
病気やケガで働けなくなったときの収入をサポート病気やケガで働けなくなったときの収入をサポート
所得補償保険所得補償保険

Wor-Qライフサポートクラブ会員専用

Wor-Q（ワーク）共済とは
フリーランスの方が団体扱いで加入することが出来る共済で、個人で加入する共済よりもお手頃な掛金で万が一に備えることができます。 連合ネットワーク会
員がWor-Qライフサポートクラブに入会後に利用可能です。 Wor-Q共済は全員が一律で加入する「基本共済」と、任意で加入する総合医療共済や賠償補償制
度などの「オプション」で構成され、オプションの加入のためには基本共済への加入が必要です。 基本共済とオプションをあわせた総称がWor-Q共済です。

所得補償制度とは
病気やケガで働けなくなったとき、働けなかった日数に応じて保険金を受け取ることができる制度です。 病気やケガによって収入減となったときでも発生す
る食費や光熱費、住居費などの生活費の支払いに備えることができます。本制度は共済ではなく、保険商品となります。

フリーランスのためのフリーランスのための 所得補償制度（オプション4）
「オプション1～4」への加入には、「基本共済」
への加入が必要です。

団体保険契約者：Wor-Qライフサポートクラブ
お申込みはWor-Qウェブサイトから

2021年度版

所得補償制度



収 入

支 出

治療費

生活費

例えば、
食費

約79,000円 約22,000円 約92,000円

2020年「家計調査結果」（総務省統計局）より作成
https://www.stat.go.jp/data/kakei/index.html

水道・光熱費 住居費
（住宅ローン支払い）

※被保険者の就業不能となる直前12か月の平均月間所得額が保険金月額を下回る場合は、1か月につき平均月間所得額がお支払いの上限と
　なります。

収入は減少しても、生活費の支払いは続きます。

保険金月額20万円に加入の場合

給付額

WEBデザイナーが階段か
ら足を踏み外し、手・腕を骨
折して60日就業不能とな
った場合

Wor-Q共済 所得補償制度で収入減への
リスクに備えましょう

約37万円 給付額 約78万円

ケガ 保険金月額10万円に加入の場合
コンサルタントがすい臓が
んになり、入院治療と自宅
療養合わせて240日就業不
能となった場合

病気

病気やケガによる治療費は医療保険などで備えられますが、
支出の続く生活費への備えは十分でしょうか？

フリーランスは「傷病手当金」などの公的保障制度がありません。
働けなくなった時のことは、ご自身でしっかり備えておく必要があります。

所得補償制度（オプション4）の特徴所得補償制度（オプション4）の特徴

病気やケガで働けなくなった場合の負担
について考えたことがありますか？

病気やケガで働けなくなった場合の負担
について考えたことがありますか？

保険金のお支払い例
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保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

保険金
月額

病気やケガで働けなくなったとき、働けなかった日数に応じて保険金のお受け取りが可能で
す。 免責期間はわずか4日間となっており安心です。

▲
病気やケガで働けなくなったとき

免責
４日

保険金のお受け取りイメージ
最長
12か月

病気やケガで就業不能になった場合の補償
※免責期間（4日間）を超えて就業不能になったとき
※最大5口までご加入いただけます。
 加入口数は、ご加入直前12か月における所得の平均月間所得額の70%
を目安に加入口数を決定してください。

×最長12か月1か月あたり
(１口加入の場合） 万円10

補償内容

職業タイプ
（職種級別） A (1 級 ) B (2 級 ) C (3 級 )

加入口数
（保険金月額）

1口
（10万円）

2口
（20万円）

3口
（30万円）

4口
（40万円）

5口
（50万円）

1口
（10万円）

2口
（20万円）

3口
（30万円）

4口
（40万円）

5口
（50万円）

1口
（10万円）

2口
（20万円）

3口
（30万円）

4口
（40万円）

5口
（50万円）

満
年
齢

満 15 〜
19 歳 690円 1,380円 2,070円 2,760円 3,450円 790円 1,580円 2,370円 3,160円 3,950円 930円 1,860円 2,790円 3,720円 4,650円

満 20 〜
24 歳 990円 1,980円 2.970円 3,960円 4,950円 1,140円 2,280円 3,420円 4,560円 5,700円 1,340円 2,680円 4,020円 5,360円 6,700円

満 25 〜
29 歳 1,090円 2,180円 3,270円 4,360円 5,450円 1,250円 2,500円 3,750円 5,000円 6,250円 1,460円 2,920円 4,380円 5,840円 7,300円

満 30 〜
34 歳 1,310円 2,620円 3,930円 5,240円 6,550円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 1,770円 3,540円 5,310円 7,080円 8,850円

満 35 〜
39 歳 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 1,840円 3,680円 5,520円 7,360円 9,200円 2,160円 4,320円 6,480円 8.640円 10,800円

満 40 〜
44 歳 1,980円 3,960円 5,940円 7,920円 9,900円 2,280円 4,560円 6,840円 9,120円 11,400円 2,670円 5,340円 8,010円 10,680円 13,350円

満 45 〜
49 歳 2,350円 4,700円 7,050円 9,400円 11,750円 2,700円 5,400円 8,100円 10,800円 13,500円 3,160円 6,320円 9,480円 12,640円 15,800円

満 50 〜
54 歳 2,710円 5,420円 8,130円 10,840円 13,550円 3,110円 6,220円 9,330円 12,440円 15,550円 3,650円 7,300円 10,950円 14,600円 18,250円

満 55 〜
59 歳 2,870円 5,740円 8,610円 11,480円 14,350円 3,300円 6,600円 9,900円 13,200円 16,500円 3,870円 7,740円 11,610円 15,480円 19,350円

満 60 〜
64 歳 3,010円 6,020円 9,030円 12,040円 15,050円 3,460円 6,920円 10,380円 13,840円 17,300円 4,060円 8,120円 12,180円 16,240円 20,300円

●年齢や職種によりリスクが異なるため、保険料も異なります。職種については下記「主な職業・職種」でご確認ください。

保険料（月払）

主な職業・職種 この保険は、就業による所得のある方が対象となりますので、必ずご職業は記入ください。 

A  事務・営業・管理職種など（１級） B  軽作業を伴う職種など（２級） C  軽作業を超える作業を伴う職種（３級） 
事務職、営業職（商品訪問販売従事者を除く）、経営者（管
理的職務従事（作業労働に従事する者を除く））、飲食店
主・従業員、教員、講師、弁護士、公認会計士、税理士、
医師・歯科医師、薬剤師、設計技術者、介護福祉士、リ
ライター、タイピスト、WEB デザイナー ( コンピュー
タオペレーター）   など

農耕作業者、造園師、印刷・製版作業者、新聞配達員、
通信従事者（電話交換手、郵便・電報外務員を含む）、電
気機械器具組立、料理人、美容師、飲食料品製造作業者、
裁断・縫製作業者、マッサージ師、屋内清掃員、料理配
達員、プロダクトデザイナー、ファッションデザイナー   
など

自動車（貨物・タクシー・バス等）運転者、運搬作業者
（採掘用坑内における者を除く）、大工（高所作業者・鳶
を除く）、配管工、自動車組立・修理工、電気工事作業者

（高圧線）、建設・土木作業者、建設機械（ブルドーザー等）
運転工、守衛、商品訪問販売従事者   など

注：職業・職種によっては、事前のご確認をさせていただく場合もございます。そのため「主な職業・職種」に明記されていないご職業の方は、ご加入
前に取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。

注：補償内容が同様のご契約が他にある場合、当制度との合計保険金額が 100万円を超える場合は契約をお引き受けできないことがございます。
注：該当する職業・職種が複数ある場合やフリーランスでの業務以外にも職業がある場合は取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
注：ご加入後に職業・職種（職種級別）や加入口数の変更等を行う場合は、保険料が変更となるため現在の契約を解約し、再度ご加入の手続きをいただく場合がございます。
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加入申込日程

加入できる方（被保険者）
Wor-Qライフサポートクラブの会員 2021年10月1日より1年間

保険期間

お手続き方法
加入申込書に必要事項をご記入・押印のうえ、Wor-Q
ウェブサイトに掲載の専用封筒フォームを使用し、郵送
してください。

補償開始日の翌月より毎月 27 日（金融機関休業日の場
合は翌営業日）に口座振替依頼書に記入の口座より振替
えさせていただきます。

※申込期間により補償開始日および保険期間が異なります。※補償開始日時点で満 15歳～64歳の方に限ります。

保険料の払込方法

Wor-Q共済 所得補償制度 加入のポイント

Wor-Q共済 所得補償制度Q&A

「人間ドック」や「健康診断」の結
果、医師より治療・投薬や病気の
指摘を受けた場合は、告知の対
象となります。加入申込みの際は、
健康状態告知書に記入が必要と
なります。

AA

QQ 人間ドックや健康診断で
指摘された場合、告知の
必要がありますか？地震・津波などの天災によるケ

ガが原因でお仕事ができなく
なったときも、補償の対象となり
ます。

AA

QQ 地震・津波によるケガで
も補償されますか？

お届けいただいた口座から自動
振替されます。1 年ごとの自動
継続ですので、継続忘れの
心配があり
ません。

AA

QQ 2年目以降の保険料の支
払いはどうなりますか？

1

2

3

4

5

病気やケガで働けなくなった時は、入院に限らず医師の診断による自宅療養の場合でもお支払いの対象となります。
入院だけでなく自宅療養でも補償対象

お支払いの要件は特定の傷病に限定していません。新型コロナウイルス
などの感染による就業不能についてもお支払い対象です。

感染症なども補償対象

加入申込書にご記入いただく健康状態告知のみで加入が可能です。
※健康状態によってはご加入いただけない場合や特定疾病を補償対象外とした条件付の
　ご加入をお願いする場合もございます。

加入時の医師の診査は不要

一度ご加入いただきましたらご連絡がない限り自動で契約を継続し
ますので、補償が途切れる心配がありません。
※保険料は補償開始日時点での満年齢により変更となる場合がございます。
※補償開始日時点で満65歳を迎えた場合は継続加入を終了させていただきます。

自動継続のため更新手続が不要

フリーランスは公的保障である傷病手当金が受け取れないため、働けなくなると収入がゼロになってしまうおそれがあ
ります。ご自身で収入の減少に備えておく必要があります。

働けなくなったときの収入減少に備えることができます

for all workers

加入申込受付期間 補償開始日 保険期間
第一次申込期間 ～2021年8月20日必着 2021年10月1日 2021年10月1日～2022年10月1日（1年）
第二次申込期間 2021年8月21日～2021年11月22日必着 2022年1月1日 2022年1月1日～2022年10月1日（9か月）
第三次申込期間 2021年11月23日～2022年2月22日必着 2022年4月1日 2022年4月1日～2022年10月1日（6か月）
第四次申込期間 2022年2月23日～2022年5月20日必着 2022年7月1日 2022年7月1日～2022年10月1日（3か月）
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就業不能・・・・・・・・・・・ 病気またはケガを被り、その治療のため入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入者証記載の業務に全く従事できない状態をい
います。なお、病気またはケガによって死亡した後、あるいは病気またはケガが治ゆした後は就業不能とはいいません。

入院 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 医師による治療が必要であり、かつ自宅での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
就業不能期間 ・・・・・・・ 免責期間（４日間）終了日の翌日から起算して、12か月以内の就業不能日数をいいます。
免責期間 ・・・・・・・・・・・ 就業不能になっても保険金が支払われない期間のことで、就業不能が開始した日からその日を含めて継続して就業不能である加入者証記載の期間をいいます。な

お、“骨髄採取手術に伴う入院補償特約”については免責期間はありません。
所得 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 加入者証記載の業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入から、就業不能となることにより支出を免れる金額を差し引いた

ものをいいます。ただし、家賃収入、年金など就業不能の発生の有無にかかわらず得られる収入は除かれます。
支払責任額 ・・・・・・・・・ 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。
他の保険契約等 ・・・・・ この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
骨髄採取手術 ・・・・・・・ 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受

容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
身体障害を被った時・・ ●ケガの場合…ケガの原因となった事故発生の時
 ●疾病の場合…医師の診断による発病の時

用語の説明

免責期間

補償内容の概要

所得の補償の保険金として、次の金額が支払われます。
〔支払額〕＝就業不能月数×保険金月額（10万円×口数）
注１ ： 保険金月額は被保険者の就業不能となる直前12か月の平均月間所得額※が保険金額を

下回る場合は、実際の平均月間所得がお支払いの上限となります。
  ※平均月間所得額にはフリーランス以外における収入も含みます。
注２ ： 就業不能期間が１か月に満たない場合または１か月未満の端数が生じた場合は、１か月を

30日として日割計算した割合により保険金の額を決定します。
注3 ： 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には、保険金が差し引かれることが

あります。

保険期間中に、国内外において急激かつ偶然な外来の事故によ
るケガまたは疾病（あわせて「身体障害」といいます。）により、また
は骨髄採取手術を直接の目的として入院したことにより就業不能
になった場合、就業不能となっている期間（12か月限度）に応じて、
所得補償保険金をお支払いします。
（注１）身体障害による就業不能の場合、就業不能となってからそ

の日を含めて４日間（免責期間）に対しては保険金をお支払
いしません。なお、骨髄採取手術による入院の場合は免責
期間はありません。

（注２）骨髄採取手術のための入院による就業不能の場合、骨髄
採取手術のための入院の期間に４日を加えた期間を「就業
不能となっている期間」とします。

次の場合は保険金をお支払いできません。
［身体障害による就業不能］
身体障害を被った時が、初年度契約の保険期間の開始前の場
合
［骨髄採取手術のための入院による就業不能］
入院の開始（就業不能の開始）が、初年度契約の初日から１年
以内の日となる場合

ご注意

お支払い事例 病気により、25日入院後、29日間自宅療養し完治した。（１口加入の場合）

6/1 6/4 6/25 7/24

入院（25日） 自宅療養（29日）

就業不能期間（25日－4日＋29日＝50日）

■就業不能期間  50日（1か月＋20日）
■支払保険金＝10万円×1か月＋10万円×20日÷30日 ＝166,667円

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金

加入申込日程

加入できる方（被保険者）
Wor-Qライフサポートクラブの会員 2021年10月1日より1年間

保険期間

お手続き方法
加入申込書に必要事項をご記入・押印のうえ、Wor-Q
ウェブサイトに掲載の専用封筒フォームを使用し、郵送
してください。

補償開始日の翌月より毎月 27 日（金融機関休業日の場
合は翌営業日）に口座振替依頼書に記入の口座より振替
えさせていただきます。

※申込期間により補償開始日および保険期間が異なります。※補償開始日時点で満 15歳～64歳の方に限ります。

保険料の払込方法

Wor-Q共済 所得補償制度 加入のポイント

Wor-Q共済 所得補償制度Q&A

「人間ドック」や「健康診断」の結
果、医師より治療・投薬や病気の
指摘を受けた場合は、告知の対
象となります。加入申込みの際は、
健康状態告知書に記入が必要と
なります。

AA

QQ 人間ドックや健康診断で
指摘された場合、告知の
必要がありますか？地震・津波などの天災によるケ

ガが原因でお仕事ができなく
なったときも、補償の対象となり
ます。

AA

QQ 地震・津波によるケガで
も補償されますか？

お届けいただいた口座から自動
振替されます。1 年ごとの自動
継続ですので、継続忘れの
心配があり
ません。

AA

QQ 2年目以降の保険料の支
払いはどうなりますか？

1

2

3

4

5

病気やケガで働けなくなった時は、入院に限らず医師の診断による自宅療養の場合でもお支払いの対象となります。
入院だけでなく自宅療養でも補償対象

お支払いの要件は特定の傷病に限定していません。新型コロナウイルス
などの感染による就業不能についてもお支払い対象です。

感染症なども補償対象

加入申込書にご記入いただく健康状態告知のみで加入が可能です。
※健康状態によってはご加入いただけない場合や特定疾病を補償対象外とした条件付の
　ご加入をお願いする場合もございます。

加入時の医師の診査は不要

一度ご加入いただきましたらご連絡がない限り自動で契約を継続し
ますので、補償が途切れる心配がありません。
※保険料は補償開始日時点での満年齢により変更となる場合がございます。
※補償開始日時点で満65歳を迎えた場合は継続加入を終了させていただきます。

自動継続のため更新手続が不要

フリーランスは公的保障である傷病手当金が受け取れないため、働けなくなると収入がゼロになってしまうおそれがあ
ります。ご自身で収入の減少に備えておく必要があります。

働けなくなったときの収入減少に備えることができます

for all workers

●この書面では、Wor-Q 共済所得補償制度に関する重要事項（「契約概要」
「注意喚起情報」等）についてご説明しています。ご加入前に必ずお読
みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。

   契約概要  → 保険商品の内容をご理解いただくための事項
   注意喚起情報  → ご加入に際してご加入者にとって不利益となる事項等、 

  特にご注意いただきたい事項
 ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定ま

ります。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。詳細については、本パンフレットをご参照ください。

 1. ご加入前におけるご確認事項
(1) 団体契約の仕組み
この団体契約は、Wor-Q ライフサポートクラブを保険契約者とし、その
会員を保険の補償を受けられる方（以下「被保険者」といいます）とする保
険契約です（共済ではありません）。Wor-Q ライフサポートクラブが各被
保険者からのご負担額をとりまとめ、引受保険会社に一括してお支払いし
ます。
(2) 商品の仕組み・基本となる補償内容 契約概要  注意喚起情報  
本パンフレットの「保険金をお支払いする場合」「お支払いする保険金」「保
険金をお支払いできない主な場合」でご確認ください。
(3) 補償重複に関するご注意 注意喚起情報  
ご加入にあたっては、補償内容が同様のご契約（この保険以外の保険に
セットされる特約や引受保険会社以外の保険を含みます。）が他にある場
合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、どちらの保険か
らでも補償されますが、いずれか一方の保険からは保険金が支払われない
場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の
要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。（注）

（注）１保険のみに特約等をセットした場合、保険を解約したときなどは、
特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
＜補償が重複する可能性のある主な保険（補償）＞

今回ご加入いただく補償 補償の重複が生じる他の補償の例
所得補償保険金 傷害保険の所得補償特約

(4) 保険金月額の設定 契約概要  
保険金月額につきましては、以下の点にご注意ください。
この保険の保険金月額は口数によって異なります。1口あたりの保険金月
額は、本パンフレットをご確認ください。被保険者の就業不能となる直前
12 か月の平均月間所得額が保険金月額を下回る場合は、平均月間所得額

がお支払いの上限額となります。
(5) 保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要  注意喚起情報     
この保険の保険期間はご契約の始期から 1年間です。保険期間の中途で
加入する場合の補償期間は、補償開始日から保険期間終了日までとなりま
す。
(6) 保険料の決定の仕組み 契約概要   
保険料は保険金月額、年齢等によって決定されます。お客さまが実際にご
加入いただく保険料は本パンフレットでご確認ください。
(7) 保険料の払込方法等 契約概要  注意喚起情報   
保険料の払込方法は、月払となります。保険料は補償が開始した翌月より、
ご加入者の指定口座から毎月 27日（金融機関休業日の場合は翌営業日と
なります）に引き落とされます。
(8) 満期返れい金・契約者配当金 契約概要   
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
２．ご加入時におけるご確認事項
(1) 告知義務（加入申込書の記載上の注意事項） 注意喚起情報   
告知義務とは、ご加入時に告知事項について事実を正確に知らせる義務の
ことです。 告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が
告知を求めるもので、加入申込書において★印がついている項目のことで
す。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合
には、保険を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。告知事
項の記載内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
■告知事項
○被保険者の職業・職種 ○被保険者の生年月日・満年齢 ○「健康状態告
知書」の質問事項 ○同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
■健康状態告知について
①新たにご加入いただく方、または継続加入でご契約金額を増額するなど
補償範囲を拡大する方は「健康状態告知書」にご回答いただきます。「健康
状態告知書」には現在の健康状態、過去の傷病歴など、おたずねする事項
について正しくご記入ください。
②「健康状態告知書」の回答としてご記入いただく内容は、公平な引受判
断を行ううえで重要な事項となります。取扱代理店や引受保険会社社員
に口頭でお話されても告知したことにはなりません。必ず加入申込書等
の「健康状態告知書」の回答欄にご記入いただきますようお願いします。
③「健康状態告知書」の回答内容によってはご加入をお断りさせていただ
くことや、特定疾病補償対象外の特別条件を付けた保険 (「特定疾病補償

重要事項説明書
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●ご確認いただきたい事項　―お申込みいただく前にご確認いただきたいこと―
本確認事項は、ご加入いただく保険がお客さまのご希望を満たした内容となっていること、加入申込書の内容が正しく記載されていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、重要事項説明書や本パンフレットを参照しながら、以下の事項について再度ご確認のうえ、ご加入いただきますようお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点
がございましたら、本パンフレット記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
【ご確認いただきたい事項】
1. この保険はお客さまのご意向を推定（把握）のうえご案内しています。ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。
①補償の種類（保険種類・補償する事故の範囲） ②補償の内容（保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など）・特約の内容 ③保
険金月額（口数） ④保険期間 ⑤保険料・払込方法 ⑥被保険者の範囲　2. 保険金月額が平均月間所得額（加入申込み前12 か月間の平均月間所得額）の範囲内となって
いるかご確認ください。3. 健康状態の告知内容に誤りがないかご確認ください。4. 加入申込書に記載された被保険者の「氏名」「満年齢」「性別」「職業職種」等に誤りがない
かご確認ください。5. 重要事項説明書の内容にご不明な点がないかご確認ください。6. 最終的にご選択いただいたご加入内容がお客さまの当初のご意向に沿った内容にな
っているか、よくご確認ください。

契約概要 注意喚起情報

●就業不能の原因となった身体障害を被った時が、最初の保険契約の保険責任の開始期より前であるとき。なお、契約が継続し、就業不能となった日が最初の保険契約の保険責任の開始期からその日を
含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金をお支払いします。　●知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害※　※精神障害には次のような病気が含まれます。うつ病*統合
失調症、自閉症、認知症など　*小脳動脈の閉塞等を原因としたうつ病は保険金支払の対象です。　●失業・離職後に発生した病気またはケガによる就業不能のとき　●被保険者や保険金を受け取る方
の故意または重大な過失による病気およびケガ　●自殺または犯罪行為、闘争による病気およびケガ　●麻薬、あへん、覚醒剤、シンナー等の使用による病気およびケガ　●妊娠、出産、早産、流産および
これらによる病気およびケガ　●自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒気帯び運転によるケガ　●むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的
他覚所見※のないもの※理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。　●戦争、内乱等による病気およびケガ※、核燃料物質による病気およびケガ ……など
※条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為による場合は補償の対象となります。　　　　　　　　　　　　　　　     

保険金をお支払いできない主な場合

●被保険者が亡くなられた場合　●被保険者が失業・離職された場合　●失業・離職はされていないが、長期休暇等により実質的に就業による所得がない場合

保険期間中、以下の事由などに該当された場合、ご解約等の手続きが必要となりますので、すみやかに取扱代理店または引受保険会社ま
でご連絡ください。ご注意ください！

たとえば、次のような原因により生じた就業不能については保険金をお支払いできません。

ご加入の方法

加入申込書に必要事項をご記入・押印くださ
い。（預金口座振替依頼書・自動払込利用申
込書には、金融機関お届け印を押印ください）

1
Wor-Qウェブサイトに掲載の返信用封
筒フォームを使用し、投函してください。2

ご指定いただいた口座より保険料を口
座振替いたします。3

この保険では健康状態の告知をしていただく必要があり、申告いただいた内容によってはお引受けできない場合や特定疾病補償対象外の条件付でのお引
受けとなる場合があります。

（注）補償内容や保険料につきましては、この保険制度の保険金支払の状況等によっては、今後変更となることがありますので、あらかじめご承知おきください。

対象外特約」をセットしてのご加入 ) とすることがあります。
(2) クーリングオフ 注意喚起情報  
お申込み後であってもお申込みの撤回または解除（クーリングオフ）を行
うことができる制度がありますが、この保険はクーリングオフの対象とは
なりません。ご加入内容を十分にご確認ください。
(3)「現在ご加入の保険の脱退を前提とした新たな保険加入」をご検討の
場合のご注意  注意喚起情報  
現在ご加入の保険を脱退し、新たにお申込みになる場合につきましても、
通常の新規のご加入時と同様に告知義務があります。傷病歴等がある場
合は、新たにご加入ができなかったり、特定疾病を補償対象外とした条件
付きのご加入となったり、その告知がなかったために解除となることもあ
ります。
新たにご加入した保険の補償期間の開始時より前に原因が生じていた身
体障害については、新たな保険では保険金をお支払いできません。また、
現在ご加入の保険の脱退日以降は、脱退日以前に原因が生じていた身体障
害であっても、現在ご加入の保険では保険金をお支払いできません。
３．ご加入後におけるご確認事項 
(1) 通知義務等 注意喚起情報  
ご加入後に通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご通知いただく義務
があります。通知事項とは、加入申込書において☆印がついている項目の
ことです。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがあり
ますので、十分ご注意ください。
■通知事項
○被保険者が職業・職種を変更した場合 ○被保険者が新たに職業に就い
た場合 ○被保険者が職業をやめた場合
■ご注意いただく事項
○ご加入後、被保険者の平均月間所得額が減少する場合 ( 職業をやめられ
る場合を含みます。) は、本パンフレット記載のお問い合わせ先までご連
絡ください。
(2) 脱退時の返れい金 契約概要  注意喚起情報  
団体契約から脱退する場合、保険は終了となります。本パンフレット記載
のお問い合わせ先までご連絡ください。
■ご注意いただく事項
○始期日から脱退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。
４．その他ご留意いただきたいこと等 
(1) 保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報   
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、

「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。こ
の保険契約は「損害保険契約者保護機構」の対象となり、引受保険会社が
破綻した場合でも保険金、返れい金等は原則として 90% まで補償されま
す。

(2) お客さまに関する情報のお取扱いについて 注意喚起情報   
本保険契約に関する個人情報は、所属団体が事務手続き等のために利用す
るほか、引受保険会社が引受の審査、本契約の履行、引受保険会社および
引受保険会社のグループ会社が保険商品・各種サービスの案内・提供の
ために利用することがあります。また、上記利用目的の範囲内において、
業務委託先、医療機関、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会
社、再保険会社等に提供することがあります。なお、個人情報全般に関す
る詳細内容は、引受保険会社のホームページをご覧ください。●共栄火災
海上保険株式会社 https://www.kyoeikasai.co.jp/ 　ご加入の前にこれら
の個人情報の取扱いに同意のうえお申込みください。
(3) 重大事由による解除
次の事由に該当する場合には、保険を解除し、保険金をお支払いできない
ことがあります。
①保険金を支払わせることを目的として就業不能等を生じさせ、または生

じさせようとしたこと
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③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こと
④上記のほか、①～③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を

困難とする重大な事由を生じさせたこと 
(4) ご加入の継続について
保険金請求状況や年齢などによっては、保険期間終了後、継続してご加入
できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
(5) 保険金をお支払いすべき事由が発生した場合
保険金をお支払いすべき事由が発生した場合は、すみやかに取扱代理店ま
たは引受保険会社までご連絡ください。なお、保険金の請求を行う場合は、
保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、必要な書
類等をご提出いただくことがあります。
(6) 介護医療保険料控除
この保険契約の保険料のうち、所定の額について介護医療保険料控除の対
象となります（2021年 6月現在）。なお、上記取扱いは今後の税制改正に
よって変更となる場合がありますのでご注意ください。
(7) 代理請求制度について　～ご家族の方にも保険の加入内容についてお
知らせください～
この保険では、被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求でき
ない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度
を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書
類により引受保険会社の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として
保険金を請求することができます。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および
加入している保険の概要（保険会社名、お支払いする保険金の種類など）
をお伝えいただきますようお願いいたします。
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●ご確認いただきたい事項　―お申込みいただく前にご確認いただきたいこと―
本確認事項は、ご加入いただく保険がお客さまのご希望を満たした内容となっていること、加入申込書の内容が正しく記載されていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、重要事項説明書や本パンフレットを参照しながら、以下の事項について再度ご確認のうえ、ご加入いただきますようお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点
がございましたら、本パンフレット記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
【ご確認いただきたい事項】
1. この保険はお客さまのご意向を推定（把握）のうえご案内しています。ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。
①補償の種類（保険種類・補償する事故の範囲） ②補償の内容（保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など）・特約の内容 ③保
険金月額（口数） ④保険期間 ⑤保険料・払込方法 ⑥被保険者の範囲　2. 保険金月額が平均月間所得額（加入申込み前12 か月間の平均月間所得額）の範囲内となって
いるかご確認ください。3. 健康状態の告知内容に誤りがないかご確認ください。4. 加入申込書に記載された被保険者の「氏名」「満年齢」「性別」「職業職種」等に誤りがない
かご確認ください。5. 重要事項説明書の内容にご不明な点がないかご確認ください。6. 最終的にご選択いただいたご加入内容がお客さまの当初のご意向に沿った内容にな
っているか、よくご確認ください。

契約概要 注意喚起情報

●就業不能の原因となった身体障害を被った時が、最初の保険契約の保険責任の開始期より前であるとき。なお、契約が継続し、就業不能となった日が最初の保険契約の保険責任の開始期からその日を
含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金をお支払いします。　●知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害※　※精神障害には次のような病気が含まれます。うつ病*統合
失調症、自閉症、認知症など　*小脳動脈の閉塞等を原因としたうつ病は保険金支払の対象です。　●失業・離職後に発生した病気またはケガによる就業不能のとき　●被保険者や保険金を受け取る方
の故意または重大な過失による病気およびケガ　●自殺または犯罪行為、闘争による病気およびケガ　●麻薬、あへん、覚醒剤、シンナー等の使用による病気およびケガ　●妊娠、出産、早産、流産および
これらによる病気およびケガ　●自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒気帯び運転によるケガ　●むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的
他覚所見※のないもの※理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。　●戦争、内乱等による病気およびケガ※、核燃料物質による病気およびケガ ……など
※条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為による場合は補償の対象となります。　　　　　　　　　　　　　　　     

保険金をお支払いできない主な場合

●被保険者が亡くなられた場合　●被保険者が失業・離職された場合　●失業・離職はされていないが、長期休暇等により実質的に就業による所得がない場合

保険期間中、以下の事由などに該当された場合、ご解約等の手続きが必要となりますので、すみやかに取扱代理店または引受保険会社ま
でご連絡ください。ご注意ください！

たとえば、次のような原因により生じた就業不能については保険金をお支払いできません。

ご加入の方法

加入申込書に必要事項をご記入・押印くださ
い。（預金口座振替依頼書・自動払込利用申
込書には、金融機関お届け印を押印ください）

1
Wor-Qウェブサイトに掲載の返信用封
筒フォームを使用し、投函してください。2

ご指定いただいた口座より保険料を口
座振替いたします。3

この保険では健康状態の告知をしていただく必要があり、申告いただいた内容によってはお引受けできない場合や特定疾病補償対象外の条件付でのお引
受けとなる場合があります。

（注）補償内容や保険料につきましては、この保険制度の保険金支払の状況等によっては、今後変更となることがありますので、あらかじめご承知おきください。
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①「病気・症状等一覧」のA～E群のⅡ欄に記載されている病気・病状の場合は、
該当する群（A～E）をご記入ください。

②F群のⅡ欄に記載されている病気・病状の場合は、群（F）および疾病コード（09～
25）をご記入ください。

③F群のⅡ欄のその他の病気・症状（00）の場合は、群（F）、疾病コード（00）を記入
し、具体的な病気・症状名をご記入ください。　　

健康状態告知書に記載した内容は事実に相違ありません。また加入内容を了知するとともに、「重要事
項説明書」に記載されている内容に同意し申し込みます。

他
の
保
険
契
約

無の場合は無へ○をしてください。有の場合は有へ○
をし、所得補償保険金額（月額）欄へご記入ください。他
の保険契約とは、所得を補償する保険です。生命保険
等の死亡保険金額ではありません。

疾病コード（F群のみ記入） 疾病コード（F群のみ記入）

F群の疾病コード（00）のとき、その病気・症状名をご記入
ください。（カタカナ記入）

右枠内を
ご記入ください。
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この保険への加入をお申し込みいただく際には必ず下記の質問事項にお答えください。万一、ご記入がなかっ
たり、告知の内容が事実と相違していますと保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。

合計保険料
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〈注〉印鑑相違に
ご注意願います
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銀行 信金
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Wor-Q ライフサポートクラブ

記入例

もしも就業不能になったら…

加入手続きについてのお問い合わせは 取扱代理店・引受保険会社

A21-0803-20221001

保険に関するお問い合わせ、ご相談・苦情は…
取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。　

指定紛争解決機関
引受保険会社は、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。引受保険会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。

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 （ナビダイヤル－通話料有料）
受付時間：平日の午前9:15～午後5:00
詳しくは、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。
（https://www.sonpo.or.jp/）

すみやかに取扱代理店もしくは下記までご連絡ください。

 24時間365日事故受付サービス
あんしんほっとライン
0120-044-077 （通話料無料）

保険料の口座振替について
●保険料は補償開始日の翌月27日より毎月引き落とされます。
●保険料の振替が不能となった場合には、翌月に27日に再振替をします。ただし再振替も不能になった場合は、下記の日をもって失効となります。
 ①初回保険料の再振替が不能となった場合⇒補償開始日　②第2回目以降の保険料の再振替が不能となった場合⇒最初の引落不能月の前月1日
●この口座振替契約におきましては、収納代行会社である「三菱ＵＦＪニコス株式会社」を経由して保険料の口座振替をさせていただきます。今後、収納代行会社が変
更となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。

Wor-Qライフサポートクラブ事務局
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11
TEL 03-5332-5362   
E-mail: worq-kyosai@jtuc-network-support.com

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-8 4階
TEL 03-5332-5347  FAX 03-3371-3321

取扱代理店 こくみん共済 coop グループ （株）全労済ウィック

引受保険会社 共栄火災海上保険株式会社 団体組織開発部営業課
本社：〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6
TEL 03-3504-2898 /ホームページ： https://www.kyoeikasai.co.jp/

印鑑相違にご注意！
印鑑を押す前にもう一度、取扱金融機関へ
のお届出印かをご確認ください。ご記入内
容に不備がありますと、お手続きが遅れる
場合があります。
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3 本パンフレットに記載の主な職
業・職種から該当する職業・職種を
選択してご記入ください。

4 該当の職業タイプに○をしてくだ
さい。

5 加入口数を記載してください。

6 本パンフレットの保険料表から該当
する保険料を記載してください。

2 2021年10月１日現在の満年齢を
ご記入ください。
※10月１日以降のご加入の方は、補償
開始時の満年齢をご記入ください。

1 被保険者（補償の対象となる方）
がご記入ください。

7 質問事項を読んで必ずお答えく
ださい。病名について告知される
場合は、「病気・症状等一覧」をご
参照のうえ、ご記入ください。

9 所得を補償する他の保険契約を
ご記入ください。
（生命保険の死亡保険金等ではあ
りません）

11 通帳をご覧になって正確に、口座
番号を右詰めでご記入ください。
預金種類に○をしてください。

12 どちらか１つをご指定ください。

13     で記入された金融機関口座の
お届出印を押印ください。
11

10 必ず自署・押印ください。

8 F群（00）に該当する場合のみご
記入ください。
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健康状態告知書に関するご注意
●この保険への加入をいただく際には、必ず健康状態告知書の質問にご回答ください。
●健康状態告知書の質問はこの保険をお引受けするかどうかを決める重要な事項です。必ず被保険者ご本人が、ありのままを正確にもれなくご記入ください。
●もし事実を記入せず、または記入した内容が事実と違っていた場合は、ご契約が解除されたり、保険金の支払を受けられないことがありますので、ご注意ください。
●ご回答は加入申込書の告知書回答欄にご記入ください。

質問事項 お引受けについて

質問１
現在病気やケガでお仕事を休んでいませんか。
なお、下記の【加入できる病気・条件】については、上記質
問にあてはまる場合でも、該当しないものとみなします。

「休んでいる」場合、この保険はお引受けできませんのでご了承願います。

質問２

最近３か月以内に、医師の治療、投薬のいずれかを受けた
り、医師の診察、検査、治療、投薬を受けるよう指導されて
いませんか。
なお、下記の【加入できる病気・条件】については、上記質
問にあてはまる場合でも、該当しないものとみなします。

「受けているまたは指導されている」場合、下記のいずれかの取扱いとさせていただきます。
○ < 別表 > 病気・症状等一覧のＡ～Ｆ群のⅠ欄に記載されている病気・症状の場合は、この契約はお引受けで
きませんのでご了承願います。
○ < 別表 > 病気・症状等一覧のＡ～Ｅ群のⅡ欄に記載されている病気・症状の場合は、該当する群のⅠ欄およ
びⅡ欄に記載された病気・症状のほか、各群の分類に関わるあらゆる病気・症状を補償対象外とします。
○ < 別表 > 病気・症状等一覧のＦ群のⅡ欄に記載されている病気・症状の場合、またはＡ～Ｆ群のⅠ欄および
Ⅱ欄のいずれにも記載されていない病気・症状の場合は、その病気・症状のみを補償対象外とします。

質問３ 告知日から過去２年以内に < 別表 > 病気・症状等一覧のＡ～Ｆ群
のⅠ欄に記載されている病気にかかったことはありませんか。 「かかったことがある」場合、この保険はお引受けできませんのでご了承願います。

【加入できる病気・条件】（質問１・質問２のみ）
病気 条件

かぜ、インフルエンザ、急性胃炎、急性腸炎、急性胃腸炎 完治している場合

高血圧、脂質異常症（高脂血症）、高尿酸血症、痛風 医師から投薬が必要ないと診断されている場合

花粉症、虫歯、歯科矯正、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚炎、水虫、鉄欠乏性貧血 条件なし（治療中でも加入可能）

健康状態告知確認書  －正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項－

1. 告知の重要性について 
●損害保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に補償しあう制度です。ご加

入者間の保険料負担の公平性を保つため、ご加入者および保険の補償を受けられ
る方（以下「被保険者」といいます。）にはご加入に際し、健康状態等について告知
をしていただく義務（告知義務）があります。

2. 健康状態告知書にはありのままを告知（ご記入）ください 
●ご加入にあたっては、「健康状態告知書」の質問事項（過去の傷病歴、現在の健康状

態等）について、事実をありのままに正確に告知してください。
●書面にてご回答いただいたことが告知となります。契約者、代理店または引受保険

会社社員にお話しされただけでは告知いただいたことにはなりません。必ず被保険
者ご本人が、健康状態告知書にご回答ください。

3. 正しく告知いただかなかった場合の取扱い 
●健康状態告知書の質問事項について、故意または重大な過失によって事実を告知

されなかったり、事実と異なることを告知された場合、引受保険会社は「告知義務
違反」としてご加入の保険を解除させていただくことがあります。この場合、未経
過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

●告知義務違反によりご加入の保険を解除した場合、保険金の支払事由が発生して
いても保険金のお支払いをすることができません。ただし、「保険金の支払事由」
と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、保険金のお支払いができる
ことがあります。

4. 傷病歴等を告知いただいた場合の取扱い 
●引受保険会社では、保険料負担の公平性を保つため、被保険者の健康状態に応じ

た引受対応を行っております。ご加入をお断りさせていただくこともありますが、
「特定疾病補償対象外」の条件をつけてお引受けすることがあります（傷病歴等が
ある方を全てお断りするものではありません。）。この保険では、健康状態告知書
の質問事項のご回答内容等から、次の①～③のいずれかの取扱いとさせていただ
きます。
①補償対象外条件なしでお引受けさせていただきます。
②特定疾病等補償対象外の条件付でお引受けさせていただきます。
③今回のご加入はお引受けできません。

5. 告知いただいた内容の引受保険会社による確認について  
●引受保険会社社員または引受保険会社が委託した担当者が、ご加入後または保険

金のご請求の際、ご加入内容、告知内容およびご請求内容等について確認させてい
ただくことがあります。また、被保険者を診察した医師等に対して、病状等につい
て確認させていただくことがあります。

 6. 保険責任の開始期前の発病等の取扱い
●ご加入いただいた保険の補償が開始される時期を保険責任の開始期といいます。

正しく告知をいただいた場合でも、保険責任の開始期前に就業不能の原因が生じ

ていた病気やケガについては、保険金をお支払いできません。
 ただし、継続契約の場合、就業不能となった日が最初の保険契約の保険責任の開始

期からその日を含めて 1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金をお支
払いします。

7.「現在ご加入の保険の解約を前提とした新たな保険のご加入」をご検討の場合の
ご注意 

●現在ご加入の保険を解約し、新たにご加入される場合につきましても、通常の新規
のご加入と同様に告知義務があります。告知が必要な傷病歴等がある場合は、新
たなご加入の引受ができなかったり、その告知をされなかったために前記のとお
り解除となることもあります。

●新たにご加入される保険の保険責任の開始期前に就業不能の原因が生じていた病
気やケガについては、新たなご加入の保険では保険金をお支払いできません。ま
た、現在ご加入の保険の解約日以降は、解約日以前に就業不能の原因が生じていた
病気やケガであっても、現在ご加入の保険では保険金をお支払いできません。

 ( ※ ) この書面による説明および健康状態告知書の質問事項にご不明な点がありまし
たら、どのようなことでも代理店または引受保険会社社員にご質問いただき、
全てご理解いただけた時点でご加入いただきますようお願い申しあげます。

 ( ※ ) この健康状態告知確認書は、ご加入後に送付させていただく加入者証と一緒に
大切に保管してください。

健康状態告知書の補足事項 

● 「医師」とは、医師法に定める医師、歯科医師法に定める歯科医師をいい、柔
道整復師法に定める柔道整復師を含みます。

● 「治療」とは、医師による治療をいい、投薬、注射、手術、放射線治療、心理療法、
食事療法、柔道整復師の施術などをいいます。

● 「投薬」には以下のケースは含みません。
・医師に処方されていない市販のビタミン剤の服用など、病気の治療等ではな
く健康増進のための行為

・医師に処方されていない市販の薬（かぜ薬、胃腸薬等）の服用
● 「指導」とは、医師による指導をいいます。
　健康診断等の検査結果で要再検査などと記載されただけの場合は、医師により

指導されていないため、「指導」には含みません。
● 「完治」とは、医師から病気が完全に治っていると診断されている状態をいい

ます。病気が完全に治っていると診断されているかについては、医師にご確認
ください。

●似たような病名でも、【加入できる病気・条件】に記載された病気であるとの
医師の診断がなければ、【加入できる病気・条件】の病気には該当しません。

●過去の治療歴についてすぐに思い出せない場合は、必要に応じ、時間を置いて
ご確認のうえご回答いただくようお願いします。

健康状態告知書

Ⅰ欄（ご加入いただけない病気・症状） Ⅱ欄（特定疾病補償対象外の条件付きとなる病気・症状）

A 群 循環器の病気 脳卒中（脳出血、くも膜下出血、脳こうそく（脳血栓、脳
塞栓）、脳軟化を含む）、心臓弁膜症、心筋こうそく

高血圧（医師から投薬が必要と診断されている場合）、動脈硬化症、狭心症、心肥大、心不全、
冠不全

B 群 呼吸器の病気 肺のがん 肺結核、胸膜炎（ろく膜炎）、肺炎、肺腫よう、肺気腫、肺膿よう（肺化膿症、肺えそ）、気管支ぜんそく、
慢性気管支炎、気管支拡張症

C 群 胃腸管関係の
病気 胃・腸のがん 慢性胃腸炎、腸閉塞、腸管癒着症、慢性虫垂炎、腹膜炎、胃・腸のポリープ、胃・腸のかいよう、

幽門狭窄

D 群 肝臓・胆のう・す
い臓の病気 肝臓・胆のう・すい臓のがん、肝硬変 肝炎、肝肥（腫）大、黄だん、胆のう炎、胆石、すい臓炎

E 群 腎臓・泌尿器の病気 腎臓・泌尿器のがん、腎不全、尿毒症、慢性腎炎、ネフローゼ 急性腎炎、腎盂炎、尿路（腎臓・尿管・膀胱・尿道）の結石

F 群 その他 糖尿病、悪性しゅよう（各種のがん、肉腫）、悪性リンパ
腫、白血病、リウマチ、膠原病、カリエス、血友病

子宮筋腫 (09)、低血圧症 (10)（医師から投薬が必要と診断されている場合）、貧血症 (11)、白内障 (12)、
緑内障 (13)、中耳炎 (14)、メニエール症候群 (15)、蓄膿症 (16)、痛風 (17)、神経痛 (18)、腰痛症 (19)、
変形性脊椎症 (20)、関節炎 (21)、骨髄炎 (22)、椎間板ヘルニア (23)、腱鞘炎 (24)、頭部外傷による後遺症・
むちうち症 (25)、その他の病気・症状 (00)（具体的な病気・症状名を加入申込書の所定欄にご記入ください。）
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加入申込書
Wor-Q ライフサポートクラブ

●加入申込書は控えがございません。控えとしてコピー等でお持ちになることをおすすめします。

「重要事項説明書」、「健康状態告知確認書」および「ご加入の方法」に記載されている内容を理解・確認し、加入を申込みます。また、私から特段
の申し出をしない限り、毎年10月1日を継続日として加入を継続する手続きをあわせて申込みます。この加入申込書に★が付された項目は「告知
事項」です。この項目の記載内容に誤りがある場合は、保険金のお支払いができないことや保険契約を解除させていただく場合があり
ますので正しくご記入ください。☆印が付された項目は「通知事項」ですので内容に変更がある場合はご通知いただく必要があります。

フリカナ

昭和

口 円A B C

S
平成
H
令和
R

・口座番号違い、印鑑相違にご注意ください。
・訂正印はお届け印にて捺印願います。

令和

2 0

7 1 2 4 8 3 7 7

0 4 8 8 4 0 0

①「病気・症状等一覧」のA～E群のⅡ欄に記載されている病気・病状の場合は、
該当する群（A～E）をご記入ください。

②F群のⅡ欄に記載されている病気・病状の場合は、群（F）および疾病コード（09～
25）をご記入ください。

③F群のⅡ欄のその他の病気・症状（00）の場合は、群（F）、疾病コード（00）を記入
し、具体的な病気・症状名をご記入ください。　　

健康状態告知書に記載した内容は事実に相違ありません。また加入内容を了知するとともに、「重要事
項説明書」に記載されている内容に同意し申し込みます。

他
の
保
険
契
約

無の場合は無へ○をしてください。有の場合は有へ○
をし、所得補償保険金額（月額）欄へご記入ください。他
の保険契約とは、所得を補償する保険です。生命保険
等の死亡保険金額ではありません。

疾病コード（F群のみ記入） 疾病コード（F群のみ記入）

F群の疾病コード（00）のとき、その病気・症状名をご記入
ください。（カタカナ記入）

記入例をご確認の上、ご記入願います。

右枠内を
ご記入ください。

日中連絡先
TEL

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以
外
の
金
融
機
関

〈注〉印鑑相違に
ご注意願います

御中

口座名義人

保険料 Wor-Q ライフサポートクラブ

通帳記号 通帳番号 （右詰めでご記入ください）ゆ
う
ち
ょ
銀
行

ご
指
定
口
座

銀行 信金
本　店信組 農協
支　店

漁協 出張所労金

普通 当座

ど
ち
ら
か
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

被
保
険
者

基本補償
保険料払込方法

加入口数職業タイプ 保険料

団 体

月 払

1 口 10万円

106 450
405 450

105

この保険への加入をお申し込みいただく際には必ず下記の質問事項にお答えください。万一、ご記入がなかっ
たり、告知の内容が事実と相違していますと保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。

合計保険料

451
増減分割保険料

402 401

00503K

令和加入日

令和

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ


