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●「女性のための保険 働くエール」は「所得補償保険」のペットネームです。
●このパンフレットは「所得補償保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」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、必要に応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者または当社までご請求く
ださい。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保
険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください（保険料を口座振替で払い込むご契約等、一部保険料領収証
を発行しない場合があります）。ご契約の手続きが完了した後、1か月経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合
わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。

●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発
行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきまして
は、当社と直接契約されたものとなります。

●  ご相談・お申込先

保険に関するお問合わせ

指定紛争解決機関

右記にご連絡ください。

0120-985-024
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター

保険会社の連絡・相談・苦情窓口

0120-721-101

※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。

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
https://www.aioinissaydowa.co.jp/

たものとなります。

谷区恵比寿1-28-1
aydowa.co.jp/

（無料）

（無料）
当社へのご相談・
苦情がある場合

事故が
起こった場合

あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 一般社団法人
日本損害保険協会そんぽADRセンター

0570-022-808 全国共通・
通話料有料

ナビ
ダイヤル

あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター

0120-101-101（無料）

契約概要のご説明
この保険の内容をご理解いただくための事項を、この「契約概要のご説明」に記載しています。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているもので
はありません。詳細は、「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせく
ださい。保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。

商品の仕組み  保険料の決定の仕組みと払込方法 等

満期返れい金・契約者配当金

解約と解約返れい金

 基本となる補償 等

1.商品の仕組み
所得補償保険は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業不能と
なった場合に、被保険者が被った損失について保険金をお支払いする保険です。
2.被保険者の範囲
⑴会社員や自営業の方など、働いて収入（所得）を得ている方が被保険者と
なります。ここでいう所得とは、勤労により得られるものをいい、利息収
入や家賃収入等は含まれません。
　（注）「家事従事者特約」をセットすることにより、家事従事者（被保険者の家庭において、

炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を主として行っている方）を被保険者とするこ
とができます。

⑵被保険者としてご加入できる方は、始期日時点における年令が満15才以
上の方となります。

1.保険料の決定の仕組み
⑴保険料は、保険金額、職業・職務および年令等により決まります。実際に払
い込んでいただく保険料は、保険申込書をご確認ください。
⑵この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。
2.保険料の払込方法
⑴ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます（ご契約内容
により現金で払い込むこともできます）。ただし、ご契約内容または代理店・
扱者によっては取扱いできない払込方法があります。
　（注）現金で払い込んだ場合、当社所定の保険料領収証を発行します。

⑵保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約
内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、次の就業
不能に対しては保険金をお支払いできません。
●代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に被った身体障害によ
る就業不能
●代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に始まった就業不能

ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出くだ
さい。
⑴ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過
であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返
れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
⑵始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込
状況により、追加の保険料をご請求する場合があります（特に、初回保険
料を口座振替で払い込む分割払のご契約については、追加請求が発生しま
す）。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を
解除することがあります。

1.保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合
P.6「お支払いする保険金のご説明」をご参照ください。
詳細は「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご参照ください。
2.セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットする特約が選択できます（別に定める保険料の払込み
が必要となる場合があります）。詳細は「ご契約のしおり（普通保険約款・特
約）」をご確認ください。
3.保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険
金額は、保険申込書をご確認ください。
⑴職業・職務により引受けの限度額があります。
⑵所得補償保険金額は、被保険者の加入する公的医療保険制度※による給
付内容や他の保険契約等の加入状況を勘案し、平均所得額の範囲内で、適
正な額となるように設定してください。なお、所得補償保険金額が被保険者
の平均月間所得額を上回っている場合には、その上回る部分については
保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

　 ※公的医療保険制度とは、健康保険法等法律に基づく医療保険制度をいいます。

4.保険期間および補償の開始・終了時期
⑴保険期間：1年間
⑵補償の開始：始期日の午後4時（保険申込書に異なる時刻が記載されて

いる場合はその時刻）
⑶補償の終了：満期日の午後4時

主な払込方法 分割払（月払）※1 一　時　払
口 座 振 替
クレジットカード払
払 込 票 払

〇
    〇※2
×

〇
〇
〇

※１ 保険料割増が適用されます。
※2 初回保険料のみ選択できます。

〇選択できます
×選択できません

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

平日 9:00～19:00
土日・祝日 9:00～17:00（年末年始は休業させていただきます）

※ご契約内容の詳細や事故に関するお問合わせは取扱代理店・扱者または
　当社営業店・サービスセンター等にお取次ぎさせていただく場合があります。

受付
時間

遅滞なくご契約の
代理店・扱者または
右記にご連絡ください。

当社との間で問題を
解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金
融庁長官の指定を受けた指定
紛争解決機関である一般社団
法人 日本損害保険協会と手
続実施基本契約を締結してい
ます。当社との間で問題を解
決できない場合には、一般社
団法人 日本損害保険協会に
ご相談いただくか、解決の申
し立てを行うことができます。

※受付時間 平日 9:15～17:00
　（土日・祝日および年末年始を除きます）
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは03-4332-5241におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会の
　ホームページをご覧ください。
　http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/

※受付時間 平日 9：00～17：00（土日・祝日および
　年末年始は休業させていただきます）

女性の
ための
保険

突然のケガや病気で働けない…。突然然 ケ 病気 。

毎日の生活費は
どうするの！？
あなたや家族の生活は大丈夫？

「働くエール」4つのPoint

保険の仕組みと保険金シミュレーション

日常にひそむリスク

働く女性の強い味方

どれくらいもらえるの？ 所得補償保険
（個人契約用）

突然のケガ・病気。
一時的な「働けない」収入をサポート。

2019年10月以降
保険始期用



支出

収入

(注)被保険者の妊娠、出産、早産または流産による身体障害については、「妊娠に伴う身体障害補償特約」がセットされ
た場合に、公的医療保険制度の給付対象となる身体障害に関しては保険金お支払いの対象となります。

年令別にみた貯蓄・負債現在高

40才未満は、負債のリスク大

ここがあなたの
大きな負担に！

卵巣のう腫 甲状腺中毒症

子宮内膜症 子宮筋腫

乳がん 子宮筋腫

乳がん 子宮筋腫

病　名年　代

20代後半

30代

40代

50代前半

厚生労働省「平成26年 患者調査」を基に編集

病　名 症　状

「つわり」の症状が悪化し、脱水、栄養代謝障害などをきたした状態。
経口摂取不能な場合は、入院が必要となる場合があります。妊娠悪阻

お　そ

妊娠高血圧
症候群

切迫早産

妊娠20週以降産後12週までに高血圧がみられる状態。妊娠週数、赤ちゃんの
発育不全の有無などにより管理方法（入院の必要性）や治療の内容が異なりますが、
入院が必要となる場合があります。

早産になりかかっている状態、つまり早産の一歩手前の状態。子宮口の開大が進んで
いる状態では、入院して子宮収縮抑制剤の点滴治療が必要となる場合があります。

出典：総務省統計局「家計調査報告（貯蓄・負債編）
－平成29年（2017年）平均結果速報－（二人以上の世帯）」）

貯蓄現在高

（万円）

負債現在高貯蓄現在高・
負債現在高

負債が
多い

年代別かかりやすい女性の病気妊娠に伴う主な病気

同じ働く女性でも、家庭環境によって
「働けない」ことによる不安の形はさまざま。

ひとり暮らしで、
家賃、食費・光熱費の支払いもあるし…。
貯金がどんどん減ってしまうかも…。

夫婦ふたりの収入＝
家庭の財布。夫の収入だけで、
住宅ローン・家賃、食費・光熱費の
支払いは足りるかしら…。

住宅ローン・家賃、
食費・光熱費、

子どもの教育費などの
支払いは足りるかしら…。

家賃、食費・光熱費、子どもの
教育費の支払いはどうしよう…。
元気な時と違ってシッターさんにも
来てもらう必要があるかも…。
家計が苦しくなりそう。

おひとり ご夫婦

ご夫婦とお子さま あなたとお子さま

女性には男性以上の健康リスクが！
働く女性が増え世帯の貯蓄が増え
る一方、女性が収入を得ることで
組めるようになったローンが負債
増加の一因に。特に40才未満の世
帯は結婚や子どもの誕生、住宅の
購入などライフイベントが多いこ
ともあり、負債が多くなっています。
貯蓄・負債両面からも、女性が働け
ないために収入が減ることは生活
への大きな打撃となりえます。

女性

男性

厚生労働省「平成29年 患者調査」を基に編集

（25～54才の人口10万人対）
（注）入院と通院の受療者を10万人で割った数値です。
入院・通院受療率

女性は男性よりも多く入院・通院している傾向
にあります。女性は男性よりも平均寿命が長
く、ケガや病気のリスクが高くなるほか、女性な
らではの病気にかかる可能性も。

4.68
3.03 1.5

602

1074 10551123

働けなくなることで収入が減る一方、治療にかかる費用だけ

でなく「いつもの生活費」の支出は続きます。収入と支出の

バランスが崩れ、支出が重くのしかかってくる可能性が。

ご注意！ 突然やってくる

収支バランスの崩れ 不安の形はそれぞれに違いますが、ご自身やご家族のそれまでの生活水準を
変えずに暮らしていくために、万一の際の収入確保がとても大切ですね。

もしもあなたが、ケ
ガや病気で

急に仕事を休まな
いといけなくなった

ら。
働く女性が活躍する

時代。

生活費の
支払いは

いままで通り！

生活費の
支払いが

できなく
なっちゃ

う

かも！

貯金に回す
お金がなくなる！

子どもに負担がかかってしまうかも！

家族がいつもの暮らしを送れない！

治療費は
医療保険に

入っていればカバー
されますが…

食費・光熱費

治療費

通信費・服飾費
など

住宅ローン・家賃

給 与

給与の減少

教育費



ご契約
内容
ご契約
内容

安心 お手軽

お申し込み時、医師による診査は不要。
健康状態告知書質問事項に回答するだけでOK。

例えば、30才の一般事務職の方で保険金月額
10万円の場合、月々の保険料は、
1,280円（ランチ代約1回分）からご契約
いただけます※2。家計にやさしい保険料です。

保険金額は収入の50%以下または70％以下※1
で設定できます。

※1 詳細は、P.5「保険金額設定上のご注意」をご確認ください。
※2 保険料は、年令や職種、保険金額により異なります。
　   詳細は、P.5「所得補償保険保険料表」をご確認ください。

長期間のお休みでもOK！
最長2年間※1補償が続きます。

退院後の自宅療養期間も対象です※2。

※1 満63才以下の方で、当社が保険金を支払う期間を「2年」で
ご契約された場合となります。

※2 特約で入院中のみとすることも可能です。
※3 免責期間を7日に設定した場合です。それ以外の日数設定も
可能です。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせくだ
さい。

お仕事を休んでから8日目※3以降の
働けない日数に対して保険金をお支払いします。

カンタン＆
わかりやすい仕組み

ケガや病気で働けない
日数に応じて、
保険金をお支払い

幅広い
女性に
やさしい

特約をセットすることにより、妊娠に伴う身体障害
で働けなくなった場合も補償します。

（注1）「妊娠に伴う身体障害補償特約」で保険金のお支払い対象
となるのは、公的医療保険制度の給付対象となる妊娠、出
産、早産または流産によって被った身体障害で働けなくなっ
た場合です。

（注2）被保険者は女性のみです。

（注）設定できる保険金額には制限があります。詳細は、P.5「保険金額設定上のご注意」をご確認ください。

ケガや病気の発生について、
仕事中・旅行中、国内・国外を問わず、
ケガや病気によるお休みを補償します。

骨髄提供のための入院も補償します※。

※初年度契約については1年の待機期間があります。

妊娠による
「働けない」リスクにも対応いつでもどこでも補償

突然のケガや病気・・・

一時的な「働けない」期間の

収入をサポート！ ご契約 職場
復帰

事故
発生

支払い
開始

支払い
開始から
2年

入　院

免責期間
（7日）

自 宅 療 養
仕事を休んだ期間（2か月17日）

保険金支払対象期間（2か月10日※2）
15万円（1か月） 15万円（1か月） 5万円（10日）

保険期間（1年）

［所得補償保険の仕組み］ 保険期間：1年(保険金支払限度期間：2年)／保険金月額：15万円／
免責期間：7日／仕事を休んだ期間：2か月17日の場合

保険金をお支払いできない期間のことです。ケガや病気で働け
なくなった日からその日を含めて、継続して働けない状態であ
る保険証券に記載された日数をいいます。

公的な保障や会社の福利厚生などをご確認のうえ、ご自身に合
った「免責期間」をお選びいただけます。詳細は、代理店・扱者ま
たは当社までお問合わせください。

体調不良で、病院で診察を受け、甲状腺疾患と診断されたA子さん。
投薬治療による21日間の入院と1か月の自宅療養で仕事を休みました。

保険金月額：10万円（月収の50％以下で設定）
保険料：1,020円（月払）

免責期間：7日
保険金支払限度期間：2年

免責期間：7日
保険金支払限度期間：2年

免責期間：7日
保険金支払限度期間：2年

ご契約
内容

28才・販売員
（基本職種級別1級）
健康保険加入
月収：20万円

■保険金支払対象期間 ■お支払いする保険金

＝  ＝

人間ドックで指摘を受け、乳がんと診断されたＢ子さん。 手術を受け14日間の入院と
投薬治療やリハビリのため1年2か月(14か月)の自宅療養で仕事を休みました。

保険金月額：15万円（月収の50％以下で設定）
保険料：2,210円（月払）

■保険金支払対象期間 ■お支払いする保険金

＝  ＝

健康診断で指摘を受け、子宮筋腫と診断されたＣ子さん。 
手術を受け14日間の入院と1か月の自宅療養で仕事を休みました。

保険金月額：15万円（月収の70％以下で設定）
保険料：3,210円（月払）

■保険金支払対象期間 ■お支払いする保険金

＝  ＝

保険金支払限度期間（最長2年※1）

「免責期間」とは 「免責期間」の設定方法

42才・自営業
（基本職種級別1級）
国民健康保険加入
月収：22万円

女 性 の た め の 保 険

［保険金シミュレーション］
受け取れる

保険金を 

※1 保険期間内にケガや病気で働けなくなった場合、保険期間を過ぎても保険金の支払開始日から最長2年保険金をお支払いします。
※2 保険金の支払対象期間に1か月に満たない日数がある場合は、1か月を30日として日割り計算します。

34才・看護師
（基本職種級別2級）
健康保険加入
月収：30万円

ご契約
内容



保険金額設定上のご注意

ご契約にあたってのご注意

所得補償保険保険料表（個人契約／払込方法：口座振替の場合）

入院＋自宅療養を補償
［例２］

年令

基本職種級別1級

月払 一時払 月払 一時払
職種級別 基本職種級別2級

［例１］

年令

基本職種級別1級

月払 一時払 月払 一時払
職種級別 基本職種級別2級

保険期間

1年

保険金支払
限度期間

（てん補期間）
2年

免責期間

7日

所得補償保険金額
（月額）

10万円

保険期間

1年

保険金支払
限度期間

（てん補期間）
2年

免責期間

7日

所得補償保険金額
（月額）

15万円

所得補償保険職種級別表
主 な 職 業 例基本職種級別

2　　級
研究者（危険物を取り扱わない方）、電話交換手、電気機械器具組立工、計器類修理工、縫製作業者、紙製品製造作業者（手工）、印刷
作業者(製版作業者・印刷作業者・製本作業者（手工）・印刷写真作業者）、飲食料品製造作業者、美容師、調理人、看護師・
助産師、介護福祉士、歯科衛生士 など

3　　級 化粧品製造工、研究者（危険物を取り扱う者）、化学工（危険物を取り扱わない方）、製糸・紡織作業者（一般工員）   など

1　　級
一般事務員、会社役員・管理職（作業危険のない方）、医師、歯科医師、歯科助手、薬剤師、弁護士、公認会計士、司法書士、教師、
飲食店主、卸・小売店主・従業員（危険物を取り扱わない方）、製図工、家政婦 など

所得補償保険金額が被保険者（補償の対象となる方）の「平均月間所得額」を上回る部分については保険金をお支払いできません
のでご注意ください。
※所得補償保険金額の設定につきましては、被保険者の方の加入する公的医療保険制度（健康保険法等の法律に基づく医療保険制度をいいます）による給付内容や
他の保険契約等の加入状況を勘案し、下に定める割合以下の金額でお決めいただきます。

被保険者が事業所得者の場合は、被保険者ご本人が働けなくなったことにより減少する売上高・経費等に応じて決定します。
給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入額で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合に
はこれも含みません。
被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。

※1
※2

※3

年間収入額※2   －  働けなくなったことにより支出を免れる金額※3

12（か月）

（注1）すべてのご契約に「無事故戻しに関する規定の不適用特約」が自動セットされていますので、保険料の無事故戻しはありません（特約がセットされることであらかじめ
保険料は割引となっています）。

（注2）上記以外の年令、職種級別プランにつきましては代理店・扱者または当社までお問合わせください。

平均所得額に対する保険金額割合被保険者が加入されている公的医療保険制度

国民健康保険（例：個人事業主）

健康保険、共済組合（例：給与所得者、公務員）

◆「平均所得額」とは、保険契約締結直前12か月における所得の平均月間額をいいます。
◆「平均月間所得額」とは、ケガや病気で働けなくなる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいい、以下のとおり計算した額をい
います※1。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的
かつ合理的な方法により計算します。

所得補償保険金額（ご契約金額）の設定※は、平均所得額の範囲内で、適正な額を設定してください。

平均月間所得額 ＝

お支払いする保険金のご説明

所得補償保険の普通保険約款、特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳細は、「ご契約
のしおり（普通保険約款・特約）」をご確認ください。

●健康状態告知は、健康状態告知書質問事項をよくお読みのうえ、回答を「健康状態告知書質問事項回答欄」に正しくご記入ください。その際、必ず被保険者本人が回答内容につい
て事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、ご契約をお引受けできない場合や、特別な条件付きでお引受けする場合がありますので、あらかじめご
了承ください。なお、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。

●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※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※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※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。

　※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。

被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは病気を被り、その直接の結果として保険期間中に就業不能になった場合に、被保険
者が被った損失に対して保険金をお支払いします。

普通保険約款の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下表のとおりです。

■ 普通保険約款の補償内容

■ 補償条件に関する主な特約

概　要特約名

骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、保険証券記載業務に全く従事できない場合
についても所得補償保険金をお支払いします。
（注）初年度契約については１年の待機期間があります。

保険金をお支払いできない主な場合

お支払いする保険金の額

保険金をお支払いする場合

保険金の種類

所得補償保険金

「ケガ」または「病気」による就業不能時の収入を補償 ［身体障害により、就業不能となった場合］

（1）保険期間の開始時※１より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合については、保険金をお支払いできません。

（2）次のいずれかによる就業不能に対しては保険金をお支払いできません。
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による身体障害　●被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による身
体障害　●治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用による身体障害
●被保険者の妊娠、出産、早産または流産による身体障害※2　●戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動による身体障害※3　 ●核燃
料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故による身体障害　●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※4　 ●被保険者が次の
いずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガ  [ ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動車等※5 を運転している間　イ．道路
交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ]　●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ※6 など
※2「妊娠に伴う身体障害補償特約」がセットされた場合、公的医療保険制度の給付対象となる身体障害に関しては保険金お支払いの対象となります。
※3テロ行為によって発生した身体障害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※4被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を
客観的に証明することができないものをいいます。

※5自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
※6「天災危険補償特約（所得補償保険用）」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。

（注）上記の取扱いは、「ご契約時に正しく告知をして契約した場合」または「ご契約時に自覚症状がない身体障害であってもそれが保険期間の開始時※１よりも前
に被ったものである場合」に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※１からその日を含めて1年を経過した後に就業不能の原
因となった身体障害を被った場合には、保険金をお支払いできることがあります。

※１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。

（3）被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業不能または被保険者の妊娠もしくは出産を原因として発生した就業不能に対し
ては、保険金をお支払いできません。

（4）特定疾病等補償対象外の条件でのお引受けとなった場合、「特定疾病等対象外特約」がセットされます。この場合、保険証券記載のケガ
または病気による就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。

（注1）就業不能期間は、保険証券記載のてん補期間が限度となります。
（注2）平均月間所得額が保険金額より小さい場合は、上記算式の「保険金額」を「平均月間所得額」に読み替えて適用します。
（注3）免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業不能になった場合は、前の就業不能と同一の就業不能として取り

扱います。

保険金額 保険金額就業不能期間
の月数※ ×× ＋ 就業不能期間のうち１か月に満たない期間の日数

30
※就業不能期間の月額は、1か月単位とし、
　1か月に満たない期間は切り捨てます。

（ご注意）保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額※の合計額が、平均月間所得額を超
えるときは、下記の額を就業不能期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。
●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業不能期間１か月あたりの支払責任額※
● 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引い
　た残額。ただし、この保険契約の就業不能期間1か月あたりの支払責任額※を限度とします。
※支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

骨髄採取手術に伴う
入院補償特約

（注）すべてのご契約に自動セットされます。

【複数のご契約があるお客さまへ】
所得補償保険は、被保険者またはそのご家族が加入されている補償内容が同様の保険契約（所得補償保険契約以外の保険契約にセットされた
特約や当社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害
については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があ
り、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により
被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
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●「女性のための保険 働くエール」は「所得補償保険」のペットネームです。
●このパンフレットは「所得補償保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」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、必要に応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者または当社までご請求く
ださい。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保
険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください（保険料を口座振替で払い込むご契約等、一部保険料領収証
を発行しない場合があります）。ご契約の手続きが完了した後、1か月経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合
わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。

●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発
行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきまして
は、当社と直接契約されたものとなります。

●  ご相談・お申込先

保険に関するお問合わせ

指定紛争解決機関

右記にご連絡ください。

0120-985-024
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター

保険会社の連絡・相談・苦情窓口

0120-721-101

※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。

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
https://www.aioinissaydowa.co.jp/

たものとなります。

谷区恵比寿1-28-1
aydowa.co.jp/

（無料）

（無料）
当社へのご相談・
苦情がある場合

事故が
起こった場合

あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 一般社団法人
日本損害保険協会そんぽADRセンター

0570-022-808 全国共通・
通話料有料

ナビ
ダイヤル

あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター

0120-101-101（無料）

契約概要のご説明
この保険の内容をご理解いただくための事項を、この「契約概要のご説明」に記載しています。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているもので
はありません。詳細は、「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせく
ださい。保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。

商品の仕組み  保険料の決定の仕組みと払込方法 等

満期返れい金・契約者配当金

解約と解約返れい金

 基本となる補償 等

1.商品の仕組み
所得補償保険は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業不能と
なった場合に、被保険者が被った損失について保険金をお支払いする保険です。
2.被保険者の範囲
⑴会社員や自営業の方など、働いて収入（所得）を得ている方が被保険者と
なります。ここでいう所得とは、勤労により得られるものをいい、利息収
入や家賃収入等は含まれません。
　（注）「家事従事者特約」をセットすることにより、家事従事者（被保険者の家庭において、

炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を主として行っている方）を被保険者とするこ
とができます。

⑵被保険者としてご加入できる方は、始期日時点における年令が満15才以
上の方となります。

1.保険料の決定の仕組み
⑴保険料は、保険金額、職業・職務および年令等により決まります。実際に払
い込んでいただく保険料は、保険申込書をご確認ください。
⑵この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。
2.保険料の払込方法
⑴ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます（ご契約内容
により現金で払い込むこともできます）。ただし、ご契約内容または代理店・
扱者によっては取扱いできない払込方法があります。
　（注）現金で払い込んだ場合、当社所定の保険料領収証を発行します。

⑵保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約
内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、次の就業
不能に対しては保険金をお支払いできません。
●代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に被った身体障害によ
る就業不能
●代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に始まった就業不能

ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出くだ
さい。
⑴ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過
であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返
れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
⑵始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込
状況により、追加の保険料をご請求する場合があります（特に、初回保険
料を口座振替で払い込む分割払のご契約については、追加請求が発生しま
す）。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を
解除することがあります。

1.保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合
P.6「お支払いする保険金のご説明」をご参照ください。
詳細は「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご参照ください。
2.セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットする特約が選択できます（別に定める保険料の払込み
が必要となる場合があります）。詳細は「ご契約のしおり（普通保険約款・特
約）」をご確認ください。
3.保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険
金額は、保険申込書をご確認ください。
⑴職業・職務により引受けの限度額があります。
⑵所得補償保険金額は、被保険者の加入する公的医療保険制度※による給
付内容や他の保険契約等の加入状況を勘案し、平均所得額の範囲内で、適
正な額となるように設定してください。なお、所得補償保険金額が被保険者
の平均月間所得額を上回っている場合には、その上回る部分については
保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

　 ※公的医療保険制度とは、健康保険法等法律に基づく医療保険制度をいいます。

4.保険期間および補償の開始・終了時期
⑴保険期間：1年間
⑵補償の開始：始期日の午後4時（保険申込書に異なる時刻が記載されて

いる場合はその時刻）
⑶補償の終了：満期日の午後4時

主な払込方法 分割払（月払）※1 一　時　払
口 座 振 替
クレジットカード払
払 込 票 払

〇
    〇※2
×

〇
〇
〇

※１ 保険料割増が適用されます。
※2 初回保険料のみ選択できます。

〇選択できます
×選択できません

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

平日 9:00～19:00
土日・祝日 9:00～17:00（年末年始は休業させていただきます）

※ご契約内容の詳細や事故に関するお問合わせは取扱代理店・扱者または
　当社営業店・サービスセンター等にお取次ぎさせていただく場合があります。

受付
時間

遅滞なくご契約の
代理店・扱者または
右記にご連絡ください。

当社との間で問題を
解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金
融庁長官の指定を受けた指定
紛争解決機関である一般社団
法人 日本損害保険協会と手
続実施基本契約を締結してい
ます。当社との間で問題を解
決できない場合には、一般社
団法人 日本損害保険協会に
ご相談いただくか、解決の申
し立てを行うことができます。

※受付時間 平日 9:15～17:00
　（土日・祝日および年末年始を除きます）
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは03-4332-5241におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会の
　ホームページをご覧ください。
　http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/

※受付時間 平日 9：00～17：00（土日・祝日および
　年末年始は休業させていただきます）

女性の
ための
保険

突然のケガや病気で働けない…。突然然 ケ 病気 。

毎日の生活費は
どうするの！？
あなたや家族の生活は大丈夫？

「働くエール」4つのPoint

保険の仕組みと保険金シミュレーション

日常にひそむリスク

働く女性の強い味方

どれくらいもらえるの？ 所得補償保険
（個人契約用）

突然のケガ・病気。
一時的な「働けない」収入をサポート。

2019年10月以降
保険始期用


