
TEL： 03（6748）7841
東京企業営業第二部　営業第一課

1 申込締切日 2020 年１月２4日（金）

2020年３月２５日（水）午後４時～2021年３月２５日（木）午後４時

3 申 込 方 法 別紙の加入申込票に必要事項をご記入、ご署名のうえ、封筒にて
（株）アイラス保険事業本部までご返送ください。
（前年度と同じタイプにご加入の場合はお手続き不要です。前年度と補償内容等が変更と
　なっておりますのでご確認ください。）
申込締切日以降に中途加入を希望の場合は、下記（株）アイラス担当者までご連絡ください。

2 保 険 期 間
（ご契約期間）

4 保　険　料
　払 込 方 法 2020年５月７日（木）口座振替（一時払）

ケガ・病気・がんの備えは大丈夫ですか？
女性には女性特有のがんの備えにも。

保険金額が倍額のコースがありますので、
ご自身にあったコースをお選びください。

ご家族のみでもご加入いただけます。

日本ＩＢＭ医療総合保険のご案内日本ＩＢＭ医療総合保険のご案内
日本アイ・ビー・エム株式会社および関連会社のみなさまへ

団体総合生活補償保険＜傷害補償（MS&AD型）特約・疾病補償特約・がん補償特約セット＞

2020年版

お問合わせ・取扱代理店
株式会社 アイラス　保険事業本部（担当：荒巻・内海（ウチウミ））

＜ ボイスネット ＞　1385 ‒ 9826・9825
＜ フリーダイヤル ＞　0120－067－110
　　 ＜ Eメール ＞　EB26257@jp.ibm.com（荒巻）
　　　　 　　 EB85690@jp.ibm.com（内海）

日本
アイ・ビー・エムならではの日本
アイ・ビー・エムならではの

福利
厚生制度

としてご提案する保険です。福利
厚生制度

としてご提案する保険です。

団体総合生活補償保険＜傷害補償（MS

保険料は個人加入より

団体割引20%＆損害率による
32%割安です！
割引（傷害部分のみ）15%適用



別居
でも可

別居
でも可

別居
でも可

同居
のみ

ご存知でしたか？　　　　　　リスクへの備えは大丈夫ですか？

診断後あるいは治療後5年経過した時の生存率
が治癒の目安とされています。

がん患者の推移 男女別がんの部位別罹患数TOP３

診断後または治療後3年後・5年後の生存率 差額ベッド代の患者負担額の状況

厚生労働省 平成26年「患者調査」より

国立がん研究センター　がん対策情報センター
「2011年3年生存率集計報告書」「2008-2009年5年生存率集計報告書」より

国立がん研究センター　がん情報サービス
「がん登録・統計」より

国立がん研究センター　がん情報サービス「がん登録・統計」より

厚生労働省平成29年11月15日
「主な選定療養に係る報告状況」より

約142.3万人2005年

2008年 約151.8万人

1999年 約127万人

2002年 約128万人

2011年 約152.6万人

2014年 約162.6万人

がんのこと！

１位 ２位 ３位
男性 胃 肺 大腸
女性 乳房 大腸 胃

国立2人に1人が がんになる時代！2人に1人が がんになる時代！

がん患者は
15年間で
約28％増加
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5年生存率
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22 がん補償もご用意！
がん補償は、がん治療の経済的負担に備えることができます。
また、女性の方へ女性補償充実タイプをご用意しています。

★ 日本IBM医療総合保険の特長 ★

33 ご本人はもちろん、ご家族のみでもご加入いただけます！

１. 役員・社員 １. 役員・社員の
　 配偶者

４. 役員・社員の
　 ご両親、兄弟姉妹

５. 役員・社員と
　 同居している
　　 　親族

・・・

44 病気で入院し、退院した後の通院も補償されます！

３. 役員・社員の
　 お子さま

11 団体割引20%適用で、個人でご加入されるよりも割安です！
（ケガ補償部分は、損害率による割引15％も加味し、32%割引となります。）

2



補 償タイプと一時払保険料
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退職時に移行後の引受保険会社所定の条件を満たす場合に、退職時における補償内容の範囲内で、通常新規でご加入される場合と比べて簡易な告
知にて終身の個人保険に移行いただけるお取扱いがあります。
※個人保険の内容は、損害保険の団体契約と異なります。個人保険の内容（補償範囲、保険金額等）・手続き・移行後の引受保険会社等の詳細につ
いては、移行時にご案内いたします。

※本取扱いは、移行後契約の契約日時点の年令が75才以下（終身払の場合は85才以下）で団体総合生活補償保険に2年以上ご加入いただいている
方が対象となります。

※本取扱いは、今後変更となることがあります。
　なお、本取扱いについて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。

■この保険は日本アイ・ビー・エム株式会社を保険契約者とし、日本アイ・ビー・エム株式会社および関連会社の役員および社員を加入者とする「傷害補
償（MS＆AD型）特約、疾病補償特約、がん補償特約セット団体総合生活補償保険」の団体契約です。団体総合生活補償保険のご契約のしおり（普通
保険約款・特約）、保険証券は保険契約者（日本アイ・ビー・エム株式会社）に交付されます。

■本パンフレットの商品にご加入いただけるのは、申込日現在、日本アイ・ビー・エム株式会社および関連会社の役員・社員本人およびそのご家族（配偶
者・子ども・両親・兄弟姉妹および同居の親族）が対象となっております（0才（生後15日以上）～満69才の方までご加入いただけます）。

■ご家族だけのご加入もできます。
■満61才以上満69才以下の方の新規加入は、A1D、A2D、A3Dタイプのみとなります。
■A3D、B3Dタイプは満15才以上の女性のみご加入できます。
■健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、
保険期間の開始時（注）から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時（注）から1年を経過していても、回答がなか
った事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時（注）から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除するこ
とがあります。
（注）継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。

■健康状態告知書質問事項の回答内容や加入申込票記載事項（年令・他保険加入状況・保険金請求歴等）等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、
引受条件を制限させて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。

■医師による診査は必要なく健康状態告知のみでご加入できます（前年と同じタイプにご加入の場合は、自動継続となり、新たな告知は必要ありません）。
◆ご加入内容の変更または継続しない旨のお申し出のない限り、ご継続時満89才まで保険契約の満了する日と同一内容で継続加入のお取扱いをいたしま
す。この場合、継続後の保険料は、継続日現在の被保険者の年令および保険料率によって計算されます。
（ご注意）保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止させていただくことがあります。

◆保険期間の開始時（注）より前に発病した病気等（その病気等を原因とする損失、損害を含みます）については、保険金をお支払いできません。
※上記の取扱いは、「ご契約時に正しく告知して契約された場合」または「ご契約時に自覚症状がない病気等であっても、それが保険期間の開始
時（注）よりも前に被ったものである場合」であっても適用されますのでご注意ください。ただし、保険期間の開始時（注）からその日を含めて365日
を経過した後に病気により入院を開始した等の場合には、保険金をお支払いできることがあります。
（注）継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。

◆初年度契約の保険期間の開始時より前にがんと診断確定された場合またはがんと診断確定された時が、初年度契約の保険期間の開始時からその日を
含めて90日（待機期間といいます）を経過した日の翌日午前0時より前であった場合は、保険金をお支払いできません。

◆他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入していただけなかった
場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。

☆保険料の払込みはご指定の金融機関より2020年5月7日（木）に引き落としとなります。保険料のお引き落としができなかった場合は保険期間の初日を効力発生日と
して解除となります。
☆預金通帳には、引き落とし結果が「ＳＦＳ（ＩＢＭイリョウホケン）」と印字されます（ただし、ゆうちょ銀行を除く）。
☆税法上の取扱い（2019年10月現在）
　払い込んだ保険料のうち、ご契約内容により所定の金額について、税法上の生命保険料控除の対象となります。
　※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。

☆新規にご加入を希望される方で、保険期間開始日前に退職および無給休職となった場合、お申し込みできません。
☆既にご加入されている方で、保険期間途中で退職された場合や無給休職となった場合、ご加入の保険期間が満了する日まで補償は継続します。（ただし、次
回継続はできません）
※退職後加入対象の関連会社へ転籍の場合は、上記記載は対象外となり関連会社で継続ができます。
※長期私傷病休職・育児休暇・介護休職（無給）の場合にのみ、上記記載は対象外となり、休職中の新規加入および次回継続の資格があります。

☆万一事故が起こった場合は、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害
の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
☆事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または下記にご連絡ください。
　あいおいニッセイ同和損保　あんしんサポートセンター  0120－985－024（無料）
※受付時間［24時間365日］
※IP電話からは 0276－90－8852（有料）におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。

☆この保険では、健康保険、生命保険、労災保険、自動車保険などに関係なく別に保険金をお支払いします。

保険期間途中での任意脱退はできませんのでご了承ください。
死亡により失効した場合については、所定の計算により保険料を返還いたします。

◆このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。
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。

ご加入に際しての注意点

万一保険金のお支払い事由が発生した場合

保険料の引き落としについて

退職・休職の取扱い

ご加入内容の確認事項
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取扱代理店： 株式会社アイラス
　　住　所： 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町20－14 日本橋巴ビル2Ｆ
　　＜フリーダイヤル＞　0120－067－110
    保険事業本部 （荒巻・内海）

（2019年11月承認）A19-103080

引受保険会社：
　　住　所 ： 〒103-8250 東京都中央区日本橋3－5－19
　　ＴＥＬ ： 03（6748）7841
　　　　　  東京企業営業第二部 営業第一課

日本アイ・ビー・エム株式会社、日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社、日本アイ・ビー・エムシステムズ・エンジニアリング株式会社
日本アイ・ビー・エムテクニカル・ソリューション株式会社、日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社
日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ株式会社、日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社
日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス株式会社、日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社
日本アイビーエム中国ソリューション株式会社

＜対象会社＞


