
トッパングループ新入社員の皆さまへ

第三者に
ケガをさせてしまったら…
モノを壊してしまったら…

コロナも心配…
病気やケガになったら
どうしよう…

ケガ・病気による入院・通院・第三者への賠償責任や携行品の不安、トッパンQQ隊で備えませんか？

月々の保険料（K1タイプ） 120円

2021年度 保存版

トッパングループ社員、パート・アルバイト、退職者ならびにご家族の皆さまへ
東洋インキグループ社員、パート・アルバイト、退職者ならびにご家族の皆さまへ

2021年7月承認　A21-100666　使用期限2022年11月1日

最大割引

40%

株式会社トッパン保険サービス
〒110－0016 東京都台東区台東1丁目5番1号（東館7F）
ＴＥＬ：03-3835-6741　ＦＡＸ：03-3834-3289
フリーダイヤル：0120-106-099

東洋ビーネット株式会社
〒104－0031 東京都中央区京橋2－2－1 京橋エドグラン29Ｆ
ＴＥＬ：03-3272-4621
内線：720-3612、3613

［ 代 理 店・扱者 ］ 

募集締切 ▶ 2021年10月15日（金）＊団体長期所得補償保険は９月２４日（金）締切

①社員：2022年1月給与より毎月給与控除
②パート・アルバイト、退職者：2022年1月より毎月23日に本人口座から引き落とし

＜団体総合生活補償保険の場合＞
２０２１年度募集からインターネットによるお手続きとなりました。
ＱＲコードを読み込みお手続きください。

＜団体長期所得補償保険・所得補償保険の場合＞
加入申込票を各事業所（本）部総務部または株式会社トッパン保険サービスへ
ご提出ください。

団体総合生活補償保険 所得補償保険
2021年11月1日　午後4時～2022年11月1日　午後4時（1年間）

天災補償特約付精神障害補償特約付団体長期障害所得補償保険
2021年11月1日　午前0時～2022年10月31日　午後12時の1年間

凸版印刷株式会社

保険料控除

お手続き方法

保険期間

保険契約者

Web募集
開始
団体総合

生活

補償保険
のみ

団体総合生活補償保険のよくある質問
～団体総合生活補償保険（P3～6）のQ&Aです。団体長期所得補償保険・所得補償保険については、お問合せください～

Q6 保険の対象の範囲をお教えください。

加入タイプ

本人型（個人型）
家族型

本人（＊１）

○
○

その他親族（＊2）

－

○

配偶者

－

○

被保険者の範囲

（＊１）加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
（＊２）家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。

・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の
６親等内の血族および３親等内の姻族

・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の
未婚の子

＜本人型（個人型）＞
凸版印刷株式会社およびそのグループ会社（東洋インキＳＣホール
ディングス株式会社およびその１００％子会社を含む）の役員・
従業員・パート・アルバイト・退職者およびその家族（配偶者、子ども、
両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人
をいいます。）です。

被保険者（保険の対象となる方）の範囲について

本人となれる方の範囲

本人型タイプの「本人」

子ども 子ども

父 母 父 母

配偶者 姉私（本人）兄

同居の親族

同居の
家事
使用人

＜家族型＞
凸版印刷株式会社およびそのグループ会社（東洋インキＳＣホール
ディングス株式会社およびその１００％子会社を含む）の役員・
従業員・パート・アルバイト・退職者およびその配偶者、子ども、両親、
兄弟姉妹です。

家族型タイプの「本人」

子ども 子ども

父 母 父 母

配偶者 姉私（本人）兄

Q5 以前に病気で入院したのですが、
病気のプランに加入はできますか？

病気の内容や完治してからの期間等によって加入でき
ない場合や、特定の病気を除いての加入となる場合が
あります。

ご加入の際に、過去3年以内にかかった
病気についての告知をしていただきます。

Q2 中途加入はできますか？

はい、できます。

傷害・疾病保険金は、健康保険・労災保険・生命保険・
加害者からの賠償金とは関係なく支払われます。

Q3 健康保険や生命保険を使っても
補償されますか？

はい、補償されます。

Q4 入院・通院は何日目から補償されますか？

ただし病気による通院は、退院後の通院に限り支払われ
ます。支払限度日数は次のとおりです。

ケガの入院 支払対象期間１８０日、支払限度日数１８０日

ケガの通院 支払対象期間１８０日、支払限度日数９０日

病気の入院 支払対象期間１,０９５日、支払限度日数１８０日

病気の通院 支払対象期間１８０日、支払限度日数３０日
（退院後の通院に限る）

1日目より補償されます。

Q1 退職後も加入できますか？

ご退職後も団体割引等が引き続き適用となり、継続して
ご加入いただけます！
退職されますと給与控除ができなくなり、口座振替と
なります。

はい、加入できます！

＜例＞

＜例＞

暮らしをやさしく守る！

トッパングループＱＱ隊
団体総合生活補償保険・団体長期所得補償保険・所得補償保険の

ご案内

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。
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スポーツ中に
転倒してケガをした。

階段で転倒して
ケガをした。

料理中に
やけどをした。 

自転車で転倒し
ケガをした。

月々の保険料（PBタイプ） 100円日常生活賠償（他人への賠償）

携行品（持ち物の補償）

・ 病気のタイプは保険料は５才刻みで更新になり、74才までの補償です。
・ 先進医療費用保険金補償特約や三大疾病診断保険金補償（待機期間
不設定型）特約等のオプションもあります。

誤ってカメラを
落として壊した。

カバンを
盗まれた。

例

例

自転車で
他人にケガを
させた。

スノーボードで
他人にケガを
させた。

リュックがあたり
商品を壊した。

●補償内容については裏面をご確認ください

※ 1か月を30日として算出しています。

たくさんの補償がついて…

約47円※１日
あたり
（月々1,420円）

漏水事故で
階下の家財に
損害を与えた。

（社員寮・借上社宅も対象）

例

ケガ 月々の保険料（P1タイプ） 820円

基本補償

こんな不安ありませんか？

さまざまなお悩み… トッパンQQ隊ならお役に立ちます！

オプションで  　  プラス補償オプションで  　  プラス補償オプションで  　  プラス補償

病気で
１週間入院した。

胃潰瘍の手術後
退院しその後
２か月通院した。

急性胃腸炎で
手術をした。 

月々の保険料（22才・PS2タイプ）380円病気
例

新型コロナウイルスに感染したら…
ケガの補償で後遺障害・入院・通院・葬祭費用を
補償。病気の補償で他の疾病と同様に入院・手術・
放射線治療・通院を補償します。
※ 補償対象となる新型コロナウイルスの入院は医師の
管理下または医師の指示により臨時施設や自宅療養
する場合も含みます。

トッパングループでは
自転車通勤の方は
必須の補償です！

掲載内容の他にも、さまざま
なプランがございます。くわし
い内容についてはパンフレット
Ｐ3～Ｐ6をご覧ください。

トッパンQQ隊の特長

給与控除給与控除！！
保険料は
給与控除！

自動継続自動継続自動継続
です！最大最大4040％％割引割引！！

団体割引
最大40％割引！ ※裏面のQRコード（URL）よりお手続きください。

簡単・便利！
WEBで契約できます！

※裏面のQRコード（URL）よりお手続きください。

最大割引！！
40%

このチラシは団体総合生活補償保険の特徴を説明したものです。詳細はパンフレット「トッパングループ保険のご案内」をご覧ください。

のご案内トッパンQQ隊



WEBでお申込みができます！期間
限定

日常生活賠償について ～第三者への賠償金は高額のため今から備えましょう～

刑事上の責任
相手を死傷させた場合
「重過失致死傷罰」となります。

民事上の責任
被害者に対する損害賠償の
責任を負います。

道義的な責任
被害者を見舞い、
誠実に謝罪する責任があります。

日常生活に起こりうるトラブル… 第三者へ対する賠償事故は、いつどこで起こるかわかりません。
そんな不安には、備えが必要です！下記のとおり高額な賠償請求が下りる事例も発生しています！

㈱トッパン保険サービス
〒110－0016 東京都台東区台東１－５－1東館7階

［お問合せ先］ ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください

代理店・扱者

約9,300万円
（東京地裁・平成２０年６月５日判決） 

ホテルで浴槽の蛇口をあけたまま
寝入ってしまい、階下の客室に漏水。

約1,300万円
（東京地裁・平成４年４月２３日判決）

三井住友海上 相手方保険の対象となる方

示談交渉

面倒な示談交渉を保険会社が行いますので
安心です！ ※国内の損害賠償事故について実施します。

トッパンQQ隊なら… 
保険会社の示談交渉付で安心！

加害者になると
賠償金だけでは
ありません。
さまざまな責任を
問われます！

ホームページはこちら→

使用期限：2022年11月1日　B21-902137

［補償期間］
2022年5月1日㈰午前0時～11月1日午後4時
 （7月給与より控除開始）

［申込締切］
2022年4月30日㈯

［引受保険会社］
三井住友海上火災保険株式会社

補償内容 保険金額 保険料

傷害 死亡・後遺症保険金額 200万円

820円

 傷害 入院保険金日額 3,000円

傷害 手術保険金 入院中 3万円
それ以外1.5万円

傷害 通院保険金日額 2,000円

特定感染症による葬祭費用保険金 300万円限度

補償内容と保険料

他人への賠償・持ち物への補償 保険金額 保険料
PBタイプ
日常生活賠償保険金額 3億円 100円

K1タイプ
携行品損害保険金額

30万円
免責金額3,000円 120円

●  今回の募集は保険期間が2021年11月１日午後4時～2022年11月1日午後4時の保険契約への中途加入の取扱となります。以後、加入内容の変更や継続停止のご連絡がない
場合は1年ごとの自動継続となります。

補償内容 保険金額

 疾病 入院保険金日額 1日につき 
5,000円

 疾病 通院保険金日額 1日につき 
5,000円

疾病 手術保険金 入院中 10万円
それ以外 2.5万円

疾病 放射線治療保険金 5万円

年齢 保険料
18才

230円19才
20才

380円
21才
22才
23才
24才
25才 590円

基本補償（ケガ）P1タイプ 基本補償（病気）PS2タイプ

オプションで  　  プラス補償オプションで  　  プラス補償

0120-106-099

自転車で車道を斜めに横断し対向
車線を自転車で直進してきた男性と
衝突。男性には後遺障害が残った。

ご不明な場合は、
弊社ホームページ内
『手続き簡単ガイド』
をご確認ください。

https://dantai.ms-ins.com/index.php?ID=vhrd4z

パソコンや
スマホから

こちらのQRコード
よりお手続きでき
ます！

「QRコード」は㈱デンソーウェーブの
登録商標です。

パソコン・スマホ共通

アクセスコード：QQ6741
（大文字半角）


