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①Web申込システムでご提供する機能について

1-1.Web申込システムについて

1 はじめに

以下の機能がございます。

・制度の新規加入・内容変更のお手続きおよび意思確認

・かんたん保障診断（※）

・ライフプランシミュレーション（※） ※ご利用がない場合があります

②ご利用時間

月～金 5時～25時

土 5時～23時

日 8時～25時

②推奨環境

OS/ブラウザ

PC

Microsoft Windows8.1(デスクトップ版※）,10

/Microsoft Internet Explorer11

Microsoft Edge,FireFox,Google Chrome

※Windows8.1においてデスクトップを経由して起動させた

Internet Explorerが対象

スマート

デバイス

iOS/Safari

Android/Google Chrome

PDF表示/印刷 Adobe Acrobat Reader DC

④パスワード管理について
個人パスワードはログイン後、初期パスワードからご自身で設定したパスワードに変更いただ

きます。お手続き期間中は変更後パスワードを他人に知られないように大切に管理ください。

⑤操作にあたってご留意いただきたい点
手続きの途中で前の画面に戻る場合は各画面の左下に設置されたボタンをご利用ください。ブ

ラウザの「←（戻る）」ボタンを使うと、ログインした状態で接続が切れてしまい、再度ログ

インできるまで20分相当の保留時間が発生します。ご注意ください。

2



ライフプラン
シミュレーション

(※2)

1-2.お手続きの流れについて

1 はじめに

初回アクセス時のみ 初期パスワード
の変更

申込・手続
/意思確認(※1)

かんたん
保障診断
(※2)

申込・手続の
再開(※3)

Web申込
メニュー

お手続きの流れの

確認

事前確認資料の
確認

家族情報登録・
申込内容の選択

今回申込内容
の選択

保険金受取人等
の登録

申込内容の確認

申込完了

ログイン

『契約概要・注意喚起情
報』の確認

『Web申込システム利用
規約』の確認

おすすめプラン
からお申込(※2)

かんたん保障診断
からお申込(※2)

自由選択
でお申込

本人情報登録・

申込方法の選択

いずれか選択

※1…申込完了後は「申込内容照会」

に変わります

※3…手続き完了前

に中断した場合

に表示されます

※2…ご退職されている場合等は表示されないほか、ご所属の団体・法人様に

よりご利用がない場合があります

2つとも確認

いずれか選択

ご本人さまと同様の手順で

お手続きいただきます

戻
っ
て
修
正
可
能

…ご本人さまについてのお手続き

…ご家族さまについてのお手続き

3

現在の
ご加入内容



《PC版表示場所》

①サブメニュー表示ボタン

・本手順書では、スマートフォンでの操作を想定し説明を行います。

・PCで操作する場合はボタンの配置など変わりますが使用できる機能そのものに変更はございません。

1-3.画面の説明について

1 はじめに

・サブメニューを表示します。

1

2

②サブメニュー

お問い合わせ先を表示します。

お問い合わせ

別画面で、ライフプランシミュレーションを

開始します。

ライフプランシミュレーション

本手順書を表示します。

操作説明

Web申込メニューに戻ります。

メニューへ戻る

ログアウトします。

ログアウトボタン

③次画面移動ボタン

青色の時に操作可能です。

灰色の時は次の画面に進むことができません。

留意事項などの資料の確認や、必要項目への入力漏れ

がございますのでご確認ください。

3

資料の確認や項目への
入力でボタンが押せる
ように変わります。
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①ユーザーID・パスワードの入力

2-1.ログイン画面

2 お手続きの手順

・ユーザーID・団体固有パスワード・個人

パスワードの３種類をご入力いただきます。

事前のご通知に従いご入力ください。

②ログイン
・押していただくと、メインメニューに進みます。

・パスワードの入力ミスを連続6回してしまうと

ロック処理が行われます。

※パスワードの失念、ロック時の対応については
P24を参照ください。

初回ログイン時

初回ログイン時は初期パスワードからご自身で

決めたパスワードに変更いただきます。

以下のルールに従いパスワード変更してください。

●８文字以上、２０文字以内

●英字大文字、英字小文字、数字、記号の中

から２種類以上の組み合わせ

●記号は「 ! # ? - _ 」のみ可

パスワード
変更画面

③注意事項
・使用上の注意など、操作に関する注意事項や

ご利用時間・ご利用環境を記載しています。
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①本人情報表示欄

2-2.Web申込メニュー

2 お手続きの手順

・以下の情報が表示されます。

ご本人さまのお名前／申込締切日／前回ご利用日時

③申込・手続
・新規加入や内容変更のお手続きを行ないます。なお、

申込完了後は完了したお手続き内容をご確認いただく

「申込内容照会」ボタンに切り替わります。

申込をやり直す方法についてはP24をご参照ください。

④ライフプランシミュレーション
・必要保障額を試算することができます。

⑤かんたん保障診断
・簡単な質問からご希望に沿った保障をご案内します。

⑦パスワード変更
・パスワードの変更が出来ます。

詳細についてはP22を参照ください。

⑧ご確認事項
・『契約概要・注意喚起情報』及び『Web申込システム

利用規約』を確認できます。
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⑥意思確認ボタン
・「変更なし（継続）」ボタン

…現在ご加入されている方のみ表示されます。

・「申込しない」ボタン

…現在ご加入されていない方のみ表示されます。

※お手続きを中断し再度ログインされた方には「申込・
手続の再開」ボタンが表示されます。申込内容確認画面
に遷移しますので残りの手続を進めてください。

次頁からは②「申込・手続/意思確認」ボタンを
押した後の流れについてご説明いたします

・意思確認ボタンは③の「申込・手続」を進めた後にも
ございます。

・当メニューで押す場合はそれぞれP18、P20をご参照
ください。

②現在のご加入内容
・現在のご加入内容をご確認いただけます。

2

※④、⑤はご退職されている場合等は表示されないほか、ご所属の

団体・法人様によりご利用がない場合があります

3
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①お手続きの流れについて

2-3.お手続きの流れの確認

2 お手続きの手順

・お手続き完了までの流れをご確認いただきます。

・次画面以降、画面上部にお手続きの流れが表示され、

作業の進捗状況を確認できます。

・ご確認が終わりましたら、画面下にある

「事前確認資料へ」を押して次の画面に進みます。
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②事前確認資料へ
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①事前確認資料

2-4.事前確認資料の確認

2 お手続きの手順

・『契約概要・注意喚起情報』および

『Weｂ申込システム利用規約』をご確認いただき

ます。

・２つのボタンを押して、それぞれ表示される

内容をご確認ください。

②記載内容の同意確認
・上記２つをご確認いただいた後、同意確認の

チェックボックスにチェック（☑）をしていただ

きます。

③本人情報登録へ
・画面下にある「本人情報登録へ」ボタンを

押して次の画面に進みます。
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①ご本人さま情報入力

2-5.本人情報登録・申込方法の選択

2 お手続きの手順

・ご本人さまの氏名・生年月日・性別が表示されます

のでご確認ください。

・空欄がある場合は正しくご入力ください。

②申込方法の選択
・お申込方法を選択のうえボタンを押していただくと、

次の「加入申込」画面へ進みます

・選択いただいた内容は、「加入申込/意思確認」

画面の「今回の申込内容」欄に反映されます。

申込方法

・あらかじめ設定されたおすすめのプランを

もとにお手続きいただけます。

おすすめプランからお申込み※

・「かんたん保障診断」に進み、診断結果を

もとにお手続きいただけます。

かんたん保障診断結果からお申込み※

・ご自身でお申込内容を選択いただけます。

自由選択でお申込み

※ご退職されている場合等は表示されないほか、ご所属

の団体・法人様によりご利用がない場合があります

※いずれの方法をご選択いただいた場合も、次の「加入

申込/意思確認」画面で自由に申込コースの変更が

可能です。

9

ワカバ

タロウ

2

1

かんたん保障診断結果を利用する方

かんたん保障診断結果から
お申込



2-6.加入申込／意思確認

2 お手続きの手順

10

新規ご加入・内容変更される方
⇒P11へ

現在ご加入されており、
内容変更しない方 ⇒P18へ

現在ご加入されておらず、
今回お申込しない方 ⇒P20へ

加入申込／意思確認について

以下のパターンに応じて手順が異なります。

該当頁をご確認ください。



Bコース

①コース選択

2-7.➀コース選択（1/2）

2 お手続きの手順 －新規ご加入・内容変更される方－

・前画面で選択いただいたおすすめプランやかんたん
保障診断結果の対象制度、または既にご加入いただ
いている制度は【A】のようにコース選択欄が開か
れて表示されます。

・コース選択のプルダウンは前画面で選択いただいた
申込方法に沿った内容（「自由選択でお申込」を
選択された方は現在のご加入内容））が初期表示
されます。ご確認のうえ変更が可能です。

2

4

3

プルダウンでコースを
選択いただけます。

パンフレットをご確認
いただけます。

・お申込されない場合はチェック(☑)を外してください。
・既に加入している制度の場合チェックボックスは表示されま
せんので、脱退される場合はプルダウンで選択してください。

プルダウンで選択された
コース内容を反映します。

現在のご加入内容を
表示します。

・上記以外の制度は【B】のようにコース選択欄を閉じ
た状態で灰色表示されます。お申込の際は制度名の
左にある「追加する」のチェックボックスにチェッ
ク（☑）をいただくとコース選択欄が開きます。

【A】

【B】
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②保険料合計欄

2 お手続きの手順 －新規ご加入・内容変更される方－

・コース選択内容に応じた合計の保険料をご確認

いただけます。

③保険料合計表示
・押していただくと、ご本人さまおよびご家族さまも

含めた合計保険料をご確認いただけます。

ボタン押下後の画面イメージ

④受取人・指定代理請求者登録へ
・お手続きする全ての制度のコース選択完了後、画面

下にある「受取人・指定代理請求者登録へ」ボタン

を押して次の画面に進みます。
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2-7.➀コース選択（2/2）
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2

4
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①留意事項の確認

2 お手続きの手順 －新規ご加入・内容変更される方－

・「留意事項」ボタンを押すと受取人指定等に関する

注意事項が表示されますので必ずご確認ください。

・ご確認いただきますと、チェックボックスに

チェック（☑）が入ります。

②保険金受取人・指定代理請求者の登録
・各制度ごとに保険金受取人や指定代理請求者を

入力欄に従い設定してください。

③家族情報登録へ
・全ての登録が完了したら、「家族情報登録へ」

ボタンを押して次に進みます。

※既に設定がある制度については、現在の内容が

初期表示されます。
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2-7.②保険金受取人等の登録



当画面を使用するにあたって

2-7.③ご家族さまのお手続き（1/2）

2 お手続きの手順 －新規ご加入・内容変更される方－

現在配偶者さま・お子さまが加入しておらず、今回ご本

人さまのみお手続きされる場合は、⑦の「申込内容確認

へ」ボタンを押してください。…P16へ

①配偶者さま情報入力
・配偶者さまの氏名・性別・生年月日を入力して

ください。既に加入されている場合は情報が初期

表示されますので、内容をご確認ください

②保障内容を選択
・配偶者さまの保障内容の選択に進みます。

ご本人さま同様にコース選択および受取人等の登録

を行ないます。

・操作については、P11～13を参照ください。

3

6

配偶者さまのお手続き
に進みます

配偶者さまの「受取人・指定代理請求者登録」まで

完了すると、左の画面に戻ります。
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ワカバ

ハナコ

ワカバ

コドモ
ワカバ ハナコ

1

2

7

4

5

→お子さまのお手続きに進む場合…P15へ

→現在お子さまがご加入されておらず、今回も申込され

ない場合は⑦の「申込内容確認へ」ボタンを押して

ください。…P16へ



2 お手続きの手順 －新規ご加入・内容変更される方－

③お子さま情報入力
・既に加入されている場合は氏名・性別・生年月日

の情報が初期表示されますので、内容をご確認く

ださい。

お子さまのお手続き
に進みます

・全てのお子さまの保障内容の選択が完了すると再度

左の画面に戻ります。

→⑦の「申込内容確認へ」ボタンを押してください。

…P16へ

1

2

④こどもを追加
・今回新たにお子さまのお申込をする場合に押してく

ださい。③のように氏名等の入力欄が開きますので、

正しくご入力ください。

⑤情報を削除
・今回追加したお子さまの情報を削除する際に押して

ください。

⑥保障内容を選択
・お子さまの保障内容の選択に進み、ご本人さま同様

にコース選択等を行ないます。

・操作については、P11～13を参照ください。

※既にご加入されているお子さまは当ボタンによ

る脱退はできません。⑥の「保障内容を選択」か

ら行なってください。
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ワカバ

ハナコ

ワカバ

コドモ

ワカバ コドモ

3
5

7

4

6

2-7.③ご家族さまのお手続き（2/2）



2 お手続きの手順 －新規ご加入・内容変更される方－

①ご本人さま情報の確認
・氏名・性別・生年月日を改めてご確認ください。

・変更が必要な場合は下の「本人情報を変更」ボタン

から変更してください。

②申込内容の確認
・現在の加入内容と今回のお申込内容を改めてご確認

ください。

・変更が必要な場合は下の「申込内容を変更」ボタン

から変更してください。

③申込時における確認内容
・お申込完了前に下記事項を必ずご確認いただきます。

【A】告知内容の確認

…「告知内容」ボタンで、申込をされた制度の告知内容をご確

認ください。脱退を選択された場合、「告知内容」ボタン

は表示されません。

【B】留意事項の確認

…「確認事項」ボタンで、申込・支払いに関しての留意事項を

ご確認ください。

④今回の申込内容の保険料合計
・今回お申込の合計保険料や現在の保険料との比較

をご確認いただけます。

⑤上記の内容で申込む
・押していただくと、お申込が完了します。

・お申込内容の不備や③のご確認に漏れがあった場合

エラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージに従い修正をしてください。

配偶者さまやお子さまもお手続きいただいた方

は①～③がご本人さまと同じように表示されま

すので、それぞれご確認ください。

【A】

【B】
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ワカバ タロウ

1

2

3

4

5

2-7.④申込内容確認とお手続きの完了（1/2）



PDFファイルイメージ

2-7.④申込内容確認とお手続きの完了（2/2）

2 お手続きの手順 －新規加入・内容変更される方－

・以上の操作をもちまして、お手続きは完了となり

「申込完了」の画面が表示されます。

・いったんお申込が完了すると、メニュー画面に

「申込内容照会」ボタンが表示され、お申込内容の

確認やお控えのPDFファイルを再度ダウンロード

することができます。
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ワカバ タロウ

①申込書控えダウンロード
・押していただくと、お申込の控えとなるPDF

ファイルをダウンロードすることができます。

1

※パソコン以外で操作された場合、画面自体が上の

PDF表示に切り替わります。申込完了画面に戻る

際はブラウザの戻るボタンをご使用ください。



2-8.ご加入内容を変更せず継続する（1/2）

2 お手続きの手順 －内容変更しない方－

18

ワカバ タロウ

①「変更なし（継続）」ボタン
・ご本人さま・ご家族さまともに現在の加入内容から

変更せずにご継続いただく場合は「変更なし（継

続）」ボタンを押してください。

1

②現在のご加入内容確認
・改めて現在のご加入内容をご確認いただきます。

ご家族さまの加入情報がある場合はあわせて表示

されますので、全員分ご確認ください。

・確認後、変更なしで宜しければ画面下の

「変更なし（継続）」ボタンを再度押してください。

2

・押下後ポップアップが表示されます。そのまま

進んで宜しければ「OK」を押してください。

・変更なし（継続）として受け付けが終わります。

ポップアップを閉じるとメニュー画面に戻ります。

以下の手順で「変更なし」を受け付けます

メニューから⑦のボタンを
押した場合こちらに遷移します

ワカバ タロウ



2-8.ご加入内容を変更せず継続する（2/2）

2 お手続きの手順 －内容変更しない方－

・メニュー画面へ戻りますので、終了してよろしければ

ログアウトしてください。

・なお、受け付け完了後も以下を行なっていただけます。
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①「現在のご加入内容確認」ボタン
・お手続き期間中はこちらからご確認いただけます。

②「もう一度検討する」ボタン

・変更なしとして受け付け後に見直す必要がある場合

「もう一度検討する」と表示された②のボタンを

押すと再度お手続きいただけます。

1

2

ワカバ タロウ

・押下後にポップアップが表示されますので「OK」

を押していただくと、「お手続きの流れ」画面に

移りますので、お手続きを進めてください。

継続した内容を確認する

申込内容を変更する

再度お手続きに進みます…P7へ



2-9.申込をしない（1/2）

2 お手続きの手順 －申込しない方－
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①「申込しない」ボタン
・制度内容を確認のうえ、今回お申込されない場合は

「申込しない」ボタンを押してください。

1

・押下後ポップアップが表示されます。そのまま

進んで宜しければ「OK」を押してください。

・申込しないとして受け付けが終わります。

ポップアップを閉じるとメニュー画面に戻ります。

以下の手順で「申込しない」を受け付けます

メニューから⑦のボタンを
押した場合こちらに遷移します

ワカバ タロウ



2-9.申込をしない（2/2）

2 お手続きの手順 －申込しない方－
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➀「もう一度検討する」ボタン
ワカバ タロウ

・押下後にポップアップが表示されますので「OK」

を押していただくと、「お手続きの流れ」画面に

移りますので、お手続きを進めてください。

1

申込を再検討する

再度お手続きに進みます…P7へ

・メニュー画面へ戻りますので、終了してよろしければ

ログアウトしてください。

・なお、受け付け完了後も以下を行なっていただけます。

・申込しないとして受け付け後に見直す必要がある

場合「もう一度検討する」と表示された➀のボタン

を押すと再度お手続きいただけます。



①かんたん保障診断の質問に答える

3-1.かんたん保障診断を利用する（1/2）

3 かんたん保障診断について

・必要保障に関する簡単な質問が表示

されますので、はい／いいえでお答え

ください。

※質問数は企業・団体さまにより異なります。

②診断結果に進む
・全ての回答が完了しましたら、

「保障診断結果へ」ボタンを押して

ください。
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1

2



3-1.かんたん保障診断を利用する（2/2）

3 かんたん保障診断について

①診断結果
・ご回答いただいた内容により、ニーズに合った制度

およびおすすめするコースを表示いたします。

・P7からのお手続きが開始されます。

・P9の「本人情報登録・申込方法の選択」にて

申込方法を「かんたん保障診断結果から

お申込」をご選択いただくと、次のコース

選択画面で診断結果のコースが反映されます。

参考情報

②参考情報を確認する
・必要保障額に関する参考資料をご確認いただけます。

③診断結果を申込に反映させる
・診断結果で表示された制度・コースをお申込される

場合、「申込・手続」ボタンを押してください。
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1

2
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4-1.手続き完了後、内容を修正したい

4 よくあるご質問について

一度お手続きが完了すると、再度「申込・手続」ボタンからお手続きのやり直しは出来ません。

所属企業・団体のご担当者さまにご連絡いただき、手続きデータの返却をご依頼ください。

4-2.パスワードがロックされたのでロック解除してほしい

ログインの際パスワード入力を6回連続で誤るとパス

ワードがロックされます。

企業・団体のご担当者さまにご連絡いただき、ロック

された事をお伝えのうえ個人パスワードの初期化を

ご依頼ください。

4-3.パスワードを忘れてしまったので教えてほしい

●団体固有パスワードを失念した

企業・団体のご担当者さまに連絡し、パスワードの提供を受けてください。

●初期の個人パスワードを失念した

企業・団体のご担当者さまに連絡し、初期パスワードの提供を受けてください。

●変更後の個人パスワードを失念した

企業・団体のご担当者さまに連絡し、パスワードの初期化をご依頼ください。
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