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契約者用画面サンプル集契約者用画面サンプル集
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契約者様名契約者様名契約者様名契約者様名契約者様名契約者様名契約者様名契約者様名、団体名が表示されます！、団体名が表示されます！、団体名が表示されます！、団体名が表示されます！、団体名が表示されます！、団体名が表示されます！、団体名が表示されます！、団体名が表示されます！

トップメニュートップメニュー

20××年×月１日現在

まずは、

契約内容を確認
してみましょう！してみましょう！

目的別に、

簡単に契約内容
のチェックや ★「お知らせ」「お知らせ」「お知らせ」「お知らせ」では、契約者様に「「重要な重要な最新情報最新情報」」をのチェックや

シミュレーション
ができる便利な
メニュー

ご案内しています。（同じ内容を会計事務所も確認
できます）

★お知らせ内容が更新されると、自動的に契約者様
にメールで案内が送信されます。見落とし防止や

1

にメールで案内が送信されます。見落とし防止や
契約見直しのきっかけ作りができます。



この画面では、契約者様の
「全契約を一覧「全契約を一覧「全契約を一覧「全契約を一覧「全契約を一覧「全契約を一覧「全契約を一覧「全契約を一覧表示表示表示表示表示表示表示表示」」」」」」」」します。

さらに、保険種類や被保険者、契約

どんな保険に入っているの？どんな保険に入っているの？

さらに、保険種類や被保険者、契約
日などを指定して、「検索ボタン」を
クリックすると、必要情報だけを表示
します。

xxxx

「ダウンロードボタン」をクリックする
と、保有契約リストの詳細をCSV形
式でダウンロードできます。

ダウンロードしたCSVデータは、集ダウンロードしたCSVデータは、集
計や加工が可能です。

Ａ生命

Ａ生命

Ｂ生命

Ｃ生命

xx

xx

xx

xxＣ生命

Ａ生命

Ａ生命

保有契約ﾘｽﾄには、いつも

xx

クリックすると、
契約の基本情報
を確認できます。

「「「「●基本情報、●保障内容●基本情報、●保障内容●基本情報、●保障内容●基本情報、●保障内容、、、、

●●●●グラフ等」グラフ等」グラフ等」グラフ等」の３つのボタン表示
があります。確認してみましょう！

を確認できます。

Ｂ生命

Ｃ生命 xx

xx



どんな保険に入っているの？どんな保険に入っているの？

Ｃ生命

xx

xx

xx

xx

上記のように、生命保険契約の内容が
すぐに表示されます。

（社内で保存している証券や資料を探す（社内で保存している証券や資料を探す
手間もかからず、便利で安心です。）



どんな保険に入っているの？どんな保険に入っているの？

Ｃ生命

xx

現在の保障だけでなく、将来の現在の保障だけでなく、将来の
保障までも確認でき、「●トップ
の万一の時の借入金返済原資、
●退職慰労金等の原資、●当

xx

座の運転資金」など、不確定な不確定な不確定な不確定な

将来への備え将来への備え将来への備え将来への備えを事前に把握で
きます。

xx

xx

xx

xx

xxxx

xx

xx



どんな保険に入っているの？どんな保険に入っているの？

では、「「「「グラフ表示グラフ表示グラフ表示グラフ表示」」」」で、

視覚的に効果を確認しＣ生命
「ダウンロード」をクリックすると、保 視覚的に効果を確認し

てみましょう！

Ｃ生命

20xx「ダウンロード」をクリックすると、保
有契約リストの表示と同じ内容が
CSVデータでダウンロードできます。

ダウンロードしたCSVデータは、集

この画面では、「加入生命保険の現時点で「加入生命保険の現時点で「加入生命保険の現時点で「加入生命保険の現時点で「加入生命保険の現時点で「加入生命保険の現時点で「加入生命保険の現時点で「加入生命保険の現時点で

の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」に加えて、「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果

ダウンロードしたCSVデータは、集
計や加工が可能です。

の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」の効果（＝メリット）」に加えて、「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果「将来の効果
まで」まで」まで」まで」まで」まで」まで」まで」一覧表として、確認一覧表として、確認一覧表として、確認一覧表として、確認できます。

また、将来の事業計画策定将来の事業計画策定将来の事業計画策定将来の事業計画策定の際に、解約払解約払解約払解約払

戻金の活用（キャッシュフローの確保）の検戻金の活用（キャッシュフローの確保）の検戻金の活用（キャッシュフローの確保）の検戻金の活用（キャッシュフローの確保）の検
討用討用討用討用データとしても、極めて有益です。討用討用討用討用データとしても、極めて有益です。



どんな保険に入っているの？どんな保険に入っているの？

なるほど…
これなら簡単に「保険の「保険の「保険の「保険のこれなら簡単に「保険の「保険の「保険の「保険の

状況（現在・過去・未来）」状況（現在・過去・未来）」状況（現在・過去・未来）」状況（現在・過去・未来）」
がわかる！

xx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxx



どんな保険に入っているの？どんな保険に入っているの？

「ダウンロード」「ダウンロード」「ダウンロード」「ダウンロード」すると、

●契約関係者、保険料の払い込み方法、保険金額
などの基本情報に加え、

●主契約の保険種類、保険料、損金区分
●各特約ごとの保険種類、保険料、損金区分が
一覧表示できます。

契約者様の契約ごとの状況を管理できる優れもの契約者様の契約ごとの状況を管理できる優れもの
です。



トップメニュートップメニュー

20××年×月１日

「死亡保険金の
合計」が、ひと目
でわかる！でわかる！
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あなたの死亡保険⾦合計の推移は？あなたの死亡保険⾦合計の推移は？

渡辺渡辺渡辺渡辺 浩一浩一浩一浩一

この画面なら、毎年の死亡保険金合計とその推移毎年の死亡保険金合計とその推移毎年の死亡保険金合計とその推移毎年の死亡保険金合計とその推移
が、ひと目で確認が、ひと目で確認が、ひと目で確認が、ひと目で確認できます。

活用例 ：社長はいま、65歳

xx

xx

xx

xx 65

想定勇退時期（75歳）の死亡保障の推移は？

⇒⇒⇒⇒5本ある契約のうち、本ある契約のうち、本ある契約のうち、本ある契約のうち、1本の解約を検討中。本の解約を検討中。本の解約を検討中。本の解約を検討中。
死亡保障が不足しないよう、チェックしておこう！死亡保障が不足しないよう、チェックしておこう！死亡保障が不足しないよう、チェックしておこう！死亡保障が不足しないよう、チェックしておこう！

xx

xx

xx

xx

xxxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxxx

xx

xx



トップメニュートップメニュー

20××年×月１日

年間資金繰り管理
に便利な、に便利な、
資金予定表も！
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今後１年間の保険料⽀払いに必要な資⾦は？今後１年間の保険料⽀払いに必要な資⾦は？

「何月にいくら保険料が必要か？」など
がひと目でわかり、

「指定した月から1年間」
を表示します。

xx

がひと目でわかり、
１年間の資金繰り計画がたてられます。１年間の資金繰り計画がたてられます。１年間の資金繰り計画がたてられます。１年間の資金繰り計画がたてられます。

を表示します。

では、「「「「グラフ表示グラフ表示グラフ表示グラフ表示」」」」で、
視覚的に効果を確認し
てみましょう！



今後１年間の保険料⽀払いに必要な資⾦は？今後１年間の保険料⽀払いに必要な資⾦は？

これで、「いつ・どのくらい」保険料の支払いがある
のか、資金負担の大きさがひと目でわかります。

xx

のか、資金負担の大きさがひと目でわかります。

実際の画面では、棒グラフの棒にカーソルを合わ
せると必要資金額が表示されます。

また、円グラフにカーソルを合わせると、その月がまた、円グラフにカーソルを合わせると、その月が
年間保険料に対して何％かを表示されます。



トップメニュートップメニュー

20××年×月１日

役員の退職慰労金
資金の準備状況も
チェックできます！チェックできます！
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役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？

「退職慰労金の原資の確保の状況」「退職慰労金の原資の確保の状況」「退職慰労金の原資の確保の状況」「退職慰労金の原資の確保の状況」を確認で
きるメニューです。

一人分でも、複数（最高５名）でも被保険者を一人分でも、複数（最高５名）でも被保険者を
選択し、該当する契約の解約払戻金をチェッ
クできます。

社長、奥様、ご子息の３名が

被保険者の生命保険契約で、被保険者の生命保険契約で、
社長の原資の準備状況を
シミュレーションしてみましょう。



役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？

次に、 「退職慰労金」「退職慰労金」「退職慰労金」「退職慰労金」

を計算してみましょう。
瞬時に、３名を被保険者とする
契約の「解約「解約「解約「解約払戻金の推移」払戻金の推移」払戻金の推移」払戻金の推移」が
年度別に集計されます。

xxxx

xx

xxxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx



役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？

必要最低限の数値入力で、
「最終報酬月額方式「最終報酬月額方式「最終報酬月額方式「最終報酬月額方式」」」」で、
手軽に試算できます。



役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？

ついでに、「「「「グラフ表示」グラフ表示」グラフ表示」グラフ表示」

★なんと一瞬で「退職慰労金の将来予測値」「退職慰労金の将来予測値」「退職慰労金の将来予測値」「退職慰労金の将来予測値」が
具体的に明示され、現状の不足資金も現状の不足資金も現状の不足資金も現状の不足資金も確認確認確認確認 ついでに、「「「「グラフ表示」グラフ表示」グラフ表示」グラフ表示」

でも確認してみましょう！

具体的に明示され、現状の不足資金も現状の不足資金も現状の不足資金も現状の不足資金も確認確認確認確認

できます。

★おまけに、解約払戻金（＝原資）との比較で、
長期にわたる「「「「原資の確保状況」原資の確保状況」原資の確保状況」原資の確保状況」まで確認で長期にわたる「「「「原資の確保状況」原資の確保状況」原資の確保状況」原資の確保状況」まで確認で
き、保険の見直しや必要性の判断も保険の見直しや必要性の判断も保険の見直しや必要性の判断も保険の見直しや必要性の判断も容易に。容易に。容易に。容易に。

xx

xx

xxxx

xx

xx

xx

xx

xx



役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？役員退職慰労⾦の準備は⼤丈夫？

「退職慰労金の不足「退職慰労金の不足「退職慰労金の不足「退職慰労金の不足額額額額

（（（（＝赤字表示）」＝赤字表示）」＝赤字表示）」＝赤字表示）」も、ひと目で確
認でき、不足額の意味合いの
理解が進みます。

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xx
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トップメニュートップメニュー

20××年×月１日

契約者のもうひとつの関心事＝資金繰
りの視点でのりの視点での

「将来の事業資金の原資」「将来の事業資金の原資」「将来の事業資金の原資」「将来の事業資金の原資」「将来の事業資金の原資」「将来の事業資金の原資」「将来の事業資金の原資」「将来の事業資金の原資」を確認するメ
ニューです。

★一般に、生保会社での「解約払戻金
の問い合わせへの対応」は遅くなりの問い合わせへの対応」は遅くなり
がち。ましてや１年後・２年後の解約
払戻金などは、実際には確認が困難。

契約者様にとっても「メリットある「メリットある「メリットある「メリットある契約の契約の契約の契約の契約者様にとっても「メリットある「メリットある「メリットある「メリットある契約の契約の契約の契約の
見直し」見直し」見直し」見直し」を代理店に依頼できます。

19



＜活⽤例＞＜活⽤例＞

・臨時⽀出にそなえ、今の資⾦⼒を

将来の事業資⾦はどれ位？将来の事業資⾦はどれ位？

確認したい時期を指定すると、指定月
時点での「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」を ・臨時⽀出にそなえ、今の資⾦⼒を

チェックしたい！

・3年後に⼤きな設備投資を検討中。

解約するとどれくらいになるか？

時点での「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」「保有契約の解約払戻金」を
瞬時にリサーチできます。

⇒つまり、「将来の換金可能な資金」「将来の換金可能な資金」「将来の換金可能な資金」「将来の換金可能な資金」を
いつでも確認できるわけです。

xx

「検索ボタン」「検索ボタン」「検索ボタン」「検索ボタン」をクリック＝即答！

xx

「将来の一定時点の解約払戻金「将来の一定時点の解約払戻金「将来の一定時点の解約払戻金「将来の一定時点の解約払戻金
とその契約内容」とその契約内容」とその契約内容」とその契約内容」が表示され、合
計額もわかります。

xx

A生命

xxxx

xx

xxB生命

D生命

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B生命

B生命

E生命

E生命

F生命

xx

xx

xx

xx

xxxx

xx

xx

xx

E生命

E生命

F生命

A生命

xx

xx

xx

xx



解約払戻⾦率ピークのお知らせ解約払戻⾦率ピークのお知らせ

「解約払戻金率ピークのお知らせ「解約払戻金率ピークのお知らせ「解約払戻金率ピークのお知らせ「解約払戻金率ピークのお知らせ」」」」で、

出口戦略が必要な契約がわかります！

★実はこれで、「「「「近々見直しが必要な契約」近々見直しが必要な契約」近々見直しが必要な契約」近々見直しが必要な契約」をををを★実はこれで、「「「「近々見直しが必要な契約」近々見直しが必要な契約」近々見直しが必要な契約」近々見直しが必要な契約」をををを

ピックアップピックアップピックアップピックアップできることに。

××× Ａ生命 xx xx

「「「「ピークに近づいた契約」ピークに近づいた契約」ピークに近づいた契約」ピークに近づいた契約」が自動的に通知されるため、データ
の活用次第では、契約者様の将来にとって、計り知れない
メリットを得ていただけます。

★つまり、事前にこうした案内がされるため、今後の会社の
利益計画や決算対策を念頭においた対応ができます。

★会計事務所も同じ内容をチェックでき、契約者様の相談に
も応じられるわけです。も応じられるわけです。



ザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保.com.comををををををををザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保ザ・生保.com.comをををををををを

利用するには？利用するには？利用するには？利用するには？利用するには？利用するには？利用するには？利用するには？

� ＩＤの発⾏ メールアドレスが必要です。� ＩＤの発⾏ メールアドレスが必要です。

� 会計事務所の閲覧 保険契約者様（顧問先様）の同意が必要です。

会計事務所用ＩＤ 会計事務所ごとに発⾏されます。� 会計事務所用ＩＤ 会計事務所ごとに発⾏されます。

� 特別団体SDGクライアントサービス会の団体加入契約は、すべて閲覧可能。特別団体SDGクライアントサービス会の団体加入契約は、すべて閲覧可能。

� SDG相続ドック・グループ会員様が加入できる特別団体のサービスのひと

つで、利⽤料はかかりません。


