
Hitz保険サービス株式会社（会社案内、保険募集） 本社・営業所（Hitzグループ団体）

Hitz保険サービス株式会社の概要

当社は、生損保両分野を取扱う日立造船グループの総合保険代理店として、1953
年1月の創業以来、社会に役立つ保険サービスの提供を目指して事業活動を行ってま
いりました。
市場のグローバル化や少子高齢化が進む中、当社は個人分野においては、ご家庭の安
全のための最善のご提案を、法人分野においてはお取引先企業のリスクを軽減するため
のご提案を心がけております。
今後とも皆さまの「信頼のパートナー」として『安心と真心』をお届けいたします。

企業名：Hitz保険サービス株式会社
住所 ：大阪市西区江戸堀２丁目６番３３号

江戸堀フコク生命ビル８階
設立 ：１９５３（昭和２８）年１月
資本金：５，０００万円（日立造船㈱ 損害保険ジャパン㈱ 各50％出資）

Hitz保険サービス株式会社のサービス内容

証券分析

セカンドオピニオン

ライフプランニング

ご加入手続き

アフターサービス

保険以外のご相談

現在ご加入中の保険の内容を詳しく知りたい方は、弊社取
扱以外の保険でも、プロの視点でご加入中の保険証券を
分析します。

現在ご加入中や提案されている保険がご自分に合っているか、
ご意見を聞きたい方は、プロの視点でアドバイスいたします。

将来に向けてのお金の流れ（キャッシュフロー）のシミュレー
ションの作成ができます。

保険に加入したい方は、取扱保険会社であれば、複数の会
社でも一括手続きを承ります。

万が一事故に遭われた場合の事故対応のアドバイス、保険
金の請求のご支援や住所変更などの手続きも承ります。

相続、年金、介護、パーソナルローン、お車の購入などの
保険以外のご相談も安心してお任せください。

取扱(引受)保険会社一覧

当社営業拠点および連絡先

本社 06-6443-9572 尾道営業所 0848-44-2205

南港営業所 06-6569-0284 因島営業所 0845-22-1241

舞鶴営業所 0773-62-8808 有明営業所 0968-78-5386

東京営業所 03-6404-0182

個人情報の取り扱いについて
当社が、お客様から情報をいただく場合には、事前にその利用目的を明確にし、お客様の同意をいた
だいた上で、利用目的の範囲において適切に利用いたします。
（当社は、「プライバシーポリシー」を定めホームページ等に公表しておりますので、ご確認ください。）
URL：https://www.hitz-hoken.co.jp

2022年3月25日現在

*保険契約締結における権限について
【損害保険】

当社損害保険募集人は、保険会社との委託契約により損害保険会社の代理人として
保険契約を締結する権利が与えられており、お客様が代理店に対して「申込書」により申込みを
行い、代理店が承諾すれば、保険契約が有効に成立したことになります。

【生命保険】
当社生命保険募集人は、お客様と引受保険会社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。また、告知の受領権もございません。
したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約お申込みに対して、取扱(引受)保険会社が
承諾したときに有効に成立します。

損害保険会社【代理】

・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
・ＡＩＧ損害保険株式会社
・キャピタル損害保険株式会社
・東京海上日動火災保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社

生命保険会社【媒介】

◇保険会社の最上段は代理申請会社。以後は五十音順で表示。

媒介

代理

・アフラック生命保険株式会社
・アクサ生命保険株式会社
・オリックス生命保険株式会社
・ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社
・三井住友海上あいおい生命保険株式会社



△
（制度導入会社のみ）

損害保険ジャパン

キャピタル損害保険

●初めて軽度認知障害（MCI）と医師

　により診断確定された場合一時金支払

医療保険

がん

対象

疾病・けが

対象

三井住友海上

あいおい生命
医療保険 ●団体扱（給与引去）適用

ＳＯＭＰＯひまわり生命

けが

対象

〇 〇
■グループ制度保険

●団体扱（給与引去）適用

※ニーズに合わせて、将来、必要な保障を

選べる介護保険

■グループ制度保険

●団体扱（給与引去）適用　○要介護１から補償

■グループ制度保険　●団体扱（給与引去）適用

○傷病による長期療養時の給与補償制度

認知症保険 × 〇

親子のちから（親介護費用

補償特約セット団体総合保険）

1年

更新型
〇 〇

給与サポートプラン
（長期障害所得補償保険）

1年

更新型
△

（制度導入会社のみ）

終身型

終身型

損害保険ジャパン

●団体扱（給与引去）適用

※既加入者への見直し案内実施

団体傷害総合保険
Hitzｸﾞﾙｰﾌﾟのｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを

利用した傷害保険です。
■グループ制度保険　　●団体扱（給与引去）適用

推奨理由

がん

対象
ＳＯＭＰＯひまわり生命 がん保険 ●団体扱（給与引去）適用

医療保険

終身型

がん保険

●団体扱（給与引去）適用

●団体扱（給与引去）適用

●団体扱（給与引去）適用

アフラック

ＳＯＭＰＯひまわり生命

アフラック

新・海外旅行保険【off!(ｵﾌ)】 × 〇 ☆WEB手続き可

〇

商品概要 推奨理由

損害保険ジャパン 団体ゴルファー保険 〇 〇
■グループ制度保険

●団体扱（給与引去）適用

アフラック
スーパー介護年金プラン

Ｖタイプ
×

・休職保険

・給与サポート保険
× 〇

※病気・ケガで働けないとき、月々の収入

　をサポートする保険

一斉募集・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

等でご案内する

推奨商品

個別相談等

における推奨商品
推奨理由

・団体扱い制度の取扱いのある３社（アフラック・三井住友海上あいおい生命・SOMPOひまわり生命）の商品を
推奨いたします。

一斉募集・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

等でご案内する

推奨商品

個別相談等

における

推奨商品

推奨理由

自動車団体扱
・Hitz保険サービスへの出資会社である損害保険ジャパンの商品を推奨いたします。
なおご希望がございましたら、団体料率の適用が可能な東京海上日動火災保険の商品
もご説明させて頂きます。

上記以外

・Hitz保険サービスへの出資会社である損害保険ジャパンの商品を推奨いたします。
・当社が推奨する保険商品以外の商品提案をご希望の場合には、当社担当者にその旨
をお申しつけください。お客様が希望される商品をご説明させて頂いた上で、お客様のご
意向に沿ったご提案をさせて頂きます。

生
保

クルマの保険 〇 〇
●団体扱（給与引去）適用

☆WEB手続き可 団体医療保険

（介護充実タイプ）

1年

更新型

一斉募集・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

等でご案内する

推奨商品

個別相談等

における推奨商品
推奨理由

損害保険ジャパン

損
保

推奨商品に
関する
当社方針

一斉募集・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

等でご案内する

推奨商品

個別相談等

における推奨商品
推奨理由

損害保険ジャパン

損害保険ジャパン THE すまいの保険 〇 〇 ●団体扱（給与引去）適用

1年

更新型

疾病

対象
損害保険ジャパン 団体医療保険

Hitzｸﾞﾙｰﾌﾟのｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを

利用した医療保険です。

■グループ制度保険　　●団体扱（給与引去）適用

※介護補償特約あり

1年

更新型

がん

対象
アフラック がん保険

がんによる入院・通院・三大治

療等に備えるがん保険です。

終身型

終身型

終身型

疾病・けが

対象

疾病・けが

対象

自動車運転リスクに備えたい

住まいのリスクに備えたい

レジャー時の万一に備えたい

死亡時に備えたい ・ 老後や貯蓄に備えたい

病気・けがに備えたい

介護や就業不能に備えたい

日立造船グループの役員・従業員様への死亡保障（保険）、年金保険（生保）、学資保険等につきましては

【保険業法施行規則第234 条第1 項第2 号、監督指針Ⅱ-3-3-2】により、商品のご案内・ご説明ができません。

※保険商品説明・募集はできませんが、ライフプラン等によるＦＰ観点での必要保障額等のご相談は承ります。

Hitz保険サービス株式会社の 主たるご意向に対応する【推奨商品】について

一斉募集・キャンペーン等でご案内する推奨商品の一例

※第三分野（生命保険・医療保険・がん保険等）の商品につきまして、当社ライフデザイングループメンバーは表面記載の6社の比較説明が可能ですので、ご希望の方は担当者までお申しつけください。

個別相談等においては、下記商品が、比較推奨商品として追加されます。



Hitz保険サービス株式会社（会社案内、保険募集方針） 本社・営業所（一般）

Hitz保険サービス株式会社の概要
当社は、生損保両分野を取扱う日立造船グループの総合保険代理店として、1953
年1月の創業以来、社会に役立つ保険サービスの提供を目指して事業活動を行ってま
いりました。
市場のグローバル化や少子高齢化が進む中、当社は個人分野においては、ご家庭の安
全のための最善のご提案を、法人分野においてはお取引先企業のリスクを軽減するため
のご提案を心がけております。
今後とも皆さまの「信頼のパートナー」として『安心と真心』をお届けいたします。

企業名:Hitz保険サービス株式会社
住所 :大阪市西区江戸堀２丁目６番３３号

江戸堀フコク生命ビル８階
設立 :１９５３（昭和２８）年１月
資本金:５，０００万円（日立造船㈱ 損害保険ジャパン㈱ 各50％出資）

Hitz保険サービス株式会社のサービス内容
証券分析

セカンドオピニオン

ライフプランニング

ご加入手続き

アフターサービス

保険以外のご相談

現在ご加入中の保険の内容を詳しく知りたい方は、弊社取
扱以外の保険でも、プロの視点でご加入中の保険証券を
分析します。

現在ご加入中や提案されている保険がご自分に合っているか、
ご意見を聞きたい方は、プロの視点でアドバイスいたします。

将来に向けてのお金の流れ（キャッシュフロー）のシミュレー
ションの作成ができます。

保険に加入したい方は、取扱保険会社であれば、複数の会
社でも一括手続きを承ります。

万が一事故に遭われた場合の事故対応のアドバイス、保険
金の請求のご支援や住所変更などの手続きも承ります。

相続、年金、介護、パーソナルローン、お車の購入などの
保険以外のご相談も安心してお任せください。

取扱(引受)保険会社一覧

当社営業拠点および連絡先

本社 06-6443-9572 尾道営業所 0848-44-2205

南港営業所 06-6569-0284 因島営業所 0845-22-1241

舞鶴営業所 0773-62-8808 有明営業所 0968-78-5386

東京営業所 03-6404-0182 2022年3月14日現在

個人情報の取り扱いについて
当社が、お客様から情報をいただく場合には、事前にその利用目的を明確にし、お客様の同意をいた
だいた上で、利用目的の範囲において適切に利用いたします。
（当社は、「プライバシーポリシー」を定めホームページ等に公表しておりますので、ご確認ください。）

URL：https://www.hitz-hoken.co.jp

*保険契約締結における権限について
【損害保険】
当社損害保険募集人は、保険会社との委託契約により損害保険会社の代理人として
保険契約を締結する権利が与えられており、お客様が代理店に対して「申込書」により申込みを
行い、代理店が承諾すれば、保険契約が有効に成立したことになります。

【生命保険】
当社生命保険募集人は、お客様と引受保険会社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。また、告知の受領権もございません。
したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約お申込みに対して、取扱(引受)保険会社が
承諾したときに有効に成立します。

損害保険会社【代理】
・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
・ＡＩＧ損害保険株式会社
・キャピタル損害保険株式会社
・東京海上日動火災保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社

生命保険会社【媒介】

◇保険会社の最上段は代理申請会社。以後は五十音順で表示。

媒介

代理

・アフラック生命保険株式会社
・アクサ生命保険株式会社
・オリックス生命保険株式会社
・ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社
・三井住友海上あいおい生命保険株式会社



推奨商品に
関する
当社方針

損
保

・Hitz保険サービスへの出資会社である損害保険ジャパンの商品を推奨
いたします。
・当社が推奨する保険商品以外の商品提案をご希望の場合には、当社
担当者にその旨をお申しつけください。お客様が希望される商品をご説明
させて頂いた上で、お客様のご意向に沿ったご提案をさせて頂きます。

生
保

・昨年当社において新規申込件数の多かった上位３社（アフラック・三井住友海上あいおい生命・SOMPOひまわり生命）の商品を推奨いた
します。
・既存契約の終身保険への変更等は、ご契約者に不利な状況が発生しない限り、当該契約の引受保険会社の商品を推奨いたします。
・当社が推奨する保険商品以外の商品提案をご希望の場合には、当社担当者にその旨をお申しつけください。お客様が希望される商品をご
説明させて頂いた上で、お客様のご意向に沿ったご提案をさせて頂きます。
・お客様への情報提供の観点から、新商品については当社の推奨商品以外であっても、ご提案させて頂く場合がございます。
・第一分野及び第三分野（生命保険・医療保険・がん保険等）の商品につきましては、お客様の健康状態により、当社の推奨商品以外に、
お客様に適した保険商品をご提案させて頂く場合がございます。

Hitz保険サービス株式会社の 主たるご意向に対する【推奨商品】について

※第一分野及び第三分野（生命保険・医療保険・がん保険等）の商品につきまして、当社ライフデザイングループメンバーは表面記載の6社の比較説明が可能ですので、ご希望の方は担当者までお申しつけください。

≪生命保険 取扱い商品一覧≫

　 　　　保険会社
保険種類

ＳＯＭＰＯひまわり生命 アフラック
三井住友海上
あいおい生命

東京海上日動
あんしん生命

オリックス生命 アクサ生命

・無配当･５年ごと利差配当付
　終身保険

・終身保険RISE
 <無配当 終身保険(低解約払戻金型)>

・終身保険(無配当終身保険)

・無配当 無選択型終身保険

・無配当･５年ごと利差配当付
　低解約返戻金型終身保険

・無配当 特定疾病前払式終身保険

・無配当 連生終身保険(自由設計型)

・無配当 定期保険 ・定期保険 ・定期保険　(無配当) ・定期保険<無配当>
・定期保険 ピュアライフ
　<無解約払いもどし金型定期保険>

・無配当 低解約返戻金型定期保険 ・無解約返戻金型定期保険
・長割り定期(無配当)
　<定期保険（低解約返戻金特則付加)>

・ロングターム７
 <無配当 低解約払戻定期保険>

・定期保険LTTPフェアウインド
　<低払いもどし金型定期保険>

・無配当 無解約返戻金型定期保険 ・オーナーズロード（法人契約のみ）
・スマートあんしん定期（無配当）
　<定期保険低解約返戻金特則　付加）>

・定期保険FineSave
 <無配当 解約払戻金抑制型定期保険>

・定期保険
　<非更新型定期保険>

・無配当 逓増定期保険
・逓増定期保険

・＆LIFE 逓減定期保険

・低解約返戻金型逓増定期保険(無配当)
・定期保険FINE Support Plus
 <無配当 引受基準緩和型定期保険
  (無解約返戻金型)>

・定期保険 ＯＫライフ
　<限定告知型定期保険
  （低払いもどし金型）>

・無配当 初期災害保障低解約返戻金型
　           逓増定期保険

・短期定期保険
 <無配当 年齢群団定期保険>

・無配当 無解約返戻金型収入保障保険
・家族をささえる保険Keep
 <無配当 解約払戻金抑制型収入保障保険
(2010)>

・無配当 特定疾病保障定期保険 ・特定疾病保障定期保険(無配当)
・就業不能保障プラン
　<生活障害保障型定期保険>

・５年ごと利差配当付
   特定疾病保障終身保険

介護保険 ー

・スーパー介護年金プラン　Ｖタイプ
　<終身介護年金保険(総合型)>

・アフラックのしっかり頼れる介護保険
  <介護保険（無解約払戻金2021>

ー

・あんしんねんきん介護（無配当）
　<介護年金保険（無解約返戻金型）>

・あんしんねんきん介護 R（無配当）
　<介護年金保険（無解約返戻金型）
    健康還付特則　付加>

ー ー

傷害保険 ・無配当　長期傷害保険 ー ー ー ー ー

個人年金保険 ー ー
・＆LIFE　５年ごと利差配当付個人年金
（無選択特約付）

ー ー ー

こども保険 ・5年ごと利差配当付　こども保険
・アフラックの夢みるこどもの学資保険
　<こども保険(2009)>

・＆LIFE　５年ごと利差配当付こども保険 ・5年ごと利差配当付こども保険 ー ー

・無配当 医療保険(MI-01)B型
・医療保険ＥＶＥＲ 　Prime
　<医療保険(無解約払戻金 2020)>

・メディカルＫit NEO(無配当)
　<医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）>

・医療保険 CURE　Next
 <無配当 無解約払戻金型医療保険(2022）>

・医療保険 スマート・ケア
　<医療治療保険 （無解約払いもどし金型)>

・無配当 払込期間中無解約返戻金
　　　　 限定告知医療保険

・医療保険 レディースＥＶＥＲ Prime
　<医療保険(無解約払戻金 2020)>

・メディカルＫit Ｒ(無配当)
　<医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型）
    健康還付特則 付加>

・医療保険 CURE Lady　Next
 <無配当 無解約払戻金型医療保険(2022)
･女性入院特約(2007)>

・医療保険 プライム60
　<入院保障保険（終身型09）>

・メディカルＫit エール(無配当)
　<医療保険（引受基準緩和型・無解約返戻金型）>

・医療保険CURE Support Plus
 <無配当 引受基準緩和型医療保険(2019)>

・スマート・ケア with You
　<限定告知型終身医療保険
　　（無解約払戻金型）>

・メディカルＫit エールＲ(無配当)
　 <医療保険(引受基準緩和型・無解約返戻金型）
     健康還付特則 付加>

・死亡保障付医療保険Relif W
 <無配当 七大生活習慣病入院保険
   入院医療特約付>

・予防・早期治療サポート
　<重症化予防支援保険(無解約払戻金型)>

・あるく保険(無配当)
　 <新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
     健康増進特約 付加>

・患者申出療養サポート
　<患者申出療養給付保険（無解約払戻金
型)>

・終身がん保険（C2）
（がん治療給付型）（Ⅰ型）

・生きるためのがん保険Days　ALL-in
　<がん保険(低・無解約払戻金2018)>

・生きるためのがん保険Days１
　<がん保険(低・無解約払戻金2018)>

・あんしんがん治療支援保険NE(無配当)
   <がん治療保険（無解約返戻金）>

・終身がん保険（C３）
（がん診断給付型）

・生きるためのがん保険Days1プラス
　<がん保険(無解約払戻金2018契約者用)>

・生きるためのがん保険 寄りそうDays
　<特別がん保険(無解約払戻金)>

認知症保険
・無配当 限定告知認知症一時金特約付
　           払込期間中無解約返戻金
               限定告知骨折治療保険

ー ー ー ー ー

就労所得保険
就業不能保険

・無配当 総合生活障害保障保険
・無配当 無解約返戻金型
　　　　 総合生活障害保障保険

・病気やケガで働けなくなったときの
　給与サポート保険
　<就労所得保障保険(無解約払戻金)>

・働くあなたを支える　アフラックの休職保険

・＆LIFE くらしの応援ほけん
　新収入保障保険（払込期間中無解約返戻金型）

・あんしん就業不能保障保険（無配当）
　<就業不能保障保険（無解約返戻金）>

ー
・就業不能保障プラン
　<生活障害保障型定期保険>

・未来の自分が決める保険　ＷＡＹＳ
　<終身保険(低解約払戻金型)>

・変わらない保険料で、一生涯の保障を。
　かしこく備える終身保険
　<終身保険(低解約払戻金2018)>

・アフラックの終身保険どなたでも
    <終身保険(無選択型)>

・無配当･５年ごと利差配当付 養老保険

・５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険

・特定疾病保障終身保険

・特定疾病保障定期保険

・＆LIFE 終身保険
　<低解約返戻金型(無配当)> ・長生き支援終身(無配当)

　<低解約返戻金型終身介護保険>

・一時払逓増終身保険
　（告知不要型）(無配当)

・終身保険(無配当)

・家計保障定期保険NEO (無配当)
　<家計保障定期保険(無解約返戻金型)>

・家計保障定期保険NEO (無配当)終業不能保障 付加
　<家計保障定期保険(無解約返戻金型
　　就業不能保障特約　付加>

・養老保険(無配当) ー

・終身保険RISE　Support Plus
 <無配当 引受基準緩和型終身保険
 (低解約払戻金型)(2019)>

・養老保険<無配当>

・家族に毎月届く生命保険　ＧＩＦＴ
　<家族生活保障保険(無解約払戻金型)>

・アフラックの定期保険

・特定疾病保障保険With
 <無配当 特定疾病保障保険(2016)>

※当社では外貨建て保険・変額保険の取扱いは行っておりません。

終身保険

・がん診断保険 Ｒ(無配当)
  <がん診断保険（無解約返戻金型）
　健康還付特則 付加>

・＆LIFE ガン保険スマート
　ガン保険（無解約返戻金型）(18）

定期保険

がん保険

養老保険 ー

特定疾病
保障保険

医療保険

・がん保険　<がん治療保障保険
（無解約払いもどし金型）>

・がん保険Beleve
 <無配当 新がん保険(2010)>

・定期型がん保険Wish
 <無配当 無解約払戻金型一時金方式がん保
険悪性新生物初回診断一時金特約>

・三大疾病保障プラン
　<三大疾病保障終身保険>

・＆LIFE　新医療保険Ａプレミア
　低・無解約返戻金選択型医療保険（１８）
　

・５年ごと利差配当付養老保険
・養老保険

・＆LIFE 新総合収入保障ワイド
　新収入保障保険（払込期間中無解約返戻金型）

・＆LIFE　新総合収入保障
　新収入保障保険（払込期間中無解約返戻金型）

・＆LIFE　新収入保障
　新収入保障保険（払込期間中無解約返戻金型）
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