
D7パートナーズクラブ
メンバー限定サービス※

スタッフが安心

して働く環境は

あたり前

安心だから

こそやりがいも

感じる

予防医療の推進

なしではこれから

の歯科医療は成り

立ちません！

コ・デンタル

スタッフの確保が

「チーム医療」の

ライフライン

スタッフさんが
安心して働ける環境づくりに……

スタッフさんが
安心して働ける環境づくりに……

プラネットが歯科医院のために提供する

医院の福利厚生の一環として「D7パートナーズクラブ
メンバー」様に適用されます。（会員限定！）※

無記名登録なので煩わしい事務手続きはありません。（簡単！）
生活サポートサービスが無料で受けられます。（安心！）
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死 亡 保 険 金

後遺症害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

100万円

4万～100万円

1,500円

1,200円

補償内容
スタッフ全員対象

以上の3つがあり、プラネットは歯科医院で働くスタッフさんが
安心できる環境を提供します。

特
　
徴

※「にこきらグループ補償制度」はD7PC会費の一部を充当し、会員特典として提供しています。
※上記グループ補償制度は、2018年12月1日よりD7パートナーズクラブ「プラチナメンバー限定」の
　サービスとなりました。
　なお、2018年11月30日以前にD7パートナーズクラブにご加入の医院様は、この限りではありません。

歯科医院就業中のケガによる事故につき、以上の内容の補償が受けられます。
上記は「D7パートナーズクラブメンバー医院のスタッフ」に適用されます。

この「にこきらグループ補償制度」は歯科医院
で勤務されるスタッフさんのために（株）プラ
ネットのリクエストで三井住友海上火災保険
株式会社と提携した商品です。

にこきらグループ補償制度にこきらグループ補償制度にこきらグループ補償制度

医院の職場環境も
重要なポイント！

だから

引受保険会社

〒507-0041　岐阜県多治見市太平町 6-63-1　TEL：0572-23-4999 
Email：info@dentalx.jp　ホームページ：http://www.dentalx.jp

団体総合生活
補償保険

手術保険金 15,000円もしくは7,500円
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〒507-0041　岐阜県多治見市太平町 6-63-1　TEL：0572-23-4999　Email：info@dentalx.jp　ホームページ：http://www.dentalx.jp

ご契約いただく保険の内容

ライフマイスター株式会社　　森下 純一
〒460-0008　名古屋市中区栄5-28-19　アルティメイトタワー栄V 6F
電話：090-4196-0622（直通）　Eメール：morishita@lifemeister.com

上記に関するお問い合わせ
取扱代理店

保険金をお支払する場合 お支払する保険金 保険金をお支払できない主な場合

 

■万が一事故が発生したら

事故によるケガのため、事故発生日から
その日を含めて180日以内に死亡された
場合（事故により直ちに死亡された場合
を含みます）

死亡・後遺障害保険金額の金額を死亡
保険金受取人（指定のないときは被保険
者の法定相続人）にお支払いします。
（注）既に支払った後遺障害保険金があ
る場合は、死亡・後遺障害保険金額から
既に支払った金額を控除した残額をお支
払いします。

事故発生日からその日を含めて180日以
内の入院日数1日につき、90日を限度とし
て入院保険金日額をお支払いします。

①入院中に受けたの手術の場合、入院保
険金額の10倍をお支払いします。
②　①以外の手術の場合、入院保険金額
の5倍をお支払いします。
ただし、1回の事故について1回の手術に
限ります。

事故発生日からその日を含めて180日以
内の通院日数1日につき、90日を限度とし
て通院保険日額をお支払いします。ただ
し、平常の生活またはお仕事に支障がな
い程度に治ったとき以降の通院に対して
は、保険金をお支払いできません。

後遺障害の程度（第1級から第7級）に応
じて、死亡・後遺障害保険金額の100%
～ 4%をお支払いします。
（注）保険期間（保険のご契約期間）を通
じ合算して死亡・後遺障害保険金額が
限度となります。

事故によるケガの治療のため病院または
診療所に入院（入院に準ずる状態（注1）
を含みます。）され、平常の生活またはお
仕事ができない場合。

入院保険金をお支払いする場合で、その
ケガの治療のために、事故発生日からそ
の日を含めて180日以内に病院または診
療所において手術を受けられた場合。

事故によるケガのために平常の生活また
はお仕事に支障が生じ、通院（医師による
治療が必要な場合において、病院または
診療所に通い、治療を受けることを言い
ます。また、往診を含みます）された場合。

事故によるケガのため事故発生日からそ
の日を含めて180日以内に身体に後遺障
害が生じた場合。

事故の通知：この保険で補償される事故が生じた場合には、すみやかに弊社コールセンターまたは取扱代理店に事故の内容および保険証券番号等をご連絡下さい。
事故発生日から30日以内にご連絡がないと保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

●次のようなことがらにより生じた障害につ
いては、保険金をお支払できません。

1. 保険契約者、被保険者(保険の対象となる
方）または保険金を受け取るべき方の故
意または重大な過失によるケガ。

2.自殺行為、犯罪行為または闘争行為によ
るケガ。 

3.自動車等の無資格運転、酒気帯び運転ま
たは麻薬等を使用しての運転中のケガ。

4. 脳疾患、病気または心身喪失によるケガ。
5. 妊娠、出産、早産または流産によるケガ。
6. 外科的手術その他の医療処置によるケガ。
7. 戦争、その他の変乱、暴動によるケガ。
8. 地震もしくは噴火またはこれらを原因とす
る津波によるケガ。

9. 核燃料等の放射性、爆発性等のケガ。
10. 原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候
群、腰痛その他の症状を訴えている場合
に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所
見のないもの。

11. 原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）によ
って生じた肺炎。

（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
は、補償の対象にはなりません

など。

担 保 条 項

傷 害 死 亡
保 険 金

傷害後遺障害
保 険 金

傷 害 入 院
保 険 金

傷 害 手 術
保 険 金

傷 害 通 院
保 険 金

引受保険会社



健康・介護ステーション

サービス受付電話番号

インターネットにて健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
http://www.ms-ins.com/kenko_kaigo/index.html

＊平日とは、土・日・祝日・年末・年始を除いた月～金をさします。
＊お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
＊本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によっては対応できない場合があります。
＊本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

健康・医療相談
日常の健康・医療に関するご相談、薬剤全般 に関するご相
談に看護師などの専門職がお応 えします。 
また、ご相談内容ご希望に応じて医師相談 （一部予約制）
がご利用いただけます。

医療機関総合情報提供
地域の医療機関情報や救急医療機関、各科の専門医など
の詳細情報をご提供します。

診断サポートサービス
（各種人間ドック・PET検査機関紹介、健康チェックサービス）
全国の提携機関をご紹介します。（一部割引有）また、ご自
宅で気軽にできる健康チェックを割引料金でご紹介します。 

三大疾病セカンドオピニオン情報提供
「三大疾病（ガン、心疾患、脳血管疾患）」診断後の、 セカ
ンドオピニオンに関する情報提供やご相談にお応えします。 
※セカンドオピニオンとは「主治医以外の医師の意見」 をい
います。

女性医師情報提供、女性医師相談（予約制）
女性医師情報をご提供（産科・婦人科に加え、内科、皮膚科、
肛門科等幅広く対応）する女性専用のサービスです。健康
に関するご相談に女性看護師または予約制で女性医師が
対応します。

介護に関する情報提供
老後の備えとして介護は最大の関心ごとです。介護保険の
仕組みに関することや介護状態になった場合の介護方法な
どのご相談にお応えします。

介護に関する悩み相談
介護を担う人の悩みは多様です。日常の介護の悩みなど幅
広いご相談にお応えします。

公的介護保険で利用できるサービス等に関する相談
公的介護保険で利用できるサービスや介護サービス提供事
業者に関し、情報提供やご相談にお応えします。

認知症に関する情報提供と悩み相談
社会の高齢化により増加する認知症に対する疑問にお応え
します。専門医療機関の情報提供や精神的負担が大きい
認知症の日常介護についてアドバイスします。

暮らしのトラブル相談（法律相談）
個人の日常生活上のトラブルに関するご相談にお応えします。
弁護士相談は予約制となります。

暮らしの税務相談
個人の日常生活上の税務相談にお応えします。
税理士相談は予約制となります。

子育て相談（12才以下）
妊娠中から小学校卒業までの子育ての悩みや不安に、専任
の相談員がお応えします。

暮らしの情報提供
冠婚葬祭についてのご質問
ボランティア情報

安心な暮らしをサポートする事業者の紹介
・緊急通報サービス
・ベビーシッター
・福祉機器および介護用品の
レンタル・販売

※お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を依頼している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対
象外となります。また、当社保険に関するご相談は、取扱代理店またはお客さまデスクにお問合せください。

健康・医療

介　護

暮らしの相談

情報提供・
紹介サービス

年中無休
24時間対応

年中無休
24時間対応

平日14:00～17:00

平日10:00～17:00

専任の相談員が
お応えします

専任の相談員が
お応えします

生活サポートサービス
日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。

傷害保険、傷害疾病保険、健康長期保険など※をご契約の個人のお客さま専用サービスです。
※詳しくは、取扱代理店またはお客さまデスクにお問合せください。

ご相談
無料
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ライフマスター株式会社　　森下 純一
〒460-0008　名古屋市中区栄5-28-19　アルティメイトタワー栄V 6F
電話：090-4196-0622（直通）
Eメール：morishita@lifemeister.com

上記に関するお問い合わせ
取扱代理店 引受保険会社

のご利用に際し

1 万が一スタッフの方がお怪我をされた場合は

※この「にこきらグループ補償制度」はDentalX ユーザー（D7PC会員）様だけの特典として提供させて頂いています。

□インターネットでも健康・医療・介護に関する情報を提供しております。
http://www.ms-ins.com/kenko_kaigo/index.html

2 生活サポートサービスのお知らせ

にこきらグループ補償制度にこきらグループ補償制度にこきらグループ補償制度にこきらグループ補償制度
（団体総合生活補償保険）

TEL 0120-258-189　受付　24時間365日（携帯電話・PHS可）

TEL 0120-033-939

証券番号　C426394096
契約者名　『（株）プラネット」　〒507-0041岐阜県多治見市太平町６-６３-１

ご利用（ご報告）に際しては、下記 証券番号 と 契約者名 と 医院名 をお伝えください

音声ガイダンスの指示で操作をお願い致します
受付時間等の詳細は裏面の案内をご参照ください


	にこきら補償案内2019のコピー
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