お客さまへ
保険商品のご案内にあたって
株式会社 三菱ＵＦＪ銀行
三菱 UFJ ローンビジネス株式会社
平素より三菱 UFJ 銀行・三菱 UFJ ローンビジネスをご利用いただきまして誠に有難
うございます。
お客さまに三菱 UFJ 銀行・三菱 UFJ ローンビジネスが取り扱う保険商品をご案内す
るにあたって、以下のすべての内容につきご確認いただきますとともに、
「1．お客さ
まに関する情報のお取り扱い」に記載の内容について、ご同意いただくようお願い
申し上げます。
三菱 UFJ 銀行・三菱 UFJ ローンビジネスでは、対面・郵送・電話・インターネット・
電子メールの各方法により、お客さまに保険商品のご案内および保険募集を行うこと
があります。
なお、三菱 UFJ 銀行は、損害保険・生命保険の募集代理店であり生命保険・損害保険
の保険商品を取り扱っています。三菱 UFJ ローンビジネスは、損害保険の募集代理店
であり、損害保険の保険商品を取り扱っています（生命保険は取り扱っていません）。
【三菱 UFJ 銀行における保険商品のご案内について】
1 ．お客さまに関する情報のお取り扱い
○お客さまに保険商品をご案内するにあたり、三菱 UFJ 銀行がお客さまとのお取引
で知りえた情報（口座への入出金や定期預金の満期日などの預金情報、お振込履
歴などの為替取引情報、住宅ローン残高などの融資情報、投資信託などの運用性
商品の保有情報、を含む三菱 UFJ 銀行とのお取引やお客さまの資産に関する情報）
を利用させていただくことがあります。
○お客さまへのより一層のサービスの提供に役立たせていくため、三菱 UFJ 銀行で
お申し込みいただいた保険商品のご契約内容や、保険商品をご検討の際にお伺い
したお客さまに関する情報（家族構成等に関する情報）を用いて、三菱 UFJ 銀行
取扱商品のご案内（預金・投資信託等の保険商品以外の金融商品のご案内・各種
サービスのご案内等）をさせていただくことがあります。また、上記の情報を今
後の三菱 UFJ 銀行とお客さまのお取引に利用させていただくことがあります。な
お、個人情報の利用目的は、別紙のとおりです。
○氏名・住所・生年月日・性別等のお客さまの個人情報（被保険者の情報を含みま
す）を設計書・申込書等を作成するために必要な範囲で、引受保険会社に提供さ
せていただく場合があります。
○上記の内容にご同意いただいた場合は、お客さまから上記のお客さま情報の利用
停止のお申し出がない限り、三菱 UFJ 銀行はお客さまの同意が有効に続いている
ものとして取り扱います。
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○情報の利用停止を希望される場合は、お手数ですが、ご同意いただきましたお客
さまご本人さまより、ご相談窓口へお申し出ください。
2 ．三菱 UFJ 銀行の役割と引受保険会社
○三菱 UFJ 銀行は、生命保険の募集代理店であり、お客さまと引受保険会社との保
険契約締結の媒介を行っております。保険の引き受けは引受保険会社が行ってお
り、保険契約は、お客さまのお申し込みに対して引受保険会社が承諾したときに
成立します。
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○三菱 UFJ 銀行は、損害保険の募集代理店であり、引受保険会社との委託契約に基
き、保険契約の締結、保険料の領収、契約の維持・管理業務等の代理業務を行っ
ております。したがって、三菱 UFJ 銀行にてお申し込みいただき有効に成立した
ご契約につきましては、引受保険会社と直接契約したものとなります。また、こ
れらの代理業務は共同募集代理店であるエムエスティ保険サービス株式会社と
共同して行います。共同募集代理店は主として保険事故や保険金請求の受付、ご
契約の満期管理を行います。
○インターネットを通じてお申し込みいただく商品の募集にあたっては、ホームペ
ージ等を通じて保険商品に関する情報の提供等を行い、具体的な商品内容など重
要な事項の説明等は主に引受保険会社が行います。
．預金等との違い
○保険商品は、預金ではなく、三菱 UFJ 銀行が元本（払込保険料の合計額）を保証
する商品ではありません。
○保険商品は、預金保険の対象ではありませんが、保険会社が加入する生命保険契
約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護対象です。万一、引受保険会
社が破たんした場合は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構
の保護措置が図られますが、ご契約の際にお約束した年金額・保険金額・給付金
額・解約返戻金額等が削減されることがあります。
．他のお取引への影響
○保険商品をお申し込みいただくかどうかが、三菱 UFJ 銀行での他のお取引（預
金・融資等）に影響することはありません。また、保険商品のお申し込みを住宅
ローンの条件とすることはありません。
．借入れを前提としたお申し込み
○借り入れられた資金（他の金融機関での借入金を含みます）を前提とした保険契
約のお申し込みはお取り扱いしておりません。
．お申し込みに関する規制
○保険業法等各種法令に基づき、保険商品のご案内にあたってお客さまにお勤め先
等のご確認をさせていただいており、住宅ローンのお申し込みの際にご記入、ご
入力いただいた内容を確認させていただきます。また、お客さまの「お勤め先」
や「三菱 UFJ 銀行への事業性融資お申込状況」「銀行等保険募集制限先の確認結
果」
等により、
三菱 UFJ 銀行で保険商品をお申し込みいただけない場合があります。
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7 ．損害保険商品（火災保険）に関する留意事項
○三菱 UFJ 銀行が保険代理店として取り扱いをしている長期火災保険は、東京海
上日動火災保険株式会社の「トータルアシスト住まいの保険」です。
この火災保険は、東京海上日動火災保険株式会社・損害保険ジャパン株式会社・
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社による共同保険契約であり、東京海上日
動火災保険株式会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会
社は、最終頁の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の
責任を負います。
【三菱 UFJ ローンビジネスにおける損害保険のご案内について】
1 ．お客さまに関する情報のお取り扱い
○お客さまに損害保険をご案内するにあたり、三菱 UFJ ローンビジネスがお客さま
とのお取引で知りえた情報（口座への入出金や定期預金の満期日などの預金情報、
お振込履歴などの為替取引情報、住宅ローン残高などの融資情報、を含む三菱
UFJ ローンビジネス及び三菱 UFJ 銀行とのお取引やお客さまの資産に関する情報）
を利用させていただくことがあります。
○お客さまへのより一層のサービスの提供に役立たせていくため、損害保険のお申
し込みにより知りえた情報（保険商品のご契約内容）を三菱 UFJ ローンビジネス
取扱商品・サービスのご案内（預金、カード、ローン、その他火災保険以外の金
融商品・サービス）及び三菱 UFJ 銀行取扱商品・サービスのご案内（預金、カー
ド、ローン、その他火災保険以外の金融商品・サービス）、その他今後の三菱 UFJ
ローンビジネス及び三菱 UFJ 銀行とお客さまのお取引に利用させていただくこ
とがあります。なお、個人情報の利用目的は、別紙のとおりです。
○上記の内容にご同意いただいた場合は、お客さまから上記のお客さま情報の利用
停止のお申し出がない限り、三菱 UFJ ローンビジネスは、お客さまの同意が有効
に続いているものとして取り扱います。
○情報の利用停止を希望される場合は、お手数ですが、ご同意いただきましたお客
さまご本人さまより、ご相談窓口へお申し出ください。
2 ．三菱 UFJ ローンビジネスの役割と引受保険会社
○三菱 UFJ ローンビジネスは、損害保険の募集代理店であり、引受保険会社との委
託契約に基き、保険契約の締結、保険料の領収、契約の維持・管理業務等の代理
業務を行っております。したがって、三菱 UFJ ローンビジネスにてお申し込みい
ただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約したもの
となります。また、これらの代理業務は共同募集代理店であるエムエスティ保険
サービス株式会社と共同して行います。共同募集代理店は主として保険事故や保
険金請求の受付、ご契約の満期管理を行います。
3 ．預金等との違い
○火災保険は、預金商品ではなく、損害保険商品です。したがって、預金保険の対
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象ではありませんが、損害保険会社が加入する損害保険契約者保護機構の保護対
象です。万一、引受保険会社が破たんした場合は、損害保険契約者保護機構の保
護措置が図られますが、保険金や返れい金等が一部減額されるなどの支障が生じ
る可能性があります。
4 ．他のお取引への影響
○火災保険をお申し込みいただくかどうかが、三菱 UFJ ローンビジネス及び三菱
UFJ 銀行でのお取引（預金・融資等）に影響することはありません。また、火災
保険の加入を住宅ローンの条件とすることはありません。
5 ．損害保険商品（火災保険）に関する留意事項
○三菱 UFJ ローンビジネスが保険代理店として取り扱いをしている長期火災保険
は、東京海上日動火災保険株式会社の「トータルアシスト住まいの保険」です。
この火災保険は、東京海上日動火災保険株式会社・損害保険ジャパン株式会社・
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社による共同保険契約であり、東京海上
日動火災保険株式会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険
会社は、以下の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の
責任を負います。
○三菱 UFJ ローンビジネス取扱いの火災保険をご契約いただいた場合、住宅ロー
ンのお借入れ手続が完了した後、代理店を三菱 UFJ 銀行に変更させていただき
ます。住宅ローン専用火災保険満期のご案内等は、三菱 UFJ 銀行または共同募
集代理店よりご案内させていただきます。
【引受割合】
保険始期

東京海上日動
火災保険株式会社

損害保険ジャパン
株式会社

あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社

71.0%

22.5%

6.5%

71.5%

22.5%

6.0%

2016 年 1 月～
2018 年 12 月
2019 年 1 月～
2021 年 12 月

【三菱 UFJ 銀行のご相談窓口】三菱 UFJ 銀行コールセンター
個人年金保険
終 身 保 険
医 療 保 険
自 動 車 保 険 等

0120-860-777
受付時間 平日 9:00～17：00
（12/31～1/3 等を除く）

0120-844-813
火

災

保

険

受付時間 平日 9:00～17：00
（12/31～1/3 等を除く）
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【三菱 UFJ ローンビジネスのご相談窓口】三菱 UFJ ローンビジネスお客さま窓口

0120-766-685
火

災

保

険

受付時間 平日 9:00～17：00
（祝日および 12/31～1/3 を除く）
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