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特に重要なお知らせ（契約概要・注意喚起情報）
この商品はエヌエヌ生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
したがって、預金保険機構ならびに投資者
保護基金の対象ではありません。
今回の保険募集業務が、お客さまと銀行などの他のお取引きに対し影響が及ぶことはありません。

生命保険のお手続きやご契約に関する相談・照会・苦情について
生命保険のお手続きやご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、エヌエヌ生命サービスセンターまでご連絡ください。

サービスセンター

0120-521-513

［受付時間］ 平日 9:00～17:00
（土・日・祝日および12/31～1/3を除きます。）

ご検討・お申込みに際しましては、この「特に重要なお知らせ
（契約概要・注意喚起情報）
」
のほか、
「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

募集人がお客さまより現金や小切手をお預かりすることや、エヌエヌ生命名義以外の口座
（代理店名義口座、募集人名義の個人
口座等）
をご案内することは禁止しています。

〈引受保険会社〉

〈募集代理店〉

エヌエヌ生命保険株式会社
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニガーデンコート26F
TEL.03-5210-0300
https://www.nnlife.co.jp

NN-S19/05355

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

セ R-A018-35-02 KM

無解約返戻金型
災害・重度疾病定期保険

契約概要

契約概要
〇「契約概要」は、お申込みの際に、特にご確認いただきたい重要
事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容を
ご確認・ご了解のうえ、お申込みください。

契約概要

しくみ図

〇「 契 約 概 要 」に記 載 の 支 払 事 由や 給 付に際して の 制 限 事 項 は 、
概要や代表事例を示しています。これらの詳細ならびに主な保険
用語の説明などは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

商品名は？

保険料の払込みが免除されるのはどんなとき？

簡単に言うと

生命保険には配当金があるのかな？

ご契約のイメージは

もし解約したら、少しはお金が戻ってくるのかな？

保険金額などの取扱いは？

どんな特約があるのかな？

P3- 6 保険料の払込免除

1 保険商品の名称

P3- 7 配当金

2 保険商品の特徴

P2- 3 しくみ図

災害死亡保険金
基準保険金額

この商品は
どんな保険
なんだろう？

3

重度疾病死亡保険金

こちらを
ご覧ください。

P3- 8 解約返戻金

P2- 4 契約内容

死亡保険金

P4- 9 付加できる主な特約

どんなときに保険金がもらえるの？
P3- 5 保険金の支払事由・金額

ご契約

ご契約
満了

支払削減期間
（１年）
保険期間／保険料払込期間
次のマークのある項目は、
この契約概要以外も
あわせてご確認ください。
申込書

＝ 申込書

※支払削減期間中の重度疾病死亡保険金の金額は基準保険金額の50％、死亡保険金の金額は基準保険金額の25%となります。
※支払削減期間経過後の重度疾病死亡保険金の金額は基準保険金額の100％、死亡保険金の金額は基準保険金額の50％となります。
※災害死亡保険金については削減の対象となりません。

「当社」
はエヌエヌ生命を指します。

1

保険商品の名称

無解約返戻金型災害・重度疾病定期保険

4

契約内容
契約年齢
保険期間／
保険料払込期間
基準保険金額

2

保険商品の特徴

一定期間の災害・重度疾病（急性心筋梗塞・脳卒中）
による死亡保障を手厚く確保できる、解約返戻金・
満期保険金のない商品です。
災害・重度疾病以外による死亡保障も確保できます。
なお、
この保険にはご契約日からその日を含めて1年間の支払削減期間があります。

1

申込書

15歳～80歳
年満了：5年～34年満了
歳満了：55歳、60歳、65歳、
70歳、75歳、80歳、85歳、
９０歳満了
1,000万円～1億円
（単位：100万円）

保険料払込方法

年払、半年払、
月払

保険料払込経路

口座振替扱、振込扱、団体扱、特別団体扱、集団扱

※ご契約時に、医師の診査は不要です。告知項目に該当しなければ、お申込みいただけます。
※上記お取扱いには、当社所定の制限があります。

お申込みの際は、
この「契約概要」
と具体的な契約内容が記載されている
「申込書」
にて、契約内容を必ず
ご確認のうえ、お手続きください。
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契約概要

５

契約概要
［ご契約例］

保険金の支払事由・金額
保険金の金額
保険金

災害
死亡保険金

重度疾病
死亡保険金

死亡保険金

支払事由

以下のいずれかに該当したとき
・責任開始の時以後に発生した所定の不慮の事故
による傷害を直接の原因として、
その事故の日から
その日を含めて180日以内で、
かつ、
保険期間中に
死亡したとき
・責任開始の時以後に発病した所定の感染症を直接
の原因として、
保険期間中に死亡したとき

支払削減
期間中
（ご契約日より１年）

支払削減期間
経過後
（２年目以降）

基準保険金額の
50％

保険期間中に死亡したとき
（災害死亡保険金または重度疾病死亡保険金が
支払われる場合は死亡保険金はお支払いしません。）

基準保険金額の
25％

基準保険金額の
100％

基準保険金額の
50％

無解約返戻金型障害特約
保険料累計

保険料

2,970

保険料

4,650

解約返戻金額

年齢

保険料累計

保険料累計

10年

40歳

1,299,600

356,400

558,000

0

20年

50歳

2,599,200

712,800

1,116,000

0

60年

90歳

7,797,600

2,138,400

3,348,000

0

付加できる主な特約

▼保障を充実させる特約
名称

無解約返戻金型
重度疾病特約

無解約返戻金型
障害特約

保険料の払込免除

配当金

この保険に配当金はありません。

特徴
所定の急性心筋梗塞、または所定の脳卒中により、特約の保険期間中に以下の事由
に該当した場合に重度疾病保険金または前払重度疾病保険金をお支払いします。
・初診日からその日を含めて180日以上所定の状態が継続したと医師によって診断
されたときに、重度疾病保険金をお支払いします。
・初診日からその日を含めて60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断さ
れたときまたは手術を受けたときに、前払重度疾病保険金をお支払いします。
※重度疾病保険金をお支払いする際、すでに前払重度疾病保険金をお支払いしているときは、
約款に定められた所定の額を差し引いてお支払いします。
※重度疾病保険金および前払重度疾病保険金の支払いは、特約の保険期間を通じてそれぞれ1回
を限度とします。ただし、すでに重度疾病保険金をお支払いしているときは、前払重度疾病保
険金はお支払いしません。

所定の傷害または疾病により、特約の保険期間中に所定の障害状態となったときに
障害保険金をお支払いします。
※所定の障害状態の2種目以上に同時に該当した場合でも、障害保険金は重複してお支払いし
ません。
※障害保険金のお支払い後に障害保険金の支払事由に該当しても、障害保険金を重複してお
支払いしません。

P8-注意喚起情報 4「保険金などのお支払いができない場合」

もあわせてご確認ください。

▼その他の特約
名称

特徴

指定代理請求特約

被保険者が受取人となる保険金などについて、被保険者が保険金などをご請求できない
特別な事情がある場合、被保険者に代わってあらかじめ指定した指定代理請求人が
ご請求することができます。

※上記のほかにも、付加できる特約があります。

保険金の支払事由、保険料の払込免除事由である「所定の高度障害状態」や「所定の身体障害の状態」、
特約など、各種取扱いについて、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

解約返戻金

保険期間を通じて解約返戻金はありません。

具体的なご契約例については

10,830

無解約返戻金型
重度疾病特約

経過年数

もあわせてご確認ください。

※契約者・被保険者の故意または重大な過失などにより、所定の高度障害状態または所定の身体障害の状態に該当したときは免除しません。

8

保険料

(単位：円)

9

被保険者が所定の不慮の事故により、その事故の日から180日以内に所定の高度障害状態または所定の
身体障害の状態に該当した場合は、将来の保険料のお払込みを免除します。

7

無解約返戻金型
災害・重度疾病定期保険

※解約返戻金のある災害・重度疾病定期保険、重度疾病特約および障害特約は販売しておりません。

※保険金をお支払いしたときは、
ご契約は消滅します。災害死亡保険金と重度疾病死亡保険金は重複してお支払いしません。
※この保険には、高度障害状態になられたときにお支払いする保険金はありません。
※詳しくは、
ご契約のしおり
「給付内容」
をご確認ください。

６

保険料払込方法：月払
（口座振替扱）

［ご契約例の推移］

基準保険金額の
100％

責任開始の時以後の疾病を直接の原因として、
以下のいずれかに該当したとき
・急性心筋梗塞を発病し、
それを直接の原因として、
保険期間中に死亡したとき
・脳卒中を発病し、それを直接の原因として、保険
期間中に死亡したとき

P8-注意喚起情報 4「保険金などのお支払いができない場合」

性別・年齢：男性・30歳 保険期間／保険料払込期間：90歳迄
基準保険金額／障害保険金額：3,000万円

P4-契約概要
［ご契約例の推移］

この保険はエヌエヌ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。
をご確認ください。

募集代理店では、複数の保険会社の商品をお取扱いしている場合があります。
詳しくは募集代理店にお問合わせください。

お申込みの際は、この「契約概要」のほか、
必ず「注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をあわせてご確認ください。
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4

注意喚起情報

注意喚起情報
〇「 注 意 喚 起 情 報 」は、不 利 益 な 事 項 など、お 申 込 み の 際に、特に
ご 注 意 い ただきた い 事 項 を 記 載して います 。ご 契 約 前 に 必 ず
お 読 み い た だ き 、内 容 をご 確 認・ご 了 解 のうえ、お 申 込 みくだ
さい。

注意喚起情報

申込みを
撤回したいときは
どうすればいいの？

〇「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細や契約
内容に関する事項は、
「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

お申込日から10日以内であれば
クーリング・オフができます。
1 クーリング・オフ

健康状態などを
お客さまご自身で保険会社に
お伝えいただくものです。
告知って何？

2 告知義務

2

告知義務

契約者や被保険者には、現在の健康状態などを告知する義務があります。
告知は公平な引受判断を行うための重要事項です。過去の傷病歴（傷病名、治療期間など）、現在の健康
状態やご職業など、
「 告知書」
または当社指定の医師がおたずねする事項について、事実をありのままに
正確にもれなくお伝え
（告知）
ください。
▼告知受領権
当社の生命保険募集人（代理店を含む）
には告知を受ける権限（告知受領権）はないため、生命保険
募集人にお伝えいただいても告知したことにはなりません。
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有していますので、当社所定の「告知書」
にてお答
えいただいたことと、当社指定の医師にお話しされたことが告知となります。
▼告知内容などの確認
当社または当社で委託した確認担当者が、次の場合にお申込内容、ご請求内容などをご確認させて
いただくことがあります。
・ご契約のお申込後
・保険料の払込免除のご請求
・保険金などのご請求
▼告知が事実と相違する場合
〇故意または重大な過失により、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、責任
開始日（復活の場合は最終の復活日）から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」
としてご契約
を解除することがあります。

次のマークのある項目は、
この注意喚起情報以外も
あわせてご確認ください。
しおり

〇責任開始日または最終の復活日から2年経過後でも、保険金などの支払事由などが2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。

＝ ご契約のしおり

〇ご契約を解除したときは、保険金などの支払事由に該当していても、これをお支払いしないことが
あります。また、保険料の払込免除事由に該当した場合も同様に、お払込みを免除しないことが
あります。
（「解除原因となった事実」
との因果関係によります。）

「当社」
はエヌエヌ生命を指します。

〇ご契約を解除したときは、すでに当社にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。

1

クーリング・オフ
（お申込みの撤回またはご契約の解除）

しおり

〇次 の いずれか遅 い日からそ の日を含めて1 0日以 内であれば 、書 面によりクーリング・オフが 可能
です。この場合、お払込みいただいた金額を払い戻します。
・お申込日
・
「ご契約のしおり・約款」の交付日
・第1回保険料充当金が着金した日

▼告知義務違反の内容が特に重大な場合
詐欺によるご契約の取消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。この場合、
告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。また、すでに
当社にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
※ご契約の申込・告知は、ご自身で内容をご確認のうえ、お手続きください。

〇次の場合はお取扱いができません。
・当社指定の医師による診査が終了した場合
・債務履行の担保のためのご契約である場合
・既契約の内容変更（保険金額の増額、特約の中途付加など）
である場合
お手続方法については、ご契約のしおり
「クーリング・オフ（ご契約のお申込みの撤回等）について」を
ご確認ください。
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注意喚起情報

注意喚起情報
保険金などが支払われるためには、
下の図のように、お申込み、ご入金、告知、
保険会社の承諾が必要なんです。

保険料は払ったから、
何かあったらすぐに
お金をもらえるんだよね？

3

3 責任開始期

保険に入っていても、
保険金などをお支払いできない
場合があるんですよ！
4 保険金などのお支払いが
できない場合

責任開始期

4

当社がご契約のお申込みを承諾し、
「 告知」
と
「第1回保険料充当金のお払込み」
がともに完了した時から、
ご契約上の責任を開始します。
責任開始期について図示すると次のとおりとなります。

告知

第1回保険料充当金のお払込み

当社の承諾前に
第1回保険料充当金の
お払込みがあったとき

告知

5 保険料のお払込みと
ご契約の失効・復活

しおり

・責任開始期前の疾病や不慮の事故を直接の原因とする場合
（ただし、約款の規定によりお支払いする場合があります。）
・告知義務違反により、ご契約が解除された場合
・保 険 金などを詐 取する目的で故 意に事 故を生じさせたとき（ 未 遂を含む）や、契 約 者・被 保 険 者・
受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により
ご契約が解除された場合
・責任開始日から3年以内の自殺、契約者・被保険者・受取人の故意または重大な過失など、免責事由に
該当する場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
・ご契約が詐欺による取消し、または不法取得目的により無効となった場合

承諾

責任開始
お申込み 第1回保険料充当金のお払込み

保険金などのお支払いができない場合

保険料は期日までに
きちんと払わないとね！
！

次の場合、保険金などのお支払いはできません。

責任開始
お申込み

えっ？
！
そうなんだ！
それは大事なところだから
知っておかなきゃな！

承諾

具体的な事例については、ご契約のしおり
「保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合
の具体例」をご確認ください。
当社の承諾後に
第1回保険料充当金の
お払込みがあったとき

責任開始
お申込み

告知

承諾

第1回保険料充当金のお払込み

▼生命保険募集人の権限
〇募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行うもので、
保険契約締結の代理権はありません。
〇ご契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに成立します。
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保険料のお払込みとご契約の失効・復活

しおり

〇保険料は払込期月中にお払込みください。払込期月中にご都合がつかないときのために、猶予期間
を設けています。
〇この保険は、保険料の自動振替貸付は行われません。そのため、猶予期間内にお払込みがないと、
ご契約は失効します。
〇失効して3ヶ月以内であれば、ご契約の復活のお申込みができます。この場合、所定のお手続きが
必要です。
〇健康状態など所定の条件により、復活できないことがあります。
復活については、ご契約のしおり
「ご契約の復活について」をご確認ください。
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8

注意喚起情報

注意喚起情報

9
解約を検討するときに注意することは？

6 解約と解約返戻金

他に知っておく
必要があることって
何だろう？

加入中の保険をやめて、
この保険に入るときに注意することは？
7 ご契約を乗換えるときの注意事項

こちらを
よくご確認ください。

契約時に約束した保険金などは必ず支払われる？

8 生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合

保険金の請求や住所変更の手続きはどうすればいい？

9 保険金などのお支払いに関するお手続きなど

困ったことがあった場合の連絡先は？

10 この保険に関するお問合わせ窓口

保険金などのお支払いに関するお手続きなど

しおり

〇支払事由が生じる事象、ご請求手続きなどは、
「ご契約のしおり・約款」
・当社ホームページにも記載して
いますので、あわせてご確認ください。
ホームページアドレス https://www.nnlife.co.jp
〇お客さまからのご請求に応じて保険金などをお支払いしますので、次の場合はすみやかに当社サービス
センターまでご連絡ください。
・保険金などの支払事由が生じた場合
・お支払いの可能性があると思う場合
・ご不明な点が生じた場合など
〇契約内容によっては、複数の支払事由に該当することがありますので、
ご不明な点などがある場合には
ご連絡ください。
▼指定代理請求
〇被保険者が受取人となる保険金などについて、被保険者が保険金などをご請求できない特別な事情
がある場合、被保険者に代わってあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。

6

解約と解約返戻金

この保険には解約返戻金はありません。そのため、次のような場合でも解約返戻金はお支払いしません。
・ご契約を解約、減額した場合
・ご契約が失効した場合
・告知義務違反または重大事由により、ご契約が解除された場合
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ご契約を乗換えるときの注意事項

〇現在のご契約を解約、減額して新たなご契約のお申込みをされるときは、多くの場合、解約返戻金は
払込保険料の合計額より少ない金額となります。
〇新たなお申込みも、一般のご契約同様、告知義務があるため、健康状態などによりお断りすることが
あります。
〇「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
また、詐欺によるご契約の取消しの規定なども、新たなご契約に際しての行為が対象となります。
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生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合

〇生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額などが削減されることがあります。

〇指定代理請求人を指定しているときは、契約者は指定代理請求人に支払事由および代理請求できる
旨をお伝えください。
詳しくは、
ご契約のしおり
「指定代理請求特約」
をご確認ください。
▼住所などの変更
重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更した場合には必ずご連絡
ください。

10 この保険に関するお問合わせ窓口
〇お手続きやご契約に関する相談・照会・苦情などは、当社サービスセンターまでご連絡ください。
エヌエヌ生命 サービスセンター

0120-521-513

［受付時間］ 平日 9：00～17：00（土・日・祝日および12/31～1/3を除きます。）

〇指定紛争解決（ADR）機関は一般社団法人生命保険協会です。
生命保険協会の「生命保険相談所」および全国各地の「連絡所」
では、電話などにより相談・照会・苦情
を受付けています。
生命保険相談所が苦情の申し立てを受け、生命保険会社に解決を依頼した後、原則として1ヶ月を
経過しても解決しないときは、裁定審査会を設け、契約者などの正当な利益の保護を図ります。
ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/

〇当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構
により、契約者保護の措置が図られることがありますが、
この場合にも保険金額などが削減されること
があります。
〇生命保険契約者保護機構
TEL.03-3286-2820
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
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お申込みの際は、この「注意喚起情報」のほか、
必ず「契約概要」
「ご契約のしおり・約款」をあわせてご確認ください。
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