
COVID-19に備える保険

団体所得補償保険

支払対象外期間なし、就業不能発生初日から補償

医師の加入診査不要、自宅療養中も補償

天災危険・精神障害も対象

※このチラシは概略をご説明したものです。保険金のお支払い方法、およびお支払いできない場合等の詳細につきましては、専用のパンフレットを
ご確認ください。パンフレットは 取扱保険代理店カイトーまでご請求ください。

• 新型コロナウィルス感染症による就業不能にも対応。発病時期、療養開始等条件を満たせば保険金お支
払いの対象となります。

• 医師の指示による自宅治療（インフルエンザ、手・足の骨折など、入院を伴わない病気やケガによる休業
等）も初日から補償します。

• うつ病・パニック障害・統合失調症などに加え、血管性認知症により就業不能が発生した場合もお支払い
の対象となります。

• 地震・噴火・またはこれらを原因とする津波による天災が原因の病気やケガで休業した場合も補償します。
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保険料例

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-１
TEL：03-3349-5402 FAX：03-6388-0161
（受付時間：平日午前9時から午後5時まで）

団体・公務開発部第二課

【引受保険会社】

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6Ｋ－１ビル
E-MAIL ： med-jora@kaito.co.jp
TEL:03-3369-8811／FAX：03-3369-8851
（受付時間 平日午前9時から午後5時20分）

ドクター営業部

【お問合せ・取扱保険代理店】

医療の最前線で戦う医師の皆さまが、
万一就業不能となったとき、経済的な
カバーによりお守りする保険です。

例えば、月額保険金額３０万円でご加入の先生が、新型コロナウィルス感染症による
肺炎により、１４日間自宅療養した場合のお支払い保険金

なら ３０万円÷３０日×１４日間＝約１４万円

⁎この団体保険制度にご加入いただけるのは、日本整形外科学会会員さまに限られます。
⁎このチラシは､概要を説明したものです｡詳しい内容については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください｡

SJ20-13957SJ 2021/1/25

支払対象期間 ：6か月、支払対象外期間：０日
職種級別：１級、天災危険補償特約、精神障害拡張補償特約
一口あたり補償内容：病気・ケガによる就業不能につき10万円（月額）
団体割引１5％ 無事故戻無しの場合

口数 1口 2口 3口 4口 5口
所得補償保険金額
（1か月につき） 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円

年齢区分
満20～24歳 840 円 1,680 円 2,520 円 3,360 円 4,200 円
満25～29歳 890 円 1,780 円 2,670 円 3,560 円 4,450 円
満30～34歳 1,060 円 2,120 円 3,180 円 4,240 円 5,300 円
満35～39歳 1,260 円 2,520 円 3,780 円 5,040 円 6,300 円
満40～44歳 1,500 円 3,000 円 4,500 円 6,000 円 7,500 円
満45～49歳 1,740 円 3,480 円 5,220 円 6,960 円 8,700 円
満50～54歳 1,990 円 3,980 円 5,970 円 7,960 円 9,950 円
満55～59歳 2,070 円 4,140 円 6,210 円 8,280 円 10,350 円
満60～64歳 2,160 円 4,320 円 6,480 円 8,640 円 10,800 円
満65～69歳 2,160 円 4,320 円 6,480 円 8,640 円 10,800 円
満70～74歳 3,320 円 6,640 円 9,960 円 13,280 円 16,600 円
満75～79歳 4,510 円 9,020 円 13,530 円 18,040 円 22,550 円
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日本整形外科学会の団体保険制度は、随時中途加入募集しています。
詳細は、取扱保険代理店㈱カイトーへお問い合わせください。
https://www.kaito.co.jp/contact/contact_seikeigeka/

https://www.kaito.co.jp/contact/contact_seikei/

団割5%

				団割5% ダン ワリ

		保険
金額 ホケン キンガク		口数 クチ スウ		1口 クチ		2口 クチ		3口 クチ		4口 クチ		5口 クチ

				所得補償保険金額
（1か月につき） ショトク ホショウ ホケン キンガク ゲツ		10万円 マンエン		20万円 マンエン		30万円 マンエン		40万円 マンエン		50万円 マンエン

		月払
保険料 ツキバラ ホケンリョウ		年齢区分 ネンレイ クブン		保険料 ホケンリョウ

				満20～24歳 マン サイ		940円		1,880円		2,820円		3,760円		4,700円

				満25～29歳 マン サイ		1,000円		2,000円		3,000円		4,000円		5,000円

				満30～34歳 マン サイ		1,190円		2,380円		3,570円		4,760円		5,950円

				満35～39歳 マン サイ		1,410円		2,820円		4,230円		5,640円		7,050円

				満40～44歳 マン サイ		1,680円		3,360円		5,040円		6,720円		8,400円

				満45～49歳 マン サイ		1,950円		3,900円		5,850円		7,800円		9,750円

				満50～54歳 マン サイ		2,230円		4,460円		6,690円		8,920円		11,150円

				満55～59歳 マン サイ		2,320円		4,640円		6,960円		9,280円		11,600円

				満60～64歳 マン サイ		2,420円		4,840円		7,260円		9,680円		12,100円

				満65～69歳 マン サイ		2,420円		4,840円		7,260円		9,680円		12,100円

				満70～74歳 マン サイ		3,710円		7,420円		11,130円		14,840円		18,550円

				満75～79歳 マン サイ		5,040円		10,080円		15,120円		20,160円		25,200円





団割10%

				団割10% ダン ワリ

		保険
金額 ホケン キンガク		口数 クチ スウ		1口 クチ		2口 クチ		3口 クチ		4口 クチ		5口 クチ

				所得補償保険金額
（1か月につき） ショトク ホショウ ホケン キンガク ゲツ		10万円 マンエン		20万円 マンエン		30万円 マンエン		40万円 マンエン		50万円 マンエン

		月払
保険料 ツキバラ ホケンリョウ		年齢区分 ネンレイ クブン		保険料 ホケンリョウ

				満20～24歳 マン サイ		890円		1,780円		2,670円		3,560円		4,450円

				満25～29歳 マン サイ		940円		1,880円		2,820円		3,760円		4,700円

				満30～34歳 マン サイ		1,120円		2,240円		3,360円		4,480円		5,600円

				満35～39歳 マン サイ		1,330円		2,660円		3,990円		5,320円		6,650円

				満40～44歳 マン サイ		1,590円		3,180円		4,770円		6,360円		7,950円

				満45～49歳 マン サイ		1,840円		3,680円		5,520円		7,360円		9,200円

				満50～54歳 マン サイ		2,110円		4,220円		6,330円		8,440円		10,550円

				満55～59歳 マン サイ		2,190円		4,380円		6,570円		8,760円		10,950円

				満60～64歳 マン サイ		2,290円		4,580円		6,870円		9,160円		11,450円

				満65～69歳 マン サイ		2,290円		4,580円		6,870円		9,160円		11,450円

				満70～74歳 マン サイ		3,510円		7,020円		10,530円		14,040円		17,550円

				満75～79歳 マン サイ		4,780円		9,560円		14,340円		19,120円		23,900円





団割15%

				団割15% ダン ワリ

		保険
金額 ホケン キンガク		口数 クチ スウ		1口 クチ		2口 クチ		3口 クチ		4口 クチ		5口 クチ

				所得補償保険金額
（1か月につき） ショトク ホショウ ホケン キンガク ゲツ		10万円 マンエン		20万円 マンエン		30万円 マンエン		40万円 マンエン		50万円 マンエン

		月払
保険料 ツキバラ ホケンリョウ		年齢区分 ネンレイ クブン		保険料 ホケンリョウ

				満20～24歳 マン サイ		840円		1,680円		2,520円		3,360円		4,200円

				満25～29歳 マン サイ		890円		1,780円		2,670円		3,560円		4,450円

				満30～34歳 マン サイ		1,060円		2,120円		3,180円		4,240円		5,300円

				満35～39歳 マン サイ		1,260円		2,520円		3,780円		5,040円		6,300円

				満40～44歳 マン サイ		1,500円		3,000円		4,500円		6,000円		7,500円

				満45～49歳 マン サイ		1,740円		3,480円		5,220円		6,960円		8,700円

				満50～54歳 マン サイ		1,990円		3,980円		5,970円		7,960円		9,950円

				満55～59歳 マン サイ		2,070円		4,140円		6,210円		8,280円		10,350円

				満60～64歳 マン サイ		2,160円		4,320円		6,480円		8,640円		10,800円

				満65～69歳 マン サイ		2,160円		4,320円		6,480円		8,640円		10,800円

				満70～74歳 マン サイ		3,320円		6,640円		9,960円		13,280円		16,600円

				満75～79歳 マン サイ		4,510円		9,020円		13,530円		18,040円		22,550円
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