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【新型コロナ】 ⽣保各社の企業資⾦繰り⽀援まとめ

保険会社
（50音順）

貸付限度
解約返戻⾦の 受付期間 特別⾦利適⽤期

間（遡及可）
保険会社カスタマーセンター

フリーダイヤル

アクサ生命 70%〜90％ 〜5/31 3/1〜9/30 0120-568-093 平日 9時〜18時
土 9時〜17時

朝日生命 80％〜90％ 〜5/31 3/16〜9/30 0120-714-532
日曜祝日以外

9時-17時
*土曜日12-13時除く

アフラック生命 90% 〜5/31 3/18〜9/30 0120-016-830
平日 9時-18時
土 9時-17時
（3/28以降)

エヌエヌ生命 90% 〜6/1 2/18〜9/30 0120-521-513 平日 9時-17時

追加 ＦＷＤ富士生命 80％〜90％ 〜8/31 3/1〜8/31 0120-211-901 日曜祝日以外
9時-18時

オリックス生命 90% 〜5/31 3/16〜9/30 0120-506-094 日曜祝日以外
9時-18時

かんぽ生命 （問合せ） 〜5/29 3/16〜9/30 0120-552-950 平日 9時-21時
土日休日 9時-17時

ジブラルタ生命 90% 〜6/1 3/19〜9/30 0120-65-2269 平日 9時-18時
土 9時-17時

住友生命 80〜90％ 〜5/31 3/16〜9/30 0120-307-506 平日 9時-18時
土 9時-17時

ソニー生命 80〜90％ 〜6/1 3/19〜9/30※1 0120-158-821 平日土日祝
9時-17時30分

SOMPO
ひまわり生命 70%〜90％ 〜5/31 3/16〜9/30 0120-563-506 平日 9時-18時

土 9時-17時

第一生命 70％ 〜5/31 3/16〜9/30 0120-157-157 平日 9時-18時
土日 9時-17時

大樹生命 （問合せ） 〜5/31 3/16〜9/30 0120-318-766 平日 9時-19時

大同生命 80%〜90％ 〜6/1 2/18〜9/30 0120-901-367 平日 9時-18時

太陽生命 （問合せ） 〜5/31 3/16〜9/30 0120-97-2111 平日 9時-18時
土 9時-17時

東京海上日動
あんしん生命 70%〜90％ 〜9/30 3/18〜9/30 0120-560-834 平日 9時-18時

土 9時-17時

ニッセイ・ウェルス生命 80〜90％ 〜5/31 3/16〜9/30 0120-817-024 平日 9時-17時

日本生命 50〜90％ 〜5/31 3/16〜9/30 0120-201-021 平日 9時-18時
土 9時-17時

ネオファースト生命 （問合せ） 〜5/31 2/18〜9/30 0120-226-201 平日 9時-17時

富国生命 （問合せ） 〜5/31 2/18〜9/30 0120-259-817 平日 9時-17時

プルデンシャル生命 70%〜90％ 〜6/1 2/18〜9/30 0120-810-740 平日 9時-18時
土日 9時-17時

PGF生命 （問合せ） 〜6/1 3/19〜9/30 ご契約により異なります。HPでご確認ください

三井住友海上
あいおい生命 80％〜90％ 〜5/31 3/16〜9/30 0120-321-904 月〜⾦ 9時-18時

土 9時-17時

明治安田生命 80％〜90％ 〜5/31 3/16〜9/30 0120-662-332 平日 9時-18時
土 9時-17時

■ 契約者貸付 ⾦利０％

 メットライフ生命については、法人契約についての⾦利⽀援の発表はありません。契約者が個人で、かつ、本人・家族に感
染疑いがある場合に⾦利0％となります。

 SBI生命、チューリッヒ生命、マニュライフ生命、はなさく生命、フクコしんらい生命、メディケア生命、楽天生命について
は、契約者貸付の⾦利⽀援についての発表はありません。

※対象となる保険種類についてはお問合せください。

※1 ソニー生命は、セーフティネット4号認定の場合、2/18の契約者貸付まで遡及可。
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■ 保険料払込猶予の延⻑（お申し出が必要です）
お客様からのお申し出により、保険料の払込猶予期間を延⻑する⽀援策です。
保険としての機能を残しながら、お⽀払を先延ばし可能です。

保険会社名 各社発表内容

アクサ生命 最⻑6か月（〜9/30）
※5/31までに申し出

朝日生命 最⻑6か月

アフラック生命 最⻑6か月（〜9/30）

ＳＢＩ生命 最⻑6か月（〜9/30）

エヌエヌ生命 〜8/31
※5/31までに申し出

ＦＷＤ富士生命 〜8/31
※5/31までに申し出

オリックス生命 〜9/30

かんぽ生命 最⻑6か月

ジブラルタ生命 最⻑6か月（〜9/30）

住友生命 〜9/30

ソニー生命 最⻑6か月（〜9/30）
※6/1までに申し出

SOMPOひまわり生命 〜9/30

第一生命 最⻑6か月

大樹生命 最⻑6か月（〜9/30）

大同生命 〜9/30

太陽生命 定める日から最⻑６ヵ月

チューリッヒ生命 〜9/30

保険会社名 各社発表内容

東京海上日動
あんしん生命 〜9/30

ニッセイ・ウェルス生命 最⻑6か月（〜9/30）
※5/28種類必着

日本生命 最⻑6か月（〜9/30）

ネオファースト生命 最⻑6か月

はなさく生命 最⻑6か月（〜9/30）

富国生命 最⻑6か月（〜9/30）

フコクしんらい生命 最⻑6か月

プルデンシャル生命 〜9/30

PGF生命 最⻑6か月

マニュライフ生命 〜9/30

三井住友海上
あいおい生命 最⻑6か月（〜9/30）

明治安田生命 最⻑6か月

メットライフ生命 〜8/31
※5/31までに申し出

メディケア生命 最⻑6か月

楽天生命 〜9/30

※申し出期日や、最⻑6ヶ月の期日等の詳細は未発表の保険会社が多く、要問合せとなります。


