
 
取扱総則規定約款 請求書類別表 新旧対比表                                           太陽生命保険株式会社 

  

新 旧 

 

① 給付金等および保険料の払込免除の請求に必要な書類 

項目 必要書類 

１．死亡保険金  

 ・死亡保険金 

・死亡給付金 

・普通死亡保険金 

・ガン死亡保険金 

・第１回の遺族年金 

 

 

（同右） 

 ・第２回以後の遺族年金 （同右） 

 ・死亡一時金 （同右） 

２．災害死亡保険金 （同右） 

３．高度障害保険金 （同右） 

４．災害高度障害保険金 （同右） 

５．満期保険金（満期祝金を含み

ます。） 
（同右） 

６．入院給付金（女性疾病入院給

付金、女性特定疾病入院給付

金、ガン入院給付金、生活習慣

病入院給付金、入院一時金、女

性入院一時金、生活習慣病入院

一時金、入院一時金（女性疾病

プラス）または入院一時金（７

大疾病プラス）を含みます。） 

（同右） 

 

 

① 給付金等および保険料の払込免除の請求に必要な書類 

項目 必要書類 

１．死亡保険金  

 ・死亡保険金 

・死亡給付金 

・普通死亡保険金 

・ガン死亡保険金 

・第１回の遺族年金 

 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書

（ただし、会社が認めた場合は医師の死亡診

断書または死体検案書） 

(3) 被保険者の住民票（ただし、会社が必要と

認めた場合は戸籍抄本） 

(4) 死亡保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑

証明書 

(5) 最終の保険料領収証 

(6) 保険証券 

 ・第２回以後の遺族年金 （省略） 

 ・死亡一時金 （省略） 

２．災害死亡保険金 （省略） 

３．高度障害保険金 （省略） 

４．災害高度障害保険金 （省略） 

５．満期保険金（満期祝金を含み

ます。） 
（省略） 

６．入院給付金（女性疾病入院給

付金、女性特定疾病入院給付

金、ガン入院給付金、生活習慣

病入院給付金、入院一時金、女

性入院一時金、生活習慣病入院

一時金、入院一時金（女性疾病

プラス）または入院一時金（７

大疾病プラス）を含みます。） 

（省略） 

 



 
取扱総則規定約款 請求書類別表 新旧対比表                                           太陽生命保険株式会社 

  

新 旧 

  

項目 必要書類 

７．健康祝金 （同右） 

８．手術給付金（入院時手術給付

金、入院治療手術給付金、外来

手術給付金、ガン手術給付金、

手術給付金（女性疾病プラス）

または手術給付金（７大疾病プ

ラス）を含みます。）・放射線

治療給付金（放射線治療給付金

（女性疾病プラス）または放射

線治療給付金（７大疾病プラ

ス）を含みます。） 

（同右） 

９．ガン診断給付金 （同右） 

10．特定疾病保険金等 （同右） 

11．介護保険金等  

 ・介護保険金 

・第１回の介護年金 

・生活介護保険金 

・第１回の生活介護年金 

・第１回の終身生活介護年金 

・軽度介護保険金 

 

 

 

 

（同右） 

 ・第２回以後の介護年金 

・第２回以後の生活介護年金 
（同右） 

 ・第２回以後の終身生活介護年

金 

 

 

 

 

（同右） 

 

  

項目 必要書類 

７．健康祝金 （省略） 

８．手術給付金（入院時手術給付

金、入院治療手術給付金、外来

手術給付金、ガン手術給付金、

手術給付金（女性疾病プラス）

または手術給付金（７大疾病プ

ラス）を含みます。）・放射線

治療給付金（放射線治療給付金

（女性疾病プラス）または放射

線治療給付金（７大疾病プラ

ス）を含みます。） 

（省略） 

９．ガン診断給付金 （省略） 

10．特定疾病保険金等 （省略） 

11．介護保険金等  

 ・介護保険金 

・第１回の介護年金 

・生活介護保険金 

・第１回の生活介護年金 

・第１回の終身生活介護年金 

・軽度介護保険金 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による医師の診断書 

(3) 被保険者が公的介護保険制度にもとづく所

定の状態に該当していることを通知する書類 

(4) 被保険者の住民票（ただし、介護保険金等

の受取人と同一人の場合は不要） 

(5) 介護保険金等の受取人の戸籍抄本および印

鑑証明書 

(6) 最終の保険料領収証 

(7) 保険証券 

 ・第２回以後の介護年金 

・第２回以後の生活介護年金 
（省略） 

 ・第２回以後の終身生活介護年

金 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 被保険者の住民票（ただし、年金受取人と

同一人の場合は不要） 

(3) 終身生活介護年金の受取人の戸籍抄本およ

び印鑑証明書 

(4) 年金支払証書 
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新 旧 

  

項目 必要書類 

12．保険料の払込免除 (1) 会社所定の請求書 

(2) 不慮の事故による場合は、不慮の事故であ

ることを証する書類 

(3) 会社所定の様式による医師の診断書 

(4) 被保険者の住民票 

(5) 最終の保険料領収証 

(6) 保険証券 

ただし、無配当保険料払込免除特約、無配当総

合保険料払込免除特約、無配当介護保障保険料

払込免除特約もしくは無配当生活介護保障保険

料払込免除特約が付加されている場合または無

配当終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕の場合に

は、上記に加えて被保険者が公的介護保険制度

にもとづく所定の状態に該当していることを通

知する書類の提出を求めることがあります。 

13．生存給付金 （同右） 

14．障害給付金 （同右） 

15．年金の一括前払・年金の年一

括前払 

 

（同右） 

16．年金  

 ・支払保証期間付終身年金 

・元本保証付有期年金 

・確定年金 

 

 

 

（同右） 

 ・支払保証期間付夫婦終身年金 （同右） 

17．特定疾病ワイド給付金（特定

疾病・疾病障害ワイド給付金を

含みます。） 

（同右） 

 

  

項目 必要書類 

12．保険料の払込免除 (1) 会社所定の請求書 

(2) 不慮の事故による場合は、不慮の事故であ

ることを証する書類 

(3) 会社所定の様式による医師の診断書 

(4) 被保険者の住民票 

(5) 最終の保険料領収証 

(6) 保険証券 

ただし、無配当保険料払込免除特約、無配当総

合保険料払込免除特約、無配当介護保障保険料

払込免除特約または無配当生活介護保障保険料

払込免除特約が付加されている場合には、上記

に加えて被保険者が公的介護保険制度にもとづ

く所定の状態に該当していることを通知する書

類の提出を求めることがあります。 

  

13．生存給付金 （省略） 

14．障害給付金 （省略） 

15．年金の一括前払・年金の年一

括前払 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 

(3) 年金支払証書 

16．年金  

 ・支払保証期間付終身年金 

・元本保証付有期年金 

・確定年金 

 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 被保険者の住民票（ただし、年金受取人と

同一人の場合は不要） 

(3) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 

(4) 年金支払証書（ただし、第１回の年金を請

求する場合は保険証券） 

 ・支払保証期間付夫婦終身年金 （省略） 

17．特定疾病ワイド給付金（特定

疾病・疾病障害ワイド給付金を

含みます。） 

（省略） 
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新 旧 

  

項目 必要書類 

18．ガン先進医療給付金（ガン先

進医療支援給付金を含みま

す。） 

（同右） 

19．骨折治療給付金 （同右） 

20．認知症治療保険金（認知症治

療給付金を含みます。） 
（同右） 

21．就業不能年金 （同右） 

22．特定疾病・傷害早期就業不能

給付金 
（同右） 

（注）１．会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認

めることがあります。 

２．会社は、上記の書類（前１．で求める書類を含みます。）について会社の

定める情報端末への入力など電磁的記録による提出を認めることがありま

す。 
 

  

項目 必要書類 

18．ガン先進医療給付金（ガン先

進医療支援給付金を含みま

す。） 

（省略） 

19．骨折治療給付金 （省略） 

20．認知症治療保険金（認知症治

療給付金を含みます。） 
（省略） 

21．就業不能年金 （省略） 

22．特定疾病・傷害早期就業不能

給付金 
（省略） 

（注）１．会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認

めることがあります。 

２．会社は、上記の書類（前１．で求める書類を含みます。）について会社の

定める情報端末への入力など電磁的記録による提出を認めることがありま

す。 
 



 
取扱総則規定約款 請求書類別表 新旧対比表                                           太陽生命保険株式会社 

  

新 旧 

② その他の請求に必要な書類 

項目 必要書類 

１．保険契約の復活 

（同右） 

２．解約および解約払戻金 

（同右） 

３．保険契約内容の変更  

 ・給付金額等の減額 

・払済保険への変更 

・保険料払込期間の変更 

・年金支払開始日の変更 

・年金の種類等の変更 

（同右） 

 ・年金支払期間の変更 （同右） 

４．保険料の振替貸付 

（同右） 

５．保険契約者に対する貸付 

（同右） 

６．保険契約者の変更 

（同右） 

７．死亡保険金等の受取人もしく

は年金受取人の変更または後継

年金受取人もしくは死亡払戻金

受取人の指定および変更 

（同右） 

 遺言による場合 

 

 

 

（同右） 

８．指定代理請求人の指定および

変更 （同右） 

 

② その他の請求に必要な書類 

項目 必要書類 

１．保険契約の復活 (1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の告知書 

(3) 保険証券 

２．解約および解約払戻金 (1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者の印鑑証明書 

(3) 最終の保険料領収証 

(4) 保険証券 

３．保険契約内容の変更  

 ・給付金額等の減額 

・払済保険への変更 

・保険料払込期間の変更 

・年金支払開始日の変更 

・年金の種類等の変更 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者の印鑑証明書 

(3) 最終の保険料領収証 

(4) 保険証券 

 ・年金支払期間の変更 会社所定の請求書 

４．保険料の振替貸付 (1) 会社所定の申込書または請求書 

(2) 保険契約者の印鑑証明書 

(3) 最終の保険料領収証 

(4) 保険証券 

５．保険契約者に対する貸付 (1) 会社所定の申込書または請求書 

(2) 保険契約者の印鑑証明書 

(3) 最終の保険料領収証 

(4) 保険証券 

６．保険契約者の変更 (1) 会社所定の請求書 

(2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 

(3) 保険証券 

７．死亡保険金等の受取人もしく

は年金受取人の変更または後継

年金受取人の指定および変更 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者（年金支払開始日以後は、年

金受取人）の印鑑証明書 

(3) 保険証券または年金支払証書 

 遺言による場合 (1) 会社所定の請求書 

(2) 遺言書 

(3) 相続人の戸籍抄本および印鑑証明書 

(4) 保険証券または年金支払証書 

８．指定代理請求人の指定および

変更 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者の印鑑証明書 

(3) 保険証券 
  



 
取扱総則規定約款 請求書類別表 新旧対比表                                           太陽生命保険株式会社 

  

新 旧 

 

項目 必要書類 

９．指定契約の指定、追加および

撤回 （同右） 

10．生存給付金の形式の変更 （同右） 

11．給付金等の受取人による保険

契約の存続 
（同右） 

12．夫婦年金の選択 （同右） 

13．死亡払戻金 (1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書

（ただし、会社が認めた場合は医師の死亡診

断書または死体検案書） 

(3) 被保険者の住民票（ただし、会社が必要と

認めた場合は戸籍抄本） 

(4) 死亡払戻金の受取人の戸籍抄本および印鑑

証明書 

(5) 最終の保険料領収証 

(6) 保険証券 
  

（注）１．会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認

めることがあります。 

２．会社は、上記の書類（前１．で求める書類を含みます。）について会社の

定める情報端末への入力など電磁的記録による提出を認めることがありま

す。 

 

 

項目 必要書類 

９．指定契約の指定、追加および

撤回 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者の印鑑証明書 

(3) 保険証券 

10．生存給付金の形式の変更 （省略） 

11．給付金等の受取人による保険

契約の存続 

(1) 給付金等の受取人が債権者等に支払うべ

き金額を支払ったことを証明できる書類 

12．夫婦年金の選択 （省略） 

（新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（注）１．会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認

めることがあります。 

２．会社は、上記の書類（前１．で求める書類を含みます。）について会社の

定める情報端末への入力など電磁的記録による提出を認めることがありま

す。 
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新 旧 

③ 同時に請求が行われたものとして取り扱うことができる給付金等 

事由 給付金等 

１．死亡したこと ・死亡保険金 

・災害死亡保険金 

・死亡給付金 

・ガン死亡保険金 

・普通死亡保険金 

・第１回の遺族年金 

・死亡一時金 

・死亡払戻金 

２．高度障害状態に該当したこと 

（同右） 

３．特定疾病（総則別表12に定め

る悪性新生物、急性心筋梗塞ま

たは脳卒中）により所定の状態

に該当したこと 

（同右） 

４．会社所定の要介護状態または

公的介護保険制度の要介護３以

上に該当したこと 

 

 

 

 

（同右） 

５．会社所定の要生活介護状態ま

たは公的介護保険制度の要介護

２以上に該当したこと 

 

 

（同右） 

６．会社所定の軽度要介護状態ま

たは公的介護保険制度の要介護

１以上に該当したこと 

（同右） 

７．入院したこと （同右） 

８．手術（放射線治療を含みま

す。）を受けたこと 
（同右） 

９．悪性新生物により所定の先進

医療を受けたこと 
（同右） 

 

③ 同時に請求が行われたものとして取り扱うことができる給付金等 

事由 給付金等 

１．死亡したこと ・死亡保険金 

・災害死亡保険金 

・死亡給付金 

・ガン死亡保険金 

・普通死亡保険金 

・第１回の遺族年金 

・死亡一時金 

（新設） 

２．高度障害状態に該当したこと ・高度障害保険金 

・災害高度障害保険金 

・高度障害給付金 

・第１回の高度障害年金 

３．特定疾病（総則別表12に定め

る悪性新生物、急性心筋梗塞ま

たは脳卒中）により所定の状態

に該当したこと 

（省略） 

４．会社所定の要介護状態または

公的介護保険制度の要介護３以

上に該当したこと 

・介護保険金 

・第１回の介護年金 

・生活介護保険金 

・第１回の生活介護年金 

・第１回の終身生活介護年金 

・軽度介護保険金 

・第１回の就業不能年金 

５．会社所定の要生活介護状態ま

たは公的介護保険制度の要介護

２以上に該当したこと 

・生活介護保険金 

・第１回の生活介護年金 

・第１回の終身生活介護年金 

・軽度介護保険金 

・第１回の就業不能年金 

６．会社所定の軽度要介護状態ま

たは公的介護保険制度の要介護

１以上に該当したこと 

（省略） 

７．入院したこと （省略） 

８．手術（放射線治療を含みま

す。）を受けたこと 
（省略） 

９．悪性新生物により所定の先進

医療を受けたこと 
（省略） 

 



 
取扱総則規定約款 請求書類別表 新旧対比表                                           太陽生命保険株式会社 

  

新 旧 

 

事由 給付金等 

10．器質性認知症による会社所定

の状態に該当したこと 

（同右） 

 

 

事由 給付金等 

10．器質性認知症による会社所定

の状態に該当したこと 

・介護保険金 

・第１回の介護年金 

・生活介護保険金 

・第１回の生活介護年金 

・第１回の終身生活介護年金 

・軽度介護保険金 

・認知症治療保険金 

・認知症治療給付金 

・第１回の就業不能年金 
 

 


