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保険医年金制度
低金利時代のファーストチョイス！

告」、第２章「『適材』を見抜く見学・

開業医共済休業保障制度
まさかのケガや病気に備えたい

に用意しておきたい１冊。

お 申 し 込 み は 電 話・FAX・

Web にて（株）日本歯科新聞社まで。
Tel03-3234-2475 Fax03-3234-2477

グループ保険
死亡保障は必要…毎月の負担も減らしたい…

貯蓄間隔で増やせる年金制度です。予定利率は 1.259％ 入院は初日から、自宅療養は５日目から給付

死亡保障本人 4000 万円、配偶者も 1000 万円まで保障

定期預金のように毎月１万円～ 30 万円まで積立可

団体割引のある定期保険で掛金を節約

通算で 500 日の保障

余裕資金は定期預金の様に一時払いへ (50～2000万円) 既往症がある場合や服薬中でも契約できます

面倒な医師の審査は不要です。

急に資金が必要な場合は解約も自由自在

余剰金が生じれば配当として掛金をお返しします

一時的に掛金の払込を中断することもできます

現在募集期間中

医療法人は法人特約で掛金の損金算入できます
40 歳
月額 6,000 円（３口）で
１日あたり
入院
24,000 円
自宅療養 18,000 円

40 歳 男性

保障額 4,000 万円で

月額掛金

4,840 円

※各種共済制度についてのお問合せは保険医協会まで

