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T＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社

［ 受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く）］0120-302-572

ご相談・お問い合わせ先

〒105-0023  東京都港区芝浦１丁目１番１号

お客様サービスセンター

お願い お問い合わせは、保険証券番号をご確認の上、契約者ご本人さまよりお願いいたします。
月曜日など休日明けはお電話が大変混み合い、つながりにくい場合がございますのでご了承願います。

151-9001-23-04-DN

日頃よりT&Dフィナンシャル生命をご愛顧いただき誠にありがとうござ
います。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い
申し上げるとともに、一日も早い回復をお祈り申し上げます。

私どもT&Dフィナンシャル生命は、T&D保険グループにおける中核生命
保険会社の一社であり、金融機関や来店型保険ショップ等を通じた生命
保険販売に特化した生命保険会社です。お客さまの多様なニーズにお応え
できるよう、給付内容等で他社にはない特徴を備えた貯蓄性商品や保障性
商品をご提供しております。

当社は、「お客さま本位」を全社共通の価値観とした企業活動を推進するこ
とに加え、社会的課題を踏まえた企業経営やデジタルトランスフォーメー
ション（ＤＸ）をはじめとする業務運営の更なる質の向上を推進し、お客
さまにご満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

引き続き皆さま方のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ご あ い さ つ

金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま

※すでに「第二連絡先登録制度」にご登録で、新たに「ご家族登録制度」へのご登録をご希望の場合、「ご家族登録制度」の登録内容に変更がある場合、
お手続きをお願いします。

※ご利用には予め会員登録が必要です。　※スタンダード会員としてサービスをご利用いただけます。
※スタンダード会員よりさらにお得なVIP会員（月額550円（税込））もございます。　※2023年3月時点の情報です。　※画像はイメージです。
＊１ VIP会員がホームページ限定クラブオフの日「タイムセール」企画500円の宿をご利用の場合　＊2 VIP会員の場合

代表取締役社長

ご契約内容の確認 手続書類のお取り寄せ

ご契約者さまに代わって
当社にご連絡

住所変更や契約者が受取人の
保険金、解約等のお手続き※

※ご契約内容によってはお手続きできない場合があります。

保険
証券

ご契約１件につき、１名

氏名／生年月日／性別／住所／電話番号／ご契約者さまとの続柄

登録可能な人数

登録に必要なご家族情報

❶配偶者または３親等内親族　❷同居もしくは同一生計の方（同性パートナーなど）
❸保険金等の受取人または指定代理請求人　　　　　※国内にお住まいの方に限ります。

登録可能なご家族の範囲

T&Dクラブオフ
「T&Dクラブオフ」は皆さまの健康増進・オフタイム充実を目的とした
入会金・年会費無料の会員制優待サービスです。

インターネット
サービス
メニュー

国内外の宿泊施設をはじめ、グルメ、レジャー、ショッピングなど20万ヵ所以上
に及ぶ多彩なメニューを最大90％OFF＊1の優待価格でご用意しております。

グルメ

宿泊

ショッピング わくわく毎月プレゼント
毎日の生活を豊かにする 毎月いくつでもご応募ください!

優待メニュー例

【対象店舗限定】
 コメダ珈琲店
【対象店舗限定】
 コメダ珈琲店

豪華家電やグルメ、宿泊補助券など毎月
お好きな賞品全てにご応募いただけます!
豪華家電やグルメ、宿泊補助券など毎月
お好きな賞品全てにご応募いただけます!

国内約20,000軒
以上のホテルや
旅館が

国内約20,000軒
以上のホテルや
旅館が

全国約1,000カ所
の遊園地やテーマ
パークが

全国約1,000カ所
の遊園地やテーマ
パークが

ビックカメラ
コジマ お会計金額
ビックカメラ
コジマ お会計金額

優待メニュー例

最大
90%
OFF＊1

レジャー
最大
75%
OFF＊2

通常サイズの価格で
たっぷりサイズへのサイズアップ無料 3%OFF

無 料 要登録

入会金・年会費無料 要登録

ご家族登録制度
ご契約者さまに代わって、登録されたご家族が
所定のお手続きを行えます登録すると

いつものお食事や特別な日を彩る

CH
ECK!

インターネット
サービス
メニュー
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eくわしくはP3をご覧ください。
“Ｔ＆Ｄクラブオフ”や
“ご家族登録制度”のご登録は インターネットサービス が便利です。



※ご加入いただいている保険によっては、ご請求の対象にならない場合がございます。保障内容につきましては、「保険証券」「ご契約のしおり・約款」
等でご確認ください。

住所・電話番号を変更されている場合、ご契約やお支払等
に関する大切なお知らせを、確実にお届けするため、お早
めに住所・電話番号変更のお手続きをお願いいたします。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※ご契約により本特約を付加できない場合があります。

指定代理請求特約を付加いただくことで　　
　　　　　　　  が保険金・給付金・年金等を
ご請求いただけます!
指定代理請求人

指定代理請求人

　　　　　　が
保険金・給付金・年金等を請求できなくても…
被保険者

寝たきり状態で
意思表示が困難

「がん」等の病名を
知らされていない

被保険者

［ ご請求もれとなりやすい事例 ］

［ たとえばこんな場合にお役立ていただけます ］

所定の高度障害状態に
該当していませんか？

ご請求いただいていない
入院・手術等はありませんか？

●両目を失明された場合（矯正視力が0.02以下で
回復の見込みがない場合）

●言語やそしゃく機能をまったく永久に失った場合
など

●日帰り入院した場合
●入院を伴わない外来での手術の場合
●入院途中でご請求した場合に、
残りの入院期間が未請求の場合　など

保険金・給付金等／指定代理請求特約／住所変更 医療・介護サービス

　  説明動画を配信中です。
説明動画をご覧いただく場合は、QRコードを読み取ってアクセスしてください。

●●保険金・給付金等のご請求もれがないかご確認ください

●●「指定代理請求特約」付加のおすすめ

●●住所・電話番号に変更はありませんか？

無 料

●「介護コンシェル」は、介護・認知症に関する保障にご加入いただいたお客さま向けサービスです。
●お客さまの「介護」や「認知症」に関する不安やお悩みの解決を充実のサービスでサポートします。

●介護に関するあらゆるご相談をお受けします。
●ケアマネジャーなど介護の専門資格保有者が対応します。

※「介護コンシェル」は、T&Dフィナンシャル生命との提携により、株式会社インターネットインフィニティーが提供するサービスです。

介護・認知症サポート

電話・メール相談
●全国16万の介護事業者からご要望に応じた施設を紹介します。
●地域・費用・即入居可能などさまざまなご要望に対応します。

施設紹介・見学手配

●介護の専門職ケアマネジャーを紹介します。
●公的介護サービスの利用に必要な要介護認定の申請サポー
トも承ります。

ケアマネジャー紹介
●認知症予防に取り組めるツールをご提供します。
●エクササイズ動画、脳トレ問題、脳機能簡易チェックツール。

認知症予防ツールの提供

介護コンシェル

●当社保険商品にご加入いただき、登録手続きをされた会員さま向けサービスです。
●皆さまの健康相談・健康サポートにお役立ていただけるサービスをご用意しております。

スマートフォン・パソコンから、24時間365日医師にオンライン
にて相談でき、医師から回答(テキスト)を得ることができます。
また、過去の相談事例300万件以上をいつでも確認できます。

【ご利用例】 ●深夜だけどすぐに病院にいくべきか相談したい

※「マルチオピニオン」「ベストドクターセレクション」については、無
料相談のうえ、利用を決定していただきます。

※「M3 Patient Support Program™」は、Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命との
提携により、エムスリー株式会社が提供するサービスです。

健康相談・健康サポート

AskDoctors
主治医からの診断結果、治療方針の情報を看護師・助産師・保健
師（ペイシェントサポーター）が確認。2週間で3名以上の専門医
よりオピニオンを収集のうえ、レポートを作成し、適切な医療・
治療選択を行なえるようサポートします。
【ご利用例】 ●「がん」と診断され手術をすすめられたが、
 　他の医師の意見も聞きたい

マルチオピニオン

看護師・助産師・保健師（ペイシェントサポーター）が、お客さま
の悩みをお伺いしサポートします。ベストドクターセレクショ
ン、マルチオピニオンの利用に限らず、お気軽にご相談していた
だけます。

無料相談
ご状況やご要望を伺い、医師30名以上がおすすめする医療機関
を「お客さまのためだけ」にレポートします。

ベストドクターセレクション

M3 Patient Support Program™

お客さま負担あり

お客さま負担あり

生命保険会社はお客さまへの保険金などのお支払いに際して、法令（所得税法・相続税法等）に基づき、税務署へ
法定調書（支払調書など）の提出が義務付けられています。マイナンバー制度の導入により、2016年1月以降、お
客さまにマイナンバー（個人番号）をご提供いただいておりますので、ご協力をお願いいたします。
※当社は、お客さまのマイナンバーの受付・登録、および保管・利用・廃棄までのマイナンバーに関する一連の業務を「株式会社野村総合研
究所」、「株式会社だいこう証券ビジネス」に業務委託しています。

マイナンバー（個人番号）提供のお願い

T&Dフィナンシャル生命 https://www.tdf-life.co.jpホームページ
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お手続きは インターネットサービス が便利です。 eくわしくはP3をご覧ください。



※ご加入いただいている保険によっては、ご請求の対象にならない場合がございます。保障内容につきましては、「保険証券」「ご契約のしおり・約款」
等でご確認ください。

住所・電話番号を変更されている場合、ご契約やお支払等
に関する大切なお知らせを、確実にお届けするため、お早
めに住所・電話番号変更のお手続きをお願いいたします。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※ご契約により本特約を付加できない場合があります。

指定代理請求特約を付加いただくことで　　
　　　　　　　  が保険金・給付金・年金等を
ご請求いただけます!
指定代理請求人

指定代理請求人

　　　　　　が
保険金・給付金・年金等を請求できなくても…
被保険者

寝たきり状態で
意思表示が困難

「がん」等の病名を
知らされていない

被保険者

［ ご請求もれとなりやすい事例 ］

［ たとえばこんな場合にお役立ていただけます ］

所定の高度障害状態に
該当していませんか？

ご請求いただいていない
入院・手術等はありませんか？

●両目を失明された場合（矯正視力が0.02以下で
回復の見込みがない場合）

●言語やそしゃく機能をまったく永久に失った場合
など

●日帰り入院した場合
●入院を伴わない外来での手術の場合
●入院途中でご請求した場合に、
残りの入院期間が未請求の場合　など

保険金・給付金等／指定代理請求特約／住所変更 医療・介護サービス

　  説明動画を配信中です。
説明動画をご覧いただく場合は、QRコードを読み取ってアクセスしてください。

●●保険金・給付金等のご請求もれがないかご確認ください

●●「指定代理請求特約」付加のおすすめ

●●住所・電話番号に変更はありませんか？

無 料

●「介護コンシェル」は、介護・認知症に関する保障にご加入いただいたお客さま向けサービスです。
●お客さまの「介護」や「認知症」に関する不安やお悩みの解決を充実のサービスでサポートします。

●介護に関するあらゆるご相談をお受けします。
●ケアマネジャーなど介護の専門資格保有者が対応します。

※「介護コンシェル」は、T&Dフィナンシャル生命との提携により、株式会社インターネットインフィニティーが提供するサービスです。

介護・認知症サポート

電話・メール相談
●全国16万の介護事業者からご要望に応じた施設を紹介します。
●地域・費用・即入居可能などさまざまなご要望に対応します。

施設紹介・見学手配

●介護の専門職ケアマネジャーを紹介します。
●公的介護サービスの利用に必要な要介護認定の申請サポー
トも承ります。

ケアマネジャー紹介
●認知症予防に取り組めるツールをご提供します。
●エクササイズ動画、脳トレ問題、脳機能簡易チェックツール。

認知症予防ツールの提供

介護コンシェル

●当社保険商品にご加入いただき、登録手続きをされた会員さま向けサービスです。
●皆さまの健康相談・健康サポートにお役立ていただけるサービスをご用意しております。

スマートフォン・パソコンから、24時間365日医師にオンライン
にて相談でき、医師から回答(テキスト)を得ることができます。
また、過去の相談事例300万件以上をいつでも確認できます。

【ご利用例】 ●深夜だけどすぐに病院にいくべきか相談したい

※「マルチオピニオン」「ベストドクターセレクション」については、無
料相談のうえ、利用を決定していただきます。

※「M3 Patient Support Program™」は、Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命との
提携により、エムスリー株式会社が提供するサービスです。

健康相談・健康サポート

AskDoctors
主治医からの診断結果、治療方針の情報を看護師・助産師・保健
師（ペイシェントサポーター）が確認。2週間で3名以上の専門医
よりオピニオンを収集のうえ、レポートを作成し、適切な医療・
治療選択を行なえるようサポートします。
【ご利用例】 ●「がん」と診断され手術をすすめられたが、
 　他の医師の意見も聞きたい

マルチオピニオン

看護師・助産師・保健師（ペイシェントサポーター）が、お客さま
の悩みをお伺いしサポートします。ベストドクターセレクショ
ン、マルチオピニオンの利用に限らず、お気軽にご相談していた
だけます。

無料相談
ご状況やご要望を伺い、医師30名以上がおすすめする医療機関
を「お客さまのためだけ」にレポートします。

ベストドクターセレクション

M3 Patient Support Program™

お客さま負担あり

お客さま負担あり

生命保険会社はお客さまへの保険金などのお支払いに際して、法令（所得税法・相続税法等）に基づき、税務署へ
法定調書（支払調書など）の提出が義務付けられています。マイナンバー制度の導入により、2016年1月以降、お
客さまにマイナンバー（個人番号）をご提供いただいておりますので、ご協力をお願いいたします。
※当社は、お客さまのマイナンバーの受付・登録、および保管・利用・廃棄までのマイナンバーに関する一連の業務を「株式会社野村総合研
究所」、「株式会社だいこう証券ビジネス」に業務委託しています。

マイナンバー（個人番号）提供のお願い

T&Dフィナンシャル生命 https://www.tdf-life.co.jpホームページ

1 2

お手続きは インターネットサービス が便利です。 eくわしくはP3をご覧ください。



LINE友だち追加／インターネットサービス

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 3 4

『インターネットサービス
初回ログイン』を選択。

『許可をする』を選択。 「ID番号」、「仮ログインパスワー
ド」を入力し『ログイン』を選択。

内容を確認のうえ、「利用規定
に同意して次へ」を選択。

『個人情報のお取扱いに関す
る事項』を確認のうえ、チェッ
クを入れる。

「Eメールアドレス」を入力し
「送信」を選択。

メールに届いた本登録用URL

入力内容を確認のうえ、
「送信」を選択。

入力したEメールアドレスに、
本登録用のURLが届きます。

本登録用のURLから遷移し、『ID
番号・パスワードのお知らせ』に
記載された「仮パスワード」を入
力して「送信」を選択。

「ご希望のログインパスワー
ド」を入力して「送信」を選択。

インターネットサービスを
はじめるには

保険証券同封の
「ID・パスワードのお知らせ」

「ID番号」、「仮ログインパス
ワード」「手続き用パスワード」
が記載されています
※お手元に見当たらない場合はT&D
フィナンシャル生命お客様サービ
スセンターにご連絡ください。

必要な
書類

募集代理店

左のQRコードより閲覧が可能です。

Web約款のご案内
https://www.tdf-life.co.jp/
当社ホームページより閲覧される場合は、web約款番号を
ご入力ください。

Web約款番号

このたびは、当社の生命保険をご契約いただき、まことにありがとうございました。ここに生命保険証券
を同封のうえお届けいたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
当社はT&D保険グループの一員として、お客様本位の経営を実践し、サービス体制を強化していく

ことで、お客様から信頼され支持される保険会社を目指しております。
何卒、末永くお引き立ていただきますようお願い申し上げます。
なお、当社はお客様のご意見を経営に直接反映させるよう努めておりますので、お気付きの点がござい

ましたらお申出くださいますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

●お問い合わせ先

0120-302-572
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く）

お客様サービスセンター

・・ご氏名、性別、生年月日、契約年齢、ご契約の内容をお確かめください。
万一相違やご不審の点がございましたら、同封のご確認封書または当社お客様サービスセンターまでお申出ください。

はじめにご確認ください
生命保険証券のご確認1

当社ではご契約者さまへインターネットによる情報提供とサービスをご用意しております。インターネットサービスのご利用
にあたり必要となりますID番号およびパスワードについて、下記の通りお知らせいたしますのでご利用の程お願い申し上
げます。インターネットサービスへのご登録について、詳しくは同封の「サービスガイド」をご覧ください。

※ID番号はご契約ごとに発行しています。複数のご契約にご加入いただいている場合、ID番号を1つにまとめることができます。
ご希望される場合は、お手数ですがお客様サービスセンターまでお申し出ください。

ＩＤ番号・パスワードのお知らせ

ID番号
手続き用パスワード

仮ログインパスワード

2

左のQRコードよりマイナンバー（個人番号）の事前のご登録をお願いしております。
お手続きについて、詳しくは同封の「サービスガイド」をご覧ください。

マイナンバー（個人番号）ご登録のお願い

『インターネットサービスに
LINEでログイン』を選択。

「ID番号」、「ログインパスワード」
を入力し『ログイン』を選択。

インターネット
サービス
登録完了！

LINE連携
完了！

LINE連携

LINE連携完了後のログイン

インターネットサービスでできること

●● T&Dクラブオフの入会

●● 住所変更
●● スポット増額（随時増額）

●● ご家族登録制度の登録・
変更

●● クレジットカード登録・
変更　　　　　　など

LINEからもログインできる
かんたん・べんりな
インターネット
サービス
契約内容をすぐに確認できる!

電話することなく手続きができる！
仕事帰りに

解約払戻金の照会

\ス
マホ
対応!/

LINE公式アカウントから
かんたんにインターネット
サービスへログイン
インタネットサービスの登録完了後、LINEとイン
ターネットサービスを連携いただくと、LINEから
ワンタップでログインいただけるようになります。

QRコードから

初
回
登
録
の
方
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に
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登
録
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の
方
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次回以降、
LINEからワンタップで
インターネットサービスに
ログインできます。

1 2

LINE連携せず、インターネットサービスをご利用
される場合は、手順　 よりご登録ください。 3

ご登録は任意です

・・・・・
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（※1） 新契約年換算保険料、保有契約年換算保険料は個人保険・個人年金保険の合算です。
（※2） ソルベンシー・マージン比率は、健全性を示す指標のひとつであり、これだけで生命保険会社の信用または支払能力など経営の健全

性のすべてを判断することは適当ではありません。
ソルベンシー・マージン比率が200％を下回った場合には、監督当局によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られ
ます。ソルベンシー・マージン比率は、2021年度決算に基づき算出していますので、将来的に変動する可能性があります。

当社業績の詳細につきましては、当社ホームページ（https://www.tdf-life.co.jp）をご参照ください。
なお、当社は、2021年度末現在、子会社等を有していないため、開示すべき連結業績はありません。

新契約年換算保険料（※1）

271億円
保険金等支払金

2,707億円
保険料等収入

3,671億円
保有契約年換算保険料（※1）

1,641億円
経常利益

56億円
ソルベンシー・マージン比率（※2）

749.5%
総 資 産

2兆75億円
当期純利益

31億円

当社は、T＆D保険グループの一員であり、T＆Dホールディングス
の完全子会社です。T&D保険グループのT&Dホールディングス
傘下には、太陽生命、大同生命、T&Dフィナンシャル生命の生保3
社のほか、投資や投資先管理を行うT&Dユナイテッドキャピタル、
資産運用関連事業を担うT&Dアセットマネジメント、ペット保険を
取扱うペット&ファミリー損害保険、ヘルスケア・健康領域におけ
るサービス提供等を行うAll Right等のグループ会社があります。

T&Dホールディングスの会社情報については、同社ホームページ
（https://www.td-holdings.co.jp）をご参照ください。

T＆Dフィナンシャル生命では、お客さまに保険金支
払能力を客観的にご判断いただくため、信用格付業
者に依頼し、格付けを取得しています。

※格付けは信用格付業者の評価であり、保険金の支払い等について何ら保証を行うものではありません。また過去の一定時点での数値・情
報等に基づいたものであるため、現在の支払能力を正確に表していない可能性及び将来的に変更される可能性があります。

（2022年11月30日更新）
AA-

日本格付研究所（JCR）

（2022年10月18日更新）
AA-

格付投資情報センター（R&I）

2021年度当社業績の概要です。
　業績ハイライト 2021年度決算

格  付  け

T&Dフィナンシャル生命は、T&D保険グループの一員です。

Ｔ&Ｄフィナンシャル生命は、経営ビジョンに基づき、お客さまや社会との積極的な対話を行い、お客さま
のニーズにあった最適で質の高い商品・サービスを提供することで、お客さまから厚い信頼を得られる
生命保険会社を目指しています。2023年4月時点の主な取り組みをご紹介します。

T&Dフィナンシャル生命

新型コロナウイルス感染症に関するお取扱い

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報については、当社ホームページをご覧ください。

https://www.tdf-life.co.jpホームページ

●● 生存給付金受取人の指定範囲を
拡大いたしました。

一時払商品における生存給付金受取人の指定
範囲を「保険契約者の親族（６親等内の血族
および３親等内の姻族）および配偶者」へ拡大
いたしました。

おじ・おば3

いとこ4 兄弟姉妹2

いとこの
子5 甥姪3

いとこの
孫6 兄弟姉妹

の孫4

配偶者3=

配偶者2=

配偶者3=

父母1

本人

子1

孫2

※指定範囲の一部を表示しています。

今回
拡大した
範囲※

業績のお知らせ お客さまサービス向上のための取り組み

当社のお客さまサービス向上のための取り組みについて、詳しくは当社ホームページをご覧ください。

●● 介護コンシェルの利用対象者を
拡大いたしました。

「介護認知症年金支払移行特約」「介護年金支
払移行特約」「介護認知症前払特約」を付加さ
れているご契約者さま・被保
険者さま、ならびにその配偶
者さま・２親等以内のご家族
より利用申込があった場合
にも、「介護コンシェル」の利
用が可能になりました。

●● 年金額10万円未満時の一括支払の
取扱いを開始いたしました。

「介護認知症年金支払移
行特約」、「介護年金支払
移行特約」、「年金支払移
行特約（Ⅰ型）」において、
年金額10万円未満時の
一括支払の取扱いを開始
いたしました。

5 6

●● 生涯プレミアムワールド5において
新たに「目標値到達時継続プラン」の
取扱いを開始いたします。

「生涯プレミアムワールド5」の目標値到達時
終身保険移行特約を付加されている場合にお
いて、目標値に到達し、終身保険の移行後１年
以内に、ご契約内容を変更することで、移行
前と同一通貨での運用を継続することも
2024年4月より可能になります。

●● 変額終身保険において、新たに
「日本株式型（日経225インデックス）」
「米国債券型（米国短期国債）」を
ファンドに追加。また、ファンド名を
変更いたしました。

「ハイブリッドアセットライフ（HA型）」「ハイブリッ
ドあんしんライフ（HA型）」において、新たに「日
本株式型」「米国債券型」をファンドに追加いたし
ました。また、現行のファンド名についても変更い
たしました。（ご契約への影響はございません。)

●● 生存給付金支払移行特約の
移行年齢上限を撤廃いたしました。

「生存給付金支払移行特約」の移行年齢「95
歳」の上限を撤廃いたしました。
生存給付金支払期間と生存給付金支払開始年
齢の合計が105歳以下となるよう設定ください。

●● 介護認知症年金支払移行特約に
おける移行要件を拡大いたしました。

「介護認知症年金支払移行特約」
における移行要件を「要介護1」か
ら「要支援1」へ拡大いたしました。

※記載内容についてお客さまのご契約内容、ご加入いただいた募集代理店によっては一部あてはまらない場合があります。
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傘下には、太陽生命、大同生命、T&Dフィナンシャル生命の生保3
社のほか、投資や投資先管理を行うT&Dユナイテッドキャピタル、
資産運用関連事業を担うT&Dアセットマネジメント、ペット保険を
取扱うペット&ファミリー損害保険、ヘルスケア・健康領域におけ
るサービス提供等を行うAll Right等のグループ会社があります。

T&Dホールディングスの会社情報については、同社ホームページ
（https://www.td-holdings.co.jp）をご参照ください。

T＆Dフィナンシャル生命では、お客さまに保険金支
払能力を客観的にご判断いただくため、信用格付業
者に依頼し、格付けを取得しています。

※格付けは信用格付業者の評価であり、保険金の支払い等について何ら保証を行うものではありません。また過去の一定時点での数値・情
報等に基づいたものであるため、現在の支払能力を正確に表していない可能性及び将来的に変更される可能性があります。

（2022年11月30日更新）
AA-

日本格付研究所（JCR）

（2022年10月18日更新）
AA-

格付投資情報センター（R&I）

2021年度当社業績の概要です。
　業績ハイライト 2021年度決算

格  付  け

T&Dフィナンシャル生命は、T&D保険グループの一員です。

Ｔ&Ｄフィナンシャル生命は、経営ビジョンに基づき、お客さまや社会との積極的な対話を行い、お客さま
のニーズにあった最適で質の高い商品・サービスを提供することで、お客さまから厚い信頼を得られる
生命保険会社を目指しています。2023年4月時点の主な取り組みをご紹介します。

T&Dフィナンシャル生命

新型コロナウイルス感染症に関するお取扱い

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報については、当社ホームページをご覧ください。

https://www.tdf-life.co.jpホームページ

●● 生存給付金受取人の指定範囲を
拡大いたしました。

一時払商品における生存給付金受取人の指定
範囲を「保険契約者の親族（６親等内の血族
および３親等内の姻族）および配偶者」へ拡大
いたしました。

おじ・おば3

いとこ4 兄弟姉妹2

いとこの
子5 甥姪3

いとこの
孫6 兄弟姉妹

の孫4

配偶者3=

配偶者2=

配偶者3=

父母1

本人

子1

孫2

※指定範囲の一部を表示しています。

今回
拡大した
範囲※

業績のお知らせ お客さまサービス向上のための取り組み

当社のお客さまサービス向上のための取り組みについて、詳しくは当社ホームページをご覧ください。

●● 介護コンシェルの利用対象者を
拡大いたしました。

「介護認知症年金支払移行特約」「介護年金支
払移行特約」「介護認知症前払特約」を付加さ
れているご契約者さま・被保
険者さま、ならびにその配偶
者さま・２親等以内のご家族
より利用申込があった場合
にも、「介護コンシェル」の利
用が可能になりました。

●● 年金額10万円未満時の一括支払の
取扱いを開始いたしました。

「介護認知症年金支払移
行特約」、「介護年金支払
移行特約」、「年金支払移
行特約（Ⅰ型）」において、
年金額10万円未満時の
一括支払の取扱いを開始
いたしました。

5 6

●● 生涯プレミアムワールド5において
新たに「目標値到達時継続プラン」の
取扱いを開始いたします。

「生涯プレミアムワールド5」の目標値到達時
終身保険移行特約を付加されている場合にお
いて、目標値に到達し、終身保険の移行後１年
以内に、ご契約内容を変更することで、移行
前と同一通貨での運用を継続することも
2024年4月より可能になります。

●● 変額終身保険において、新たに
「日本株式型（日経225インデックス）」
「米国債券型（米国短期国債）」を
ファンドに追加。また、ファンド名を
変更いたしました。

「ハイブリッドアセットライフ（HA型）」「ハイブリッ
ドあんしんライフ（HA型）」において、新たに「日
本株式型」「米国債券型」をファンドに追加いたし
ました。また、現行のファンド名についても変更い
たしました。（ご契約への影響はございません。)

●● 生存給付金支払移行特約の
移行年齢上限を撤廃いたしました。

「生存給付金支払移行特約」の移行年齢「95
歳」の上限を撤廃いたしました。
生存給付金支払期間と生存給付金支払開始年
齢の合計が105歳以下となるよう設定ください。

●● 介護認知症年金支払移行特約に
おける移行要件を拡大いたしました。

「介護認知症年金支払移行特約」
における移行要件を「要介護1」か
ら「要支援1」へ拡大いたしました。

※記載内容についてお客さまのご契約内容、ご加入いただいた募集代理店によっては一部あてはまらない場合があります。



※本紙に記載の内容は、お客さまのご契約内容、ご加入いただいた募集代理店によっては一部あてはまらない
場合があります。ご不明な点やお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命からの
お知らせ

　　 保険金・給付金等／指定代理請求特約／住所変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1

　　 医療・介護サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2

　　 LINE友だち追加／インターネットサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3

　　 業績のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5

　　 お客さまサービス向上のための取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6

T＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社

［ 受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く）］0120-302-572

ご相談・お問い合わせ先

〒105-0023  東京都港区芝浦１丁目１番１号

お客様サービスセンター

お願い お問い合わせは、保険証券番号をご確認の上、契約者ご本人さまよりお願いいたします。
月曜日など休日明けはお電話が大変混み合い、つながりにくい場合がございますのでご了承願います。

151-9001-23-04-DN

日頃よりT&Dフィナンシャル生命をご愛顧いただき誠にありがとうござ
います。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い
申し上げるとともに、一日も早い回復をお祈り申し上げます。

私どもT&Dフィナンシャル生命は、T&D保険グループにおける中核生命
保険会社の一社であり、金融機関や来店型保険ショップ等を通じた生命
保険販売に特化した生命保険会社です。お客さまの多様なニーズにお応え
できるよう、給付内容等で他社にはない特徴を備えた貯蓄性商品や保障性
商品をご提供しております。

当社は、「お客さま本位」を全社共通の価値観とした企業活動を推進するこ
とに加え、社会的課題を踏まえた企業経営やデジタルトランスフォーメー
ション（ＤＸ）をはじめとする業務運営の更なる質の向上を推進し、お客
さまにご満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

引き続き皆さま方のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ご あ い さ つ

金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま

※すでに「第二連絡先登録制度」にご登録で、新たに「ご家族登録制度」へのご登録をご希望の場合、「ご家族登録制度」の登録内容に変更がある場合、
お手続きをお願いします。

※ご利用には予め会員登録が必要です。　※スタンダード会員としてサービスをご利用いただけます。
※スタンダード会員よりさらにお得なVIP会員（月額550円（税込））もございます。　※2023年3月時点の情報です。　※画像はイメージです。
＊１ VIP会員がホームページ限定クラブオフの日「タイムセール」企画500円の宿をご利用の場合　＊2 VIP会員の場合

代表取締役社長

ご契約内容の確認 手続書類のお取り寄せ

ご契約者さまに代わって
当社にご連絡

住所変更や契約者が受取人の
保険金、解約等のお手続き※

※ご契約内容によってはお手続きできない場合があります。

保険
証券

ご契約１件につき、１名

氏名／生年月日／性別／住所／電話番号／ご契約者さまとの続柄

登録可能な人数

登録に必要なご家族情報

❶配偶者または３親等内親族　❷同居もしくは同一生計の方（同性パートナーなど）
❸保険金等の受取人または指定代理請求人　　　　　※国内にお住まいの方に限ります。

登録可能なご家族の範囲

T&Dクラブオフ
「T&Dクラブオフ」は皆さまの健康増進・オフタイム充実を目的とした
入会金・年会費無料の会員制優待サービスです。

インターネット
サービス
メニュー

国内外の宿泊施設をはじめ、グルメ、レジャー、ショッピングなど20万ヵ所以上
に及ぶ多彩なメニューを最大90％OFF＊1の優待価格でご用意しております。

グルメ

宿泊

ショッピング わくわく毎月プレゼント
毎日の生活を豊かにする 毎月いくつでもご応募ください!

優待メニュー例

【対象店舗限定】
 コメダ珈琲店
【対象店舗限定】
 コメダ珈琲店

豪華家電やグルメ、宿泊補助券など毎月
お好きな賞品全てにご応募いただけます!
豪華家電やグルメ、宿泊補助券など毎月
お好きな賞品全てにご応募いただけます!

国内約20,000軒
以上のホテルや
旅館が

国内約20,000軒
以上のホテルや
旅館が

全国約1,000カ所
の遊園地やテーマ
パークが

全国約1,000カ所
の遊園地やテーマ
パークが

ビックカメラ
コジマ お会計金額
ビックカメラ
コジマ お会計金額

優待メニュー例

最大
90%
OFF＊1

レジャー
最大
75%
OFF＊2

通常サイズの価格で
たっぷりサイズへのサイズアップ無料 3%OFF

無 料 要登録

入会金・年会費無料 要登録

ご家族登録制度
ご契約者さまに代わって、登録されたご家族が
所定のお手続きを行えます登録すると

いつものお食事や特別な日を彩る

CH
ECK!

インターネット
サービス
メニュー

CH
ECK!

CH
ECK!

eくわしくはP3をご覧ください。
“Ｔ＆Ｄクラブオフ”や
“ご家族登録制度”のご登録は インターネットサービス が便利です。


