
　

■ 保険その他金融商品に関する勧誘方針

■　株式会社パナソニック共済会 個人情報保護方針

当社の個人情報保護方針等は、下記 ホームページをご覧ください。

■ 公衆縦覧

取扱保険会社（生命保険）のディスクロージャー資料は、下記 保険会社のホームページをご覧ください。

　◆ アフラック生命保険 https://www.aflac.co.jp/corp/report/disclosure/

　◆ オリックス生命保険 https://www.orixlife.co.jp/about/results/disclosure/

　◆ FWD生命保険 https://www.fwdlife.co.jp/about-us/disclosure-archives/

　◆ 太陽生命保険 https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/ir/disclosure.html

 個人情報の開示などご請求の流れ https://pecs.panasonic.co.jp/cont/s/npecs/info/privacy/privacy2.html

保険会社 ホームページアドレス

　◆ アクサ生命保険 https://www.axa.co.jp/ir/performance-report/

ホームページアドレス

 個人情報保護方針 https://pecs.panasonic.co.jp/cont/s/npecs/info/privacy/index.html

 ｢個人情報保護法｣に基づく公表事項 https://pecs.panasonic.co.jp/cont/s/npecs/info/privacy/privacy.html

パナソニック グループ 従業員・退職者向け生命保険の

推奨商品および推奨理由

■ はじめに

１．弊社は、パナソニックグループの福利厚生諸制度の案内・提供・運営・管理および従業員等に対する経済設計支援などのライフサービスと、住宅購入・
リフォーム・社宅などの住まいサービスの提供を行う企業内福祉事業会社です。

２．弊社は、生命保険会社５社と代理店委託契約を締結している乗合代理店です。弊社の「生命保険募集人」は、お客様と保険会社との保険契約
締結のための「媒介」を行うものであり、保険契約締結の「代理権」および「告知受領権」は、有していません。

３．弊社は会社制度および以下の取扱保険会社の中から、お客様のご意向に沿って、次頁以降の「推奨商品および推奨理由」に基づいて、ご提案します。

■ 取扱保険会社（生命保険）

◆ アクサ生命保険 ◆ アフラック生命保険 ◆ オリックス生命保険 ◆ 太陽生命保険 ◆ FWD生命保険

１．お客様の視点に立って、ご満足いただけるように努めます。

＜保険その他金融商品の販売にあたって＞
• お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明

及び提供に努めます。
• 市場の動向に大きく影響される商品については、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
• お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘は致しません。
• お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるよう努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

＜各種対応にあたって＞
• お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。 • 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
• お客様のご意見・ご要望を販売活動に活かしてまいります。

２．各種法令等を遵守し保険その他の金融商品の適切な販売に努めます。

• 保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
• お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理を致します。
• 適正な販売を行うために、社内管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
• 未成年の方、特に15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は｢金融サービスの提供に関する法律｣（平成12年法律第101号）に基づく弊社の｢勧誘方針｣です。
法律の概要については金融庁のホームページをご覧ください。

2023年2月

株式会社 パナソニック共済会 ORIX2022-B-056 202212-L189

＜お問い合わせ先＞ 株式会社 パナソニック共済会 福祉サービス推進センター

〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番38号 京阪西三荘スクエア North

外線番号 06－6995－1017

※平日（月~金） 9:00~17:30（土・日・祝日、年末年始・夏季休暇を除く）
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◆　最優先で推奨する商品および推奨理由

保障分野 制度・商品名 引受保険会社（※） 推奨理由 対象者

死亡・医療
　グループ生命共済

　≪みんなのそなえ≫

生命保険会社

こくみん共済 coop

パナソニック共済会

・ パナソニックグループの従業員一人ひとりが豊かな職業生活を営むための基礎づくりを

　支援する目的で会社・労働組合で開発したパナソニックグループの福祉共済制度
本人・配偶者・子供

◆　その他の推奨する商品および推奨理由

【共通の推奨理由】 　　　　1．団体扱いが可能である 　　　　2．契約手続が簡素化されている 　　　　3.　付帯サービスが充実している

●　医療・がん等の保障を充実したい方に推奨

保障分野 制度・商品名 引受保険会社 推奨理由 対象者

医療・生活習慣病 　終身医療保険≪スマート・ケア≫ アクサ生命
・ 入院前後または手術後の通院に備えられ、特約付加により三大疾病等に手厚く備えられる

・ 退職後も保険料は変わらず、一生涯継続できる
本人・配偶者・子供・親

医療・生活習慣病
　医療保険CURE Next／

　医療保険CURE Lady Next
オリックス生命 ・ 七大生活習慣病に備えられることに加え、特約付加によりさらにがんの保障を手厚くできる 本人・配偶者・子供

医療

（簡易告知版）

　医療保険 EVER Prime／

　医療保険 レディース EVER Prime

アフラック生命
・ 短期入院の保障が充実している

・ 通院特約の保障が充実している（入院・外来手術・放射線治療前後が対象）
本人・配偶者・子供

がん

（女性特約）

（がん保険）がん太くんDays1／

　がん太くんレディースDays1
アフラック生命 ・ 現在のがん治療にあわせた、パナソニックグループ専用のがん保険 本人・配偶者・子供・親

がん

（女性特約）

（がん保険）がん太くんDays1＋／

　がん太くんレディースDays1＋
アフラック生命 ・ アフラック生命のがん保険加入者が新しい保障をプラスするための保険 本人・配偶者・子供・親

●　将来に備えた積立てをしたい方に推奨
保障分野 制度・商品名 引受保険会社（※） 推奨理由 対象者

貯蓄 　積立型　未来サポート保険 生命保険会社 ・在職中の積立てにより、退職後の備えを確保できる制度 本人

◆　グループ生命共済≪みんなのそなえ≫　加入者に推奨する商品と推奨理由

保障分野 商品名 引受保険会社 推奨理由 対象者

医療 　入院保障保険　G-Pass アクサ生命
・ グループ生命共済加入者に限り、簡易な告知（２項目）で加入できる

・ 一生涯の保障で付帯サービスが充実
本人・配偶者・子供

死亡・医療 　アシスト こくみん共済 coop（※） ・ グループ生命共済加入者に限り、簡易な告知で加入できる 本人・配偶者・子供

死亡 　一時払退職後終身保険 住友生命（※）
・ グループ生命共済加入者に限り、健康状態に関わらず、加入できる

　注）55歳以上かつグループ生命共済に継続して2年以上加入の方が対象
本人・配偶者

◆　積立型　未来サポート保険　加入者に推奨する商品と推奨理由

保障分野 商品名 引受保険会社 推奨理由 対象者

医療
　積立型 未来サポート保険

　＜医療保障＞
アクサ生命

・ 積立型 未来サポート保険加入者に限り、簡易な告知で加入できる

・ 保険料が一括で払い込める
本人・配偶者

◆　その他の推奨する商品および推奨理由

【共通の推奨理由】 　　　　付帯サービスが充実している

保障分野 商品名 引受保険会社 推奨理由 対象者

医療 　入院保障保険　NexTrustⅡ アクサ生命
・ 簡易な告知（３項目）で加入できる

・ 保険料が一括で払い込める
本人・配偶者

医療・生活習慣病 　一生保障の医療保険　プライム60 アクサ生命 ・ 簡易な告知（３項目）で加入できる 本人・配偶者・子供

医療・生活習慣病
　医療保険CURE Next／

　医療保険CURE Lady Next
オリックス生命 ・ 七大生活習慣病に備えられることに加え、特約付加によりさらにがんの保障を手厚くできる 本人・配偶者・子供

医療・生活習慣病
　医療保険 EVER Prime／

　医療保険 レディース EVER Prime
アフラック生命

・ 短期入院の保障が充実している

・ 通院特約の保障が充実している（入院・外来手術・放射線治療前後が対象）

・ 様々な特約を付加できる（三大疾病に関する特約や糖尿病・肝硬変等の生活習慣病特約等）

本人・配偶者・子供

がん

（女性特約）

（がん保険）がん太くんDays1／

　がん太くんレディースDays1
アフラック生命 ・ 現在のがん治療にあわせた、パナソニックグループ専用がん保険 本人・配偶者・子供

がん

（女性特約）

（がん保険）がん太くんDays1＋／

　がん太くんレディースDays1＋
アフラック生命 ・ アフラック生命のがん保険加入者が新しい保障をプラスするための保険 本人・配偶者・子供

◆　その他の推奨する商品および推奨理由

【共通の推奨理由】 　　　　付帯サービスが充実している

保障分野 商品名 引受保険会社 推奨理由

医療・生活習慣病 　一生保障の医療保険　プライム60 アクサ生命 ・ 簡易な告知（３項目）で加入できる

医療・生活習慣病
　医療保険 EVER Prime／

　医療保険 レディース EVER Prime
アフラック生命

・ 短期入院の保障が充実している

・ 通院特約の保障が充実している（入院・外来手術・放射線治療前後が対象）

・ 様々な特約を付加できる（三大疾病に関する特約や糖尿病・肝硬変等の生活習慣病特約等）

医療・生活習慣病
　医療保険CURE Next／

　医療保険CURE Lady Next
オリックス生命 ・ 七大生活習慣病に備えられることに加え、特約付加によりさらにがんの保障を手厚くできる

がん

（女性特約）

（がん保険）がん太くんDays1／

　がん太くんレディースDays1
アフラック生命 ・ 現在のがん治療にあわせた、パナソニックグループ専用がん保険

がん

（女性特約）

（がん保険）がん太くんDays1＋／

　がん太くんレディースDays1＋
アフラック生命 ・ アフラック生命のがん保険加入者が新しい保障をプラスするための保険

（上記記載の商品は、2022年4月時点の引受保険会社および商品になります。なお、（※）印は取扱保険会社の商品ではありません。）

パナソニックグループの現役役員・従業員が契約者等となる場合

パナソニックグループ現役役員・従業員またはその家族が制度脱退後の保険を検討する場合（退職前従業員等）

パナソニックグループの退職者および現役役員・従業員の家族が契約者となる場合（退職者等）


