
●設計書［契約概要］
保険商品の具体的な内容を理解いただくために必要な情報を記載しています。

●法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと
法人向け保険商品のご検討に際し、特にご留意いただきたい事項（商品
特性や税務取扱など）について記載しています。

●ご契約のしおり
商品のしくみ・内容、諸手続などの重要な事項を記載しています。

●約款
保険契約の内容（とりきめ）を記載しています。

●注意喚起情報
契約申込の際に、特に注意いただきたい事項を記載しています。

（保険金・給付金が支払われない場合などの、お客さまに不利益となる事
項も含まれています）

［記載事項の例］
クーリング・オフ（契約申込の撤回など）／健康状態・職業などの告知義務
／契約の解約と解約払戻金

ご検討・ご契約の際に必ず確認いただく資料 保険種類を選択いただく際の参考資料

大同生命が販売している保険商品の特徴やしくみなどを記載しています。
この保険は「大同生命の保険種類のご案内」に記載されている疾病・医
療保険です。

「大同生命の保険種類のご案内」は、大同生命の職員・募集代理店または
もよりの店舗にご請求ください。

●大同生命の保険種類のご案内

「契約にあたってのポイント」「商品の選び方」「保障内容の見直し方法と
留意点」などを、（公財）生命保険文化センターが公正・中立な立場から解
説しています。

「生命保険の契約にあたっての手引」は、同センターのホームページ
（https://www.jili.or.jp/）から、ご覧いただけます。

●生命保険の契約にあたっての手引

◎生命保険募集人について
大同生命の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと大同生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがって、保険契約は、お客さまからの申込みに対して大同生命が承諾したときに有効に成立します。

◎この資料は、2022年11月現在の商品内容に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。
◎ご検討・ご契約にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」
「約款」を必ずご覧ください。

◎保険加入のご検討に際しては、公的保険制度などについてもご確認ください。
■公的保険について（金融庁ＨＰ）　https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html

ご加入可能な

年齢の範囲
Tタイプα
15 ～ 80歳15 ～ 75歳

Tタイプ
（無解約払戻金・無死亡給付金型）

Tタイプ（無解約払戻金・無死亡給付金型）
※当資料に記載の保険料は契約年齢・契約内容などにより異なります。 また、記載の保険期間以外も選択できます。
※この保険には高度障がい保険金・死亡給付金・解約払戻金はなく、貯蓄性がありません。また満期保険金・配当金・保険料の払込免除の取扱もありません。
※就業障がい保険金または災害死亡保険金のいずれかが支払われた場合、契約は消滅し重複してお支払いしません。 
※災害死亡保障特則（無解約払戻金型保険用）を解約することはできません。
※更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢や保険料率で計算され、更新前に比べて通常高くなります。

Tタイプα
※当資料に記載の保険料は契約年齢・契約内容などにより異なります。 また、記載の保険期間・解約払戻金抑制割合以外も選択できます。
※この保険には高度障がい保険金・満期保険金・配当金・保険料の払込免除の取扱はありません。 
※解約払戻金・保険料は、契約時に指定する解約払戻金抑制割合（0～100％）に応じて決定されます。100％に指定した場合、解約払戻金はゼロとなり、

保険料は最も安くなります。0％に指定した場合、解約払戻金・保険料ともに最も高くなります。解約払戻金抑制割合は契約時にのみ指定可能で、
保険期間中に変更することはできません。

※災害死亡保険金の支払事由以外でお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日の解約払戻金と同額を死亡給付金としてお支払いします。解約払戻金
（死亡給付金）は保険期間の経過に応じて一定期間は増加しますが、保険期間の満了が近づくにつれ減少し、満了時にはゼロになります。また、解約払戻金
（死亡給付金）は払込総保険料を下回ります。

※就業障がい保険金、災害死亡保険金または死亡給付金のいずれかが支払われた場合、契約は消滅し重複してお支払いしません。 
※災害死亡保障特則を解約することはできません。

入院
手術

要介護
状態

身体
障がい
状態

重大
疾病死亡

※この商品の保険料は一定要件のもと損金算入できますが、「保険金」や「解約
払戻金」などは益金に算入されるため、原則、課税される金額は同額となり、
節税効果はありません。法人から役員などへの名義変更についても、原
則、節税効果はありません。

■ 当資料に記載のデータは、就業障がい保険金の支払対象となる方の人数、支払事由の発生率などを表すものではありません。

※保険期間などにより異なります。

重度の身体障がい状態による
リタイアにそなえる

TT
タイプ

身体障がい者手帳と
連動したお支払

身体障がい者手帳と
連動したお支払

最高2億円の
高額保障
最高2億円の
高額保障

不慮の事故による
死亡を保障

不慮の事故による
死亡を保障

Ｔタイプは、「身体障がい状態に対する保障」を目的とする商品です。
保険本来の趣旨を逸脱する行為、例えば、「保険料の損金算入や課税時期の繰り延べ
による法人税額の圧縮」を主たる目的とする保険加入や名義変更などは、税務署など
からも租税回避行為と認識される可能性があることから、お勧めしておりません。
※Ｔタイプは、Ｔタイプ（無解約払戻金型・無死亡給付金型）、Ｔタイプαの総称です。

2022年12月版

引受保険会社

A-2022-0006（2022年11月24日） 帳票番号70506（2022.12-80） DNP

2022年12月改訂

大同生命コールセンター
0120-789-501（通話料無料）

本社 （大阪）〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目2番1号
       （東京）〒103-6031 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
　　 https://www.daido-life.co.jp/　

お問い合わせ先

受付時間：9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
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製造、仕入、販売、品質管理、労務、経理、資金調達、求人・採用、etc…
あらゆる業務で重責を担う社長さまは、まさに会社の大黒柱。

そんな社長さまだからこそ
「重度の身体障がい状態によるリタイア」へのそなえが重要です！

重度の身体障がい状態の原因は、身近な生活習慣や慢性疾患であることも…

慢性
疾患

例えば…

健康でも、突然の事故で重度の身体障がい状態になることも…

突然の
事故

例えば…

身近にひそむ
重度の障がい
のリスク

「身体障がい者手帳（1～3級）」
の保有者数※１

［参考］
がんの患者数※２約 万人306 約 万人365

※１ ［出典］厚生労働省「令和２年度 福祉行政報告例」（18歳以上の身体障がい等級１～３級の方を対象）
※２ ［出典］厚生労働省「令和2年 患者調査」

経営者が重度の身体障がい状態による就業不能になったときのそなえは十分でしょうか？

大切な「会社」と「家族」をまもるため、必要なそなえを把握しておきましょう。

借入金は返済できますか？ 退職金の財源はありますか？

［出典］中小企業庁 「令和3年確報 中小企業実態基本調査」

中小企業（法人）１社あたりの金融機関からの借入金　 一般的な役員退職金の算出方法

平均 役員
退職金 報酬月額 在任年数 功績倍率

視力の低下
（　　　　　　     　 ）

永続的な
人工透析療法

永続的な
酸素療法

脊柱を損傷し
歩行困難に

視力の低下

例えば
高血圧を原因とした
腎硬化症の悪化による、
慢性腎不全

例えば 例えば

例えば 例えば 例えば

「就業不能リスク」からあなたの
会社と家族をまもります！

大同生命のTタイプが重度の身体障がい状態による

1～3級の身体障がい者手帳の交付を受けた場合、
就業障がい保険金をお支払
支払事由は公的な身体障がい等級と連動、どんな時に保険金を受け取れるかわかりやすい
※身体障がい者福祉法の改正により、就業障がい保険金の支払対象となる身体障がい状態は変動する可能性があります。

POINT

1

不慮の事故によって、その事故の日から180日以内に
お亡くなりになった場合、災害死亡保険金をお支払
身体障がい者手帳の交付申請に必要な「身体障がいの状態が固定するまでの期間」の
経過前にお亡くなりになるリスクをカバー
※身体障がい者手帳は、障がい状態の永続性が交付の要件となっています。治療から一定期間が経過し、障がいの状態が固定し、

将来の回復・改善の見込みがないことなどを指定医が確認・判断します（障がいの内容や程度により、この期間は異なります）。
事故後、障がいの状態が固定するまでに期間を要し、身体障がい者手帳の交付申請ができず、お亡くなりになるケースなどにそなえて、
Ｔタイプは、事故から１８０日以内にお亡くなりになった場合も保障します。

POINT

2

最高2億円の高額保障
企業の借入金返済資金や退職金の原資などに活用可能
年金支払特約により、一時金にかえて年金として保険金を受け取ることも可能
※取扱可能な保険金額は、契約内容などにより異なります。

POINT

3

9,250万円　約

両腕のひじから
下を切断

事故より怖い
病気のリスク

病気による
身体障がい者数の割合

事故・けがによる
身体障がい者数の割合約 ％52.5 約 ％12.5

※［出典］厚生労働省「平成28年 生活のしづらさなどに関する調査」
　（65歳未満の身体障がい者手帳所持者のうち、障がいの原因が「病気」「事故・けが」と回答した方の割合）

通勤中に
交通事故に遭い…

プレス機で作業中に
腕を挟まれ…

溶接作業中に
破片が目に入り…

偏った食生活や運動不足を
原因とした糖尿病の悪化
による、糖尿病性網膜症

長年の喫煙を原因とした
慢性閉塞性肺疾患

（COPD）の悪化

・Tタイプ（無解約払戻金・無死亡給付金型）の正式名称は無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型）です。
 ※災害死亡保障特則（無解約払戻金型保険用）を適用しています。
・Tタイプαの正式名称は無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型）です。
 ※解約払戻金抑制割合が100%の場合は災害死亡保障特則（無解約払戻金型保険用）、解約払戻金抑制割合が100%未満の場合は災害死亡保障特則を

適用しています。

● 契　約　年　齢 …………… 40歳
● 保　険　期　間 …………… 90歳　保険料払込期間
● 保　険　金　額 ……… 5,000万円
● 解約払戻金抑制割合
　男性： 51.2％／女性： 44.6％
● 口座振替月払保険料

男性： 52,506円／女性： 40,444円

【しくみ図（イメージ）】

Tタイプα

▲
契約

▲
保険期間満了

契約例
［保険料と解約払戻金のバランスがとれたプラン］

死亡給付金
（解約払戻金）

● 契　約　年　齢 …………… 40歳
● 保　険　期　間 …………… 70歳　保険料払込期間
● 保　険　金　額 ………5,000万円
● 解約払戻金抑制割合
　男性： 100.0％／女性： 100.0％
● 口座振替月払保険料

男性： 26,100円／女性： 20,050円

【しくみ図（イメージ）】

▲
契約

▲
保険期間満了

契約例
［解約払戻金はないが、保険料が安いプラン］

就業障がい保険金
・災害死亡保険金
5,000万円

就業障がい保険金
・災害死亡保険金
5,000万円

● 契　約　年　齢 …………… 40歳
● 保　険　期　間 ……………… 5年　保険料払込期間
● 保　険　金　額 ………5,000万円
● 口座振替月払保険料

男性： 14,400円／女性： 12,300円

【しくみ図（イメージ）】

▲
契約

▲
保険期間満了

更新

所
定
の
年
齢
ま
で

保
障
を
継
続
可
能

契約例

就業障がい保険金
・災害死亡保険金

5,000万円

「保険金額」「保険期間」や「保険料と解約払戻金のバランス」を自在に設計可能低廉な保険料で当面の保障を確保

Tタイプ
（無解約払戻金・無死亡給付金型）

解約払戻金
ゼロ

最高解約返戻率
50％以下

良い方の眼の矯正視力が
0.07以下

（　　　　　　     　 ）良い方の眼の矯正視力が
0.07以下

・当資料記載以外の等級の状態や注意事項などは、厚生労働省ＨＰを確認ください。
障がいが重複する場合は障がいの程度を勘案して、上位の等級で認定されることがあります。

身体障がい者障がい程度等級表について
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製造、仕入、販売、品質管理、労務、経理、資金調達、求人・採用、etc…
あらゆる業務で重責を担う社長さまは、まさに会社の大黒柱。

そんな社長さまだからこそ
「重度の身体障がい状態によるリタイア」へのそなえが重要です！

重度の身体障がい状態の原因は、身近な生活習慣や慢性疾患であることも…

慢性
疾患

例えば…

健康でも、突然の事故で重度の身体障がい状態になることも…

突然の
事故

例えば…

身近にひそむ
重度の障がい
のリスク

「身体障がい者手帳（1～3級）」
の保有者数※１

［参考］
がんの患者数※２約 万人306 約 万人365

※１ ［出典］厚生労働省「令和２年度 福祉行政報告例」（18歳以上の身体障がい等級１～３級の方を対象）
※２ ［出典］厚生労働省「令和2年 患者調査」

経営者が重度の身体障がい状態による就業不能になったときのそなえは十分でしょうか？

大切な「会社」と「家族」をまもるため、必要なそなえを把握しておきましょう。

借入金は返済できますか？ 退職金の財源はありますか？

［出典］中小企業庁 「令和3年確報 中小企業実態基本調査」

中小企業（法人）１社あたりの金融機関からの借入金　 一般的な役員退職金の算出方法

平均 役員
退職金 報酬月額 在任年数 功績倍率

視力の低下
（　　　　　　     　 ）

永続的な
人工透析療法

永続的な
酸素療法

脊柱を損傷し
歩行困難に

視力の低下

例えば
高血圧を原因とした
腎硬化症の悪化による、
慢性腎不全

例えば 例えば

例えば 例えば 例えば

「就業不能リスク」からあなたの
会社と家族をまもります！

大同生命のTタイプが重度の身体障がい状態による

1～3級の身体障がい者手帳の交付を受けた場合、
就業障がい保険金をお支払
支払事由は公的な身体障がい等級と連動、どんな時に保険金を受け取れるかわかりやすい
※身体障がい者福祉法の改正により、就業障がい保険金の支払対象となる身体障がい状態は変動する可能性があります。

POINT

1

不慮の事故によって、その事故の日から180日以内に
お亡くなりになった場合、災害死亡保険金をお支払
身体障がい者手帳の交付申請に必要な「身体障がいの状態が固定するまでの期間」の
経過前にお亡くなりになるリスクをカバー
※身体障がい者手帳は、障がい状態の永続性が交付の要件となっています。治療から一定期間が経過し、障がいの状態が固定し、

将来の回復・改善の見込みがないことなどを指定医が確認・判断します（障がいの内容や程度により、この期間は異なります）。
事故後、障がいの状態が固定するまでに期間を要し、身体障がい者手帳の交付申請ができず、お亡くなりになるケースなどにそなえて、
Ｔタイプは、事故から１８０日以内にお亡くなりになった場合も保障します。

POINT

2

最高2億円の高額保障
企業の借入金返済資金や退職金の原資などに活用可能
年金支払特約により、一時金にかえて年金として保険金を受け取ることも可能
※取扱可能な保険金額は、契約内容などにより異なります。

POINT

3

9,250万円　約

両腕のひじから
下を切断

事故より怖い
病気のリスク

病気による
身体障がい者数の割合

事故・けがによる
身体障がい者数の割合約 ％52.5 約 ％12.5

※［出典］厚生労働省「平成28年 生活のしづらさなどに関する調査」
　（65歳未満の身体障がい者手帳所持者のうち、障がいの原因が「病気」「事故・けが」と回答した方の割合）

通勤中に
交通事故に遭い…

プレス機で作業中に
腕を挟まれ…

溶接作業中に
破片が目に入り…

偏った食生活や運動不足を
原因とした糖尿病の悪化
による、糖尿病性網膜症

長年の喫煙を原因とした
慢性閉塞性肺疾患

（COPD）の悪化

・Tタイプ（無解約払戻金・無死亡給付金型）の正式名称は無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型）です。
 ※災害死亡保障特則（無解約払戻金型保険用）を適用しています。
・Tタイプαの正式名称は無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型）です。
 ※解約払戻金抑制割合が100%の場合は災害死亡保障特則（無解約払戻金型保険用）、解約払戻金抑制割合が100%未満の場合は災害死亡保障特則を

適用しています。

● 契　約　年　齢 …………… 40歳
● 保　険　期　間 …………… 90歳　保険料払込期間
● 保　険　金　額 ……… 5,000万円
● 解約払戻金抑制割合
　男性： 51.2％／女性： 44.6％
● 口座振替月払保険料

男性： 52,506円／女性： 40,444円

【しくみ図（イメージ）】

Tタイプα

▲
契約

▲
保険期間満了

契約例
［保険料と解約払戻金のバランスがとれたプラン］

死亡給付金
（解約払戻金）

● 契　約　年　齢 …………… 40歳
● 保　険　期　間 …………… 70歳　保険料払込期間
● 保　険　金　額 ………5,000万円
● 解約払戻金抑制割合
　男性： 100.0％／女性： 100.0％
● 口座振替月払保険料

男性： 26,100円／女性： 20,050円

【しくみ図（イメージ）】

▲
契約

▲
保険期間満了

契約例
［解約払戻金はないが、保険料が安いプラン］

就業障がい保険金
・災害死亡保険金
5,000万円

就業障がい保険金
・災害死亡保険金
5,000万円

● 契　約　年　齢 …………… 40歳
● 保　険　期　間 ……………… 5年　保険料払込期間
● 保　険　金　額 ………5,000万円
● 口座振替月払保険料

男性： 14,400円／女性： 12,300円

【しくみ図（イメージ）】

▲
契約

▲
保険期間満了

更新

所
定
の
年
齢
ま
で

保
障
を
継
続
可
能

契約例

就業障がい保険金
・災害死亡保険金

5,000万円

「保険金額」「保険期間」や「保険料と解約払戻金のバランス」を自在に設計可能低廉な保険料で当面の保障を確保

Tタイプ
（無解約払戻金・無死亡給付金型）

解約払戻金
ゼロ

最高解約返戻率
50％以下

良い方の眼の矯正視力が
0.07以下

（　　　　　　     　 ）良い方の眼の矯正視力が
0.07以下

・当資料記載以外の等級の状態や注意事項などは、厚生労働省ＨＰを確認ください。
障がいが重複する場合は障がいの程度を勘案して、上位の等級で認定されることがあります。

身体障がい者障がい程度等級表について
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●設計書［契約概要］
保険商品の具体的な内容を理解いただくために必要な情報を記載しています。

●法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと
法人向け保険商品のご検討に際し、特にご留意いただきたい事項（商品
特性や税務取扱など）について記載しています。

●ご契約のしおり
商品のしくみ・内容、諸手続などの重要な事項を記載しています。

●約款
保険契約の内容（とりきめ）を記載しています。

●注意喚起情報
契約申込の際に、特に注意いただきたい事項を記載しています。

（保険金・給付金が支払われない場合などの、お客さまに不利益となる事
項も含まれています）

［記載事項の例］
クーリング・オフ（契約申込の撤回など）／健康状態・職業などの告知義務
／契約の解約と解約払戻金

ご検討・ご契約の際に必ず確認いただく資料 保険種類を選択いただく際の参考資料

大同生命が販売している保険商品の特徴やしくみなどを記載しています。
この保険は「大同生命の保険種類のご案内」に記載されている疾病・医
療保険です。

「大同生命の保険種類のご案内」は、大同生命の職員・募集代理店または
もよりの店舗にご請求ください。

●大同生命の保険種類のご案内

「契約にあたってのポイント」「商品の選び方」「保障内容の見直し方法と
留意点」などを、（公財）生命保険文化センターが公正・中立な立場から解
説しています。

「生命保険の契約にあたっての手引」は、同センターのホームページ
（https://www.jili.or.jp/）から、ご覧いただけます。

●生命保険の契約にあたっての手引

◎生命保険募集人について
大同生命の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと大同生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがって、保険契約は、お客さまからの申込みに対して大同生命が承諾したときに有効に成立します。

◎この資料は、2022年11月現在の商品内容に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。
◎ご検討・ご契約にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」
「約款」を必ずご覧ください。

◎保険加入のご検討に際しては、公的保険制度などについてもご確認ください。
■公的保険について（金融庁ＨＰ）　https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html

ご加入可能な

年齢の範囲
Tタイプα
15 ～ 80歳15 ～ 75歳

Tタイプ
（無解約払戻金・無死亡給付金型）

Tタイプ（無解約払戻金・無死亡給付金型）
※当資料に記載の保険料は契約年齢・契約内容などにより異なります。 また、記載の保険期間以外も選択できます。
※この保険には高度障がい保険金・死亡給付金・解約払戻金はなく、貯蓄性がありません。また満期保険金・配当金・保険料の払込免除の取扱もありません。
※就業障がい保険金または災害死亡保険金のいずれかが支払われた場合、契約は消滅し重複してお支払いしません。 
※災害死亡保障特則（無解約払戻金型保険用）を解約することはできません。
※更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢や保険料率で計算され、更新前に比べて通常高くなります。

Tタイプα
※当資料に記載の保険料は契約年齢・契約内容などにより異なります。 また、記載の保険期間・解約払戻金抑制割合以外も選択できます。
※この保険には高度障がい保険金・満期保険金・配当金・保険料の払込免除の取扱はありません。 
※解約払戻金・保険料は、契約時に指定する解約払戻金抑制割合（0～100％）に応じて決定されます。100％に指定した場合、解約払戻金はゼロとなり、

保険料は最も安くなります。0％に指定した場合、解約払戻金・保険料ともに最も高くなります。解約払戻金抑制割合は契約時にのみ指定可能で、
保険期間中に変更することはできません。

※災害死亡保険金の支払事由以外でお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日の解約払戻金と同額を死亡給付金としてお支払いします。解約払戻金
（死亡給付金）は保険期間の経過に応じて一定期間は増加しますが、保険期間の満了が近づくにつれ減少し、満了時にはゼロになります。また、解約払戻金
（死亡給付金）は払込総保険料を下回ります。

※就業障がい保険金、災害死亡保険金または死亡給付金のいずれかが支払われた場合、契約は消滅し重複してお支払いしません。 
※災害死亡保障特則を解約することはできません。

入院
手術

要介護
状態

身体
障がい
状態

重大
疾病死亡

※この商品の保険料は一定要件のもと損金算入できますが、「保険金」や「解約
払戻金」などは益金に算入されるため、原則、課税される金額は同額となり、
節税効果はありません。法人から役員などへの名義変更についても、原
則、節税効果はありません。

■ 当資料に記載のデータは、就業障がい保険金の支払対象となる方の人数、支払事由の発生率などを表すものではありません。

※保険期間などにより異なります。

重度の身体障がい状態による
リタイアにそなえる

TT
タイプ

身体障がい者手帳と
連動したお支払

身体障がい者手帳と
連動したお支払

最高2億円の
高額保障
最高2億円の
高額保障

不慮の事故による
死亡を保障

不慮の事故による
死亡を保障

Ｔタイプは、「身体障がい状態に対する保障」を目的とする商品です。
保険本来の趣旨を逸脱する行為、例えば、「保険料の損金算入や課税時期の繰り延べ
による法人税額の圧縮」を主たる目的とする保険加入や名義変更などは、税務署など
からも租税回避行為と認識される可能性があることから、お勧めしておりません。
※Ｔタイプは、Ｔタイプ（無解約払戻金型・無死亡給付金型）、Ｔタイプαの総称です。

2022年12月版

引受保険会社

A-2022-0006（2022年11月24日） 帳票番号70506（2022.12-80） DNP

2022年12月改訂

大同生命コールセンター
0120-789-501（通話料無料）

本社 （大阪）〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目2番1号
       （東京）〒103-6031 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
　　 https://www.daido-life.co.jp/　

お問い合わせ先

受付時間：9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
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