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１．隣接業界とは

『平成24年度 専門課程テキスト（社団法人生命保険協会）』では、生保の隣接業界は、
共済（含、少短）、損保、銀行、信託銀行および証券。

簡保は隣接業界に分類されているものの、〔参考〕扱いとなり、試験の出題対象外。

本日は、簡保、共済および少短に特化。

共済

少短

損保

銀行信託

証券

簡保

生保
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２．簡保 （１）制度概要

郵政民営化により、 2007年10月1日に、『株式会社かんぽ生命保険』が誕生。

民営化前の簡易生命保険契約は、『日本郵政公社』から『独立行政法人郵便貯金・
簡易生命保険管理機構』に承継され、かんぽ生命に全額出再。（郵政民営化法第162条）
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【出典】『機構パンフレット』（http://www.yuchokampo.go.jp/release/pdf/pamphlet-2011.10.pdf）に加筆
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２．簡保 （１）制度概要

２０１２年１０月１日から郵便事業株式会社と郵便局株式会社が統合され、
日本郵政グループは、５社体制から４社体制へ再編された。

【出典】日本郵政ＨＰ（http://www.japanpost.jp/privatization/index02.html）
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２．簡保 （２）マーケット規模

直近決算（2011年度）の、保有契約高、保険料収入、総資産は下表のとおり。

かんぽ生命のデータを加えても、民営化時点に比べて減少。

【出典】ディスクロージャー資料より計算

責任準備金に
対応する資産は
かんぽ生命で
積み立て

生保の総資産は
３２７兆円

（2012年3月末）

《管理機構のみ》 （単位：万件、億円）

①民営化時点 ②直近決算 増加率

（2007年9月末） （2012年3月末） （②÷①-1）

保有契約高（件数） 6,174 3,541 -42.7%
保有契約高（金額） 1,547,034 874,827 -43.5%

保険料収入 78,001 32,924 -57.8%
総資産 228,887 135,967 -40.6%

（注）簡易生命保険勘定の数値。

       保有契約高（金額）のうち年金は年金年額を計上。（民保と異なる）
　　　保険料収入（①民営化時点）は、2007年4月～2008年3月。

　　　保険料収入（②直近決算）は、2011年4月～2012年3月。

《管理機構＋かんぽ生命》 （単位：万件、億円）

①民営化時点 ②直近決算 増加率
（2007年9月末） （2012年3月末） （②÷①-1）

保有契約高（件数） 6,174 4,432 -28.2%

保有契約高（金額） 1,547,034 1,133,074 -26.8%
保険料収入 84,284 68,561 -18.7%

総資産 1,149,253 936,886 -18.5%

（注）保有契約高（金額）のうち管理機構の年金は年金年額を計上。
　　　保険料収入（①民営化時点）は、2007年4月～2008年3月。

　　　保険料収入（②直近決算）は、2011年4月～2012年3月。
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２．簡保 （３）トピックス_予定利率／残存期間別の負債

生保は、契約年度（５年刻み）別の責任準備金残高および予定利率を開示。
⇒ ディスクロージャー資料（経理に関する指標等-責任準備金残高（契約年度別））

管理機構では、予定利率に加え、残存期間別の責任準備金を開示。

特に、予定利率４～６％の負債が約２０兆円。（このうち半分は残存期間が１０年超）
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【負債の残存期間別予定利率別内訳（管理機構）】

（兆円）

・管理機構の平均予定利率は
2.30％
・追加責任準備金を約６兆円
積み立てているため、
かんぽ生命の平均予定利率は
1.91％に低下

（出典）『管理機構ディスクロージャー資料』２ページ
http://www.yuchokampo.go.jp/release/pdf/12_disclosure_06_hoken_sankou2.pdf
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２．簡保 （３）トピックス_保険料計算基礎率の開示

簡保は保険料の計算基礎率の一部（予定利率、予定事業費率）を開示していた。

ただし、予定死亡率が開示されていない（※）ため、保険料を再現することは困難。

※ 予定死亡率の一部は、『2003年版生命保険ファクトブック（生命保険文化センター）』
表６－７から入手可能。 （http://www.jili.or.jp/research/factbook/xls/tou6.xls）

（出典）平成14年度版 主力保険のすべて別冊『簡易保険・ＪＡ共済』（新日本保険新聞社）１８５ページより作成。
平成15年度版から、予定事業費率は非開示となった。

（注）Ｐ＝純保険料額、Ｓ＝保険金額、n＝保険期間

保険種類 予定死亡率 予定利率 予定事業費率（付加保険料）

普通養老保険
簡易生命保険経験生命表（平成６～８年度）
（以下「経験生命表という）の 女別死亡率

Ｐ×8.9/100＋Ｓ×3.4/1000

学資保険
被保険者は経験生命表の男子死亡率
契約者は 験生命表の 女別死亡率

Ｐ×8.9/100＋Ｓ×3.9/1000
（ただし、生存保険金付１８ 満期は428 1000）

普通終身保険 経験生命表の男女別死亡率 Ｐ×8.9/100＋Ｓ×3.4/1000

定期保険 経験生命表の男女別死亡率×１．２＋0.0003 Ｐ×8.9/100＋Ｓ×2.0/1000

簡保・保険種類別保険料計算の基礎一覧

１．５％
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３．共済 （１）制度概要

日本の主な共済団体を、設立根拠法令により整理すると下表のようになる。

（出典）『ファクトブック2012 日本の共済事業（社団法人日本共済協会）』２ページhttp://www.jcia.or.jp/pdf/pdf_files/fb_1_2012.pdf

所管庁
農業協同組合法 農林水産省 農業協同組合、JA共済連
水産業協同組合法 農林水産省・水産庁 漁業協同組合、JF共水連

地　域
全労済、全国生協連（県民共済生協）
ープ共済連、生協全共連（ 市民共済生協）

職　域

大学生協共済連、全国電力生協連、全国酒販生
協
全国たばこ販売生協、日本塩業生協、都市生協
全国町村職員生協、警察職員生協、防衛省生協
全日本消防人共済会、全国交運共済生協
JP共済生協、電通共済生協、全水道共済
自治労共済、森林労連共済
職員共済、全たばこ生協

地域・職域 日本再共済連
中小企業庁／金融庁

経済産業省・中小企業庁

国土交通省

農林水産省

中小企業団体の
織に関する法律

経済産業省

PTA・青少年教育団体 文部科学省

地方自治法
（相互救済事業）

総務省

農業災害補償法 農林水産省 農業共済組合、NOSAI全国
漁業災害補償法 農林水産省・水産庁 漁業共済組合、全国漁業共済組合連合会
漁船損害等補償法 農林水産省・水産庁 漁船保険組合、漁船保険中央会
小規模企業共済法 経済産業省・中小企業庁 （独）中小企業基盤整備機構
中小企業退職金共済法 厚生労働省 （独）勤労者退職金共済機構

特
別
法
に
よ
ら
な
い
共
済

特
別
法
に

よ
る
共
済

中小企業等協同組合法

協
同
組
合
法
に
よ
る
共
済

上
記
以
外

商工組合

PTA、子ども会

（財）都道府県会館、（公社）全国市有物件災害共済会
（財）全国自治協会、（社）全国公営住宅火災共済機構
（公財）特別区協議会

火災共済協同組合、日火連

中小企業共済協同組合、中小企業共済
自動車共済協同組合、全自共

トラック交通共済協同組合、交協連

全米販
日本食品衛生共済協同組合

根拠法 主な共済団体

厚生労働省消費生活協同組合法
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３．共済 （１）制度概要

保険料（掛金）を収受し、保険金（共済金）を支払う仕組みは類似しているものの、
『保険』と『共済』には下表のような違いがある。

（出典）『平成24年度一般課程テキスト（社団法人生命保険協会）』１２３ページより作成。

見舞金的性格が強く、金額
の限度あり

生活保障のための
多額な保険金

保険金額

原則、均一掛金負担
危険度に応じた

合理的な負担

保険料
（掛金）

特定の職業・地域に限定し
た団体員

不特定多数対象者

助け合い的色彩が濃い
（相互扶助の精神は共通）

自助の精神
（相互扶助の精神は共通）

基本精神

農業協同組合法、

消費生活協同組合法など

（根拠法のない共済もある）

保険業法根拠法

共済保険項目

生保は性別・年齢別
保険料が基本

５億円まで加入可能
な共済もある

基本精神を反映した
保険料・掛金の体系

組合員となるには、
出資金が必要な
ケースも
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３．共済 （２）マーケット規模

直近決算（2011年度）の、共済金額（保有契約高）などは下表のとおり。

契約件数および共済金額では、生保全体にほぼ匹敵する規模。

掛金収入、支払共済金および総資産が生保全体に比べて極端に少ないのは、
保障性商品の占率が高いことが原因の１つと考えられる。

（出典）『ファクトブック2012 日本の共済事業（社団法人日本共済協会）』１２ページより作成。
http://www.jcia.or.jp/pdf/pdf_files/fb_all_2012.pdf

（注）生保の契約件数は個人保険および個人年金保険の合計。
生保の共済金額は個人保険、個人年金保険および団体保険の合計。

2011年度 2010年度 前年度比
会 数 （団体） 6,678 6,728 9.3% 生保計
組 合 員 数 （万人） 7,333 7,308 100.3% （2011年度）
契 約 件 数 （万件） 15,536 15,376 101.0% 14,697 105.7%
共 済 金 額 （億円） 11,088,963 11,122,037 9.7% 13,345,925 3.1%
受入共済掛金 （億円） 81,652 81,939 99.6% 370,296 22.1%
支 共済金 （億円） 4,666 46,432 117.7% 12,087 17.5%
総 資 産 （億円） 544,912 530,518 102.7% 3,269,529 16.7%

共済÷生保
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３．共済 （３）トピックス_新契約高の表示ルール

保険金額による新契約高について、生保とＪＡ共済で以下の違いがある。

生 保 ⇒ 新規S＋転換純増S（＝転換後S－転換前S）
ＪＡ共済 ⇒ 新規S＋転換増S（＝転換後S）

このため、同じ転換契約であっても、ＪＡ共済の方が新契約高が高く表示される。

例えば、平成２３年度の場合、ＪＡ共済の新契約高（長期共済）は約２５兆円であるが、
生保基準による新契約高は約１７兆円（＝２５兆円－８兆円）となる。

（出典）『ＪＡ共済連の現状2012（平成23年度決算） 』８８～８９ページより作成。
http://www.ja-kyosai.or.jp/about/annual/files/2012_disclosure_data.pdf

（単位：億円）

52,442250,849

平成23年度

5,957 30,799 83,604 9,493 84,757 123,600 7,279

新契約高 転換充当額 復活その他 転換による減少

契約の増加

共済期間満了 事故消滅契約

共済金支払事由発生契約

契約の減少

解除 失効 その他
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３．共済 （３）トピックス_自動車保険の保有契約高

全労済の保有契約高（６９１兆円）には、対人補償無制限の自動車共済が
含まれているが、同契約は１件当たり約2.4億円で保有契約高に計上されている。

生保と共済で保有契約高を単純に比較することは困難。

件数（万件） 保険金額（億円） 占率 平均保険金額（万円）
自動車総合補償共済 186.8 4,454,515 64.4% 23,846
風水火災共済 471.8 888,081 12.8% 1,882
自然災害共済 188.9 389,115 5.6% 2,060
個人定期生命共済 487.0 371,897 5.4% 764
団体定期生命共済 599.3 341,391 4.9% 570
交通災害共済 350.9 100,355 1.5% 286

こども定期生命共済 66.3 75,559 1.1% 1,140
生命再共済 68.7 71,295 1.0% 1,038
自賠責共済 17.8 53,427 0.8% 3,002

個人長期生命共済 131.7 50,744 0.7% 385
火災再共済 43.9 32,482 0.5% 740

熟年定期生命共済 25.8 4,487 0.1% 174
傷害共済 42.6 22,827 0.3% 536
慶弔再共済 372.1 22,686 0.3% 61
新団体年金共済 51.5 11,579 0.2% 225
終身生命共済 93.2 11,469 0.2% 123
個人年金共済 18.8 8,710 0.1% 463
団体年金共済 11.8 3,204 0.0% 272
個人賠償責任共済 0.2 247 0.0% 1,235

計 3,229.1 6,914,070 100.0% 2,141

保有契約高（2011年度末）
共済種類

（出典）『全労済ファクトブック・2012年版 2011年度決算のご報告など』６３～６５ページより作成。
http://www.zenrosai.coop/zenrosai/disclosure/2012/factbook2012.pdf

《高額判決例》
38,281万円
（人身事故：男性29
歳、会社員、後遺障
害）

26,135万円
（物損事故：積荷（呉
服、洋服、毛皮））

（出典）『日本の損害保険－ファク
トブック2012』７６ページより作成。
http://www.sonpo.or.jp/archive/
publish/sonpo/factbook/pdf/no_
2012/fact2012.pdf
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４．少短 （１）制度概要

2013年1月15日時点で、７１社の少額短期保険業者が存在。

（出典）『少額短期保険業者登録一覧（金融庁）』
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shougaku/shougaku.pdf

所管 登録年月日 少額短期保険業者名

近畿財務局
【計7者】

平成19年7月25日 アクア少額短期保険株式会社

… …

平成24年6月1日 エスエスアイ富士菱株式会社

中国財務局
【計2者】

平成20年3月27日 エス・シー少額短期保険株式会社

平成20年7月14日 株式会社ＦＰＣ

四国財務局
【計1者】

平成21年9月2日 あおい少額短期保険株式会社

福岡財務支局
【計2者】

平成20年3月31日 ベル少額短期保険株式会社

平成20年5月30日 フェニックス少額短期保険株式会社

沖縄総合事務局
【計1者】

平成20年5月30日 レキオス少額短期保険株式会社

所管 登録年月日 少額短期保険業者名

北海道財務局
【計1者】

平成20年5月30日 常口セーフティ少額短期保険株式会社

東北財務局
【計3者】

平成20年1月31日 日本アニマル倶楽部株式会社

平成20年3月31日 フローラル共済株式会社

平成20年6月5日 東日本少額短期保険株式会社

平成18年10月27日 ＳＢＩ少額短期保険株式会社

… …

平成24年12月20日 日本ペット少額短期保険株式会社

平成20年6月16日 株式会社学校安全共済会

平成24年6月25日 トライアングル少額短期保険株式会社

関東財務局
【計52者】

東海財務局
【計2者】
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４．少短 （１）制度概要

『少額』、『短期』という名称が示すとおり、保険金額等について以下の制限あり。

保険期間１年（損害保険は２年）以内

被保険者あたり：1,000（5,000）万円以下（複数契約合算）＋以下の区分ごとに上限
（複数契約合算）

（出典）日本少額短期保険協会HP http://www.shougakutanki.jp/general/consumer/insurance.htmlより作成

※ ( )内の数字は2018年3月31日までの間の激変緩和措置で、再保険に付すること等を条件とし、既存契約者に対して
少額短期保険業者が引受を行うことができる金額。2013年4月1日以降の新規契約者に対しては3倍（医療保険は2倍）
までの引受が可能。

1.死亡保険(下記 5.を除く) 300(1,500)万円以下

2.医療保険等第三分野の保険(下記3.4.5.を除く) 80(240)万円以下(日額×通算限度日数)

3.疾病等を原因とする重度障害保険 300(1,500)万円以下

4.傷害を原因とする重度障害保険 600(3,000)万円以下

傷害死亡保険は、600(3,000)万円以下

(傷害死亡のみの保険は300(1,500)万円以下)

6.損害保険 1,000(5,000)万円以下

5.傷害死亡保険
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４．少短 （１）制度概要

保険料を収受し、保険金を支払う仕組みは類似しているものの、『保険』と『少短』には
下表のような違いがある。

（出典）日本少額短期保険協会HP http://www.shougakutanki.jp/general/consumer/insurance.html
金融庁HP http://www.fsa.go.jp/ordinary/ins_koueki/04.pdf より作成

少額短期保険業者に課される規制 保険会社への規制

財務局による登録制 金融庁長官による免許制

最低資本金：1,000万円 最低資本金：10億円

年間収受保険料：50億円以下 制限なし

生損保兼営 可 禁止

商品審査

事前届出制（届出の60日後（短縮・延長可）より発効）
 ⇒ 事方書・普約の審査基準は保険会社と同じ
 ⇒ 算方書は、保険計理人の意見書を添付させ、
     事前審査を行わない

個人商品は認可制

資産運用 預貯金（外貨建を除く。）・国債・地方債等に限定 一定の範囲内で可能

外部監査 資本金3億円以上 全社

業務報告書 中間業務報告書(資本金3億円以上に限る。) 中間業務報告書

保護機構
なし

（業務開始時に1,000万円、年度ごとに保険料の５％を供託）
全社加入義務あり

参入規制等
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４．少短 （１）制度概要

少短が登場した経緯は下図のとおり。

（出典）金融庁HP http://www.fsa.go.jp/ordinary/syougaku/index.html より作成

（※）公益法人のうち、同一都道府県内の公務員共済組合が実施する共済は保険業法の適用除外となった。
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20120323-1.html
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４．少短 （２）マーケット規模

直近決算（2011年度）の保有契約件数などは下表のとおり。

ペット保険分野において少額短期保険から初の損保移行会社が誕生した影響もあり、
同分野の契約件数・保険料収入は減少。（※）

（出典）日本少額短期保険協会HP http://www.shougakutanki.jp/general/info/2012/news20120806.pdf より作成

備考
保険種目 件数（件） 増加率 占有率 保険料（千円） 増加率 占有率 件数（件） 保険料（千円）
業者数 （％） （％） （％） （％）
種目合計

６９社
（家財・賠償）
３１社

（費用・その他）
１０社
（ペット）
６社

（生保・医療）
３１社

（注）　種目別の業者数は、複数の保険種目を扱う業者があるため、総合計とは一致しない。

２９社3.9 15.5 263,300 7,348,872276,882 5.2 6.0 7,635,934

４社

116,829 -30.4 2.5 3,188,509 -35.1 6.5 167,977 4,910,118 ７社

162.3 1.5 50,390 274,22660,155 19.4 1.3 719,363

６６社

4,188,762 11.1 90.2 37,633,669 10.5 76.5 3,770,401 34,068,735 ３０社

２０１１年度（２０１２．３末） ２０１０年度（２０１１．３末）

4,642,628 9.2 100 49,177,475 5.5 100 4,252,068 46,601,951

（※） 「アイペット損害保険株式会社」（2012年3月30日に「株式会社アイペット」から変更）
同社の保険料収入は３０億円（2011年度）、２５億円（2010年度）であり、少短マーケットの５割を占める。
http://www.ipet-ins.com/company/ipet/pdf/ipet_disclosure_2012.pdf
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４．少短 （３）トピックス_ユニークな商品

（出典）『少額短期保険ガイドブック』http://www.shougakutanki.jp/general/info/2012/guidebook2012.pdf
『ジャパン少額短期保険株式会社』ニュースリリース資料より作成

大家様のための家賃補償保険「大家の味方」＜アソシア＞

賃貸住宅オーナー様のための保険。火災や風災・水災等の自然災害のほか、入居者様の死亡事故
（孤立死・自殺・犯罪被害等）などにより、賃貸住宅が損害を受けて賃貸できなくなった場合に、リフォーム
期間中の家賃収入の損失を最大６か月分まで補償。

大家様のための家賃補償保険「大家の味方」＜アソシア＞

賃貸住宅オーナー様のための保険。火災や風災・水災等の自然災害のほか、入居者様の死亡事故
（孤立死・自殺・犯罪被害等）などにより、賃貸住宅が損害を受けて賃貸できなくなった場合に、リフォーム
期間中の家賃収入の損失を最大６か月分まで補償。

結婚式・葬儀式の際の「参列者傷害保険」＜JMM少額短期保険＞

結婚式や葬儀式の参列者を被保険者とする傷害保険。主催者側から参列者へ向けた気配りの保険。
式当日の１日間（午前０時～２４時間補償）が保険期間となるので、式場に向かう途中や遠方などへの
帰り道も安心。

結婚式・葬儀式の際の「参列者傷害保険」＜JMM少額短期保険＞

結婚式や葬儀式の参列者を被保険者とする傷害保険。主催者側から参列者へ向けた気配りの保険。
式当日の１日間（午前０時～２４時間補償）が保険期間となるので、式場に向かう途中や遠方などへの
帰り道も安心。

不使用チケット費用補償保険「チケットガード」＜チケットガード少額短期保険＞

楽しみにしていたイベントに急に行けなくなってしまったら･･･。病気やけがによる入院・通院や急な宿泊
出張、イベント当日の交通機関の遅延等の事由によりイベント観覧、参加等ができなくなった場合に、チ
ケット代金を補償する保険。同行予定者に上記の事由が発生しチケット使用予定者も行かなかった場合も
補償対象。

不使用チケット費用補償保険「チケットガード」＜チケットガード少額短期保険＞

楽しみにしていたイベントに急に行けなくなってしまったら･･･。病気やけがによる入院・通院や急な宿泊
出張、イベント当日の交通機関の遅延等の事由によりイベント観覧、参加等ができなくなった場合に、チ
ケット代金を補償する保険。同行予定者に上記の事由が発生しチケット使用予定者も行かなかった場合も
補償対象。

雨が降ったら旅行代金を返金「海外旅行お天気保険」＜ジャパン少額短期保険＞

海外旅行先が雨だった場合に、旅行会社から旅行代金が返金される保険。保険会社が提携する旅行会
社を通じて、お天気保険がセットされた旅行商品を予約すれば、このサービスを受けることが可能。

雨が降ったら旅行代金を返金「海外旅行お天気保険」＜ジャパン少額短期保険＞

海外旅行先が雨だった場合に、旅行会社から旅行代金が返金される保険。保険会社が提携する旅行会
社を通じて、お天気保険がセットされた旅行商品を予約すれば、このサービスを受けることが可能。
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４．少短 （３）トピックス_長時間のコンサルティングは不要？

少額短期保険協会の『少額短期保険ガイドブック』において、以下の記述あり。

（出典）『少額短期保険ガイドブック』http://www.shougakutanki.jp/general/info/2012/guidebook2012.pdf より作成

《少額短期保険５つのポイント》

Point１ 手軽な掛け金で等身大な保障（補償）
少額短期保険は、手軽な掛け金（保険料）で加入できる商品がメイン。保障（補償）額も小口ですから、
「身近で等身大な保険」といえます。

Point２ １年更新でこまめに見直し
保険期間は１年更新（死亡保障など）または２年更新（家財補償など）。短期間の利用はもちろん、
毎年こまめに見直しして継続することもできて便利です。

Point３ サイズはミニでも種類は多種多様
保障（補償）額は1000万円まで（入院保障は80万円、病気死亡は300万円）と少額ですが、保険種類は
「死亡保険」「医療保険」「家財保険」「ペット保険」など多種多様です。

Point４ コンビニみたいに身近な存在
掛け金（保険料）も保障（補償）額もミニサイズですから、長時間のコンサルティングも分厚い約款も
ありません。コンビニのような身近な保険を目指しています。

Point５ 新しい時代の新しい保険
「知的障がい者向けの保険」「地震のときの被災を補償する保険」「糖尿病患者のための保険」「旅行先
が雨だったときの保険」など、少額短期保険はユニークな保険商品が目白押しです。まさに、新しい時代
の新しい保険です。

《少額短期保険５つのポイント》

Point１ 手軽な掛け金で等身大な保障（補償）
少額短期保険は、手軽な掛け金（保険料）で加入できる商品がメイン。保障（補償）額も小口ですから、
「身近で等身大な保険」といえます。

Point２ １年更新でこまめに見直し
保険期間は１年更新（死亡保障など）または２年更新（家財補償など）。短期間の利用はもちろん、
毎年こまめに見直しして継続することもできて便利です。

Point３ サイズはミニでも種類は多種多様
保障（補償）額は1000万円まで（入院保障は80万円、病気死亡は300万円）と少額ですが、保険種類は
「死亡保険」「医療保険」「家財保険」「ペット保険」など多種多様です。

Point４ コンビニみたいに身近な存在
掛け金（保険料）も保障（補償）額もミニサイズですから、長時間のコンサルティングも分厚い約款も
ありません。コンビニのような身近な保険を目指しています。

Point５ 新しい時代の新しい保険
「知的障がい者向けの保険」「地震のときの被災を補償する保険」「糖尿病患者のための保険」「旅行先
が雨だったときの保険」など、少額短期保険はユニークな保険商品が目白押しです。まさに、新しい時代
の新しい保険です。
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３．少短 （３）トピックス_自殺免責、復活

【自殺免責】

少短の生命保険契約にも自殺免責期間（１年、３年など）が設定されているため、
入居者保険（『契約者・受取人＝家主』、『被保険者＝入居者』）では、免責期間中の
自殺について、（大家さんに）保険金は支払われない。

しかし、入居者の生命保険と同時に損害保険（家賃補償）に加入しておけば、自殺でも
損害保険金が支払われる。生損保兼営のメリット。（注１）

【復活】

復活については、取り扱う会社とそうでない会社が混在。
復活を取り扱う会社の例 ⇒ 失効後２ヶ月以内の復活が可能。（注２）
復活を取り扱わない会社 ⇒ （1年更新のため）再加入で対応。

生命保険会社の商品で復活可能期間が３ヶ月のものがある。（注３）

（注１）『高齢入居者保険（メモリード・ライフ）』http://www.memoleadlife.co.jp/faq/

（注２）『糖尿病保険（エクセルエイド）』http://www.watari.biz/hoken/faq/tounyo/#tounyo15

（注３）『無選択型終身保険（みどり生命）』」http://www.midori-life.com/products/shushin65.html


