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告知の大切さに関するご案内について

告知書は保険の対象となる方
ご自身がありのままにご記入ください。
告知の内容が正しくない場合には、
ご加入が解除され、保険金を
お受け取りいただけないことがあります。
＊更新時に補償内容をアップされた場合、補償内容をアップ
　された部分が解除され、保険金をお受け取りいただけない
　ことがあります。

ご 注 意 く だ さ い 告知書の質問をよくお読みいただき、ご記入ください。

新たな保険契約への切換の場合、新たに告知が必要となる等のご注意
いただきたい事項があります。
詳しくは、重要事項説明書記載の注意喚起情報をご確認ください。

告知すべき内容を後日思い出された場合には、
パンフレット等に記載のお問い合わせ先まで
ご連絡ください。

※お客様控のない加入依頼書の場合は、お手数ですがコピーをお取りいただき大切に保管してください。

がん補償に新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合には、保険の対象となる方（被保険者）について健康状態の告知が必要です。

お申込み後、保険金請求時等に、
告知内容についてご確認させて
いただく場合があります。

過去に病気をされたことがある場合、
お引受けできない場合があります

以下のケースも告知が必要です。
●現在、医師に手術をすすめられている。
●過去２年以内に告知書記載の特定の疾病について医師の指示による投薬を受けて
いたが、現在は完治している。
●過去２年以内に健康診断における告知書記載の検査で「要精密検査」との指摘を
受けたが、精密検査の結果、異常は見つからなかった。

…
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告知いただく内容例は次のとおりです。

この資料は告知の大切さについて、その概要を記載したものです。告知に関するお問い合わせは《お問い合わせ先》までご連絡ください。

詳しくは加入依頼書等の告知項目をご確認ください。

保険金をお支払いする主な場合

がん患者申出
療養特約

がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に患者申出療養*1を受けられた場合
▶患者申出療養 *1にかかわる技術料 *2について保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、がん患者申出療
養保険金額を限度とします。
*1 「患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働大臣が定める患者申出療養（患者申出療養ごとに厚生労働大
臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます（詳細については厚
生労働省のホームページをご参照ください。）。なお、療養 *3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になってい
る療養 *3 は患者申出療養とはみなされません（保険期間中に対象となる患者申出療養は変動する可能性がありま
す。）。

*2 次の費用等、患者申出療養にかかわる技術料以外の費用は含まれません。
　ⅰ．公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用（自己負担部分を含む）
　ⅱ．評価療養のための費用
　ⅲ．選定療養のための費用
　ⅳ．食事療養のための費用
　ⅴ．生活療養のための費用
*3 次のいずれかに該当するものをいいます。
　ⅰ．診察
　ⅱ．薬剤または治療材料の支給
　ⅲ．処置、手術その他の治療

保険診療との併用が
認められた、
患者申出療養の技術料を
補償します。

① がんや上皮内がんと医師に診断されたか否か
② 告知書記載の特定の病気・症状に関する、過去２年以内の医師
の指示による検査・治療（投薬の指示を含みます。）の有無

③ 過去２年以内の健康診断・人間ドックにおける所定の検査の異
常指摘の有無
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酪農がん共済制度のご案内
（団体総合生活保険 がん補償）

お問合わせ先 一般社団法人全国酪農協会　共済担当
東京都渋谷区代々木1-37-2 酪農会館5階　TEL 03-3370-5488

がんがんがんがんと診断されたらららら100万円
　
がんがんがんがんがんがんがんがんがんとと診断診断診断診断ささされれれれたたららら101010101010000万円万円
（がん診断保険金100万円タイプの場合）
がんがんがんがんがんがんがん 万円万円
（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）

上皮内がん上皮内がん上皮内がん上皮内がんももももも100％給付
がん診断共済金はははははははは何回でもお支払い支払い支払い支払い支払い支払い支払いしますがん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済がん診断共済
（支払条件あり）　　
8080808080歳まで補償歳まで補償歳まで補償を できますををを できますできますできますできますできます継続

（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）
患者申出療養
（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）
患者申出療養患者申出療養も
（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）

されています
（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）

もももももも
（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）

されていますされていますされていますされていますされています補償

　 808080808080歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償歳まで補償をを できますできますできますできますできますできますできますできますできますできますを できますできます継続継続継続継続
（ただし、71歳以降の新規加入はできません。
　ご継続内容はがん診断保険金50万円タイプとなります。）
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もしものがんのリスクに備えて「がん補償」があると安心です。

日本の総人口約1億2,700万人
数者患総の」物生新性悪「、ちうの

は、約178万人！
主ながん（悪性新生物）の患者数

一生のうち、おおよそ2人に１人が
がんと診断されると言われています。

※総患者数は、平均診療間隔を用いて算出するため、男性と女性の合計が総数に
　合わない場合があります。
【出展】「平成29年度患者調査」（厚生労働省）をもとに東京海上日動にて作成

さらに
心配なのは、医療費と入院日数
医療費・自己負担額の例（胃がんで15日間入院したケース）

医療費の自己負担額　 177,976円
差額ベッド代他　　　  133,000円
 合計  約31.1万円

主ながんの平均入院日数

」査調者患 年92成平「 省働労生厚】典出【

一般社団法人 全国酪農協会が運営する酪農がん共済制度は、東京海上日動火災保険株式会社と損害保険契約（団体総合生活保険 がん補償）を
締結して運用しています。

悪性新生物
胃

結腸および直腸
肝および肝内胆管
気管、気管支および肺

乳房

総数 男性 女性
（単位：万人）

19.6
28.8
5.6
16.9
23.2

13.5
16.4
3.8
10.2
0.3

6.1
12.4
1.9
6.7
22.9

胃の悪性新生物
結腸及び直腸の悪性新生物
気管、気管支及び肺の悪性新生物

19.2日
15.7日
16.3日

がん診断

をお支払いします。

【保険期間：令和５年3月1日午前0時～令和６年3月1日午後4時（1年間）】
◎毎年3月1日時点（団体契約の保険期間の初日時点）の満年齢に応じた掛金に変わります。

）
払
月
（金
掛

１５～１９歳
２０～２４歳
２５～２９歳
３０～３４歳
３５～３９歳
４０～４４歳

500円
500円
500円
700円
1,000円
1,400円

４5～４9歳 2,000円

保険金をお支払いする主な場合

約
特
本
基
償
補
ん
が

がん診断
保険金

保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合
●初めてがんと診断確定された場合
●この保険契約が継続契約の場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約）から継続前契
　約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん（原発がん）を治療したことにより、がん
　が認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき
●原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合
▶がん診断保険金額をお支払いします。
　ただし、がん診断保険金のお支払いは保険期間を通じて1回に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日か
　らその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。

このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、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、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

※70歳未満、月収27万円以上51.5
万円未満の例

※医療費の自己負担額は高額療養費
制度を利用した場合（実際の自己
負担額は個別のケースにより異な
ります。）

【出典】（公財）生命保険文化センター
「医療保障ガイド」（2020年9月改訂版）
 をもとに東京海上日動にて作成

だから
まとまった資金と長期の入院への
準備ができると安心です。

※保険の対象となる方の人数が5,000名以上10,000名未満の団体割引25%を適用、損害率による割引も適用しております。
※掛金には、団体総合生活保険 がん補償保険料の他に運営事務費が含まれています。詳細は一般社団法人 全国酪農協会共済担当（TEL：０３－３３７０－5488）までお問い合わせ下さい。

型
加入タイプ
（男女共通）

本人型
がん診断保険金額

がん患者申出療養保険金額　1,000万円　※タイプに関わらず全員同一金額

100万円タイプ 50万円タイプ

）
払
月
（金
掛

５０～５４歳
５５～５９歳
６０～６４歳
６５～６９歳
70歳
71～74歳

2,600円
3,200円
4,000円
4,800円
5,600円

型
加入タイプ
（男女共通）

本人型
がん診断保険金額

100万円タイプ 50万円タイプ
1,300円
1,600円
2,000円
2,400円
2,800円
2,800円

75～79歳 3,300円

もしものがんのリス

日本の総人口約1億2,70
総の」物生新性悪「、ちうの

は 約178万人！

酪農がん共済制度の内容について 保険金額・毎月の掛金について

ご加入に関する大切なお知らせ

4 団体総合生活保険　補償の概要等について

（50歳以上50万円タイプ有り）

をお支払
（50歳以上50万円タイプ有り）

がん診断保険金
100万円 がんと診断確定＊1

されたときに、
＊1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、
　  医師等によって診断されることを要します。

保険期間：１年

初期のがんでも100％お支払いします!
　「上皮内新生物」も補償対象になります。

。すまりなに象対償補でのすまれま含にんがも」病血白「、たま　

再発・転移しても何回でもお支払いします!
　がん診断保険金は、初めてがんと診断されたときはもちろん、
　更新前の契約で既に診断確定されたがんが一旦治ゆした後の
　再発・転移や、新たながんが生じたときでも、
　それまでのお支払回数にかかわらずお支払いします。

ご加入の際、医師の診査は不要です！
　加入依頼書に健康状態を正しくご記入ください。
※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。

※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、
　がん診断保険金をお支払いできません。

1

2

3

がん
　悪性新生物、癌、
　悪性しゅよう、肉腫、
　白血病、悪性リンパ腫、
　骨髄腫
上皮内がん

　上皮内新生物、
　上皮内癌、CIS、CIN3、
　子宮頚部の高度異形成

　上皮内新生物、
　上皮内癌、CIS、CIN3、
　子宮頚部の高度異形成

がん補償の対象と
なる病気の例

保険金をお支払いする主な場合については、❹「補償の概要等」をご確認ください。

この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約といいます。）の保険始期日からその日を含めて90日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。また、初年度契約の保険始期前にがんと診断確定
されていた場合は、ご加入者、保険の対象となる方または保険金受取人のその事実の知、不知にかかわらず、ご加入は無効となり、保険金
をお支払いできません（この場合お支払いいただいた保険料を返還できないことがあります。）。

【がん補償】

!

保険の対象となる方ががん＊1と診断確定された場合に保険金をお支払いします。この補償については、死亡に対する補償はありません。
詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、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」および「国際疾病分類－腫瘍学（ＮＣＣ監修）
第３版（2012年改正版）」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾
病を補償対象に含みます。

自動更新後の保険金額は
50万円タイプのみ

●ご加入者(加入資格者)
ご加入者は「一般社団法人全国酪農協会の会員である酪農家とその
被用者（酪農業を専業に従事されている方）、および酪農協会役職員
の方」となります。
●保険の対象となる方（被保険者）
上記の加入資格者に該当し、かつ、加入依頼書に「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。ただし、保険期間
の初日時点の満年齢が①100万円タイプ：満15歳以上満70歳以下の
方、②50万円タイプ：満50歳以上満70歳以下の方に限ります。※ご加
入後、保険期間の初日時点の満年齢が79歳まで更新できます。
●保険期間（中途加入を含む）について
保険期間は令和５年3月1日午前0時から令和６年3月1日午後
4時までの1年間となり、以後特に解約、脱退のお申し出がない場合
は毎年自動更新します。毎月20日までに一般社団法人全国酪農協
会に加入依頼書をご提出いただいた場合、翌月1日午前0時から令
和６年3月1日午後4時までが補償期間となります。

●募集締切
募集締切日は令和６年1月２０日までとなります。（中途加入依頼書
のご提出最終日）
●自動更新後の掛金について
自動更新後の掛金は毎年3月1日時点（団体契約の保険期間の初
日時点）の満年齢に応じた掛金となります。
毎月の乳代より控除します（補償開始月より控除開始）。 
※一般社団法人 全国酪農協会及び所属団体の役員・従業員の方は、
毎月の給与より引き去ります。

●加入方法について
「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認事項）」を
必ずご確認ください。「加入依頼書」の必要事項をご記入・ご署
名のうえ、所属団体にご提出ください。
●加入後の変更、脱退について
所属団体へご連絡をいただき、所定の手続きをお取り下さい。
●前年同等プランで更新される方
今年度の募集パンフレット等に記載の内容にご同意いただける方
につきましては、特段のご加入手続き（加入依頼書のご提出等）
は不要です（自動更新になります。）。

＊1 補償対象となる「がん」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
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もしものがんのリスクに備えて「がん補償」があると安心です。

日本の総人口約1億2,700万人
数者患総の」物生新性悪「、ちうの

は、約178万人！
主ながん（悪性新生物）の患者数

一生のうち、おおよそ2人に１人が
がんと診断されると言われています。

※総患者数は、平均診療間隔を用いて算出するため、男性と女性の合計が総数に
　合わない場合があります。
【出展】「平成29年度患者調査」（厚生労働省）をもとに東京海上日動にて作成

さらに
心配なのは、医療費と入院日数
医療費・自己負担額の例（胃がんで15日間入院したケース）

医療費の自己負担額　 177,976円
差額ベッド代他　　　  133,000円
 合計  約31.1万円

主ながんの平均入院日数

」査調者患 年92成平「 省働労生厚】典出【

一般社団法人 全国酪農協会が運営する酪農がん共済制度は、東京海上日動火災保険株式会社と損害保険契約（団体総合生活保険 がん補償）を
締結して運用しています。

悪性新生物
胃

結腸および直腸
肝および肝内胆管
気管、気管支および肺

乳房

総数 男性 女性
（単位：万人）

19.6
28.8
5.6
16.9
23.2

13.5
16.4
3.8
10.2
0.3

6.1
12.4
1.9
6.7
22.9

胃の悪性新生物
結腸及び直腸の悪性新生物
気管、気管支及び肺の悪性新生物

19.2日
15.7日
16.3日

がん診断

をお支払いします。

【保険期間：令和５年3月1日午前0時～令和６年3月1日午後4時（1年間）】
◎毎年3月1日時点（団体契約の保険期間の初日時点）の満年齢に応じた掛金に変わります。

）
払
月
（金
掛

１５～１９歳
２０～２４歳
２５～２９歳
３０～３４歳
３５～３９歳
４０～４４歳

500円
500円
500円
700円
1,000円
1,400円

４5～４9歳 2,000円

保険金をお支払いする主な場合

約
特
本
基
償
補
ん
が

がん診断
保険金

保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合
●初めてがんと診断確定された場合
●この保険契約が継続契約の場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約）から継続前契
　約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん（原発がん）を治療したことにより、がん
　が認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき
●原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合
▶がん診断保険金額をお支払いします。
　ただし、がん診断保険金のお支払いは保険期間を通じて1回に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日か
　らその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。

このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、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、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

※70歳未満、月収27万円以上51.5
万円未満の例

※医療費の自己負担額は高額療養費
制度を利用した場合（実際の自己
負担額は個別のケースにより異な
ります。）

【出典】（公財）生命保険文化センター
「医療保障ガイド」（2020年9月改訂版）
 をもとに東京海上日動にて作成

だから
まとまった資金と長期の入院への
準備ができると安心です。

※保険の対象となる方の人数が5,000名以上10,000名未満の団体割引25%を適用、損害率による割引も適用しております。
※掛金には、団体総合生活保険 がん補償保険料の他に運営事務費が含まれています。詳細は一般社団法人 全国酪農協会共済担当（TEL：０３－３３７０－5488）までお問い合わせ下さい。

型
加入タイプ
（男女共通）

本人型
がん診断保険金額

がん患者申出療養保険金額　1,000万円　※タイプに関わらず全員同一金額

100万円タイプ 50万円タイプ

）
払
月
（金
掛

５０～５４歳
５５～５９歳
６０～６４歳
６５～６９歳
70歳
71～74歳

2,600円
3,200円
4,000円
4,800円
5,600円

型
加入タイプ
（男女共通）

本人型
がん診断保険金額

100万円タイプ 50万円タイプ
1,300円
1,600円
2,000円
2,400円
2,800円
2,800円

75～79歳 3,300円

酪農がん共済制度の内容について 保険金額・毎月の掛金について

ご加入に関する大切なお知らせ

4 団体総合生活保険　補償の概要等について

（50歳以上50万円タイプ有り）

がん診断保険金
100万円 がんと診断確定＊1

されたときに、
＊1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、
　  医師等によって診断されることを要します。

保険期間：１年

初期のがんでも100％お支払いします!
　「上皮内新生物」も補償対象になります。

。すまりなに象対償補でのすまれま含にんがも」病血白「、たま　

再発・転移しても何回でもお支払いします!
　がん診断保険金は、初めてがんと診断されたときはもちろん、
　更新前の契約で既に診断確定されたがんが一旦治ゆした後の
　再発・転移や、新たながんが生じたときでも、
　それまでのお支払回数にかかわらずお支払いします。

ご加入の際、医師の診査は不要です！
　加入依頼書に健康状態を正しくご記入ください。
※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。

※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、
　がん診断保険金をお支払いできません。

1

2

3

がん
　悪性新生物、癌、
　悪性しゅよう、肉腫、
　白血病、悪性リンパ腫、
　骨髄腫
上皮内がん

　上皮内新生物、
　上皮内癌、CIS、CIN3、
　子宮頚部の高度異形成

がん補償の対象と
なる病気の例

保険金をお支払いする主な場合については、❹「補償の概要等」をご確認ください。

この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約といいます。）の保険始期日からその日を含めて90日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。また、初年度契約の保険始期前にがんと診断確定
されていた場合は、ご加入者、保険の対象となる方または保険金受取人のその事実の知、不知にかかわらず、ご加入は無効となり、保険金
をお支払いできません（この場合お支払いいただいた保険料を返還できないことがあります。）。

【がん補償】

!

保険の対象となる方ががん＊1と診断確定された場合に保険金をお支払いします。この補償については、死亡に対する補償はありません。
詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、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」および「国際疾病分類－腫瘍学（ＮＣＣ監修）
第３版（2012年改正版）」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾
病を補償対象に含みます。

自動更新後の保険金額は
50万円タイプのみ

●ご加入者(加入資格者)
ご加入者は「一般社団法人全国酪農協会の会員である酪農家とその
被用者（酪農業を専業に従事されている方）、および酪農協会役職員
の方」となります。
●保険の対象となる方（被保険者）
上記の加入資格者に該当し、かつ、加入依頼書に「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。ただし、保険期間
の初日時点の満年齢が①100万円タイプ：満15歳以上満70歳以下の
方、②50万円タイプ：満50歳以上満70歳以下の方に限ります。※ご加
入後、保険期間の初日時点の満年齢が79歳まで更新できます。
●保険期間（中途加入を含む）について
保険期間は令和５年3月1日午前0時から令和６年3月1日午後
4時までの1年間となり、以後特に解約、脱退のお申し出がない場合
は毎年自動更新します。毎月20日までに一般社団法人全国酪農協
会に加入依頼書をご提出いただいた場合、翌月1日午前0時から令
和６年3月1日午後4時までが補償期間となります。

●募集締切
募集締切日は令和６年1月２０日までとなります。（中途加入依頼書
のご提出最終日）
●自動更新後の掛金について
自動更新後の掛金は毎年3月1日時点（団体契約の保険期間の初
日時点）の満年齢に応じた掛金となります。
毎月の乳代より控除します（補償開始月より控除開始）。 
※一般社団法人 全国酪農協会及び所属団体の役員・従業員の方は、
毎月の給与より引き去ります。

●加入方法について
「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認事項）」を
必ずご確認ください。「加入依頼書」の必要事項をご記入・ご署
名のうえ、所属団体にご提出ください。
●加入後の変更、脱退について
所属団体へご連絡をいただき、所定の手続きをお取り下さい。
●前年同等プランで更新される方
今年度の募集パンフレット等に記載の内容にご同意いただける方
につきましては、特段のご加入手続き（加入依頼書のご提出等）
は不要です（自動更新になります。）。

4
【がん補償】

＊1 補償対象となる「がん」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
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告知の大切さに関するご案内について

告知書は保険の対象となる方
ご自身がありのままにご記入ください。
告知の内容が正しくない場合には、
ご加入が解除され、保険金を
お受け取りいただけないことがあります。
＊更新時に補償内容をアップされた場合、補償内容をアップ
　された部分が解除され、保険金をお受け取りいただけない
　ことがあります。

ご 注 意 く だ さ い 告知書の質問をよくお読みいただき、ご記入ください。

新たな保険契約への切換の場合、新たに告知が必要となる等のご注意
いただきたい事項があります。
詳しくは、重要事項説明書記載の注意喚起情報をご確認ください。

告知すべき内容を後日思い出された場合には、
パンフレット等に記載のお問い合わせ先まで
ご連絡ください。

※お客様控のない加入依頼書の場合は、お手数ですがコピーをお取りいただき大切に保管してください。

がん補償に新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合には、保険の対象となる方（被保険者）について健康状態の告知が必要です。

お申込み後、保険金請求時等に、
告知内容についてご確認させて
いただく場合があります。

過去に病気をされたことがある場合、
お引受けできない場合があります

以下のケースも告知が必要です。
●現在、医師に手術をすすめられている。
●過去２年以内に告知書記載の特定の疾病について医師の指示による投薬を受けて
いたが、現在は完治している。
●過去２年以内に健康診断における告知書記載の検査で「要精密検査」との指摘を
受けたが、精密検査の結果、異常は見つからなかった。

…

5

告知いただく内容例は次のとおりです。

この資料は告知の大切さについて、その概要を記載したものです。告知に関するお問い合わせは《お問い合わせ先》までご連絡ください。

詳しくは加入依頼書等の告知項目をご確認ください。

い。

容を後日思い出された場合には、
に記載のお問い合わせ先まで

る。
健康診断における告知書記載の検査で「要精密検査」と

果、異常は見つからなかった。

保険金をお支払いする主な場合

がん患者申出
療養特約

がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に患者申出療養*1を受けられた場合
▶患者申出療養 *1にかかわる技術料 *2について保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、がん患者申出療
養保険金額を限度とします。
*1 「患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働大臣が定める患者申出療養（患者申出療養ごとに厚生労働大
臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます（詳細については厚
生労働省のホームページをご参照ください。）。なお、療養 *3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になってい
る療養 *3 は患者申出療養とはみなされません（保険期間中に対象となる患者申出療養は変動する可能性がありま
す。）。

*2 次の費用等、患者申出療養にかかわる技術料以外の費用は含まれません。
　ⅰ．公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用（自己負担部分を含む）
　ⅱ．評価療養のための費用
　ⅲ．選定療養のための費用
　ⅳ．食事療養のための費用
　ⅴ．生活療養のための費用
*3 次のいずれかに該当するものをいいます。
　ⅰ．診察
　ⅱ．薬剤または治療材料の支給
　ⅲ．処置、手術その他の治療

保険診療との併用が
認められた、
患者申出療養の技術料を
補償します。

保険診療との併用が
認められた、
患者申出療養の技術料を
補償します。

① がんや上皮内がんと医師に診断されたか否か
② 告知書記載の特定の病気・症状に関する、過去２年以内の医師
の指示による検査・治療（投薬の指示を含みます。）の有無

③ 過去２年以内の健康診断・人間ドックにおける所定の検査の異
常指摘の有無

8

全国酪農協会　会員の皆様へ

酪農がん共済制度のご案内
（団体総合生活保険 がん補償）

お問合わせ先 一般社団法人全国酪農協会　共済担当
東京都渋谷区代々木1-37-2 酪農会館5階　TEL 03-3370-5488

がんと診断されたら100万円
　

（がん診断保険金100万円タイプの場合）

（がん患者申出療養の活用で最新の治療も可能）

上皮内がんも100％給付
がん診断共済金は何回でもお支払いします
（支払条件あり）　　
80歳まで補償を できます継続

患者申出療養も されています補償

　 （ただし、71歳以降の新規加入はできません。
　ご継続内容はがん診断保険金50万円タイプとなります。）
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代　理　店 株式会社 保険代行社

東京海上日動火災保険株式会社　広域法人部 団体・協同組織室
住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田3-7-14 三信ビル9F　TEL：03-6631-4366（受付時間：平日9:00～17:00）

住所：〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4　TEL：03-3515-4151（受付時間：平日9:00～17:00）
引受保険会社
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