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●長期保険保険料払込特約
　（地震保険用）

第 1条（保険料の返還または請求－通知義務
の場合）

　地震保険普通保険約款第11条（通知義務）
（2）の危険増加が生じた場合または危険が
減少した場合において、保険料率を変更す
る必要があるときは、地震保険普通保険約
款第21条（保険料の返還または請求－告知
義務・通知義務等の場合）（2）の規定にか
かわらず、当会社は、変更前の保険料率と
変更後の保険料率との差に基づき計算した
保険料に対し、危険増加または危険の減少
が生じた時以降の期間（注）に対応する別表
に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した
保険料を返還または請求します。
（注）保険契約者または被保険者の申出に基づく、
危険増加または危険の減少が生じた時以降の期
間をいいます。

第 2条（保険料の返還－失効等の場合）
（1）保険契約が失効となる場合には、地震保
険普通保険約款第22条（保険料の返還－無
効、失効等の場合）（3）の規定にかかわら
ず、当会社は、この保険契約が失効した日
の保険契約の条件に基づき計算した保険料
に対し、未経過期間に対応する別表に掲げ
る未経過料率係数を乗じて計算した保険料
を返還します。

（2）地震保険普通保険約款第33条（付帯され
る保険契約との関係）（2）の規定によりこ
の保険契約が終了する場合には、地震保険
普通保険約款第22条（保険料の返還－無効、
失効等の場合）（4）の規定にかかわらず、
当会社は、この保険契約が終了した日の保
険契約の条件に基づき計算した保険料に対
し、未経過期間に対応する別表に掲げる未

経過料率係数を乗じて計算した保険料を返
還します。

第 3条（保険料の返還－保険金額の調整の
　　　　場合）
　地震保険普通保険約款第17条（保険金額
の調整）（2）の規定により、保険契約者が
保険金額の減額を請求した場合には、地震
保険普通保険約款第24条（保険料の返還－
保険金額の調整の場合）（2）の規定にかか
わらず、当会社は、減額した保険金額につ
き、この保険契約の保険金額が減額された
日の保険契約の条件に基づき計算した保険
料に対し、未経過期間に対応する別表に掲
げる未経過料率係数を乗じて計算した保険
料を返還します。

第 4条（保険料の返還－解除の場合）
　地震保険普通保険約款第10条（告知義務）
（2）、第11条（通知義務）（2）もしくは（6）、
第19条（重大事由による解除）（1）または
第21条（保険料の返還または請求－告知義
務・通知義務等の場合）（3）の規定により、
当会社が保険契約を解除した場合または地
震保険普通保険約款第18条（保険契約者に
よる保険契約の解除）の規定により、保険
契約者が保険契約を解除した場合には、地
震保険普通保険約款第25条（保険料の返
還－解除の場合）の規定にかかわらず、当
会社は、この保険契約が解除された日の保
険契約の条件に基づき計算した保険料に対
し、未経過期間に対応する別表に掲げる未
経過料率係数を乗じて計算した保険料を返
還します。

第 5条（保険料の返還または請求－料率改定
の場合）

　この保険契約に適用されている料率が、
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保険期間の中途で改定された場合において
も、当会社は、この保険契約の保険料の返
還または請求は行いません。

第 6条（保険料の返還－保険金を支払った
　　　　場合）
　地震保険普通保険約款第32条（保険金支
払後の保険契約）（1）の規定により保険契
約が終了した場合には、当会社は、この保
険契約が終了した日の保険契約の条件に基
づき計算した保険料に対し、地震保険普通
保険約款第 2条（保険金を支払う場合）の
保険金を支払うべき損害が生じた日の属す
る契約年度（注）を経過した以後の期間に対
応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じ
て計算した保険料を返還します。
（注）保険期間の初日からその日を含めて起算し
た 1年ごとの期間をいいます。

第 7条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、
この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保
険普通保険約款の規定を準用します。

（注）経過月数につき 1か月未満の端日数は、 1か月
として計算します。

別表　未経過料率係数表
単位（％）
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●共同保険特約

第 1条（独立責任）
　この保険契約は、保険証券記載の保険会
社（以下「引受保険会社」といいます。）
による共同保険契約であって、引受保険会
社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額
または引受割合に応じて、連帯することな
く単独別個に、保険契約上の権利を有し、
義務を負います。

第 2条（幹事保険会社の行う事項）
　保険契約者が保険契約の締結に際しこの
保険契約の幹事保険会社として指名した保
険会社は、全ての引受保険会社のために次
の①から⑩までの事項を行います。
①　保険契約申込書の受領ならびに保険証
券等の発行および交付

②　保険料の収納および受領または返還
③　保険内容の変更の承認または保険契約
の解除

④　保険契約上の規定に基づく告知または
通知に係る書類等の受領およびその告知
ならびに通知に基づく契約内容の変更の
承認

⑤　保険金請求権等の譲渡の通知に係る書
類等の受領および譲渡の承認または保険
金請求権等の上の質権の設定、譲渡もし
くは消滅の通知に係る書類等の受領およ
び質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認

⑥　保険契約に係る契約変更手続き完了の
お知らせ（兼異動承認書）の発行および
交付または保険証券等に対する裏書等

⑦　保険の対象その他の保険契約に係る事
項の調査

⑧　事故発生もしくは損害発生の通知に係
る書類等の受領または保険金請求に関す
る書類等の受領

⑨　損害の調査、損害の査定、保険金等の
支払および引受保険会社の権利の保全



3

⑩　①から⑨までの事務または業務に付随
する事項

第 3条（幹事保険会社の行為の効果）
　この保険契約に関し幹事保険会社が行っ
た前条①から⑩までの事項は、全ての引受
保険会社がこれを行ったものとみなします。

第 4条（保険契約者等の行為の効果）
　この保険契約に関し保険契約者等が幹事
保険会社に対して行った通知その他の行為
は、全ての引受保険会社に対して行われた
ものとみなします。

●自動継続特約（地震保険）

平成29年1月1日以降地震保険始期契約に適用

第 1条（自動継続の方法）
（1）この保険契約は、保険期間が満了する日
の 3か月前の日までに保険契約者または当
会社から書面による反対の申出がない場合
には、保険期間を満了となる保険契約と同
一の年数（この保険契約が付帯される保険
契約の契約年度の開始日以外の時にこの保
険契約を付帯したときは、 1年とします。）
とする継続の申出があったものとして自動
的に継続され、以後この保険契約が付帯さ
れている保険契約の保険期間が満了するま
でこれを繰り返すものとします。ただし、
地震保険に関する法律（昭和41年法律第73

号）またはこれに基づく法令が改正された
ことに伴い、この保険契約の保険金額を変
更する必要が生じた場合を除きます。

（2）継続される保険期間の終期は、いかなる
場合もこの保険契約が付帯されている保険
契約の終期を超えないものとします。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、前条の規定により継続さ
れた保険契約の保険料をその継続保険期間
の初日（以下「払込期日」といいます。）
までに払い込まなければなりません。

（2）保険契約者が（1）の払込期日の属する
月の翌月末までにその払込みを怠ったとき
は、当会社は、継続前契約の保険期間の満
了する日の午後4時以降に生じた事故によ
る損害に対しては、保険金を支払いません。

（3）保険契約者が（2）の保険料の払込みを
怠ったことについて故意および重大な過失
がなかったと当会社が認めた場合は、当会
社は、この特約の規定中「翌月末」とある
のを「翌々月の25日」と読み替えてこの特
約の規定を適用します。この場合において、
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当会社は保険契約者に対して当会社が別に
定める額をあわせて請求できるものとしま
す。

第 3条（保険料不払の場合の失効）
　保険契約の継続のつど継続される保険契
約の保険料が払込期日の属する月の翌月末
までに当会社に払い込まれないときは、保
険契約は払込期日に遡

さかのぼ

ってその効力を失い
ます。

第 4条（継続契約の保険証券）
　継続された保険契約については、当会社
は、保険契約者から請求がないかぎり、新
たに保険証券を発行しないで、従前の保険
証券とその継続契約の保険料に対する領収
証とをもってこれに代えることができま
す。

第 5条（ 継続契約に適用される制度または
　　　　料率等）
　当会社が制度または料率等（注）を改定し
た場合は、継続された保険契約には、保険
期間の初日における制度または料率等（注）

を適用するものとします。
（注）制度または料率等
　地震保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。）およびこれに付帯される特約、
保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。

第 6条（普通約款との関係）
（1）第 1条（自動継続の方法）の規定は普通
保険約款第10条（告知義務）（2）および第
11条（通知義務）（2）の効力を妨げないも
のとします。

（2）この特約は、普通保険約款第34条（保険
契約の継続）の規定とはかかわりありませ
ん。

●積立型追加特約（地震保険用）

平成29年1月1日以降地震保険始期契約に適用

第 1条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、
それぞれ次の定義によります。
用　語 定　義
一括払 一時払を含みます。
一括払
保険料

一時払保険料を含みます。

自動継続
契約

第 3条（地震保険契約の自動継続）
（1）の規定により自動的に継続さ
れた地震保険契約をいいます。

主契約 積立型基本特約付帯の保険契約を
いいます。

払込期日 保険証券記載の払込期日をいいま
す。

払込猶予
期間

第 4条（保険料の払込方法）（2）お
よび（3）に規定する第 2回以後の
保険料および自動継続契約の保険
料の払込みの猶予期間をいいます。

普通保険
約款

地震保険普通保険約款をいいま
す。

保険年度 初年度については、保険期間の初
日から 1年間、次年度以降につい
ては、それぞれの保険期間の初日
応当日から 1年間をいいます。

未経過料
率係数

別表 1に掲げる長期保険未経過料
率係数をいいます。

第 2条（特約の付帯条件）
　当会社は、主契約と同一保険証券で引き
受ける地震保険契約に、この特約を付帯し
ます。

第 3条（地震保険契約の自動継続）
（1）この地震保険契約の満了する日より 3か
月前の日までに、当会社または保険契約者
のいずれか一方より当会社の定める書面に
よる別段の意思表示がない場合は、この地
震保険契約は、満了時と同一の内容（注）で
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自動的に継続されるものとし、以後同様と
します。ただし、地震保険法またはこれに
基づく法令が改正されたことに伴い、この
地震保険契約の保険金額を変更する必要が
生じた場合を除きます。

（2）この地震保険契約および自動継続契約の
保険期間の末日は、いかなる場合も保険証
券記載の主契約の保険期間の末日を超えな
いものとします。

（3）自動継続契約については、当会社は、保
険契約者から請求がないかぎり、新たに保
険証券を発行しないで、従前の保険証券と
その自動継続契約の保険料に対する領収証
とをもってこれに代えることができるもの
とします。

（4）当会社は、この地震保険契約の保険期間
が主契約の保険期間と同一の場合は、（1）
の規定は適用しません。
（注）満了時と同一の内容
　主契約の保険期間の初日応当日以外を保険期間
の初日とするこの地震保険契約を締結した場合
の保険期間は 1年とし、保険料の払込方法は主
契約と同一とします。

第 4条（保険料の払込方法）
（1）当会社は、この特約により、保険契約者
がこの地震保険契約および自動継続契約の
保険料を、保険証券記載の払込方法（以下
「払込方法」といいます。）により払い込む
ことを承認します。

（2）この地震保険契約および自動継続契約の
保険期間が 1年の場合、払込方法により、
次の①または②に従って、保険料を払い込
まなければなりません。
①　保険料の払込方法が年払の場合は、保
険契約者は、この地震保険契約の締結と
同時にこの地震保険契約の保険料を払い
込み、自動継続契約の保険料については、
払込期日までに払い込まなければなりま
せん。

②　保険料の払込方法が年払以外の場合

は、保険契約者は、この地震保険契約の
締結と同時に第 1回保険料を払い込み、
その地震保険契約の第 2回以後の保険料
および自動継続契約の保険料について
は、払込期日までに払い込まなければな
りません。

（3）この地震保険契約および自動継続契約の
保険期間が 1年を超える場合、払込方法に
より、次の①または②に従って、保険料を
払い込まなければなりません。
①　保険料の払込方法が一括払の場合は、
保険契約者は、この地震保険契約の締結
と同時にこの地震保険契約の保険料を払
い込み、自動継続契約の保険料について
は、払込期日までに払い込まなければな
りません。

②　保険料の払込方法が一括払以外の場合
は、保険契約者は、この地震保険契約の
締結と同時に第 1回保険料を払い込み、
その地震保険契約の第 2回以後の保険料
および自動継続契約の保険料について
は、払込期日までに払い込まなければな
りません。

（4）この地震保険契約または自動継続契約が
普通保険約款第32条（保険金支払後の保険
契約）（1）に規定する保険金の支払によっ
て終了する場合において、その保険金支払
の原因となった損害が生じた日以降に払い
込むべきその地震保険契約の保険料のうち
未払込部分（注）があるときは、保険契約者
は、その保険金の支払を受ける以前に、そ
の全額を一時に払い込まなければなりませ
ん。

（5）当会社は、保険料のうち（4）に規定す
る未払込部分（注）がある場合は、主契約の
失効もしくは解除の場合の返れい金、主契
約の終了の事由となる保険金または（4）
に規定する保険金から（4）に規定する未
払込部分（注）の保険料相当額を差し引き、
その払込みに充当することができるものと
します。
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（6）主契約の保険期間の初日応当日以外を保
険期間の初日とするこの地震保険契約を締
結する場合は、（1）から（3）までの規定
にかかわらず、締結と同時に保険契約者は
保険料を一時に払い込まなければなりませ
ん。
（注）　未払込部分
　保険期間が 1年を超える場合は、この地震保険
契約または自動継続契約において払い込まれる
べき損害が発生した保険年度の保険料の総額か
ら、既に払い込まれたその保険年度の保険料の
総額を差し引いた額をいいます。

第 5条（保険料払込方法の変更）
　保険契約者は、当会社の承認を得て、保
険料の払込方法を変更することができま
す。

第 6条（第 2回以後の保険料の払込猶予
　　　　および契約の効力）
（1）第 4条（保険料の払込方法）（2）および
（3）の規定にかかわらず、払込猶予期間は、
払込期日の属する月の翌月末日までとしま
す。ただし、主契約の保険料の払込方法が
月払の場合は、主契約の満了する日に保険
期間が満了する地震保険契約（（2）におい
て「最終保険契約」といいます。）の最終
回の直前回の保険料にかぎり、払込猶予期
間を払込期日の属する月の翌々月末日まで
とします。

（2）払込猶予期間が最終保険契約の保険期間
の満了する日の属する月の末日までとなる
保険料のうち未払込部分がある場合は、保
険契約者からあらかじめ反対の申出がない
かぎり、その全額を主契約の満期返れい金
から差し引き、保険料の払込みに充当しま
す。

（3）（2）の規定が適用される場合を除き、払
込猶予期間内に保険料が払い込まれないと
きは、この地震保険契約または自動継続契
約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効

力を失います。
（4）（3）の場合において、保険契約者に故意
および重大な過失がなかったと当会社が認
めた場合は、（1）の「払込期日の属する月
の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々
月の25日」に読み替えて適用します。

（5）保険金を支払うべき事故の発生日前に到
来した払込期日に払い込むべき保険料が払
い込まれない場合において、当会社は、保
険契約者がその全額を払い込んだときにか
ぎり、その事故に対する保険金を支払いま
す。

第 7条（ 保険料の変更－告知義務・通知義務
等）

（1）普通保険約款第10条（告知義務）（1）に
より告げられた内容が事実と異なる場合に
おいて、保険料を変更する必要があるとき
は、当会社は、変更前の保険料と変更後の
保険料の差額を一括して返還または請求し
ます。

（2）（1）の場合において、保険期間が 1年を
超えるときは、契約内容を変更すべき日の
属する保険年度の差額について、保険料を
返還または請求し、翌保険年度以降の各保
険年度の差額については、各保険年度の保
険料をそれぞれ変更します。なお、保険料
の全額が払い込まれている場合は、当会社
は、変更前の保険料と変更後の保険料の差
額を返還または請求します。

（3）保険契約者または被保険者が、普通保険
約款第11条（通知義務）（1）の規定による
通知に基づいて契約内容を変更する場合に
おいて、保険料を変更する必要があるとき
は、当会社は、変更前の保険料と変更後の
保険料との差額に基づき、危険増加または
危険の減少が生じた時以降の期間（注1）に
対し、次の①または②に従い計算した保険
料を返還または請求します。
①　変更後の保険料が変更前の保険料より
も高くなる場合
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　　次の算式に従い算出した保険料を請求
します。

変更後の保険料
と変更前の保険
料との差額

×
未経過月数（注2）

保険期間月数（注2）

②　変更後の保険料が変更前の保険料より
も低くなる場合

　　次の算式に従い算出した保険料を返還
します。

変更前の保険料
と変更後の保険
料との差額

×（1－
既経過月数（注2））保険期間月数（注2）

（4）（3）の場合において、保険期間が 1年を
超えるときは、次の①または②に従い計算
した保険料を返還または請求し、もしくは
保険料を変更します。
①　保険料の払込方法が一括払の場合
　　当会社は、変更前と変更後の保険料の
差額に対して、危険増加または危険の
減少が生じた時以降の期間（注1）に対応
する未経過料率係数を乗じることによっ
て計算した保険料を返還または請求しま
す。

②　保険料の払込方法が一括払以外の場合
　　契約内容を変更すべき日の属する保険
年度の差額について、（3）の①または②
に従って計算した保険料を返還または請
求し、翌保険年度以降の各保険年度の差
額については、各保険年度の保険料をそ
れぞれ変更します。

（5）（1）および（3）のほか、保険契約締結
の後、保険契約者が書面をもって契約内容
の変更を当会社に通知し、承認の請求を行
い、当会社がこれを承認する場合において、
保険料を変更する必要があるときは、当会
社は、（3）または（4）の規定に従い計算
した保険料を返還もしくは請求し、または
保険料を変更します。

（6）（1）から（5）までの規定により請求さ
れた保険料は、当会社が（1）から（5）ま
での規定による変更または承認をした日の

属する月の翌月末日（（7）において「払込
期限」といいます。）までに払い込まなけ
ればなりません。

（7）（6）の場合において、当会社の請求した
保険料の払込みがなかったときは、この地
震保険契約または自動継続契約は、払込期
限の翌日から効力を失います。

（8）当会社が、（1）から（5）までの規定に
より保険料を請求した場合、当会社が（1）
から（5）までの規定により変更または承
認をした日以後に保険金を支払うべき事故
が発生したときは、その保険料の全額を払
い込んだときにかぎり、その事故に対する
保険金を支払います。
（注1）危険増加または危険の減少が生じた時以降
の期間

　　保険契約者または被保険者の申出に基づく危
険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
をいいます。

（注2）月数
　　 1か月に満たない期間は 1か月とします。

第 8条（保険料の変更－保険料率の改定）
（1）保険期間の中途において、この地震保険
契約または自動継続契約に適用されている
保険料率が改定され保険料を変更する必要
がある場合は、当会社は、改定された日以
後に保険期間が開始する自動継続契約の保
険料を変更します。

（2）この地震保険契約の保険期間が 1年を超
える場合、この地震保険契約に適用されて
いる料率が、保険期間の中途で改定された
場合においても、当会社は、この地震保険
契約の保険料の返還または請求は行いませ
ん。

第 9条（返れい金の支払－失効の場合）
（1）当会社は、次の①または②に掲げるいず
れかの場合は、普通保険約款第22条（保険
料の返還－無効、失効等の場合）の（3）
および（4）の規定にかかわらず第 7条（保
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険料の変更－告知義務・通知義務等）（3）
または（4）に規定する保険料の計算方法
を準用して計算した返れい金を保険契約者
に支払います。
①　この地震保険契約または自動継続契約
が失効する場合

②　主契約がその普通保険約款の規定によ
り保険金が支払われたために終了した結
果、この地震保険契約または自動継続契
約が普通保険約款第33条（付帯される保
険契との関係）（2）の規定により終了す
る場合

（2）（1）の返れい金（以下この条において「返
れい金」といいます。）の支払は、保険契
約者からその支払方法についての指定があ
り当会社がこれを承認した場合を除いて当
会社の本店または支店で行うものとし、返
れい金支払事由が生じた日または（4）お
よび（5）の請求書類をもって保険契約者
が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌
日から起算して20日以内に行います。

（3）（2）の規定による返れい金の支払は、当
会社があらかじめ承認した場合を除いて
は、日本国内において、日本国通貨をもっ
て行います。

（4）保険契約者が返れい金の支払を受けよう
とする場合は、別表 2に掲げる書類のうち
当会社が求めるものを提出しなければなり
ません。

（5）当会社は、別表 2に掲げる書類以外の書
類の提出を求めることができます。

（6）保険契約者が（4）および（5）の提出書
類に知っている事実を記載しなかった場合
もしくは事実と異なることを記載した場合
は、これにより返れい金の支払が遅延した
期間については、（2）の期間に算入しない
ものとします。

第10条（保険料の返還－保険金額の調整の
　　　　場合）
　普通保険約款第17条（保険金額の調整）

（2）の規定により、保険契約者が保険金額
の減額を請求した場合は、普通保険約款第
24条（保険料の返還－保険金額の調整の場
合）（2）の規定にかかわらず、当会社は、
減額した保険金額につき、この地震保険契
約の保険金額が減額された日の契約内容に
基づき、第 7条（保険料の変更－告知義務・
通知義務等）（3）または（4）の規定によ
り計算した保険料を返れい、もしくは保険
料を変更します。

第11条（返れい金の支払－解除の場合）
（1）普通保険約款第10条（告知義務）（2）、同
第11条（通知義務）（2）もしくは（6）ま
たは同第19条（重大事由による解除）（1）
の規定により、当会社が地震保険契約を解
除した場合または同第18条（保険契約者に
よる保険契約の解除）の規定により、保険
契約者が地震保険契約を解除した場合は、
同第25条（保険料の返還－解除の場合）の
規定にかかわらず、当会社は、この地震保
険契約が解除された日の契約内容に基づ
き、第 7条（保険料の変更－告知義務・通
知義務等）（3）または（4）の規定により計
算した返れい金を保険契約者に支払います。

（2）当会社が（1）の返れい金を支払う場合は、
第 9条（返れい金の支払－失効の場合）（2）
から（6）までの規定を適用します。

第12条（ 返れい金の支払－保険金を支払った
場合）

（1）普通保険約款第32条（保険金支払後の保
険契約）（1）の規定により地震保険契約が
終了した場合は、当会社は、返れい金を支
払いません。ただし、この地震保険契約の
保険期間が 1年を超えて、保険料の払込方
法が一括払の場合は、当会社は、この地震
保険契約が終了した日の契約内容に基づき
計算した保険料に対し、普通保険約款第 2

条（保険金を支払う場合）の保険金を支払
うべき損害が生じた日の属する保険年度を



9

経過した以後の期間に対応する未経過料率
係数を乗じることによって計算した返れい
金を保険契約者に支払います。

（2）当会社が（1）の返れい金を支払う場合は、
第 9条（返れい金の支払－失効の場合）（2）
から（6）までの規定を適用します。

第13条（ 自動継続契約に適用される普通保険
約款等）

（1）自動継続契約には、その継続前契約の満
了時に適用されていた特約を適用します。

（2）（1）の規定にかかわらず、当会社が、普
通保険約款、これに付帯される特約および
保険引受に関する制度等を改定した場合に
は、自動継続契約には、各自動継続契約の
保険期間の初日における普通保険約款、こ
れに付帯される特約および保険引受に関す
る制度等を適用します。

第14条（自動継続契約の告知義務）
（1）第 3条（地震保険契約の自動継続）（1）
の規定によりこの地震保険契約または自動
継続契約を継続する場合において、次の①
または②のいずれかに該当するときは、保
険契約者または被保険者は、その旨を当会
社に告げなければなりません。
①　保険契約申込書に記載した事項、保険
証券に記載された事項または継続証等に
記載された事項のうち普通保険約款の告
知事項に該当する事項に変更があったと
き。

②　この地震保険契約の普通保険約款およ
び付帯された特約の規定により当会社に
通知すべき事項が生じたとき。

（2）（1）の告知については、自動継続後契約
の普通保険約款第10条（告知義務）の規定
を適用します。

第15条（普通保険約款の適用除外）
　普通保険約款第21条（保険料の返還また
は請求－告知義務・通知義務等の場合）の

規定は適用しません。

第16条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款第 9

条（保険責任の始期および終期）（3）の規
定中「この保険契約の保険料とこの保険契
約が付帯されている保険契約の保険料との
合計額」とあるのは「この保険契約の保険
料（保険期間が 1年を超えて保険料の払込
方法が一括払以外の場合は、第 1回保険料
とします。）とこの保険契約が付帯されて
いる保険契約の保険料（保険料の払込方法
が一括払の場合は一括払保険料、保険料の
払込方法が一括払以外の場合は第 1回保険
料とします。）との合計額」と読み替えて
適用します。

第17条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、
この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保
険約款の規定を準用します。
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別表 1（ 第 7条（保険料の変更－告知義務・
通知義務等）、第 9条（返れい金の
支払－失効の場合）、第10条（保険
料の返還－保険金額の調整の場合）、
第11条（返れい金の支払－解除の場
合）、第12条（返れい金の支払－保
険金を支払った場合）関係）

（注）経過月数につき 1か月未満の端日数は、 1か月
として計算します。

別表 2（ 第 9条（返れい金の支払－失効の場
合）、第11条（返れい金の支払－解
除の場合）、第12条（返れい金の支
払－保険金を支払った場合）関係）

失効・解除等の場合の返れい金請求書類
（1）当会社の定める請求書
（2）保険証券
（3）保険契約者の印鑑証明書

別表　未経過料率係数表
単位（％）

経過年数 2年契約 3年契約 4年契約 5年契約

経過月数
1か月まで
2か月まで
3か月まで
4か月まで
5か月まで
6か月まで
7か月まで
8か月まで
9か月まで
10か月まで
11か月まで
12か月まで
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4
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● 自動継続特約条項
　（地震保険・家庭総合保険用）

平成29年1月1日以降地震保険始期契約に適用

第 1条（自動継続の方法）
（1）この保険契約は、保険期間が満了する日
の 3か月前の日までに保険契約者または当
会社から書面による反対の申出がない場合
は、保険期間を満了となる保険契約と同一
の年数（この保険契約が付帯される保険契
約の契約年度の開始日以外の時にこの保険
契約を付帯したときは、 1年とします。）
とする継続の申出があったものとして自動
的に継続され、以後この保険契約が付帯さ
れている保険契約の保険期間が満了するま
でこれを繰り返すものとします。ただし、
地震保険に関する法律（昭和41年法律第73

号）またはこれに基づく法令が改正された
ことに伴い、この保険契約の保険金額を変
更する必要が生じた場合を除きます。

（2）継続される保険期間の終期は、いかなる
場合もこの保険契約が付帯されている保険
契約の終期を超えないものとします。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、前条の規定により継続さ
れた保険契約の保険料を次の①または②に
定める払込期日までに払い込まなければな
りません。
①　年額保険料（この保険契約で定められ
た 1か年分保険料をいいます。）または
保険料の全額を一括して払い込む場合
は、その継続保険期間の初日

②　保険料分割払特約が付帯されている場
合は、継続前契約において定められた最
後の払込期日の属する月の翌月の応当日

（2）保険契約者が（1）の払込期日の属する
月の翌月末までにその払込みを怠ったとき
は、当会社は、継続前契約の保険期間の満
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了する日の午後 4時以降に生じた事故によ
る損害に対しては、保険金を支払いません。

（3）保険契約者が（2）の保険料の払込みを
怠ったことについて故意および重大な過失
がなかったと当会社が認めた場合は、当会
社は、この特約の規定中「翌月末」とある
のを「翌々月の25日」と読み替えてこの特
約の規定を適用します。この場合において、
当会社は保険契約者に対して当会社が別に
定める額をあわせて請求できるものとしま
す。

（4）（1）から（3）までの規定にかかわらず、
団体扱保険料分割払特約（一般Ａ）、団体
扱保険料分割払特約（一般Ｂ）、団体扱保
険料分割払特約（一般Ｃ）、団体扱保険料
分割払特約、団体扱保険料分割払特約（口
座振替）、団体扱保険料一括払特約または
集団扱に関する特約を付帯した場合は、集
金契約の定めるところによることとします。

第 3条（保険料不払の場合の失効）
　保険契約の継続のつど継続される保険契
約の保険料が払込期日の属する月の翌月末
までに当会社に払い込まれないときは、保
険契約は継続保険期間の初日に遡

さかのぼ

ってその
効力を失います。

第 4条（継続契約の保険証券）
　継続された保険契約については、当会社
は、保険契約者から請求がないかぎり、新
たに保険証券を発行しないで、従前の保険
証券とその継続契約の保険料に対する領収
証とをもってこれに代えることができます。

第 5条（ 継続契約に適用される制度または料
率等）

　当会社が制度または料率等（注）を改定し
た場合は、継続された保険契約には、保険
期間の初日における制度または料率等（注）

を適用するものとします。
（注）制度または料率等

　　地震保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。）およびこれに付帯される特約、
保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。

第 6条（普通約款との関係）
（1）第 1条（自動継続の方法）の規定は普通
保険約款第10条（告知義務）（2）および第
11条（通知義務）（2）の効力を妨げないも
のとします。

（2）この特約は、普通保険約款第34条（保険
契約の継続）の規定とはかかわりありませ
ん。

● 自動継続特約条項
　（居住用財産総合・地震保険用）

平成29年1月1日以降地震保険始期契約に適用

第 1条（自動継続の方法）
（1）この保険契約は、保険期間が満了する日
の 3か月前の日までに保険契約者または当
会社から書面による反対の申出がない場合
は、保険期間を満了となる保険契約と同一
の年数（この保険契約が付帯される保険契
約の契約年度の開始日以外の時にこの保険
契約を付帯したときは、 1年とします。）
とする継続の申出があったものとして自動
的に継続されます。この場合において、当
会社は継続契約の保険金額および保険料を
保険証券記載の保険契約者の住所にあてた
書面により事前に通知するものとします。
以後この保険契約が付帯されている保険契
約の保険期間が満了するまでこれを繰り返
すものとします。ただし、地震保険に関す
る法律（昭和41年法律第73号）またはこれ
に基づく法令が改正されたことに伴い、こ
の保険契約の保険金額を変更する必要が生
じた場合を除きます。

（2）継続される保険期間の終期は、いかなる
場合もこの保険契約が付帯されている保険
契約の終期を超えないものとします。
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第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、前条の規定により継続さ
れた保険契約の保険料を次の①および②に
定める払込期日までに払い込まなければな
りません。
①　年額保険料（この保険契約で定められ
た 1か年分の保険料をいいます。）また
は保険料の全額を一括して払い込む場合
は、その継続契約の保険期間の初日

②　保険料分割払特約（一般）が付帯され
ている場合は、継続前契約において定め
られた最後の払込期日の属する月の翌月
の応当日

（2）保険契約者が（1）の払込期日の属する
月の翌月末までにその払込みを怠ったとき
は、当会社は、継続前契約の保険期間の満
了する日の午後4時以降に生じた事故によ
る損害に対しては、保険金を支払いません。

（3）保険契約者が（2）の保険料の払込みを
怠ったことについて故意および重大な過失
がなかったと当会社が認めた場合は、当会
社は、この特約の規定中「翌月末」とある
のを「翌々月の25日」と読み替えてこの特
約の規定を適用します。この場合において、
当会社は保険契約者に対して当会社が別に
定める額をあわせて請求できるものとしま
す。

第 3条（保険料不払の場合の失効）
　保険契約の継続のつど継続される保険契
約の保険料が払込期日の属する月の翌月末
までに当会社に払い込まれないときは、保
険契約は払込期日に遡

さかのぼ

ってその効力を失い
ます。

第 4条（継続契約の保険証券）
　継続された保険契約については、当会社
は、保険契約者から請求がないかぎり、新
たに保険証券を発行しないで、従前の保険
証券とその継続契約の保険料に対する領収
証とをもってこれに代えることができます。

第 5条（ 継続契約に適用される制度または
　　　　料率等）
（1）当会社が制度または料率等（注）を改定し
た場合は、継続された保険契約には、保険
期間の初日における制度または料率等（注）

を適用するものとします。
（2）（1）の場合において、当会社は、この保
険契約の満了する日より 1か月前の日まで
に、保険証券記載の保険契約者の住所にあ
てた書面により改定後の保険料を通知し、
この保険契約の満了する日までに、保険契
約者より保険契約を継続しない旨の意思表
示があったときは、第 1条（自動継続の方
法）（1）の規定にかかわらず、保険契約は
継続しないものとします。
（注）制度または料率等
　　地震保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。）およびこれに付帯される特約、
保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。

第 6条（普通保険約款との関係）
（1）第 1条（自動継続の方法）の規定は普通
保険約款第10条（告知義務）（2）および第
11条（通知義務）（2）の効力を妨げないも
のとします。

（2）この特約は、普通保険約款第34条（保険
契約の継続）の規定とはかかわりありませ
ん。

● 自動継続特約条項（地震保険・新
火災保険（団体扱・集団扱以外）用）

平成29年1月1日以降地震保険始期契約に適用

第 1条（自動継続の方法）
（1）この保険契約は、保険期間が満了する日
の 3か月前の日までに保険契約者または当
会社から書面による反対の申出がない場合
は、次の①または②のいずれかの継続の申
出があったものとして自動的に継続され、



13

以後この保険契約が付帯されている保険契
約（以下「主契約」といいます。）の保険
期間が満了するまでこれを繰り返すものと
します。ただし、地震保険に関する法律（昭
和41年法律第73号）またはこれに基づく法
令が改正されたことに伴い、この保険契約
の保険金額を変更する必要が生じた場合を
除きます。
①　主契約の契約年度の開始日にこの保険
契約を付帯した場合

　　保険期間を満了となる保険契約（以下
「継続前契約」といいます。）と保険期間
を同一の年数とし、保険料の払込に関す
る特約を同一とする継続の申出

②　主契約の契約年度の開始日以外の時に
この保険契約を付帯した場合

　　保険期間を 1年とし、保険料の払込に
関する特約を継続前契約と同一とする継
続の申出。ただし、主契約に「保険料の
払込に関する特約条項（長期月払）」が
付帯されている場合は、保険期間を 1年
とし、「保険料の払込に関する特約条項
（月払）」を付帯する継続の申出とします。

（2）（1）の規定により継続される保険契約（以
下「継続後契約」といいます。）の保険期
間の終期は、いかなる場合も主契約の終期
を超えないものとします。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、継続後契約の保険料を、
継続後契約に付帯される特約条項の規定に
より、払い込むものとします。

（2）保険契約者が保険料の払込みを怠った場
合の取扱いについても、継続後契約に付帯
される特約条項の規定によります。

（3）継続前契約に保険料の即時払に関する特
約条項が付帯されている場合は、保険料の
即時払に関する特約条項第1条（初回保険
料の領収前免責）の規定は適用せず、（1）
および（2）の規定を適用します。

（4）継続前契約に初回保険料の即時払に関す

る特約条項が付帯されている場合は、初回
保険料の即時払に関する特約条項の規定は
適用せず、（1）および（2）の規定を適用
します。

第 3条（継続後契約の保険証券）
　継続後契約については、当会社は、保険
契約者から請求がないかぎり、新たに保険
証券を発行しないで、従前の保険証券（異
動承認書を含みます。）とその継続後契約
の保険料に対する領収証とをもってこれに
代えることができます。

第 4条（ 継続後契約に適用される制度または
料率等）

　当会社が制度または料率等（注）を改定し
た場合は、継続後契約には、保険期間の初
日における制度または料率等（注）を適用す
るものとします。
（注）制度または料率等
　　地震保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。）およびこれに付帯される特約、
保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。

第 5条（普通保険約款との関係）
（1）第 1条（自動継続の方法）の規定は普通
保険約款第10条（告知義務）（2）および第
11条（通知義務）（2）の効力を妨げないも
のとします。

（2）この特約は、普通保険約款第34条（保険
契約の継続）の規定とはかかわりありませ
ん。

● 自動継続特約条項（地震保険・新
火災保険（団体扱・集団扱）用）

平成29年1月1日以降地震保険始期契約に適用

第 1条（自動継続の方法）
（1）この保険契約は、保険期間が満了する日
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の 3か月前の日までに保険契約者または当
会社から書面による反対の申出がない場合
は、次の①または②のいずれかの継続の申
出があったものとして自動的に継続され、
以後この保険契約が付帯されている保険契
約（以下「主契約」といいます。）の保険
期間が満了するまでこれを繰り返すものと
します。ただし、地震保険に関する法律（昭
和41年法律第73号）またはこれに基づく法
令が改正されたことに伴い、この保険契約
の保険金額を変更する必要が生じた場合を
除きます。
①　主契約の契約年度の開始日にこの保険
契約を付帯した場合

　　保険期間を満了となる保険契約（以下
「継続前契約」といいます。）と保険期間
を同一の年数とし、保険料の払込に関す
る特約を同一とする継続の申出

②　主契約の契約年度の開始日以外の時に
この保険契約を付帯した場合

　　保険期間を 1年とし、保険料の払込に
関する特約を主契約と同一とする継続の
申出

（2）（1）の規定により継続される保険契約
（以下「継続後契約」といいます。）の保険
期間の終期は、いかなる場合もこの保険契
約が付帯されている保険契約の終期を超え
ないものとします。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、継続後契約の保険料を、
継続後契約に付帯される特約条項の規定お
よび集金契約の定めるところにより、払い
込むものとします。

（2）保険契約者が保険料の払込みを怠った
場合の取扱いについては、継続後契約に付
帯される特約条項の規定および集金契約の
定めるところによります。

第 3条（継続後契約の保険証券）
　継続後契約については、当会社は、保険

契約者から請求がないかぎり、新たに保険
証券を発行しないで、従前の保険証券（異
動承認書を含みます。）とその継続後契約
の保険料に対する領収証とをもってこれに
代えることができます。

第 4条（ 継続後契約に適用される制度または
料率等）

　当会社が制度または料率等（注）を改定し
た場合は、継続後契約には、保険期間の初
日における制度または料率等（注）を適用す
るものとします。
（注）制度または料率等
　　地震保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。）およびこれに付帯される特約、
保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。

第 5条（普通保険約款との関係）
（1）第 1条（自動継続の方法）の規定は普通
保険約款第10条（告知義務）（2）および第
11条（通知義務）（2）の効力を妨げないも
のとします。

（2）この特約は、普通保険約款第34条（保険
契約の継続）の規定とはかかわりありませ
ん。

●自動継続特約
　 （地震保険・個人用火災総合保険
（団体扱・集団扱以外））

平成29年1月1日以降地震保険始期契約に適用

第 1条（自動継続の方法）
（1）この保険契約は、保険期間が満了する日
の 3か月前の日までに保険契約者または当
会社から書面による反対の申出がない場合
は、次の①または②のいずれかの継続の申
出があったものとして自動的に継続され、
以後この保険契約が付帯されている保険契
約（以下「主契約」といいます。）の保険
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期間が満了するまでこれを繰り返すものと
します。ただし、地震保険に関する法律（昭
和41年法律第73号）またはこれに基づく法
令が改正されたことに伴い、この保険契約
の保険金額を変更する必要が生じた場合を
除きます。
①　主契約の契約年度の開始日にこの保険
契約を付帯した場合

　　保険期間を満了となる保険契約（以下
「継続前契約」といいます。）と保険期間
を同一の年数とし、保険料の払込に関す
る特約を同一とする継続の申出

②　主契約の契約年度の開始日以外の時に
この保険契約を付帯した場合

　　保険期間を 1年とし、保険料の払込に
関する特約を継続前契約と同一とする継
続の申出。ただし、主契約に保険料長期
月払特約が付帯されている場合は、保険
期間を 1年とし、保険料分割払特約を付
帯する継続の申出とします。

（2）（1）の規定により継続される保険契約（以
下「継続後契約」といいます。）の保険期
間の終期は、いかなる場合も主契約の終期
を超えないものとします。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、継続後契約の保険料を、
継続後契約に付帯される特約の規定によ
り、払い込むものとします。

（2）保険契約者が保険料の払込を怠った場合
の取扱いについても、継続後契約に付帯さ
れる特約の規定によります。

（3）継続前契約に次の①から⑥までのいずれ
かに該当する特約が付帯されている場合
は、次の①から⑥までの規定は適用せず、
（1）および（2）の規定を適用します。
①　保険料分割払特約（即時払）Ⅱ契約保
険料払込条項第 2条（第 1回保険料領収
前の事故）

②　保険料一括払特約（即時払）第 2条（保
険料領収前の事故）

③　保険料長期年払特約（即時払）Ⅱ契約
保険料払込条項第 2条（第 1回保険料領
収前の事故）

④　保険料長期月払特約（即時払）Ⅱ契約
保険料払込条項第 2条（第 1回保険料領
収前の事故）

⑤　保険料長期一括払特約（即時払）第 2

条（保険料領収前の事故）
⑥　保険料長期一括払特約（評価済契約・
即時払）第 2条（保険料領収前の事故）

第 3条（継続後契約の保険証券）
　継続後契約については、当会社は、保険
契約者から請求がないかぎり、新たに保険
証券を発行しないで、従前の保険証券（異
動承認書を含みます。）とその継続後契約
の保険料に対する領収証とをもってこれに
代えることができます。

第 4条（ 継続後契約に適用される制度または
料率等）

　当会社が制度または料率等（注）を改定し
た場合は、継続後契約には、保険期間の初
日における制度または料率等（注）を適用す
るものとします。
（注）制度または料率等
　　地震保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。）およびこれに付帯される特約、
保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。

第 5条（普通保険約款との関係）
（1）第 1条（自動継続の方法）の規定は普通
保険約款第10条（告知義務）（2）および第
11条（通知義務）（2）の効力を妨げないも
のとします。

（2）この特約は、普通保険約款第34条（保険
契約の継続）の規定とはかかわりありませ
ん。
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●自動継続特約
　 （地震保険・個人用火災総合保険
（団体扱・集団扱））

平成29年1月1日以降地震保険始期契約に適用

第 1条（自動継続の方法）
（1）この保険契約は、保険期間が満了する日
の 3か月前の日までに保険契約者または当
会社から書面による反対の申出がない場合
は、次の①または②のいずれかの継続の申
出があったものとして自動的に継続され、
以後この保険契約が付帯されている保険契
約（以下「主契約」といいます。）の保険
期間が満了するまでこれを繰り返すものと
します。ただし、地震保険に関する法律（昭
和41年法律第73号）またはこれに基づく法
令が改正されたことに伴い、この保険契約
の保険金額を変更する必要が生じた場合を
除きます。
①　主契約の契約年度の開始日にこの保険
契約を付帯した場合

　　保険期間を満了となる保険契約（以下
「継続前契約」といいます。）と保険期間
を同一の年数とし、保険料の払込に関す
る特約を同一とする継続の申出

②　主契約の契約年度の開始日以外の時に
この保険契約を付帯した場合

　　保険期間を 1年とし、保険料の払込に
関する特約を主契約と同一とする継続の
申出

（2）（1）の規定により継続される保険契約（以
下「継続後契約」といいます。）の保険期
間の終期は、いかなる場合もこの保険契約
が付帯されている保険契約の終期を超えな
いものとします。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、継続後契約の保険料を、
継続後契約に付帯される特約の規定および

集金契約の定めるところにより、払い込む
ものとします。

（2）保険契約者が保険料の払込を怠った場合
の取扱いについては、継続後契約に付帯さ
れる特約の規定および集金契約の定めると
ころによります。

第 3条（継続後契約の保険証券）
　継続後契約については、当会社は、保険
契約者から請求がないかぎり、新たに保険
証券を発行しないで、従前の保険証券（異
動承認書を含みます。）とその継続後契約
の保険料に対する領収証とをもってこれに
代えることができます。

第 4条（ 継続後契約に適用される制度または
料率等）

　当会社が制度または料率等（注）を改定し
た場合は、継続後契約には、保険期間の初
日における制度または料率等（注）を適用す
るものとします。
（注）制度または料率等
　　地震保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。）およびこれに付帯される特約、
保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。

第 5条（普通保険約款との関係）
（1）第 1条（自動継続の方法）の規定は普通
保険約款第10条（告知義務）（2）および第
11条（通知義務）（2）の効力を妨げないも
のとします。

（2）この特約は、普通保険約款第34条（保険
契約の継続）の規定とはかかわりありませ
ん。
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●自動継続特約（地震保険・個人用火災
総合保険（団体扱・集団扱以外））

平成28年12月31日以前地震保険始期契約に適用

第 1条（自動継続の方法）
（1）この保険契約は、保険期間が満了する日
の 3か月前の日までに保険契約者または当
会社から書面による反対の申出がない場合
は、次の①または②のいずれかの継続の申
出があったものとして自動的に継続され、
以後この保険契約が付帯されている保険契
約（以下「主契約」といいます。）の保険
期間が満了するまでこれを繰り返すものと
します。ただし、地震保険に関する法律
（昭和41年法律第73号）またはこれに基づ
く法令が改正されたことに伴い、この保険
契約の保険金額を変更する必要が生じた場
合を除きます。
①　主契約の契約年度の開始日にこの保険
契約を付帯した場合

　　保険期間を満了となる保険契約（以下
「継続前契約」といいます。）と保険期間
を同一の年数とし、保険料の払込に関す
る特約を同一とする継続の申出

②　主契約の契約年度の開始日以外の時に
この保険契約を付帯した場合

　　保険期間を 1年とし、保険料の払込に
関する特約を継続前契約と同一とする継
続の申出。ただし、主契約に保険料長期
月払特約が付帯されている場合は、保険
期間を 1年とし、保険料分割払特約を付
帯する継続の申出とします。

（2）（1）の規定により継続される保険契約
（以下「継続後契約」といいます。）の保険
期間の終期は、いかなる場合も主契約の終
期を超えないものとします。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、継続後契約の保険料を、

継続後契約に付帯される特約の規定によ
り、払い込むものとします。

（2）保険契約者が保険料の払込を怠った場合
の取扱いについても、継続後契約に付帯さ
れる特約の規定によります。

（3）継続前契約に次の①から⑥までのいずれ
かに該当する特約が付帯されている場合
は、次の①から⑥までの規定は適用せず、
（1）および（2）の規定を適用します。
①　保険料分割払特約（即時払）Ⅱ契約保
険料払込条項第 2条（第 1回保険料領収
前の事故）

②　保険料一括払特約（即時払）第 2 条
（保険料領収前の事故）
③　保険料長期年払特約（即時払）Ⅱ契約
保険料払込条項第 2条（第 1回保険料領
収前の事故）

④　保険料長期月払特約（即時払）Ⅱ契約
保険料払込条項第 2条（第 1回保険料領
収前の事故）

⑤　保険料長期一括払特約（即時払）第 2

条（保険料領収前の事故）
⑥　保険料長期一括払特約（評価済契約・
即時払）第 2条（保険料領収前の事故）

第 3条（継続後契約の保険証券）
　継続後契約については、当会社は、保険
契約者から請求がないかぎり、新たに保険
証券を発行しないで、従前の保険証券（異
動承認書を含みます。）とその継続後契約
の保険料に対する領収証とをもってこれに
代えることができます。

第 4条（保険料率改定による保険料の変更）
　この保険契約に適用した料率が改定され
た場合は、当会社は、料率が改定された日
以後第 1条（自動継続の方法）の規定によ
って継続される継続後契約に対する保険料
を変更します。



18

第 5条（普通保険約款との関係）
（1）第 1条（自動継続の方法）の規定は地震
保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。）第10条（告知義務）（2）お
よび第11条（通知義務）（2）の効力を妨げ
ないものとします。

（2）この特約は、普通保険約款第34条（保険
契約の継続）の規定とはかかわりありま
せん。

●自動継続特約（地震保険・個人用
火災総合保険（団体扱・集団扱））

平成28年12月31日以前地震保険始期契約に適用

第 1条（自動継続の方法）
（1）この保険契約は、保険期間が満了する日
の 3か月前の日までに保険契約者または当
会社から書面による反対の申出がない場合
は、次の①または②のいずれかの継続の申
出があったものとして自動的に継続され、
以後この保険契約が付帯されている保険契
約（以下「主契約」といいます。）の保険
期間が満了するまでこれを繰り返すものと
します。ただし、地震保険に関する法律
（昭和41年法律第73号）またはこれに基づ
く法令が改正されたことに伴い、この保険
契約の保険金額を変更する必要が生じた場
合を除きます。
①　主契約の契約年度の開始日にこの保険
契約を付帯した場合

　　保険期間を満了となる保険契約（以下
「継続前契約」といいます。）と保険期間
を同一の年数とし、保険料の払込に関す
る特約を同一とする継続の申出

②　主契約の契約年度の開始日以外の時に
この保険契約を付帯した場合

　　保険期間を 1年とし、保険料の払込に
関する特約を主契約と同一とする継続の
申出

（2）（1）の規定により継続される保険契約
（以下「継続後契約」といいます。）の保険
期間の終期は、いかなる場合もこの保険契
約が付帯されている保険契約の終期を超え
ないものとします。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、継続後契約の保険料を、
継続後契約に付帯される特約の規定および
集金契約の定めるところにより、払い込む
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ものとします。
（2）保険契約者が保険料の払込を怠った場合
の取扱いについては、継続後契約に付帯さ
れる特約の規定および集金契約の定めると
ころによります。

第 3条（継続後契約の保険証券）
　継続後契約については、当会社は、保険
契約者から請求がないかぎり、新たに保険
証券を発行しないで、従前の保険証券（異
動承認書を含みます。）とその継続後契約
の保険料に対する領収証とをもってこれに
代えることができます。

第 4条（保険料率改定による保険料の変更）
　この保険契約に適用した料率が改定され
た場合は、当会社は、料率が改定された日
以後第1条（自動継続の方法）の規定によ
って継続される継続後契約に対する保険料
を変更します。

第 5条（普通保険約款との関係）
（1）第 1条（自動継続の方法）の規定は地震
保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。）第10条（告知義務）（2）お
よび第11条（通知義務）（2）の効力を妨げ
ないものとします。

（2）この特約は、普通保険約款第34条（保険
契約の継続）の規定とはかかわりありま
せん。

●保険料一括払特約

Ⅰ　共通条項

第 1条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、
それぞれ次の定義によります。
用　語 定　義
指定口座 保険契約者の指定する口座をいい

ます。
提携金融
機関

当会社と保険料の口座振替の取扱
いを提携している金融機関等をい
います。

払込期日 提携金融機関ごとに当会社の定め
る期日をいい、口座振替以外の方
法で払い込む場合は、当会社所定
の期日をいいます。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、保険料を口座振替の方法
により払い込むこととします。この場合は、
保険契約締結の際に、次の①および②に定
める条件をいずれも満たさなければなりま
せん。
①　指定口座が提携金融機関に設定されて
いること。

②　当会社に損害保険料口座振替依頼書の
提出等がなされていること。

（2）払込期日が提携金融機関の休業日に該当
し、指定口座からの口座振替による保険料
の払込みがその休業日の翌営業日に行われ
た場合は、当会社は、払込期日に払込みが
あったものとみなします。

（3）保険契約者は、払込期日の前日までに保
険料相当額を指定口座に預け入れておかな
ければなりません。

（4）（1）から（3）までの規定にかかわらず、
保険契約者は、当会社の定めるところによ
り、保険料を口座振替以外の方法により払
い込むことができます。
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第 3条（返還保険料の取扱い）
（1）当会社が、保険契約者に対して、保険料
を返還する場合において、この保険契約の
保険料が口座振替の方法により払い込まれ
ているときは、当会社は、返還保険料の全
額を一括して、当会社の定める日に、指定
口座への振込みによって返還することがで
きるものとします。

（2）（1）の規定は、保険契約者からあらかじ
め当会社に反対の意思表示がなされている
場合は適用しません。

第 4条（保険料の取扱い－普通保険約款に
　　　　おける解除等の場合）
　個人用火災総合保険普通保険約款（以下
「普通保険約款」といいます。）第 3章基本
条項第15条（保険料の取扱い－無効または
失効の場合）（2）および同章第18条（保険
料の取扱い－解除の場合）の規定は、当会
社が返還すべき保険料（注1）がある場合に
かぎり、その保険料を返還します。
（注1）返還すべき保険料
　　普通保険約款第 3章基本条項第15条（保険料
の取扱い－無効または失効の場合）（2）および
同章第18条（保険料の取扱い－解除の場合）の
規定により算出した額から未払込保険料（注2）を
差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた
額が、マイナスとなる場合は、当会社はその額
を請求することができます。

（注2）未払込保険料
　　この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。

第 5条（保険金支払時の未払込保険料の
　　　　払込み）
　普通保険約款第 3章基本条項第25条（保
険金支払後の保険契約）（1）の規定により、
この保険契約が終了する場合は、保険契約
者は、保険金の支払を受ける以前に、未払
込保険料（注）の全額を一時に払い込まなけ
ればなりません。

（注）未払込保険料
　　この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。

第 6条（地震保険に付帯されている場合の
　　　　取扱い）
　この特約が地震保険普通保険約款（以下
「地震約款」といいます。）に付帯されてい
る場合は、この特約の規定を別表のとおり
読み替えます。

第 7条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、
この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保
険約款および地震約款ならびに付帯された
他の特約の規定を準用します。

Ⅱ　契約保険料払込条項

第 1条（保険料の払込み）
（1）保険契約者は、保険期間の初日の属する
月の翌月の払込期日までに、保険料を一括
して払い込むこととします。

（2）（1）において、保険契約者がこの保険契
約の保険料をⅠ共通条項第 2条（保険料の
払込方法）（1）に定める口座振替の方法に
よって払い込む場合で、保険料を払い込む
べき払込期日までにその払込みを怠り、そ
の払込みを怠った理由が、提携金融機関に
対して口座振替請求が行われなかったこと
による場合においては、保険料の払込期日
の属する月の翌月の応当日をその保険料の
払込期日とみなしてこの特約の規定を適用
します。ただし、口座振替請求が行われな
かった理由が保険契約者の責に帰すべき事
由による場合を除きます。

第 2条（保険料不払の場合の免責）
（1）保険契約者が、払込期日の属する月の翌
月末までに、その払込期日に払い込むべき
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保険料の払込みを怠った場合は、当会社は
この保険契約の保険期間の初日以後に生じ
た事故による損害または費用に対しては、
保険金を支払いません。

（2）保険契約者が（1）の保険料の払込みを
怠ったことについて故意および重大な過失
がなかったと当会社が認めた場合は、当会
社は、「払込期日の属する月の翌月末」を
「払込期日の属する月の翌々月の25日」に
読み替えてこの条項の規定を適用します。

第 3条（保険料領収前事故の特則）
（1）保険契約者が、事故発生日前に到来した
払込期日に払い込むべき保険料の払込みを
怠っていた場合において、被保険者が、払
込期日の属する月の翌月末までに当会社に
保険金の支払の請求を行うときは、当会社
は、保険契約者が既に到来した払込期日に
払い込むべき保険料の全額を払い込んだと
きにかぎり、その事故に対する保険金を支
払います。

（2）事故発生の日が、払込期日以前であり、
保険契約者が、保険料を払込期日に払い込
む旨の確約を行った場合で、当会社が承認
したときは、当会社は、保険料が払い込ま
れたものとしてその事故に対して保険金を
支払います。

（3）（2）の確約に反して保険契約者が払込期
日に保険料の払込みを怠り、かつ、払込期
日の属する月の翌月末までにその払込みを
怠った場合は、当会社は、既に支払った保
険金の全額の返還を請求することができ
ます。

第 4条（保険料不払の場合の解除）
（1）当会社は、払込期日の属する月の翌月末
までに保険料の払込みがない場合は、この
保険契約を解除することができます。この
場合の解除は、この保険契約の保険期間の
初日から将来に向かってのみその効力を生
じます。

（2）当会社は、（1）の解除を行う場合は、保
険契約者に対する書面により解除の通知を
行います。

（3）（1）および（2）の規定により、当会社
がこの保険契約を解除した場合で、当会社
が返還すべき保険料（注1）があるときは、そ
の保険料を返還します。

（4）（1）および（2）の規定により当会社が
この保険契約を解除した場合において、前
条（2）の規定により当会社が既に支払っ
た保険金があるときは、当会社は保険契約
者に対してこの保険金の全額の返還を請求
することができます。
（注1）返還すべき保険料
　　普通保険約款第 3章基本条項第18条（保険料
の取扱い－解除の場合）の規定により算出した
額から未払込保険料（注2）を差し引いた額をいい
ます。

（注2）未払込保険料
　　この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。

Ⅲ　追加保険料払込条項

第 1条（追加保険料の払込み）
　保険契約者は、変更手続き完了のお知ら
せ（兼異動承認書）記載の払込期日までに、
追加保険料（普通保険約款第 3章基本条項
第14条（保険料の取扱い－契約内容の変更
の承認等の場合）に定める追加保険料をい
います。以下同様とします。）の全額を一
括して払い込まなければなりません。

第 2条（追加保険料の払込方法）
　当会社は、保険契約者に対して、Ⅰ共通
条項第 2条（保険料の払込方法）の規定に
かかわらず、追加保険料の払込みを口座振
替以外の方法により、請求できるものとし
ます。
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第 3条（追加保険料不払の場合の免責）
（1）普通保険約款第 3章基本条項第14条（保
険料の取扱い－契約内容の変更の承認等の
場合）①または②に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合で、保
険契約者が払込期日の属する月の翌月末ま
でにその払込期日に払い込むべき追加保険
料の払込みを怠ったときは、当会社は、次
の①および②に定める時から、その追加保
険料領収までの間に生じた事故による損害
または費用に対しては、保険金を支払いま
せん。
①　普通保険約款第 3章第14条①に該当す
る場合は、保険期間の初日

②　同章第14条②に該当する場合は、危険
増加または危険の減少が生じた時

（2）普通保険約款第 3章基本条項第14条（保
険料の取扱い－契約内容の変更の承認等の
場合）③に定めるところに従い、当会社が
追加保険料を請求した場合で、保険契約者
が払込期日の属する月の翌月末までにその
払込期日に払い込むべき追加保険料の払込
みを怠ったときは、当会社は、その追加保
険料領収前に生じた事故による損害または
費用に対しては、契約内容の変更の承認の
請求がなかったものとして、普通保険約款
および地震約款ならびに付帯された他の特
約に従い、保険金を支払います。

（3）保険契約者が（1）または（2）の追加保
険料の払込みを怠ったことについて故意お
よび重大な過失がなかったと当会社が認め
た場合は、当会社は、「払込期日の属する
月の翌月末」を「払込期日の属する月の
翌々月の25日」に読み替えてこの条項の規
定を適用します。

第 4条（追加保険料領収前事故の特則）
（1）保険契約者が、事故発生日前に到来した
払込期日に払い込むべき追加保険料の払込
みを怠っていた場合において、被保険者が、
払込期日の属する月の翌月末までに当会社

に保険金の支払の請求を行うときは、次の
①または②に定めるところによります。

区　分 取扱い
①追加保険料が
前条（1）の追
加保険料であ
る場合

保険契約者が既に到来した
払込期日に払い込むべき追
加保険料の全額を払い込ん
だときにかぎり、その事故
に対する保険金を支払いま
す。

②追加保険料が
前条（2）の追
加保険料であ
る場合

保険契約者が既に到来した
払込期日に払い込むべき追
加保険料の全額を払い込ん
だときにかぎり、契約内容
の変更の承認後の内容に従
い、保険金を支払います。

（2）事故発生の日が、第 1条（追加保険料の
払込み）に定める払込期日以前であり、保
険契約者が、追加保険料を払込期日に払い
込む旨の確約を行った場合で、当会社が承
認したときは、当会社は、追加保険料が払
い込まれたものとしてその事故に対して保
険金を支払います。

（3）（2）の確約に反して保険契約者が払込期
日に追加保険料の払込みを怠り、かつ、払
込期日の属する月の翌月末までにその払込
みを怠った場合は、当会社は、次の①また
は②に定める保険金の額の返還を請求する
ことができます。

区　分 保険金の額
①追加保険料が
前条（1）の追
加保険料であ
る場合

既に支払った保険金の全額

②追加保険料が
前条（2）の追
加保険料であ
る場合

次の算式により算出された
額
既に支払
った保険
金の額

－ 前条（2）の保険金の額

第 5条（追加保険料不払の場合の解除）
（1）当会社は、払込期日の属する月の翌月末
までにその払込期日に払い込むべき追加保
険料の払込みがない場合は、この保険契約
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を解除することができます。この場合の解
除は将来に向かってのみその効力を生じま
す。ただし、（2）の解除を通知した日が保
険期間の末日以降の日である場合は、その
解除は保険期間の末日から将来に向かって
のみその効力を生じます。

（2）当会社は、（1）の解除を行う場合は、保
険契約者に対する書面により解除の通知を
行います。

（3）（1）および（2）の規定により、当会社
がこの保険契約を解除した場合で、当会社
が返還すべき保険料（注1）があるときは、そ
の保険料を返還します。

（4）（1）および（2）の規定により当会社が
この保険契約を解除した場合において、前
条（2）の規定により当会社が既に支払っ
た保険金があるときには、当会社は保険契
約者に対してこの保険金の全額の返還を請
求することができます。
（注1）返還すべき保険料
　　普通保険約款第 3章基本条項第18条（保険料
の取扱い－解除の場合）の規定により算出した
額から未払込保険料（注2）を差し引いた額をいい
ます。

（注2）未払込保険料
　　この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。

第 6条（訂正の申出等に関する特則）
（1）第 1条（追加保険料の払込み）から前条
までの規定にかかわらず、普通保険約款第
3章基本条項第 2条（告知義務）（3）の③
の承認をする場合で、当会社が追加保険料
を請求したときは、保険契約者は、その全
額を一時に当会社に払い込まなければなり
ません。

（2）保険契約者が（1）の追加保険料の払込
みを怠ったことにより、当会社が、この保
険契約を解除できる場合（当会社が、保険
契約者に対し追加保険料を請求したにもか
かわらず、相当の期間内にその払込みがな

かった場合にかぎります。）は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害
または費用に対しては、保険金を支払いま
せん。

別　表
読み替え箇所 読み替え前 読み替え後

1 Ⅰ共通条項第
4条（保険料
の取扱い－普
通保険約款に
おける解除等
の場合）

個人用火災総合保険普
通保険約款（以下「普
通保険約款」といいま
す。）第 3章基本条項
第15条（保険料の取扱
い－無効または失効の
場合）（2）および同章
第18条（保険料の取扱
い－解除の場合）

地震保険普通保険約款
（以下「地震約款」と
いいます。）個人用火災
総合保険に付帯される
場合の特則第 4条（保
険料の返還－無効、失
効または解除の場合）
（1）および（3）

2 Ⅰ共通条項第
4条（保険料
の取扱い－普
通保険約款に
おける解除等
の場合）（注1）

普通保険約款第 3章基
本条項第15条（保険料
の取扱い－無効または
失効の場合）（2）およ
び同章第18条（保険料
の取扱い－解除の場合）

地震約款個人用火災総
合保険に付帯される場
合の特則第 4条（保険
料の返還－無効、失効
または解除の場合）（1）
および（3）

3 Ⅰ共通条項第
5条（保険金
支払時の未払
込保険料の払
込み）

普通保険約款第 3章基
本条項第25条（保険金
支払後の保険契約）（1）

地震約款第32条（保険
金支払後の保険契約）
（1）

4 Ⅱ契約保険料
払込条項第 4

条（保険料不
払の場合の解
除）（注1）
および
Ⅲ追加保険料
払込条項第 5

条（追加保険
料不払の場合
の解除）（注1）

普通保険約款第 3章基
本条項第18条（保険料
の取扱い－解除の場合）

地震約款個人用火災総
合保険に付帯される場
合の特則第 4条（保険
料の返還－無効、失効
または解除の場合）（1）

5 Ⅲ追加保険料
払込条項第 1

条（追加保険
料の払込み）

普通保険約款第 3章基
本条項第14条（保険料
の取扱い－契約内容の
変更の承認等の場合）

地震約款第21条（保険
料の返還または請求－
告知義務・通知義務等
の場合）（1）または個
人用火災総合保険に付
帯される場合の特則第
3条（保険料の返還ま
たは請求－告知義務・
通知義務等の場合）

6 Ⅲ追加保険料
払込条項第 3

条（追加保険
料不払の場合
の免責）
（1）

普通保険約款第 3章基
本条項第14条（保険料
の取扱い－契約内容の
変更の承認等の場合）
①または②

地震約款第21条（保険
料の返還または請求－
告知義務・通知義務等
の場合）（1）または個
人用火災総合保険に付
帯される場合の特則第
3条（保険料の返還ま
たは請求－告知義務・
通知義務等の場合）（1）
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7 Ⅲ追加保険料
払込条項第 3

条（追加保険
料不払の場合
の免責）
（1）の①

普通保険約款第 3章第
14条①

地震約款第21条（1）

8 Ⅲ追加保険料
払込条項第 3

条（追加保険
料不払の場合
の免責）
（1）の②

同章第14条② 地震約款個人用火災総
合保険に付帯される場
合の特則第 3条（1）

9 Ⅲ追加保険料
払込条項第 3

条（追加保険
料不払の場合
の免責）
（2）

普通保険約款第 3章基
本条項第14条（保険料
の取扱い－契約内容の
変更の承認等の場合）
③

地震約款個人用火災総
合保険に付帯される場
合の特則第 3条（保険
料の返還または請求－
告知義務・通知義務等
の場合）（2）

10 Ⅲ追加保険料
払込条項第 6

条（訂正の申
出等に関する
特則）（1）

普通保険約款第 3章基
本条項第 2条（告知義
務）（3）の③

地震約款第10条（告知
義務）（3）の③

●保険料分割払特約

Ⅰ　共通条項

第 1条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、
それぞれ次の定義によります。
用　語 定　義
指定口座 保険契約者の指定する口座をいい

ます。
提携金融
機関

当会社と保険料の口座振替の取扱
いを提携している金融機関等をい
います。

払込期日 提携金融機関ごとに当会社の定め
る期日をいい、口座振替以外の方
法で払い込む場合は、当会社所定
の期日をいいます。

第 2条（保険料の払込方法）
（1）保険契約者は、保険料を口座振替の方法
により払い込むこととします。この場合は、
保険契約締結の際に、次の①および②に定
める条件をいずれも満たさなければなりま
せん。
①　指定口座が提携金融機関に設定されて
いること。

②　当会社に損害保険料口座振替依頼書の
提出等がなされていること。

（2）払込期日が提携金融機関の休業日に該当
し、指定口座からの口座振替による保険料
の払込みがその休業日の翌営業日に行われ
た場合は、当会社は、払込期日に払込みが
あったものとみなします。

（3）保険契約者は、払込期日の前日までに保
険料相当額を指定口座に預け入れておかな
ければなりません。

（4）（1）から（3）までの規定にかかわらず、
保険契約者は、当会社の定めるところによ
り、保険料を口座振替以外の方法により払
い込むことができます。
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第 3条（返還保険料の取扱い）
（1）当会社が、保険契約者に対して、保険料
を返還する場合において、この保険契約の
保険料が口座振替の方法により払い込まれ
ているときは、当会社は、返還保険料の全
額を一括して、当会社の定める日に、指定
口座への振込みによって返還することがで
きるものとします。

（2）（1）の規定は、保険契約者からあらかじ
め当会社に反対の意思表示がなされている
場合は適用しません。

第 4条（保険料の取扱い－普通保険約款に
　　　　おける解除等の場合）
　個人用火災総合保険普通保険約款（以下
「普通保険約款」といいます。）第 3章基本
条項第15条（保険料の取扱い－無効または
失効の場合）（2）および同章第18条（保険
料の取扱い－解除の場合）の規定は、当会
社が返還すべき保険料（注1）がある場合にか
ぎり、その保険料を返還します。
（注1）返還すべき保険料
　　普通保険約款第 3章基本条項第15条（保険料
の取扱い－無効または失効の場合）（2）および
同章第18条（保険料の取扱い－解除の場合）の
規定により算出した額から未払込保険料（注2）を
差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた
額が、マイナスとなる場合は、当会社はその額
を請求することができます。

（注2）未払込保険料
　　この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。

第 5条（保険金支払時の未払込保険料の
　　　　払込み）
　普通保険約款第 3章基本条項第25条（保
険金支払後の保険契約）（1）の規定により、
この保険契約が終了する場合は、保険契約
者は、保険金の支払を受ける以前に、未払
込保険料（注）の全額を一時に払い込まなけ
ればなりません。

（注）未払込保険料
　　この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。

第 6条（地震保険に付帯されている場合の
　　　　取扱い）
　この特約が地震保険普通保険約款（以下
「地震約款」といいます。）に付帯されてい
る場合は、この特約の規定を別表のとおり
読み替えます。

第 7条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、
この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保
険約款および地震約款ならびに付帯された
他の特約の規定を準用します。

Ⅱ　契約保険料払込条項

第 1条（保険料の払込み）
（1）保険契約者は、保険料を保険証券記載の
回数および金額に分割して払い込むことと
します。

（2）保険契約者は、次に定める払込期日まで
に、保険料を払い込まなければなりません。

区　分 払込期日
第 1回保険料 保険期間の初日の属する月の

翌月の払込期日
第 2回以降の
保険料

第 1回保険料の払込期日以降
に到来する毎月の払込期日

（3）（1）および（2）において、保険契約者
がこの保険契約の保険料をⅠ共通条項第 2

条（保険料の払込方法）（1）に定める口座
振替の方法によって払い込む場合で、第 1

回保険料を払い込むべき払込期日までにそ
の払込みを怠り、その払込みを怠った理由
が、提携金融機関に対して口座振替請求が
行われなかったことによる場合において
は、第 1回保険料の払込期日の属する月の
翌月の応当日をその第 1回保険料の払込期
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日とみなしてこの特約の規定を適用しま
す。ただし、口座振替請求が行われなかっ
た理由が保険契約者の責に帰すべき事由に
よる場合を除きます。

（4）（3）の規定が適用される場合であっても、
第 2回以降の保険料の払込期日は変更しま
せん。

第 2条（保険料不払の場合の免責）
（1）保険契約者が、払込期日の属する月の翌
月末までに、その払込期日に払い込むべき
保険料の払込みを怠った場合は、当会社は
次に定める日以後に生じた事故による損害
または費用に対しては、保険金を支払いま
せん。

第 1回保険料の払
込みを怠った場合

この保険契約の保険期間
の初日

第 2回以降の保険
料の払込みを怠っ
た場合

保険料の払込みを怠った
払込期日の翌日

（2）保険契約者が（1）の保険料の払込みを
怠ったことについて故意および重大な過失
がなかったと当会社が認めた場合は、当会
社は、「払込期日の属する月の翌月末」を
「払込期日の属する月の翌々月の25日」に
読み替えてこの条項の規定を適用します。

第 3条（保険料領収前事故の特則）
（1）保険契約者が、事故発生日前に到来した
払込期日に払い込むべき保険料の払込みを
怠っていた場合において、被保険者が、最
初に払込みを怠った払込期日の属する月の
翌月末までに当会社に保険金の支払の請求
を行うときは、当会社は、保険契約者が既
に到来した払込期日に払い込むべき保険料
の全額を払い込んだときにかぎり、その事
故に対する保険金を支払います。

（2）事故発生の日が、第 1条（保険料の払込
み）（2）に定める第 1回保険料の払込期日
（以下「第 1回保険料払込期日」といいま
す。）以前であり、保険契約者が、第 1回

保険料を第 1回保険料払込期日に払い込む
旨の確約を行った場合で、当会社が承認し
たときは、当会社は、第 1回保険料が払い
込まれたものとしてその事故に対して保険
金を支払います。

（3）（2）の確約に反して保険契約者が第 1回
保険料払込期日に第 1回保険料の払込みを
怠り、かつ、第 1回保険料払込期日の属す
る月の翌月末までにその払込みを怠った場
合は、当会社は、既に支払った保険金の全
額の返還を請求することができます。

第 4条（保険料不払の場合の解除）
（1）当会社は、次の①に定めるところにより、
この保険契約を解除することができます。
この場合の解除は、次の②に定める時から
将来に向かってのみその効力を生じます。

①当会社が保
険契約を解
除できる場
合

ア．払込期日の属する月の翌
月末までにその払込期日に
払い込まれるべき保険料の
払込みがない場合

イ．払込期日までに、その払
込期日に払い込まれるべき
保険料の払込みがなく、か
つ、その翌月の払込期日（以
下「次回払込期日」といい
ます。）までに、次回払込
期日に払い込まれるべき保
険料の払込みがない場合

②解除の効力
が生じる時

ア．①のア．による解除の場
合は、その保険料を払い込
むべき払込期日またはこの
保険契約の保険期間の末日
のいずれか早い日。ただし、
その保険料が第 1回保険料
である場合は、この保険契
約の保険期間の初日。

イ．①のイ．による解除の場
合は、次回払込期日または
この保険契約の保険期間の
末日のいずれか早い日

（2）当会社は、（1）の解除を行う場合は、保
険契約者に対する書面により解除の通知を
行います。

（3）（1）および（2）の規定により、当会社
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がこの保険契約を解除した場合で、当会社
が返還すべき保険料（注1）があるときは、そ
の保険料を返還します。

（4）（1）および（2）の規定により当会社が
この保険契約を解除した場合において、前
条（2）の規定により当会社が既に支払っ
た保険金があるときは、当会社は保険契約
者に対してこの保険金の全額の返還を請求
することができます。
（注1）返還すべき保険料
　　普通保険約款第 3章基本条項第18条（保険料
の取扱い－解除の場合）の規定により算出した
額から未払込保険料（注2）を差し引いた額をいい
ます。

（注2）未払込保険料
　　この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。

第 5条（解除の効力に関する特則）
（1）保険契約者が保険料を払込期日の属する
月の翌月末までに払い込んだ場合であって
も、保険契約者がこの保険契約における保
険料の払込みを免れることを目的として、
故意にその払込期日の翌月の払込期日に払
い込まれるべき保険料の払込みを怠ったと
当会社が認めるときは、当会社は前条（1）
②のア．の規定にかかわらず、解除の効力
が生じる時を故意に保険料の払込みを怠っ
た払込期日の前月の払込期日とします。

（2）（1）の場合において、その保険料を払い
込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日
以降に発生した事故による損害または費用
に対して、当会社が既に支払った保険金が
あるときは、当会社は保険契約者に対して
この保険金の全額の返還を請求することが
できます。

Ⅲ　追加保険料払込条項

第 1条（追加保険料の払込み）
　保険契約者は、変更手続き完了のお知ら

せ（兼異動承認書）記載の払込期日までに
追加保険料（普通保険約款第 3章基本条項
第14条（保険料の取扱い－契約内容の変更
の承認等の場合）に定める追加保険料をい
います。以下同様とします。）の全額を一
括して払い込まなければなりません。

第 2条（追加保険料の払込方法）
　当会社は、保険契約者に対して、Ⅰ共通
条項第 2条（保険料の払込方法）の規定に
かかわらず、追加保険料の払込みを口座振
替以外の方法により、請求できるものとし
ます。

第 3条（追加保険料不払の場合の免責）
（1）普通保険約款第 3章基本条項第14条（保
険料の取扱い－契約内容の変更の承認等の
場合）①または②に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合で、保
険契約者が払込期日の属する月の翌月末ま
でにその払込期日に払い込むべき追加保険
料の払込みを怠ったときは、当会社は、次
の①および②に定める時から、その追加保
険料領収までの間に生じた事故による損害
または費用に対しては、保険金を支払いま
せん。
①　普通保険約款第 3章第14条①に該当す
る場合は、保険期間の初日

②　同章第14条②に該当する場合は、危険
増加または危険の減少が生じた時

（2）普通保険約款第 3章基本条項第14条（保
険料の取扱い－契約内容の変更の承認等の
場合）③に定めるところに従い、当会社が
追加保険料を請求した場合で、保険契約者
が払込期日の属する月の翌月末までにその
払込期日に払い込むべき追加保険料の払込
みを怠ったときは、当会社は、その追加保
険料領収前に生じた事故による損害または
費用に対しては、契約内容の変更の承認の
請求がなかったものとして、普通保険約款
および地震約款ならびに付帯された他の特
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約に従い、保険金を支払います。
（3）保険契約者が（1）または（2）の追加保
険料の払込みを怠ったことについて故意お
よび重大な過失がなかったと当会社が認め
た場合は、当会社は、「払込期日の属する
月の翌月末」を「払込期日の属する月の
翌々月の25日」に読み替えてこの条項の規
定を適用します。

第 4条（追加保険料領収前事故の特則）
（1）保険契約者が、事故発生日前に到来した
払込期日に払い込むべき追加保険料の払込
みを怠っていた場合において、被保険者が、
払込期日の属する月の翌月末までに当会社
に保険金の支払の請求を行うときは、次の
①または②に定めるところによります。

区　分 取扱い
①追加保険料が
前条（1）の追
加保険料であ
る場合

保険契約者が既に到来した
払込期日に払い込むべき追
加保険料の全額を払い込ん
だときにかぎり、その事故
に対する保険金を支払いま
す。

②追加保険料が
前条（2）の追
加保険料であ
る場合

保険契約者が既に到来した
払込期日に払い込むべき追
加保険料の全額を払い込ん
だときにかぎり、契約内容
の変更の承認後の内容に従
い、保険金を支払います。

（2）事故発生の日が、第 1条（追加保険料の
払込み）に定める払込期日以前であり、保
険契約者が、追加保険料の全額を払込期日
に払い込む旨の確約を行った場合で、当会
社が承認したときは、当会社は、追加保険
料が払い込まれたものとしてその事故に対
して保険金を支払います。

（3）（2）の確約に反して保険契約者が払込期
日に追加保険料の払込みを怠り、かつ、払
込期日の属する月の翌月末までにその払込
みを怠った場合は、当会社は、次の①また
は②に定める保険金の額の返還を請求する
ことができます。

区　分 保険金の額
①追加保険料が
前条（1）の追
加保険料であ
る場合

既に支払った保険金の全額

②追加保険料が
前条（2）の追
加保険料であ
る場合

次の算式により算出された
額
既に支払
った保険
金の額

－ 前条（2）の保険金の額

第 5条（追加保険料不払の場合の解除）
（1）当会社は、払込期日の属する月の翌月末
までにその払込期日に払い込むべき追加保
険料の払込みがない場合は、この保険契約
を解除することができます。この場合の解
除は将来に向かってのみその効力を生じま
す。ただし、（2）の解除を通知した日が保
険期間の末日以降の日である場合は、その
解除は保険期間の末日から将来に向かって
のみその効力を生じます。

（2）当会社は、（1）の解除を行う場合は、保
険契約者に対する書面により解除の通知を
行います。

（3）（1）および（2）の規定により、当会社
がこの保険契約を解除した場合で、当会社
が返還すべき保険料（注1）があるときは、そ
の保険料を返還します。

（4）（1）および（2）の規定により当会社が
この保険契約を解除した場合において、前
条（2）の規定により当会社が既に支払っ
た保険金があるときには、当会社は保険契
約者に対してこの保険金の全額の返還を請
求することができます。
（注1）返還すべき保険料
　　普通保険約款第 3章基本条項第18条（保険料
の取扱い－解除の場合）の規定により算出した
額から未払込保険料（注2）を差し引いた額をいい
ます。

（注2）未払込保険料
　　この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。
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第 6条（訂正の申出等に関する特則）
（1）第 1条（追加保険料の払込み）から前条
までの規定にかかわらず、普通保険約款第
3章基本条項第 2条（告知義務）（3）の③
の承認をする場合で、当会社が追加保険料
を請求したときは、保険契約者は、その全
額を一時に当会社に払い込まなければなり
ません。

（2）保険契約者が（1）の追加保険料の払込
みを怠ったことにより、当会社が、この保
険契約を解除できる場合（当会社が、保険
契約者に対し追加保険料を請求したにもか
かわらず、相当の期間内にその払込みがな
かった場合にかぎります。）は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害
または費用に対しては、保険金を支払いま
せん。

別　表
読み替え箇所 読み替え前 読み替え後

1 Ⅰ共通条項第
4条（保険料
の取扱い－普
通保険約款に
おける解除等
の場合）

個人用火災総合保険普
通保険約款（以下「普
通保険約款」といいま
す。）第 3章基本条項
第15条（保険料の取扱
い－無効または失効の
場合）（2）および同章
第18条（保険料の取扱
い－解除の場合）

地震保険普通保険約款
（以下「地震約款」と
いいます。）個人用火災
総合保険に付帯される
場合の特則第 4条（保
険料の返還－無効、失
効または解除の場合）
（1）および（3）

2 Ⅰ共通条項第
4条（保険料
の取扱い－普
通保険約款に
おける解除等
の場合）（注1）

普通保険約款第 3章基
本条項第15条（保険料
の取扱い－無効または
失効の場合）（2）およ
び同章第18条（保険料
の取扱い－解除の場合）

地震約款個人用火災総
合保険に付帯される場
合の特則第 4条（保険
料の返還－無効、失効
または解除の場合）（1）
および（3）

3 Ⅰ共通条項第
5条（保険金
支払時の未払
込保険料の払
込み）

普通保険約款第 3章基
本条項第25条（保険金
支払後の保険契約）（1）

地震約款第32条（保険
金支払後の保険契約）
（1）

4 Ⅱ契約保険料
払込条項第 4

条（保険料不
払の場合の解
除）（注1）
および
Ⅲ追加保険料
払込条項第 5

条（追加保険
料不払の場合
の解除）（注1）

普通保険約款第 3章基
本条項第18条（保険料
の取扱い－解除の場合）

地震約款個人用火災総
合保険に付帯される場
合の特則第 4条（保険
料の返還－無効、失効
または解除の場合）（1）

5 Ⅲ追加保険料
払込条項第 1

条（追加保険
料の払込み）

普通保険約款第 3章基
本条項第14条（保険料
の取扱い－契約内容の
変更の承認等の場合）

地震約款第21条（保険
料の返還または請求－
告知義務・通知義務等
の場合）（1）または個
人用火災総合保険に付
帯される場合の特則第
3条（保険料の返還ま
たは請求－告知義務・
通知義務等の場合）（1）

6 Ⅲ追加保険料
払込条項第 3

条（追加保険
料不払の場合
の免責）（1）

普通保険約款第 3章基
本条項第14条（保険料
の取扱い－契約内容の
変更の承認等の場合）
①または②

地震約款第21条（保険
料の返還または請求－
告知義務・通知義務等
の場合）（1）または個
人用火災総合保険に付
帯される場合の特則第
3条（保険料の返還ま
たは請求－告知義務・
通知義務等の場合）（1）

7 Ⅲ追加保険料
払込条項第 3

条（追加保険
料不払の場合
の 免 責）（1）
の①

普通保険約款第 3章第
14条①

地震約款第21条（1）

8 Ⅲ追加保険料
払込条項第 3

条（追加保険
料不払の場合
の 免 責）（1）
の②

同章第14条② 地震約款個人用火災総
合保険に付帯される場
合の特則第 3条（1）

9 Ⅲ追加保険料
払込条項第 3

条（追加保険
料不払の場合
の免責）（2）

普通保険約款第 3章基
本条項第14条（保険料
の取扱い－契約内容の
変更の承認等の場合）
③

地震約款個人用火災総
合保険に付帯される場
合の特則第 3条（保険
料の返還または請求－
告知義務・通知義務等
の場合）（2）

10 Ⅲ追加保険料
払込条項第 6

条（訂正の申
出等に関する
特則）（1）

普通保険約款第 3章基
本条項第 2条（告知義
務）（3）の③

地震約款第10条（告知
義務）（3）の③

●クレジットカードによる保険料
　支払に関する特約

第 1条（クレジットカードによる保険料支払
の承認）

（1）当会社は、この特約に従い、当会社の指
定するクレジットカード（以下「クレジッ
トカード」といいます。）により、保険契
約者が、この保険契約の保険料（契約内容
変更時の追加保険料を含みます。以下同様
とします。）を支払うことを承認します。
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（2）（1）にいう保険契約者とは、クレジット
カード発行会社（以下「カード会社」とい
います。）との間で締結した会員規約等（以
下「会員規約等」といいます。）に基づく
会員またはクレジットカードの使用が認め
られた者にかぎります。

第 2条（保険料の払込み）
（1）保険契約者から、この保険契約の申込時
または契約内容変更時にクレジットカード
による保険料の支払の申出があった場合
は、当会社は、カード会社へそのクレジッ
トカードの有効性および利用限度額内であ
ること等の確認を行ったうえで、当会社が
クレジットカードによる保険料の支払を承
認した時に保険料の払込があったものとみ
なします。

（2）当会社は、次の①または②のいずれかに
該当する場合は、（1）の規定は適用しませ
ん。
①　当会社がカード会社から保険料相当額
を領収できない場合。ただし、保険契約
者が会員規約等に従いクレジットカード
を使用し、カード会社に対してこの特約
が付帯された保険契約にかかわる保険料
相当額の全額を既に支払っている場合を
除きます。

②　会員規約等に定める手続が行われない
場合

第 3条（保険料の直接請求および請求保険料
支払後の取扱い）

（1）当会社は、前条（2）の①の保険料相当
額を領収できない場合は、保険契約者に保
険料を直接請求できるものとします。この
場合において、保険契約者が、カード会社
に対してこの特約が付帯された保険契約に
かかわる保険料相当額を既に支払っている
ときは、当会社は、その支払った保険料相
当額について保険契約者に請求できないも
のとします。

（2）保険契約者が会員規約等に従い、クレジ
ットカードを使用した場合において、（1）

の規定により当会社が保険料を請求し、保
険契約者が遅滞なくその保険料を支払った
ときは、前条（1）の規定を適用します。

（3）保険契約者が（2）の保険料の支払を怠
った場合は、当会社は保険契約者に対する
書面による通知をもって、この特約が付帯
された保険契約を解除することができま
す。ただし、この場合の保険料は、保険契
約の申込時に支払う保険料にかぎるものと
し、契約内容変更時の保険料の支払を怠っ
た場合は、個人用火災総合保険普通保険約
款（以下「普通保険約款」といいます。）
および付帯された他の特約の規定を適用し
ます。

（4）（3）の解除は、保険期間の初日から将来
に向かってのみその効力を生じます。

第 4条（保険料の返還の特則）
　　普通保険約款および付帯された他の特約
の規定により、当会社が保険料を返還する
場合は、当会社は、カード会社からの保険
料相当額の領収を確認の後に保険料を返還
します。ただし、前条（2）の規定により
保険契約者が保険料を直接当会社に払い込
んだ場合、および保険契約者が会員規約等
に従いクレジットカードを使用し、カード
会社に対してこの特約が付帯された保険契
約にかかわる保険料相当額の全額を既に支
払っている場合は、この規定によらず保険
料を返還します。

第 5条（追加保険料の払込みの特則）
　　当会社は、第 1条（クレジットカードに
よる保険料支払の承認）（1）にかかわらず、
追加保険料の払込みをクレジットカード以
外の方法により、請求できるものとします。

第 6条（準用規定）
　　この特約に定めのない事項については、
この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保
険約款および地震保険普通保険約款ならび
に付帯された他の特約の規定を準用しま
す。


