
○公益財団法人 生命保険文化センター

公正・中立な立場で生活設計や生命保険に関する情報提供等を行うことを目的に、1976年(昭和51年)に設立。

「消費者啓発・情報提供活動」「学術振興事業」「調査活動」の事業を３つの柱に、中学校・高校・大学等へ

の講師派遣、一般消費者や消費生活相談員等対象の学習会の実施、学校教育用副教材や消費者向け小冊子の作

成、生活保障に関する意識や生命保険の加入実態等を探る調査活動を行っています。

高校向け

お申込み方法

お問い合わせ先
公益財団法人 生命保険文化センター 生活情報室 講師派遣担当
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
℡：03-5220-8517 E-mail：jitsugaku@jili.or.jp

※当センターにて実施している本活動における案内業務については、生命保険協会地方事務局長に一部委託しております。

「社会保障制度」や「生命保険」

が学べる講師派遣・副教材

を利用しませんか？

新学習指導要領や成年年齢引き下げを
意識した学習にぜひご活用ください。

無償

Zoom等を活用したリアルタイムのオンライン講座
や、講義を録画した動画を提供するオンデマンド
講座にも対応しています。

申込用紙をＦＡＸ（03-5220-9090）ください。
当センターHPからの申込も可能です。
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「講師派遣」の詳細については、右記当センターHPをご参照ください。
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家庭科「高等学校学習指導要領」には、『家計の構造や生活における経済と社会との関わり、家計管理に
ついて理解すること。』と記載されています。
また、解説には、『家計管理については、収支バランスの重要性とともに、リスク管理も踏まえた家計管理

の基本について理解できるようにする。その際、生涯を見通した経済計画を立てるには、教育資金、住宅
取得、老後の備えの他にも、事故や病気、失業などリスクへの対応が必要であることを取り上げ、預貯金、
民間保険、株式、債券、投資信託等の基本的な金融商品の特徴（メリット、デメリット）、資産形成の視点に
も触れるようにする。』と記載されています。

公民科「高等学校学習指導要領」には、『職業選択、雇用と労働問題、財政および租税の役割、少子高齢
社会における社会保障の充実・安定化、市場経済の機能と限界、金融の働き、（途中省略）などに関わる
現実社会の事柄や課題を基に、公正かつ自由な経済活動を行うことを通して資源の効率的な配分が図ら
れること、（途中省略）について理解すること』と記載されています。
また、解説には、『貯蓄や民間保険などにも触れ、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう

にするにはどうすればよいか多面的・多角的に考察、構想し、表現できるようにすることが考えられる。』と
記載されています。

高校・公民科(公共)

高校・家庭科(家庭基礎)

本講師派遣の内容が関連する2022年度から年次進行で実施されている「新学習指導要領」
記載部分について

参考

講座内容例［50分］

成年年齢引き下げにより可能と
なる契約を切り口に、クレジット
カードといったキャッシュレス等、
お金を使う際の収入と支出のバラ
ンスや生活におけるリスク管理、
契約に関わるトラブルやクーリン
グオフといった対処策等について
学ぶことができます。

テーマ「「成年」になるということ」

全科目共通

家庭科

講座内容例［50分］

テーマ①「生活設計とリスクへの備え」
将来のライフイベント（結婚や教育等）でかかるお金を

クイズ形式で考えるとともに、身の回りのリスクに備える
方法として、社会保険や預貯金・民間保険について学ぶこ
とができます。

テーマ②「事例から考えるリスクマネジメント」

イラストを使った事例を用いて、実際にリスクが起きた
場面を想像しながら、どんな備えが必要か自らの考えをま
とめ、身の回りのリスクに備える方法として、社会保険や
預貯金・民間保険について学ぶことができます。

家庭科向けには以下2つのテーマをご用意しています。

【50分×2コマの場合】
上記、家庭科向けテーマ①「生活設計とリスクへの備え」
とあわせて、当センター作成の生徒用ワークブック「君と
みらいとライフプラン」を使い、ライフプラン表を作成す

る作業(アクティブ・ラーニング)を実施することも可能。

①「副教材の活用方法」が学べます。
当センターで作成している冊子やプレゼンテー

ション用の副教材を活用して、「生活設計やリスク

管理」「自助・共助・公助」「社会保障制度や生命

保険」等について、限られた授業時間の中でどの

ように触れたら良いのか、当センター職員がわかり

やすく解説させていただきます。

家庭科・公民科 等

講座内容例［60～120分］

②「社会保険」「生命保険」に関する基礎知識が学べます。
当センターで作成している小冊子を活用して、「社会保障制度」や

「生命保険」の基礎的な内容について、当センター職員がわかり

やすく解説させていただきます。

公的年金、健康保険、公的介護保険制度等、社会保険の制度

改正に関する最新情報や、生命保険の仕組みや活用事例等、

授業で利用できる基礎知識を提供させていただきます。

＜2021年度 学生・生徒対象 講師派遣実績＞

③副教材について

① 「教員向け」研修会等への講師派遣

○ 各教科の研究会にて定期的に実施している研修会や勉強会、また総会等で先生方がお集まりになる
機会にご活用いただいております。

○ 講師派遣(オンライン・オンデマンド可)は全国どこでも可能、費用のご負担は一切不要です。
○ 日程や開催時間等、可能な限りご要望にお応えさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

② 「生徒向け」出前講座としての講師派遣

○ ご担当されている授業の１コマ（50分程度）をお借りして講座を実施します。
○クラス単位の複数回の実施や、50分の授業を2コマ連続で行うことも可能です。
○ 講師派遣(オンライン・オンデマンド可)は全国どこでも可能、費用のご負担は一切不要です。
○ 講座の内容に沿った生徒用ワークシートをご用意しております。

講座内容例［50分］

公民科

テーマ「自助・共助・公助について考えよう」

日本の少子高齢化の現状を理解するとともに、社会保障
制度の概要について学ぶことができます。また、社会保
障制度を維持するために、社会における「自助・共助・
公助」の適切な組み合わせについて自らの考えをまとめ
ることにより、社会保険や自助の一手段である預貯金や
民間保険について、理解を深めることができます。

受講実績と受講者
アンケート結果に
ついてはこちら

実施回数

557回

受講者数

27,575名

講師派遣でも利用しているプレ
ゼン用定型レジュメ・生徒用ワー
クシートは、当センターHPにてご

覧いただけます。編集可能な状態
で無料でダウンロードが可能です。
授業展開案もありますので、ぜひ

授業にてご活用ください。

プレゼン用定型レジュメ 冊子

生活設計に使えるワーク&データ集です。ライフプラン表とシール
が付属。ライフプラン表は切り取りができて、課題にも最適です。
教員用手引書も用意しています。

「君とみらいとライフプラン」の申込等、
詳細についてはこちらを参照ください。

＜生活設計に使えるワーク＆データ集＞
「君とみらいとライフプラン」

※2022.3.18現在 実施予定含む
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ほけんのキホン 2019 年 10 月 _7_190906 責了入稿

変額年金カスタマーセンター／投資型商品カスタマーセンター

サービスセンター

ニッセイコールセンター

0120-201-021

お客様コンタクトセンター 

0120-8739-17

お客様コンタクトセンター

（金融機関等を通じてご加入のお客さま）

（旧大和生命でご加入のお客さま）

0120-56-2269

0120-28-2269

（コンタクトセンター）

（1年組み立て保険専用窓口）

0120-226-201

0120-833-337

お客さまサービス室

お客さまセンター

カスタマーサービスセンター

カスタマーサービスセンター

お客さまサービスセンター

お客さまサービスセンター

お客さまサービスセンター

コミュニケーションセンター

お客さま相談室

コールセンター

コンタクトセンター

お客様サービスセンター

コールセンター

カスタマーサービスセンター　お客さま相談窓口

カスタマーサービスセンター

かんぽコールセンター

カスタマーサービスセンター

コールセンター

コールセンター

カスタマーセンター

お客さまサービスセンター

カスタマーセンター

第一生命コンタクトセンター

お客さまサービスセンター

コールセンター

お客様サービスセンター

（金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客様）

（旧営業支社を通じてご加入のお客様）

0120-302-572

0120-301-396

0120-925-0080120-063-730

コールセンター

0120-315056

カスタマーサービスセンター

カスタマ－サービスセンター カスタマーセンター

コンタクトセンターマネジメント部

0120-272-811

0120-700-651

0120-259-817

0120-810-740

0120-817-024

0120-324-386

0120-125-104

0120-566-322

0120-662-332

0120-880-533

0120-205566

直通03（3286）2648

0120-016-234

カスタマーケアセンター

0120-236-523

0120-977-010

0120-521-513

0120-714-532

0120-5555-95

0120-227-780

0120-820-275

0120-552-950

0120-60-1221

0120-37-2269

0120-307-506

0120-158-821

0120-966-066

0120-563-506

0120-157-157

0120-876-126

お客様サービスセンター

0120-318-766

0120-789-501

0120-97-2111

0120-568-093

0120-953-831

エヌエヌ生命保険株式会社

ネオファースト生命保険株式会社
日本生命保険相互会社  

はなさく生命保険株式会社SBI生命保険株式会社

総合サービスセンター

0120-211-901

FWD富士生命保険株式会社 PGF生命（プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社）コールセンター

フコクしんらい生命保険株式会社

富国生命保険相互会社

プルデンシャル生命保険株式会社

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

みどり生命保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

メットライフ生命保険株式会社

メディケア生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社

（一社）生命保険協会　生命保険相談所

朝日生命保険相互会社

アフラック生命保険株式会社

オリックス生命保険株式会社

カーディフ生命保険株式会社

株式会社かんぽ生命保険

クレディ・アグリコル生命保険株式会社

ジブラルタ生命保険株式会社

住友生命保険相互会社

ソ二一生命保険株式会社

ソ二一ライフ・エイゴン生命保険株式会社

SOMPOひまわり生命保険株式会社

第一生命保険株式会社

第一フロンティア生命保険株式会社

大樹生命保険株式会社

大同生命保険株式会社

太陽生命保険株式会社

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社　お客様サービスセンター

アクサ生命保険株式会社

アクサダイレクト生命保険株式会社 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・力ンパ二一・リミテッド（チューリッヒ生命）

楽天生命保険株式会社

2008.1.初　　2019.10／23,000（計664,000）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階

    代表電話 03（5220）8510　 　相談直通 03（5220）8520

ホームページアドレス　http://www.jili.or.jp/

生命保険に
ついて、消費

者からの

一般的なご
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ています。
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許可なしに転載、複製することを禁じます。

生命保険
会社一覧

（2019年10月現在）（五十音順）

 本体182円
定価：

＋税

イ
ラ
ス
ト
で
わ
か
る
生
命
保
険 

ほ
け
ん
の
キ
ホ
ン

生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー

2019年10月改訂

イラストで
わかる生命

保険

の
ほほ けけ んん

キキ ホホ ンン

生命保険について、
消費者からの一般的なご相談に応じています。

価格：200円

（税10％）

本体182円

アクサ生命保険株式会社

チューリッヒ生命保険株式会社

カスタマーサービスセンター

☎0120-568-093
カスタマーケアセンター

☎0120-236-523

アクサダイレクト生命保険株式会社

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社　お客様サービスセンター

カスタマーサービスセンター

☎0120-953-831
（金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客様）☎0120-302-572（旧営業支社を通じてご加入のお客様）☎0120-301-396

朝日生命保険相互会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

お客様サービスセンター

☎0120-714-532
カスタマーセンター

☎0120-016-234

アフラック生命保険株式会社

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社

コールセンター

☎0120-5555-95
カスタマーサービスセンター

☎0120-817-024

イオン・アリアンツ生命保険株式会社

日本生命保険相互会社

お客さま相談デスク

☎0120-953-863
ニッセイコールセンター

☎0120-201-021

SB I生命保険株式会社

ネオファースト生命保険株式会社　コンタクトセンター ☎0120-226-201

お客様コンタクトセンター

☎0120-272-811

（1年組み立て保険専用窓口）☎0120-833-337

エヌエヌ生命保険株式会社

はなさく生命保険株式会社

サービスセンター

☎0120-521-513
お客様コンタクトセンター

☎0120-8739-17

FWD富士生命保険株式会社

PGF生命（プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社）　コールセンター

総合サービスセンター

☎0120-211-901 （金融機関等を通じてご加入のお客さま）☎0120-56-2269（旧大和生命でご加入のお客さま）☎0120-28-2269

オリックス生命保険株式会社

フコクしんらい生命保険株式会社

お客さま相談窓口

☎0120-227-780
お客さまサービス室

☎0120-700-651

カーディフ生命保険株式会社

富国生命保険相互会社

カスタマーサービスセンター

☎0120-820-275
お客さまセンター

☎0120-259-817

株式会社かんぽ生命保険

プルデンシャル生命保険株式会社

かんぽコールセンター

☎0120-552-950
カスタマーサービスセンター

☎0120-810-740

クレディ・アグリコル生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社　コールセンター ☎0120-063-730

カスタマーサービスセンター

☎0120-60-1221
変額年金カスタマーセンター／投資型商品カスタマーセンター ☎0120-925-008

ジブラルタ生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

コールセンター

☎0120-37-2269
お客さまサービスセンター

☎0120-324-386

住友生命保険相互会社

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

コールセンター

☎0120-307-506
お客さまサービスセンター

☎0120-125-104

ソニー生命保険株式会社　　カスタマーセンター ☎0120-158-821
みどり生命保険株式会社

（旧ソニーライフ・ウィズ生命商品）☎0120-955-900
お客さまサービスセンター

☎0120-566-322

SOMPOひまわり生命保険株式会社

明治安田生命保険相互会社　コミュニケーションセンター ☎0120-662-332

カスタマーセンター

☎0120-563-506
外貨建保険・金融機関窓口販売商品のお問い合わせ窓口 ☎0120-453-860

第一生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社

第一生命コンタクトセンター

☎0120-157-157
お客さま相談室

☎0120-880-533

第一フロンティア生命保険株式会社

メディケア生命保険株式会社

お客さまサービスセンター

☎0120-876-126
コールセンター

☎0120-315-056

大樹生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社

お客さまサービスセンター

☎0120-318-766
コンタクトセンター

☎0120-205566

大同生命保険株式会社

楽天生命保険株式会社

コールセンター

☎0120-789-501
札幌事務センター

☎0120-849-150

太陽生命保険株式会社

お客様サービスセンター

☎0120-97-2111

　 　 　 生 命 保 険 会 社 一 覧（五十音順）　2021年8月現在

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階

☎代表電話 03（5220）8510／☎相談直通 03（5220）8520

ホームページアドレス https://www.jili.or.jp/
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今後、年金制度は
どう変わるの？

どんな年金を
受け取れるの？

2021（令和3）年度の

公的年金の変更点は？

個人年金保険には
どんなものがある？

夫婦が受け取る年金は？

今 か ら 考 え る 老 後 保 障

2021年8月改訂版

公的年金と個人年金について

わかりやすく説明しています

ねんきんガイド
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家庭科「高等学校学習指導要領」には、『家計の構造や生活における経済と社会との関わり、家計管理に
ついて理解すること。』と記載されています。
また、解説には、『家計管理については、収支バランスの重要性とともに、リスク管理も踏まえた家計管理

の基本について理解できるようにする。その際、生涯を見通した経済計画を立てるには、教育資金、住宅
取得、老後の備えの他にも、事故や病気、失業などリスクへの対応が必要であることを取り上げ、預貯金、
民間保険、株式、債券、投資信託等の基本的な金融商品の特徴（メリット、デメリット）、資産形成の視点に
も触れるようにする。』と記載されています。

公民科「高等学校学習指導要領」には、『職業選択、雇用と労働問題、財政および租税の役割、少子高齢
社会における社会保障の充実・安定化、市場経済の機能と限界、金融の働き、（途中省略）などに関わる
現実社会の事柄や課題を基に、公正かつ自由な経済活動を行うことを通して資源の効率的な配分が図ら
れること、（途中省略）について理解すること』と記載されています。
また、解説には、『貯蓄や民間保険などにも触れ、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう

にするにはどうすればよいか多面的・多角的に考察、構想し、表現できるようにすることが考えられる。』と
記載されています。

高校・公民科(公共)

高校・家庭科(家庭基礎)

本講師派遣の内容が関連する2022年度から年次進行で実施されている「新学習指導要領」
記載部分について

参考

講座内容例［50分］

成年年齢引き下げにより可能と
なる契約を切り口に、クレジット
カードといったキャッシュレス等、
お金を使う際の収入と支出のバラ
ンスや生活におけるリスク管理、
契約に関わるトラブルやクーリン
グオフといった対処策等について
学ぶことができます。

テーマ「「成年」になるということ」

全科目共通

家庭科

講座内容例［50分］

テーマ①「生活設計とリスクへの備え」
将来のライフイベント（結婚や教育等）でかかるお金を

クイズ形式で考えるとともに、身の回りのリスクに備える
方法として、社会保険や預貯金・民間保険について学ぶこ
とができます。

テーマ②「事例から考えるリスクマネジメント」

イラストを使った事例を用いて、実際にリスクが起きた
場面を想像しながら、どんな備えが必要か自らの考えをま
とめ、身の回りのリスクに備える方法として、社会保険や
預貯金・民間保険について学ぶことができます。

家庭科向けには以下2つのテーマをご用意しています。

【50分×2コマの場合】
上記、家庭科向けテーマ①「生活設計とリスクへの備え」
とあわせて、当センター作成の生徒用ワークブック「君と
みらいとライフプラン」を使い、ライフプラン表を作成す

る作業(アクティブ・ラーニング)を実施することも可能。

①「副教材の活用方法」が学べます。
当センターで作成している冊子やプレゼンテー

ション用の副教材を活用して、「生活設計やリスク

管理」「自助・共助・公助」「社会保障制度や生命

保険」等について、限られた授業時間の中でどの

ように触れたら良いのか、当センター職員がわかり

やすく解説させていただきます。

家庭科・公民科 等

講座内容例［60～120分］

②「社会保険」「生命保険」に関する基礎知識が学べます。
当センターで作成している小冊子を活用して、「社会保障制度」や

「生命保険」の基礎的な内容について、当センター職員がわかり

やすく解説させていただきます。

公的年金、健康保険、公的介護保険制度等、社会保険の制度

改正に関する最新情報や、生命保険の仕組みや活用事例等、

授業で利用できる基礎知識を提供させていただきます。

＜2021年度 学生・生徒対象 講師派遣実績＞

③副教材について

① 「教員向け」研修会等への講師派遣

○ 各教科の研究会にて定期的に実施している研修会や勉強会、また総会等で先生方がお集まりになる
機会にご活用いただいております。

○ 講師派遣(オンライン・オンデマンド可)は全国どこでも可能、費用のご負担は一切不要です。
○ 日程や開催時間等、可能な限りご要望にお応えさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

② 「生徒向け」出前講座としての講師派遣

○ ご担当されている授業の１コマ（50分程度）をお借りして講座を実施します。
○クラス単位の複数回の実施や、50分の授業を2コマ連続で行うことも可能です。
○ 講師派遣(オンライン・オンデマンド可)は全国どこでも可能、費用のご負担は一切不要です。
○ 講座の内容に沿った生徒用ワークシートをご用意しております。

講座内容例［50分］

公民科

テーマ「自助・共助・公助について考えよう」

日本の少子高齢化の現状を理解するとともに、社会保障
制度の概要について学ぶことができます。また、社会保
障制度を維持するために、社会における「自助・共助・
公助」の適切な組み合わせについて自らの考えをまとめ
ることにより、社会保険や自助の一手段である預貯金や
民間保険について、理解を深めることができます。

受講実績と受講者
アンケート結果に
ついてはこちら

実施回数

557回

受講者数

27,575名

講師派遣でも利用しているプレ
ゼン用定型レジュメ・生徒用ワー
クシートは、当センターHPにてご

覧いただけます。編集可能な状態
で無料でダウンロードが可能です。
授業展開案もありますので、ぜひ

授業にてご活用ください。

プレゼン用定型レジュメ 冊子

生活設計に使えるワーク&データ集です。ライフプラン表とシール
が付属。ライフプラン表は切り取りができて、課題にも最適です。
教員用手引書も用意しています。

「君とみらいとライフプラン」の申込等、
詳細についてはこちらを参照ください。

＜生活設計に使えるワーク＆データ集＞
「君とみらいとライフプラン」

※2022.3.18現在 実施予定含む
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ほけんのキホン 2019 年 10 月 _7_190906 責了入稿

変額年金カスタマーセンター／投資型商品カスタマーセンター

サービスセンター

ニッセイコールセンター

0120-201-021

お客様コンタクトセンター 

0120-8739-17

お客様コンタクトセンター

（金融機関等を通じてご加入のお客さま）

（旧大和生命でご加入のお客さま）

0120-56-2269

0120-28-2269

（コンタクトセンター）

（1年組み立て保険専用窓口）

0120-226-201

0120-833-337

お客さまサービス室

お客さまセンター

カスタマーサービスセンター

カスタマーサービスセンター

お客さまサービスセンター

お客さまサービスセンター

お客さまサービスセンター

コミュニケーションセンター

お客さま相談室

コールセンター

コンタクトセンター

お客様サービスセンター

コールセンター

カスタマーサービスセンター　お客さま相談窓口

カスタマーサービスセンター

かんぽコールセンター

カスタマーサービスセンター

コールセンター

コールセンター

カスタマーセンター

お客さまサービスセンター

カスタマーセンター

第一生命コンタクトセンター

お客さまサービスセンター

コールセンター

お客様サービスセンター

（金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客様）

（旧営業支社を通じてご加入のお客様）

0120-302-572

0120-301-396

0120-925-0080120-063-730

コールセンター

0120-315056

カスタマーサービスセンター

カスタマ－サービスセンター カスタマーセンター

コンタクトセンターマネジメント部

0120-272-811

0120-700-651

0120-259-817

0120-810-740

0120-817-024

0120-324-386

0120-125-104

0120-566-322

0120-662-332

0120-880-533

0120-205566

直通03（3286）2648

0120-016-234

カスタマーケアセンター

0120-236-523

0120-977-010

0120-521-513

0120-714-532

0120-5555-95

0120-227-780

0120-820-275

0120-552-950

0120-60-1221

0120-37-2269

0120-307-506

0120-158-821

0120-966-066

0120-563-506

0120-157-157

0120-876-126

お客様サービスセンター

0120-318-766

0120-789-501

0120-97-2111

0120-568-093

0120-953-831

エヌエヌ生命保険株式会社

ネオファースト生命保険株式会社
日本生命保険相互会社  

はなさく生命保険株式会社SBI生命保険株式会社

総合サービスセンター

0120-211-901

FWD富士生命保険株式会社 PGF生命（プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社）コールセンター

フコクしんらい生命保険株式会社

富国生命保険相互会社

プルデンシャル生命保険株式会社

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

みどり生命保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

メットライフ生命保険株式会社

メディケア生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社

（一社）生命保険協会　生命保険相談所

朝日生命保険相互会社

アフラック生命保険株式会社

オリックス生命保険株式会社

カーディフ生命保険株式会社

株式会社かんぽ生命保険

クレディ・アグリコル生命保険株式会社

ジブラルタ生命保険株式会社

住友生命保険相互会社

ソ二一生命保険株式会社

ソ二一ライフ・エイゴン生命保険株式会社

SOMPOひまわり生命保険株式会社

第一生命保険株式会社

第一フロンティア生命保険株式会社

大樹生命保険株式会社

大同生命保険株式会社

太陽生命保険株式会社

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社　お客様サービスセンター

アクサ生命保険株式会社

アクサダイレクト生命保険株式会社 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・力ンパ二一・リミテッド（チューリッヒ生命）

楽天生命保険株式会社

2008.1.初　　2019.10／23,000（計664,000）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階

    代表電話 03（5220）8510　 　相談直通 03（5220）8520

ホームページアドレス　http://www.jili.or.jp/
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イラストで
わかる生命

保険

の
ほほ けけ んん

キキ ホホ ンン

生命保険について、
消費者からの一般的なご相談に応じています。

価格：200円

（税10％）

本体182円

アクサ生命保険株式会社

チューリッヒ生命保険株式会社

カスタマーサービスセンター

☎0120-568-093
カスタマーケアセンター

☎0120-236-523

アクサダイレクト生命保険株式会社

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社　お客様サービスセンター

カスタマーサービスセンター

☎0120-953-831
（金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客様）☎0120-302-572（旧営業支社を通じてご加入のお客様）☎0120-301-396

朝日生命保険相互会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

お客様サービスセンター

☎0120-714-532
カスタマーセンター

☎0120-016-234

アフラック生命保険株式会社

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社

コールセンター

☎0120-5555-95
カスタマーサービスセンター

☎0120-817-024

イオン・アリアンツ生命保険株式会社

日本生命保険相互会社

お客さま相談デスク

☎0120-953-863
ニッセイコールセンター

☎0120-201-021

SB I生命保険株式会社

ネオファースト生命保険株式会社　コンタクトセンター ☎0120-226-201

お客様コンタクトセンター

☎0120-272-811

（1年組み立て保険専用窓口）☎0120-833-337

エヌエヌ生命保険株式会社

はなさく生命保険株式会社

サービスセンター

☎0120-521-513
お客様コンタクトセンター

☎0120-8739-17

FWD富士生命保険株式会社

PGF生命（プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社）　コールセンター

総合サービスセンター

☎0120-211-901 （金融機関等を通じてご加入のお客さま）☎0120-56-2269（旧大和生命でご加入のお客さま）☎0120-28-2269

オリックス生命保険株式会社

フコクしんらい生命保険株式会社

お客さま相談窓口

☎0120-227-780
お客さまサービス室

☎0120-700-651

カーディフ生命保険株式会社

富国生命保険相互会社

カスタマーサービスセンター

☎0120-820-275
お客さまセンター

☎0120-259-817

株式会社かんぽ生命保険

プルデンシャル生命保険株式会社

かんぽコールセンター

☎0120-552-950
カスタマーサービスセンター

☎0120-810-740

クレディ・アグリコル生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社　コールセンター ☎0120-063-730

カスタマーサービスセンター

☎0120-60-1221
変額年金カスタマーセンター／投資型商品カスタマーセンター ☎0120-925-008

ジブラルタ生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

コールセンター

☎0120-37-2269
お客さまサービスセンター

☎0120-324-386

住友生命保険相互会社

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

コールセンター

☎0120-307-506
お客さまサービスセンター

☎0120-125-104

ソニー生命保険株式会社　　カスタマーセンター ☎0120-158-821
みどり生命保険株式会社

（旧ソニーライフ・ウィズ生命商品）☎0120-955-900
お客さまサービスセンター

☎0120-566-322

SOMPOひまわり生命保険株式会社

明治安田生命保険相互会社　コミュニケーションセンター ☎0120-662-332

カスタマーセンター

☎0120-563-506
外貨建保険・金融機関窓口販売商品のお問い合わせ窓口 ☎0120-453-860

第一生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社

第一生命コンタクトセンター

☎0120-157-157
お客さま相談室

☎0120-880-533

第一フロンティア生命保険株式会社

メディケア生命保険株式会社

お客さまサービスセンター

☎0120-876-126
コールセンター

☎0120-315-056

大樹生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社

お客さまサービスセンター

☎0120-318-766
コンタクトセンター

☎0120-205566

大同生命保険株式会社

楽天生命保険株式会社

コールセンター

☎0120-789-501
札幌事務センター

☎0120-849-150

太陽生命保険株式会社

お客様サービスセンター

☎0120-97-2111
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今後、年金制度は
どう変わるの？

どんな年金を
受け取れるの？

2021（令和3）年度の

公的年金の変更点は？

個人年金保険には
どんなものがある？

夫婦が受け取る年金は？

今 か ら 考 え る 老 後 保 障

2021年8月改訂版

公的年金と個人年金について

わかりやすく説明しています

ねんきんガイド
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