な事故により、被害者になった場合の
弁護士費用や法律相談費用などを補償します。

＜基本セットにプラスしてご加入できる補償＞

交通傷害コース日常生活全般の事故で

相手の方との交渉が必要になっても安心！

弁護士費用オプション

どうしよう…一方的に自転車に衝突された。
でも相手が治療費の交渉に応じてくれない…

総合補償コース

弁護士費用オプション

①【総合補償コース】は、食中毒、熱中症が

補償の対象となりました！

②弁護士費用オプションを新設しました！

＜基本セットに自動セット（追加）される補償＞

お顔のケガを手厚く補償！
顔面傷害による傷害入院保険金

および傷害通院保険金２倍支払特約

★顔面・頭部または頸（けい）部のケガで、外科手術または歯科手術を受けられたとき、
傷害入院保険金および傷害通院保険金を2倍にしてお支払いします。

第三者からの暴行やひき逃げ等によるケガは手厚く補償！
第三者の加害行為による保険金２倍支払特約

★第三者からの故意による加害行為（注1）やひき逃げ事故（注2）でケガをされたときは、

傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金・傷害入院保険金・傷害手術保険金・

傷害通院保険金を2倍にしてお支払いします。

（注1）警察に届出があった場合に限ります。
（注2）事故の発生の日からその日を含めて60日経過後も加害者を特定できないひき逃げ事故に限ります。

シングルタイプ：
TS・Ｓセット

カップルタイプ：
TP・Ｐセット

ファミリータイプ：
TF・Ｆセット



借上げ社宅・賃貸住宅等へ入居されているみなさまに

借家賠償・修理費用特約付すまいの火災保険
（団体扱火災保険）

こ
の
よ
う
な
事
故
で
お
役
に
立
っ
て
い
ま
す
！

《ご契約例試算条件》 保険種類：タフ・すまいの保険（すまいの火災保険）補償プラン：セレクト（水災なし）プラン 保険期間：1年 保険料払込方法：団体扱一括払 保険の対象：家財 所在地：
大阪府 建物の構造：M構造（鉄筋コンクリート造共同住宅など） 風災・雹（ひょう）災・雪災の補償：損害の額にかかわらず補償 免責金額：０万円（ただし「破損・汚損等」については、1事故に
つき免責金額3,000円を適用） 水災補償：なし 事故時諸費用特約（損害保険金×20％・300万円限度・標準補償）/ 災害緊急費用特約 / 地震火災費用特約（保険金額×5％・300万円限度）
※引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

大口団体割引

１０％適用

■このご案内は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフ・すまいの保険パンフレット」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約の
しおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

■「タフ・すまいの保険」は「すまいの火災保険」のペットネームです。

※日常生活賠償特約の被保険者（補償の対象となる方）は、①記名被保険者②記名被保険者の配偶者③記名被保険者またはその配偶者の同居の
親族④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚（これまでに婚姻歴がないことをいいます）の子となります。また、①から④の方が責任
無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって監督する方（責任無能力者の親族に限りす）
をいいます。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

偶然な事故により、借用住宅に損害
を与えたことによる貸主に対する
法律上の損害賠償責任を補償
（免責金額：「なし（破損、汚損等１万円）」「3万円」「5万円」より選択）

借用住宅に偶然な事故が発生し、貸主と
の賃貸借契約に基づき、または緊急的に
自己の費用で修理した場合の修理費用を
補償（免責金額は借家賠償の免責金額と同額となります。）

入居物件の使用・管理における偶然な事故や日常生活に

おける偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の

財物に損害を与えたことによる法律上の損害賠償責任を

補償

８

３

ご契約時に保険料をご用意いただく必要

はなく、キャッシュレスでのご契約が可

能です。保険料の払込みは給与引落しと

なります。保険料の払込みは原則保険始

期月の２か月後からの給与引落しとなり

ます。

お支払いは便利な

給与引落し！
メリット
1

大口団体割引１０％が

適用されます！
武田薬品グループ団体扱でご加入いただく
場合、大口団体割引10％が適用されます
（ただし、地震保険には適用されません）。

※大口団体割引10％は、始期日が20１９年10

月1日～202０年9月30日のご契約に適用されま

す。割引率はその団体の火災保険の契約件数をも

とに毎年見直しされます。

メリット
2

「地震保険」は

保険料控除の対象です！

払い込みいただいた地震保険料のうち、所

定の金額については、税法上の地震保険料

控除の対象となります。

※地震保険は単独でのお引受けはできません。

メリット
3

武田薬品工業 団体扱火災保険のメリット

借家賠償保険金額
（免責金額：０万円(破損、汚損等は１万円)）

修理費用保険金額

1,000万円 300万円 ３億円 7,６１0円

タフ・すまいの保険 保険料例

300万円

借家賠償・修理費用特約

家財の保険金額
日常生活賠償特

保険金額
（免責金額：０万円）

類焼損害・失火見舞費用特約

１被災世帯あたり３０万円限度

損害保険金の３０％限度

団体扱
一括払保険料

＊被保険者が個人の場合、示談代行サービスがご利用いただけます。

＊

＊

（免責金額：０万円(破損、汚損等１万円)）

＊日本国内で発生した事故については、示談代行サービスがご利用いただけます。

日常生活賠償特約
＊

類焼損害
（1回の事故につき）

失火見舞費用

１億円



もし長期間に渡って勤務
できなかったら…貯金で

対応しきれるのかしら？住宅ローンも始
まったばかりだし 追加で治療費

もかかるし

2019年10月18日(金)まで

みなさまのニーズに合わせた補償を組み合わせてご加入いただけます（団体総合生活保険）

所得補償保険・
団体長期障害所得補償保険（GLTD)

団体割引

２５％適用★

申し訳ありませんが、パソコンもしくは
タブレットからのお申込をお願いします。

新規お申込・内容変更などもすべてこちらへ
アクセスしてください。

そのお悩み、以下の団体総合生活保険で解決できます。

※ただし、2019年12月1日時点で55歳以上の方、GLTDの
Aタイプにご加入の方は、新規申込・契約内容変更は
インターネット申込はご利用できません。
直接近江屋へお問い合わせください。

こちらは一斉募集のご案内です。締切の10月18日以降でも
中途加入が可能ですので、ご希望の場合は希望書をご提出
いただくか、直接近江屋へお問い合わせください。

４

９

ezoo.jp/ds4/A0020641912 

「所得補償」
「団体長期障害所得補償(ＧLTD)」

※保険料が一部改定（引下げ）されております！



所得補償・長期障害所得補償（ＧＬＴＤ）
ｅ-ＣＨＯＩＣＥへのアクセス方法

「お名前（漢字・フリガナ）」「生年月日」「社員コード」を入力します。２

新規にご加入の方
「お手続きサイト」にてすぐにお手続きが
できます。

※加入手続き後に、メールアドレスを登録いただきます。

上記URLの「お手続きサイト」に記載の内容で更新される方は、特段のご加入手続きは不要です。

＜ご注意＞
現在ご加入の方につきましては、Ｐ．9記載の申込締切日までにご加入者の方からの特段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、「お手続きサイト」掲載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。

更新・変更の方

画面でメールアドレスを登録します。

登録したメールアドレス宛に、
アクセス用URL・ログイン用IDと
パスワードメールを受信します。

メール記載のURLをクリック。
お手続きを開始します。

※更新のお客様は、ご契約頂いておりますお名前・生年月日・社員コードの入力を誤りますと、新規契約

となりご契約が重複してしまう可能性がございますので、ご入力には十分ご注意ください。

１０

http://ezoo.jp/ds4/A0020641912にアクセスします。１
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・保険期間：令和１年１２月１日午後4時～令和２年１２月１日午後４時までの１年間
・てん補期間（保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間）：１年間（免責期間終了日の翌日から

起算して最長１年間の就業不能に対して保険金が支払われます。有給期間中、健康保険傷病手当金や
共済会療養給付を受給している間も対象となります。）

・免責期間（保険金をお支払いしない期間）：４日間
・団体割引 ：25％
・１口あたりの保険金額：１か月あたり６５，０００円（5口限度）
・骨髄採取手術に伴う入院補償特約

・保険期間：令和１年１２月１日午後4時～令和２年１２月１日午後４時までの1年間
・てん補期間（保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間）：６０歳の誕生日まで

（年齢によって、てん補期間が３年に満たない場合は３年間）
・免責期間（保険金をお支払いしない期間）：９０日間
・団体割引 ：２５％
・１口あたりの保険金額：５万円（2口限度）
・精神障害補償特約（最長５年間）、天災危険補償特約、妊娠に伴う身体障害補償特約

2019年8月作成 19-T02748 １２

530円440円

※保険料が一部改定（引下げ）されております！



超高齢社会到来!! もし親御さまに介護が必要になったら・・・

親介護・本人介護補償の保険
団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）

割引

20％適用★

親御さま や本人 に

介護が必要になったら・・・

あなたなら
どうしますか？

満年令が64才と68才の親御さまがご加入の場合

★団体割引20％を適用しています。
（損害率による割増引0％）

親介護
一時金額

月払保険料

満年令が64才の親御さま 親御さま
おひとりあたり

100万円

150円

満年令が68才の親御さま 350円

傷害死亡・後遺障害
保険金額

月払保険料

100万円 110円

※「親介護補償の保険」は、基本補償「本人の補償」に特約部分補償「親御さまの補償」がセットされたプランとなります。
※従業員ご本人のご両親または配偶者のご両親から、1名または2名をお選びください。基本補償1名につき最大2名までご加入いただけます。
※例えば「被保険者本人の父親」と「配偶者の父親」の2名を補償の対象とすることも可能です。
※補償の対象となる方の人数（最大2名）に変更はありません。
「親御さまの補償」の月払保険料は、保険始期日（2019年12月1日）時点の親御さまの満年令により異なります。

※基本補償部分については天災危険補償特約がセットされているため、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金
をお支払いします。

ご加入例

【基本補償】本人の補償（被保険者） 【特約】親御さまの補償（特約被保険者） お支払いいただく
月払保険料

610円

●この保険は武田薬品工業株式会社が保険契約者となる団体契約です。
●お申込人となれる方は武田薬品工業株式会社の役員・従業員（社員・常勤嘱託）に限ります。
●基本補償の被保険者（補償の対象者）となれる方の範囲は、武田薬品工業株式会社の役員・従業員（社員・常勤嘱託）およびその家族（配偶者、子ども、両
親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。）です。

●このご案内は保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレット「2019年度 団体傷害保険・親介護・本人介護補償の保険のご案内」をご覧ください。

承認番号：B19-200399 使用期限：2020/10/31１３

いろんな思いを馳せるそんなあなたに・・・介護補償の保険は、

親御さまや本人が要介護状態となった場合に、

一時金をお支払いします！

親介護一時金１ 親介護補償の保険は、親御さまの要介護状態が30日を超えて
継続した場合に、一時金をお支払いします！

介護一時金2 本人介護補償の保険は、要介護状態が３０日を超えて継続した
場合に、一時金をお支払いします！

ご加入例 満年令が50才の被保険者ご本人さまがご加入の場合

【基本補償】本人の補償（被保険者）

傷害死亡・後遺障害
保険金額

月払保険料

100万円 110円

【特約】被保険者ご本人さまの補償

介護
一時金額

月払保険料

満年令が50才の被保険者
ご本人さま

おひとりあたり

100万円
30円

お支払いいただく
月払保険料

140円

加入上のご注意

※要介護状態とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。詳細は商品パンフレット「2019年度団体傷害保険親介護・本人介護補償の保険のご案内」
をご覧ください。○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 ○左記以外で特約記載の所定の状態に該当した場合

NEW



ゴルフプレー中の思いがけない事故に備えて

ゴルファー向け保険
（団体総合生活補償保険）

団体割引

20％適用

ゴルファー向け保険は、例えばこんなときにお役にたちます。

保険金額と保険料

①ゴルファー賠償責任補償
●自宅の庭で練習中に過って隣家のガラスを割った。
●ゴルフ場のティーグラウンドでまわりを確認しないで素振りをし
たら、パートナーに当たってケガをさせた。

●キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤー
にボールが当たってケガをさせた。

②ゴルファー傷害補償
●ゴルフプレー中、くぼみに足をとられ転倒しケガをした。
●ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケ
ガをした。

③ゴルフ用品補償
●ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった。
●ゴルフ場でプレー中に誤ってゴルフクラブを折ってしまった。

④ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ・ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ費用補償
●日本国内のゴルフ場でホールインワン・アルバトロスを達成し、
祝賀会を開いて費用がかかった。

※原則として、セルフプレー時に達成したホールインワンまたはアルバトロ
スは保険金支払いの対象にはなりません。詳細は商品パンフレット
「2019年度ゴルファー向け保険のご案内」をご覧ください。

海外も補償 海外も補償

海外も補償

日本国内のみ補償

●このご案内は保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレット「2019年度ゴルファー向け保険のご案内」をご覧ください。

承認番号：B19-200399 使用期限：2020/10/31 １４

セット名 Ａ Ｂ Ｃ D

保

険

金

額

ゴルファー賠償責任保険金額 2億円 2億円 2億円 2億円

ゴ
ル
フ
ァ
ー
傷
害

補
償

傷害死亡・後遺障害
保険金額(※1) 100万円 150万円 190万円 230万円

傷害入院保険金日額(※2) 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

傷害通院保険金日額 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

ゴルフ用品保険金額 15万円 15万円 15万円 15万円

ホールインワン・
アルバトロス費用保険金額

45万円 35万円 25万円 15万円

年払保険料 6,000円 5,000円 4,000円 3,000円
※免責金額はありません。
（※１）後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の１００％～４％をお支払いします。
（※２）入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は５倍の傷害手術保険金をお支払いします。



◇お問い合わせ先◇

＜代理店・扱者＞ 株式会社近江屋 e-mail：ｏｕｍｉｙａ＠takeda.co.jp

web ：httpｓ://oumiyaltd.com/

本 社 〒541-0045 大阪市中央区道修町2-3-8 武田北浜ビル5階
TEL：0120-61-0038 FAX：06-6204-2376

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-7 高島屋グループ本社第２ビル 7F
TEL：0120-47-0038 FAX：03-3273-2963

＜引受保険会社一覧＞
◆「団体総合生活補償保険（MS&AD型）」親介護・本人介護補償の保険

三井住友海上火災保険株式会社

◆「団体総合生活補償保険（MS＆AD型）」団体傷害保険※

三井住友海上火災保険株式会社（幹事引受保険会社）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・東京海上日動火災保険株式会社

◆「団体総合生活補償保険（個賠型） 」ゴルファー向け保険※

三井住友海上火災保険株式会社（幹事引受保険会社）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・東京海上日動火災保険株式会社

◆「団体総合生活保険」所得補償保険※

東京海上日動火災保険株式会社（幹事引受保険会社）
三井住友海上火災保険株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

◆「団体総合生活保険」団体長期障害所得補償保険（GLTD）※ 

東京海上日動火災保険株式会社 関西営業第一部営業第一課（幹事引受保険会社）
住所：〒540-8505大阪府大阪市中央区城見2-2-53 電話：06-6910-5011
三井住友海上火災保険株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

◆自動車保険
三井住友海上火災保険株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・東京海上日動火災保険株式会社

◆火災保険（すまいの火災保険）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

※これらの保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯すること
なく単独別個に保険契約上の責任を負います。
なお、各社の引受割合は後日ご案内する「加入一覧表」にてご案内いたします。

株式会社近江屋とは・・・

近江屋は昭和29年、武田薬品の100％出資子会社として武田薬品の創業者である「近江屋長兵

衛」の由緒ある屋号を頂戴し設立されました。

以来、武田薬品グループの「企業保険」や、従業員・ＯＢの方々の「損害保険」「生命保険」等

を広く取り扱う総合保険代理店です。

近江屋はファイナンシャルプランナー１０名をはじめ、生保・損保に精通する優れたスタッフを

揃え、皆さまのニーズに合った保険をお勧めし、将来の安心と経済準備を保険でご協力いたしま

す。また、万一の事故発生時には、保険の力強い「専門家集団」として、迅速・懇切丁寧なご支

援をいたします。武田薬品グループの皆さまに安心をご提供し、お支えする「総合保険代理店」

です。

この冊子は保険の特徴を説明したものです。詳細は各保険の商品パンフレットと合わせてご覧ください。
ご加入、ご契約にあたっては、「重要事項説明書」をよくお読み下さい。ご不明な点等がある場合には、代理店・扱者までお問い合わせ
ください。

使用期限：2020年10月31日 B19-200399 20-T01330


