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アフラック生命保険株式会社 最長6か月、最長9月30日まで
金利0%

5/31までの受付、特別金利適用期間9/30まで

災害死亡対象

自宅等の療養でも対象

電話やオンライン診療も通院の対象

簡易請求対応

https://www.aflac.co.jp/

FWD富士生命保険株式会社 8月31日まで延長
金利0%

8/31までの受付、特別金利適用期間8/31まで

災害死亡対象

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

更新手続期間延長

https://www.fwdfujilife.co.jp/jp/

オリックス生命保険株式会社 9月30日まで
金利0%

6/1までの受付、特別金利適用期間9/30まで

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応
https://www.orixlife.co.jp/

ジブラルタ生命保険株式会社 最長6か月、9月末まで
金利0%

6/1までの受付、特別金利適用期間9/30まで

災害死亡対象、特別条件不適用

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

https://www.gib-life.co.jp/

SOMPOひまわり生命保険株式会社 最長6か月
金利0％

5/31までの受付、特別金利適用期間9/30まで、簡易請求対応

災害死亡対象、特別条件不適用

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

https://www.himawari-life.co.jp/

チューリッヒ生命 9月30日まで延長 ー

災害死亡対象、特別条件不適用

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

更新手続期間延長

https://www.zurichlife.co.jp/

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 最長6か月、9月30日まで
金利0％

9/30までの受付、特別金利適用期間9/30まで、簡易請求対応

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

更新手続期間延長

https://www.tmn-anshin.co.jp/

メットライフ生命保険株式会社 最長7か月、9月30日まで
金利0%

5/31までの受付、特別金利適用期間9/30まで

電話やオンライン診療も通院の対象

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

https://www.metlife.co.jp/

メディケア生命保険株式会社 最長6か月 ー 自宅等の療養でも対象 https://medicarelife.com/

楽天生命保険株式会社 9月30日まで延長 ー ー https://www.rakuten-life.co.jp/

はなさく生命保険株式会社 最長6か月、9月30日まで ー
自宅等の療養でも対象

簡易請求対応
https://www.life8739.co.jp/

第一フロンティア生命 最長6か月 ー 簡易請求対応 https://www.d-frontier-life.co.jp/

PGF生命 最長6か月
金利0%

6/1までの受付、特別金利適用期間9/30まで

災害死亡対象

簡易請求対応
http://www.pgf-life.co.jp/

保険会社 更新手続き・払込猶予期間の延長 契約者貸付
その他

（抜粋・詳細は各社の規定を確認願う。）
ホームページ

東京海上 最長6か月、9月30日まで（遡及対応）
契約の予定利率と同率

特別措置適用期間まで（9月30日）

・非対面募集の推奨

・署名、捺印の省略ルール策定

・家族による契約手続き等、手続き簡素化"

https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

あいおいニッセイ同和 最長6か月、9月30日まで（遡及対応）
貸付金利引き下げ（5％）

特別措置適用期間まで（9月30日）

・非対面募集の推奨

・署名、捺印の省略ルール策定

・家族による契約手続き等、手続き簡素化

https://www.aioinissaydowa.co.jp/

三井住友海上 最長6か月、9月30日まで（遡及対応）
貸付金利引き下げ（5％）

特別措置適用期間まで（9月30日）

・非対面募集の推奨

・署名、捺印の省略ルール策定

・家族による契約手続き等、手続き簡素化

https://www.ms-ins.com/

損害保険ジャパン 最長6か月、9月30日まで（遡及対応）
契約の予定利率と同率

特別措置適用期間まで（9月30日）

・非対面募集の推奨

・署名、捺印の省略ルール策定

・家族による契約手続き等、手続き簡素化"

https://www.sompo-japan.co.jp/

ＡＩＧ損害保険 最長6か月、9月30日まで（遡及対応） ―

・非対面募集の推奨

・事務手続きの簡素化

・家族による契約手続き等

https://www.aig.co.jp/sonpo

楽天損害保険 最長6か月、9月30日まで（遡及対応） ― ー https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

セコム損害保険 最長6か月、9月30日まで（遡及対応） 確認中
・非対面募集の推奨

・事務手続きの簡素化等
https://www.secom-sonpo.co.jp/

chubb損害保険 最長6か月、9月30日まで（遡及対応） ― ー https://www.chubb.com/jp-jp/

スター ー ― ー https://www.starrcompanies.jp/whoweare

ソニー損害保険 最長6か月、9月30日まで（遡及対応） ― ー https://www.sonysonpo.co.jp/

＜損保社＞

ネオファースト生命保険株式会社 最長6か月
金利0％

5/31までの受付、特別金利適用期間9/30まで

電話やオンライン診療も通院の対象

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

更新手続期間延長

http://neofirst.co.jp/

住友生命 最長6か月
金利0％

5/31までの受付、特別金利適用期間9/30まで

災害死亡対象、保険金削減無し

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

http://www.sumitomolife.co.jp/

三井住友海上

あいおい生命保険株式会社

最長6か月

9月30日まで

金利0％

5/31までの受付、特別金利適用期間9/30まで、簡易請求対応

災害死亡対象、特別条件不適用

自宅等の療養でも対象

オーバーローン失効の

返済期日延長9/30まで、簡易請求対応

https://www.msa-life.co.jp/index.html

明治安田生命保険相互会社 最長6か月
金利0％

5/31までの受付、特別金利適用期間9/30まで

災害死亡対象

自宅等の療養でも対象

更新手続期間延長

https://www.meijiyasuda.co.jp/index.html

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社
最長6か月

9月30日まで

金利0％

5/31までの受付、特別金利適用期間9/30まで、簡易請求対応

簡易請求対応

更新手続遡及
https://www.nw-life.co.jp/

マニュライフ生命保険株式会社 9月30日まで延長 ー

感染と診断されたら5万円支給（6月12日まで）

更新手続期間延長

簡易請求対応

https://www.manulife.co.jp/

ソニー生命保険株式会社
最長6か月

9月30日まで

金利0%

6/1までの受付、特別金利適用期間9/30まで

災害死亡対象、特別条件不適用

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応、更新手続遡及

オーバーローン失効を9/30まで猶予

https://www.sonylife.co.jp/

日本生命保険相互会社
最長6か月

9月30日まで

金利0％

5/31までの受付、特別金利適用期間9/30まで、簡易請求対応

災害死亡対象、特別条件不適用

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

更新手続遡及

https://www.nissay.co.jp/

朝日生命保険相互会社 最長6か月延長
0%

5/31まで受け付け、特別金利適用期間9/30まで

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

更新手続延長

https://www.asahi-life.co.jp/index.html

エヌエヌ生命保険株式会社 3/1～5/31までの申し出で8/31まで
金利0%

6/1までの受付、特別金利適用期間9/30まで

災害死亡対象、特別条件不適用

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

オーバーローン失効を8/31まで猶予

https://www.nnlife.co.jp/

新型コロナウィルス感染症の対応（4月30日現在）

<生保社>対象：疾病入院給付金（陽性陰性に関わらず医師の指示）、死亡保険金 ※最新の情報は各社ホームページをご確認ください。

アクサ生命保険株式会社
最長6か月

3/1～5/31に遅延が生じる契約

特別金利（一律0.5%控除）

3/1～5/31に貸付を行った契約、特別金利適用期間3/1～9/30

災害死亡対象、特別条件不適用

自宅等の療養でも対象

簡易請求対応

電話相談全契約者等利用可能

更新時遡及対応

https://www.axa.co.jp/
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