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資 生 堂 社 員 の「ほ け ん の 入 り 方」

主な
ライフイベント

とりまくリスクと
保険

とりまくリスクに
対応できる

保険やサービス

22歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～ 60歳～

資生堂トータルサポート

4 ご自身の病気・ケガの備え
5 家族の病気・ケガの備え

6 ご自身が亡くなったときの備え

3 火事や地震の備え（転勤時も含む）
2 自動車事故の備え

1 他人に対する賠償（自転車事故など）

7 保険の見直し

保険料も月々 1,000円程度とお手ごろで一先ず入っておけば安心! ケガと病気、他人に対する賠償など、日常生活に
おける様々なリスクなどに幅広く対応しています。 ※ご家族の分も補償できます!

団体割引
20%

ライフイベント表

資生堂入社 結婚 セカンド・ライフのスタートお子さま誕生
お子さま独立お子さま進学（小学校～大学）

マイホーム購入
マイカー購入

　　転勤

145 P.5

資生堂団体扱くるまの保険 団体扱へ新規切替で
最大約35%割引

2

資生堂団体扱すまいの保険 資生堂グループ社員なら団体割引10%ですまいの保険に加入できます。 転勤の際の大家さんに対する賠償や水漏れ
事故の備え、住宅を購入した際の建物や家財に対する備えが必要!地震への備えも要チェック!

団体割引
10%

3

資生堂社員向け
「簡易告知型」医療保険

3つの簡単な告知（男性は2つ）で、全て「いいえ」であれば入院給付金・手術給付金、先進医療給付金等の保障に申込み
できます。

団体割引
適用あり
※各社により異なります

45

資生堂社員専用
死亡保障保険（団体定期保険）

万一の場合に備える資生堂グループ社員の為の保険制度です。家族ができて、もし自分が事故や病気で亡くなって
しまった場合に残された家族に対する備えです。

資生堂
社員専用6

保険の見直し 相談はいつでも無料! ライフイベントが変われば保険も見直しが必要です。余計な出費となっている場合もあるので、
一度フクハラアイズまでご相談ください。7 無料で

相談!

保険の種類 ひとくちメモ社員のメリット

資生堂グループ社員なら団体扱への新規お切替で最大約35%割引でくるまの保険に加入できます。また、自動車購入に
あたっては「資生堂ローン制度」「ディーラー紹介制度（社員優遇有」、万が一の修理は「カーコンビニ倶楽部の社員割引」の
サービスが受けられ、自動車の購入をサポートします!

P.3

P.6

P.6

P.7



購入サポートシステムの概要について
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団体扱自動車保険の主な特長
◦�ご家族のお車も団体扱で加入できます！次の方々が所有・使用する車は団体扱としてご加入できます。
　①ご契約者　②ご契約者の配偶者　③ご契約者または配偶者の同居のご親族
　④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族
◦�ノンフリート等級（無事故による割増引）は、そのまま継承できます！保険会社を変更されても今までのノンフリート等級
（無事故による割増引）は引き継がれます。（JA共済・全労済・全自共等からの移行を含みます。ただし、一部の共済を除きます。）
◦�安心のロードサービスに対応します。（保険会社により、サービスの内容が異なる場合があります。また、サービスの
内容は変更・中止となる場合があります。）

　◦レッカーけん引サービス　◦緊急時応急対応サービス　◦燃料切れ時の給油サービス
◦退職された場合も引き続き加入することができます。
団体契約としてご契約頂けるのは、保険契約者および被保険者が引受保険会社の定める条件を満たす場合のみとなります。

資生堂グループの団体扱割増引率は、団体のご契約台数・損害率により毎年見直され変動する場合があります。上記の割引率は
ご契約の開始日が2023年4月1日から2024年3月31日までのご契約に適用されます。
引受保険会社（2023年4月現在）
●損害保険ジャパン株式会社 ●東京海上日動火災保険株式会社 ●三井住友海上火災保険株式会社

おクルマの安心

くるまの保険
資生堂団体扱への新規お切替えで 最大約35％割引

※ご契約にあたっては、必ず「重要事項等説明書」をよくお読みください。団体扱特約失効時の取扱いやご不明な点等がある場合はフクハラアイズまで
お問い合わせください。

＜団体扱の対象となる方＞
ご契約者…資生堂グループに勤務し、その団体から毎月給与の支払を受けている方。
自動車保険の場合、記名被保険者および車両所有者がご契約者、ご契約者の配偶者またはこれらの者の同居のご親族（別居中の扶養親族を含みます。）に限ります。

融資会社
●損害保険ジャパン株式会社
●三井住友海上火災保険株式会社
保証会社
●ＳＯＭＰＯクレジット株式会社
●ＭＳ＆ＡＤローンサービス株式会社

2023年4月現在
（最新の金利はフクハラアイズまでお問い合わせください。）

自動車の購入・教育資金・リフォームなど

ローン制度
資生堂グループ社員限定の金利で各種ローンをご案内！

ご利用目的
◦ 自動車のご購入（新車・中古車・オートバイなど）
◦ お車の所有者名義は初めからご本人さま。ご家族（配偶者

さま・お子さま名義のお車）も対象となります。（無担保）
◦ 残価設定ローン終了後の買取資金や
　 教育・リフォーム・旅行・ブライダルなどの目的ローンにも

ご利用いただけます。
※お申込時には借入条件を必ずご確認ください。

限定金利 年2.0％
（固定金利／保証料込み／元利均等返済）

＜例：損保ジャパン＞

SOMPOクレジット ログイン お申込からお借入までWEBで完結!
お申込みはWEBから!

「ローンご案内デスク」 0120-100-059　受付時間：平日9:00～17:00　通話料無料／携帯からもOK
〈個人情報の取扱いについて〉お客さまから取得した個人情報は、ローンお申込みのご相談などの目的以外には利用しません。

〈損保ジャパン〉

〈三井住友海上火災〉

ID:18029    
パスワード：shiseido（半角英数）

 https://carlifenavi.atlux.ne.jp/
▶ご利用には暗証番号【fk080】が必要です。

WEBから
ご登録できます。〉〉〉

ID・パスワードを入力しログイン お申込み・詳細はこちらをクリックお使いみちを選択

資生堂グループ社員・ご家族限定！

自家用車購入サポートシステム
フクハラアイズがお車のご購入～万が一の事故までトータルサポート！

①車が欲しいけど手許金が足りない・・・。
ローン制度

資生堂グループ社員限定の低金利ローンを設定できます！
※3ページに記載されている「ローン制度」をご参照ください

②知っているディーラーがいなくて不安・・・。
優良ディーラー紹介制度
保険会社との強いネットワークにより、有利な条件で車を購入できるディーラーをご紹介します！

○ほとんどのメーカー・系列の自動車が対象
○中古車・輸入車をご紹介可能
○パンフレット・見積書の取り寄せも可能
　※ディーラーの販売方針により訪問時
　　のみお渡しの場合もあります。
○商談中のキャンセルも可能
○スムーズな商談をサポート
　※日頃お付き合いのあるディーラーでも
　　事前に確認します。

資生堂グループ社員

特長とおすすめポイント ご利用の流れ

フクハラアイズ

①ご連絡・ご相談

ディーラー担当者 保険会社担当者
③ディーラーへ紹介

　②保険会社へ連絡

④ディーラーから連絡・商談

③自分に合った保険に入りたい！
資生堂団体扱自動車保険
資生堂グループ社員・ご家族は新規お切替で最大約35%の割引となります。
※3ページに記載されている「くるまの保険」をご参照ください。

④万が一事故に遭った場合は・・・？
修理・車検事故対応

優良ディーラー紹介制度引受保険会社（2023年4月現在）
●損害保険ジャパン株式会社 ●東京海上日動火災保険株式会社
●三井住友海上火災保険株式会社

資生堂グループ社員に対し、保険会社
とフクハラアイズが一体となって
事故対応を円滑に進めます！

保険会社の優良修理工場のご案内、
カーコンビニ倶楽部との提携による
資生堂グループ社員割引の適用により
修理代が軽減されます！

⑤車のメンテナンス

“過去最大”割引率をさらに更新、割引率がアップしました。
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引受保険会社（2023年4月現在）
●三井住友海上あいおい生命保険株式会社
●東京海上日動あんしん生命保険株式会社
※生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

病気やけがの際の入院に備える

◦入院給付金　　◦手術給付金
◦先進医療給付金 等の保障にお申込みいただけます。

＜団体契約の対象となる方＞
加入対象者：資生堂グループの役員・従業員。
被保険者（補償の対象者）本人となれる方：加入対象者及び、加入対象者の配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟姉妹およびご本人と同居の親族、ならびに家事使用人。
※上記はゴルファー向け保険の概要を説明するものです。詳細はパンフレットをご覧ください。

ゴルファー向け保険の主な特長
◦賠償責任補償…ゴルフのプレー中に他人に損害を与えた際に保険金が支払われます。
◦傷害補償…ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルファーご自身がケガをされた際に保険金が支払われます。
◦�ゴルフ用品補償…ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフ用品を盗まれたり、ゴルフクラブを破損された際に保険金が支払われます。
◦ホールインワン・アルバトロス費用補償付

資生堂グループの団体割引率は前年度にご加入いただいた被保険者
の人数に従って適用されます。上記の割引率は2022年10月1日から
2023年10月1日までのご契約に適用されます。

引受保険会社（2023年4月現在）
●三井住友海上火災保険株式会社（幹事会社）

（団体総合生活補償保険）

ゴルフプレー中の備えに

日常生活におけるケガ、病気、賠償責任への備え

資生堂
トータルサポート

ゴルファー向け
保険

資生堂トータルサポートの主な特長
◦�日本国内および海外で急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされたとき、およびケガによる入院や通院をされた場
合、保険金が支払われます。

◦賠償責任に備えた補償（示談交渉サービス付　日本国内のみ）
　�たとえば、自転車で通行人にぶつかりケガを負わせてしまった場合や、子供がキャッチボール中に他人の車にキズを
つけた場合など、日常生活で生じた偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負った際に保険金が支払われます。

◦携行品の破損などの補償
　�たとえば、カメラを落として壊してしまった場合やテニスプレー中にラケットが折れた場合、および子どもがゲーム
機を落として壊した場合などの際に保険金が支払われます。

◦�他にも、病気への補償、先進医療等費用、介護補償、弁護士費用等幅広いラインナップの中から補償を選択することが
できます。

団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。
次年度以降、割引率が変更なることがありますので、あらかじめご了承
ください。�

引受保険会社（2023年4月現在）
●損害保険ジャパン株式会社（幹事会社）

  20％割引適用！（団体割引20％） 

  団体割引20％適用！ 

＜団体扱の対象となる方＞
ご契約者…資生堂グループに勤務し、その団体から毎月給与の支払を受けている方。
火災保険の場合、被保険者がご契約者、ご契約者の配偶者、ご契約者またはこれらの者の同居のご親族（別居中の扶養親族を含みます。）にかぎります。
※ご契約にあたっては、必ず「重要事項等説明書」をよくお読みください。団体扱特約失効時の取扱いやご不明な点等がある場合はフクハラアイズまで
お問い合わせください。

団体扱火災保険の主な特長
◦建物だけでなく家財もカバーできます。
◦火災だけでなく、水災・雪災・破損などもカバーできます。
◦退職された場合も引き続き加入することができます。

資生堂グループの大口団体扱割増引率は、団体のご契約件数により毎年見直され、
上記の割引率はご契約の開始日が2023年4月1日から2024年3月31日までの
ご契約に適用されます。

引受保険会社（2023年4月現在）
●損害保険ジャパン株式会社

火災・自然災害への備えに

すまいの保険
  大口団体扱割引10％適用！ 

●SOMPOひまわり生命保険株式会社

以下の簡単な3つの告知（男性は2つ）で、すべて「いいえ」であればお申込みいただけます。
①告知日（注1）現在、病気やけがで入院中または最近3ケ月以内（注2）に入院か手術をすすめられていますか。
②告知日（注1）より過去1年以内に病気で、継続して10日以上の入院をしたことがありますか。
③告知日（注1）現在、妊娠していますか。（女性のみ）（注3）

※追加する特約により、追加の告知が必要となる場合があります。
（注1）三井住友海上あいおい生命は「申込日」現在
（注2）SOMPOひまわり生命の場合のみ。三井住友海上あいおい生命は「申込日」現在、東京海上日動あんしん生命は「告知日」現在。
（注3）SOMPOひまわり生命は「満18歳以上の」女性のみ、三井住友海上あいおい生命は「満16歳以上の」女性のみ

※お申込み時の告知がすべて「いいえ」の場合でも、申込歴や給付金支払歴等によっては、お引受けできない場合があります。
※責任開始期前に生じた病気やケガにより、入院・手術等をされた場合、入院給付金・手術給付金等はお支払いできません。ただし、以下のときは責任開
始期以後に発生した原因によるものとみなし、入院給付金・手術給付金等をお支払いします。
◦責任開始期前に、被保険者さまが原因となった病気やケガについて医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受け
たことがないとき。ただし、その原因となった病気やケガによる症状について、ご契約者、または、被保険者さまが認識または自覚していた場合を
除きます。

※お申込に際しては各社の告知書を必ずご確認ください。

資生堂社員向け
「簡易告知型」医療保険
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資生堂社員専用死亡保障保険の主な特長

◦�医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです。
※告知に関しては、パンフレットの「正しく告知いただくために」をご覧ください。
◦一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくは
それ以下の保障額で継続加入できます。
◦�資生堂グループ社員本人とその配偶者・こどもも加入できます。
※こどもの加入年齢は2歳6カ月超22歳6カ月以下です。
◦�団体保険としての割引が適用された加入しやすい保険料です。
◦保険料は毎月の給与から控除されます。
◦保険金額2,000万円を限度に保険料の10％を会社が補助します。
※配偶者とこどもには会社補助はありません。
◦1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。
※脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。

SOMPOケアの主な特長
◦幅広い介護サービス
　�施設介護から在宅介護まで、幅広いフルラインナップのサービスで、お客さまの要望に沿った
介護サービスを実現しています。

◦ネットワーク650か所以上、入居定員20,000名以上
　�全国に約280の介護付きホーム、約140のサービス付き高齢者向け住宅など運営するシニア
リビング数は業界1位の規模を有しています。

◦地域に根ざした運営
　�有料老人ホームや訪問介護など、高齢者自身が住みたいと望む場所(住まい)で、自分らしい
暮らしを続けられる環境の提供に取組み続けています。

万一の備えに 介護サービス・施設

SOMPOケア

死亡保障や所定の高度障がい保障に備える保険です。

資生堂グループのご家族さま※がご入居する際、優待
割引をいたします。
介護の総合ブランドSOMPOケアは、超高齢社会におけるさまざまな時代のニーズに対応することで培って
きた総合力を活かし、皆さまお一人おひとりに合わせたフルラインナップの介護サービスを提供します。
※資生堂グループ社員の皆さまから2親等以内の方をいい、ご自分と配偶者、その父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫(それぞれの配偶者)が対象となります。

介護付きホーム
SOMPOケア ラヴィーレ

サービス付き高齢者向け住宅
SOMPOケア そんぽの家S

介護付きホーム
SOMPOケア そんぽの家

グループホーム
SOMPOケア そんぽの家GH

いきいきと、自分らしく。
細やかなサポートと上質な暮らし。

24時間の安心を土台に
自分のペースで自由に暮らす。

のびのびと、ありのままの自分で。
ふつうの暮らしに安心をプラス。

家庭的な雰囲気の中で過ごす
穏やな生活。

安心で自分らしい暮らしに、上
質なゆとりをプラスしたのが
「ラヴィーレ」です。多彩なアク
ティビティを毎日複数ご用意
し、普段の暮らしから元気を取
り戻す「生活リハビリ」を実践。
笑顔と自立支援につながる介
護を提供します。

ワンルームマンションで暮らす
ように、自分のペースで生活を
楽しめる。24時間スタッフが常
駐し、介護、生活、医療など各
種サポートも充実して「もしも」
の時も「いつか」も安心。自分ら
しさと安心を叶える「そんぽの
家S」です。

ご自宅のような自由な環境を実現
するのが、「そんぽの家」です。プ
ライバシーを保護できる完全個
室で、これまでと変わらない、あり
のままの自分で暮らせます。すべ
てのホームが、入居一時金0円。で
きる限り無理のない料金体系で、
介護サービスを提供します。

家庭的な雰囲気の中、9名以下
という少人数で認知症の方が
穏やかに共同生活を送れる入
居サービスです。スタッフと一
緒に食事の支度や掃除、洗濯
などを行うことで、認知症の症
状を穏やかにすることを目指し
ます。

【受付時間】午前９時～午後６時（土・日・祝日も受付）※年末年始は除く

検索

https:www.sompocare.com

※最初にお問い合わせいただいた際、資料番号のお申し出が無ければ、入居優待が適用されない場合があります。
本サービスは2023年2月時点の内容であり、予告なく変更または中止する場合があります。

SOMPOケア 公式介護のことならなんでもご相談ください 0120-155-703
お電話の際は、「資生堂」のご紹介であることをお伝えください。

引受保険会社（2023年4月現在）
●日本生命保険相互会社（事務幹事会社） ●住友生命保険相互会社
●富国生命保険相互会社 ●第一生命保険株式会社
●明治安田生命保険相互会社

過去4年間の配当還元率（年間払込保険料に対する配当金の割合）

2019年度（2018年9月1日〜2019年8月31日）　　約70％
―――――――――――――――――――――――――――――――

2020年度（2019年9月1日〜2020年8月31日）　　約73％
―――――――――――――――――――――――――――――――

2021年度（2020年9月1日〜2021年8月31日）　　約27％
―――――――――――――――――――――――――――――――

2022年度（2021年9月1日〜2022年8月31日）　　約42％
※�上記は過去4年間の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束
するものではありません。

ご加入のご検討に際しましては、お配りするパンフレット・「契約概要」・「注意喚起情報」等にて必ず詳細をご確認ください。

資生堂社員専用
死亡保障保険
（団体定期保険）



頭金

0円
車検
基本料金
込み

自動車税
込み

登録時・継続時

諸費用
込み

※

愛車のキズ・
へこみ直し

カーコンビニ倶楽部
へこんだら カーコン

カーコンカーリースはこんなお客さまにオススメ
「クルマが必要だけどまとまった出費をおさえたい!」
「月々の支払をおさえたい!」
「購入後のわずらわしさを解消したい!」
カーコンカーリースはトップクラスの
トータルサービス!
「頭金０円」、しかも「登録時諸費用」や乗っている間の「車検
基本料」、「自動車税」、「自賠責保険料」、「自動車重量税」
すべてがもろもろコミコミでお支払いプランに含まれてい
ます。お支払いプランは「月々税込8,000円～」や「お客様が
選ぶ自由設計」などイロイロご用意しています。
お手軽に、そしてお得に新車に乗りたい！ カーライフをもっと
長く楽しみたい！ それがカーコンビニ倶楽部のカーコンカー
リースです。

※インターネット調査「2020年6月～7月：自社調べ」、質問項目：「当社カーリースをご利用になって全体的にどの程度満足いただけましたか?」を聴取。
数値は、5段階評価中「全ての点に満足している」「ほとんどの点に満足している」「ある程度の点で満足している」と答えた人の割合。

車検・税金コミコミ!
月々定額で新車に
乗れるカーリース。

お客様満足度

97%

小キズから大キズまで
確かな技術で修復!

早い お得

キレイ 安心カーコンビニ倶楽部は、あなたの愛車をもっと気軽に、そして「早く」
「キレイ」に「バリュープライス」で修理する「車のコンビニエンスストア」です。

バンパーの
スリキズ

工賃
10% OFF

9

サービスの特典
◦お料理、お飲物を20％割引 ◦新郎新婦のご衣裳を50％特別割引
◦お飲物は披露宴会場内飲み放題 ◦控室・ご芳名帳・介添料無料
◦新郎新婦の美容着付け20％割引 ◦写真・DVD撮影10％割引
◦ 装花（ケーキ装花・ブーケ・花束等）10％割引 ◦ ご列席者の宿泊特別優待（10部屋まで）
◦ 新郎新婦の披露宴当日の宿泊ご招待（朝食付） 
◦結婚1周年ディナーご招待

新たな門出は素敵な結婚式で！

ヒルトン東京ベイの限定�ウェディングプラン
ヒルトン東京ベイが誇る多彩なウェディング会場での挙式・披露宴を特別料金＆
ご優待でご利用いただけるスペシャルウェディングプランです！

ご予約・お問い合わせはヒルトン東京ベイ　営業部　婚礼担当　西
〒279-0031�千葉県浦安市舞浜1-8　TEL.047-355-5000（代表）　TEL.047-355-7702（直通）　FAX.047-350-7975（直通）
http://hiltonwedding.jp/tokyobay/

◇ご予約の際に御社名を係りの者にお申し出ください。
◇�ウェディングプランは御社従業員および御社ご紹介者に適用されます。
◇�こちらのプランはお日柄・曜日問わず、いつでもご利用いただけます。
◇�式場紹介などを経由されてのお申し込みの場合、特典は適用されま
せんので予めご了承ください。
◇�当ホテルのウエディングに関する特別企画商品の特典と重複する場
合はどちらかをご選択ください。

〈プラン料金例〉

60名教会式の場合
お見積合計

￥3,730,000

60名教会式の場合
お見積合計

￥2,520,000

株式会社資生堂様特典株式会社資生堂様特典

￥1,210,000
OFF

あなたのカーライフをトータルサポート！

カーコンビニ倶楽部
「より快適に」「より安く」カーライフをご満足いただけるよう、みなさまのご要望に沿った
サービスをご紹介いたします！

各種お問合せ先はこちら

〈代理店名・お問合せ先〉

株式会社フクハラアイズ
 　フリーダイヤル 0120-81-2986（平日9時～ 17時）
 mail kikaku-kanri@fkginza.co.jp

商品サービスの資料請求はこちら 生命保険のお問合せはこちら

自動車のお見積りはこちら その他お問合せはこちら

＜取引保険会社＞
損害保険ジャパン株式会社 　SJ22-15800（承認日：2023年2月11日）
東京海上日動火災保険株式会社 　22TC-101899（使用期限：2024年3月31日）　
三井住友海上火災保険株式会社 　B22-903071（使用期限：2024年2月27日）
AIG損害保険株式会社 　
アリアンツ火災海上保険株式会社 　
SOMPOひまわり生命保険株式会社 　HL-P-B1-22-00995（使用期限：2025年1月31日）
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 　2021-C-1217（2022年3月18日〜2024年3月31日）
日本生命保険相互会社 　日本-団-2022-707-12983-T（R5.3.7）
アフラック 　
メットライフ生命保険株式会社 　 　
富国生命保険相互会社 　
朝日生命保険相互会社 　
エヌエヌ生命保険株式会社 
※このご案内は、概要を説明したものです。詳細は各パンフレットをご覧ください。


