
＜確定版＞ 2022年11月作成

＜加入の場合＞　書類の提出時期により、保障開始日、保険料引去り開始日が異なります。

★6/5 （「7月1日付け」処理の書類締切） ★7/4 （「8月1日付け」処理の書類締切）

▼6/1 （AiA事務局に書類到着） ▼7/1 （グループ保険保障開始）

▼6/5 （保険会社へ書類提出） ▼7/6 （保険料引去り開始）

▽6/20 （AiA事務局に書類到着） ▽8/1 （グループ保険保障開始）

▽7/4 （保険会社へ書類提出） ▽8/7 （保険料引去り開始）

＜脱退の場合＞　書類の提出時期により、保障終了日、保険料引去り最終日が異なります。

★6/5 （「7月1日付け」処理の書類締切） ★7/4 （「8月1日付け」処理の書類締切）

▼6/1 （AiA事務局に書類到着） ▼6/30 （グループ保険保障終了）

▼6/5 （保険会社へ書類提出）

▼6/6 （6月分保険料引去り【最終引去り】）

▽6/20 （AiA事務局に書類到着） ▽7/31 （グループ保険保障終了）

▽7/4 （保険会社へ書類提出）

▽6/6 （7月分保険料引去り） ▽7/6 （8月分保険料引去り【最終引去り】）

◇書類締切（貴社　⇒　事務局）：保障開始／終了日の前月４日（休日の場合は、翌営業日）
◇保険料口座振替　　　　　　　：保障開始／終了日の当月６日（休日の場合は、翌営業日）

＊異動書類

その他の変更があればＡｉＡ事務局まで別途お問い合わせください。

【ＡｉＡグループ保険　「加入」「脱退」手続きスケジュール 2022年～2023年 】
※「加入」「脱退」の処理は、毎月まとめて「１日付け」で行います。必要書類は、下記スケジュールに従い提出願います。

※書類の提出時期により、「保障開始（終了）日」「保険料引去り開始（終了）日」が異なりますので、ご注意願います。

６月 ７月 ８月

（貴社 ⇒ 事務局着信） （異動日） 口座引去日
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６月 ７月 ８月

例
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「加入」「脱退」手続きスケジュール
書類（＊）締切日 保障開始／終了日 保険料の

2023年 1/4 (水) 2/1 (水) 2/ 6 (月)

2022年 10/26 (水) 2022年 12/1 (木) 2022年 12/ 6 (火)

12/5 (月) 2023年 1/1 (日) 2023年 1/ 6 (金)

2/6 (月) 3/1 (水) 3/ 6 (月)

3/6 (月) 4/1 (土) 4/ 6 (木)

4/4 (火) 5/1 (月) 5/ 8 (月)

5/8 (月) 6/1 (木) 6/ 6 (火)

6/5 (月) 7/1 (土) 7/ 6 (木)

7/4 (火) 8/1 (火) 8/ 7 (月)

8/4 (金) 9/1 (金) 9/ 6 (水)

9/4 (月) 10/1 (日) 10/ 6 (金)

10/4 (水) 11/1 (水) 11/ 6 (月)

加入
団体定期保険　被保険者申込書兼告知書

脱退

保険年度の更新前

に行う

「更新お手続き期間」

の最終日



＜確定版＞ 2022年11月作成

＜加入の場合＞　書類の提出時期により、補償開始日、保険料引去り開始日が異なります。

★6/5 （「7月1日付け」処理の書類締切） ★7/4（「8月1日付け」処理の書類締切）

▼6/1 （AiA事務局に書類到着） ▼7/1 （医療保険補償開始） ▼9/6
▼6/5 （保険会社へ書類提出）  （保険料引去り開始）

▽6/20 （AiA事務局に書類到着） ▽8/1 （医療保険補償開始）

▽7/4 （保険会社へ書類提出） （保険料

引去り開始）

＜脱退の場合＞　書類の提出時期により、補償終了日、保険料引去り最終日が異なります。

★6/4 （「7月1日付け」処理の書類締切） ★7/4（「8月1日付け」処理の書類締切）

▼6/1 （AiA事務局に書類到着） ▼6/30 （医療保険補償終了）

▼6/4 （保険会社へ書類提出） ▼8/7 （6月分保険料引去り）

▼6/7 （4月分保険料引去り） ▼7/6 （5月分保険料引去り） 【最終引去り】）

▽6/20 （AiA事務局に書類到着） ▽7/31 （医療保険

▽7/4 （保険会社へ書類提出） 補償終了） 【最終引去り】）

▽6/7 （4月分保険料引去り） ▽7/6 （5月分保険料引去り） ▽8/7 （6月分保険料引去り）

◇書類締切（貴社　⇒　事務局）：補償開始／終了日の前月４日（休日の場合は、翌営業日）

◇保険料口座振替　　　　　　　：補償開始／終了日の翌々月６日（休日の場合は、翌営業日）

＊異動書類

その他の変更があればＡｉＡ事務局まで別途お問い合わせください。

【ＡｉＡ医療保険　「加入」「脱退」手続きスケジュール 2022年～2023年 】
※「加入」「脱退」の処理は、毎月まとめて「１日付け」で行います。必要書類は、下記スケジュールに従い提出願います。

※書類の提出時期により、「補償開始（終了）日」「保険料引去り開始（終了）日」が異なりますので、ご注意願います。

６月 ７月 ８月 ９月 １０月
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▽10/6

６月 ７月 ８月 ９月

例
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▼
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▽9/6 （7月分

「加入」「脱退」手続きスケジュール
書類（＊）締切日 補償開始／終了日 保険料の

（貴社 ⇒ 事務局着信） （異動日） 口座引去日

2022年 11/4 (金) 2022年 12/1 (木) 2023年 2/ 6 (月)

12/5 (月) 2023年 1/1 (日) 3/ 6 (月)

2023年 1/4 (水) 2/1 (水) 4/ 6 (木)

2/6 (月) 3/1 (水) 5/ 8 (月)

3/6 (月) 4/1 (土) 6/ 6 (火)

4/4 (火) 5/1 (月) 7/ 6 (木)

5/8 (月) 6/1 (木) 8/ 7 (月)

6/5 (月) 7/1 (土) 9/ 6 (水)

7/4 (火) 8/1 (火) 10/ 6 (金)

1 /9 (火)

加入  団体医療保険   加入申込票兼健康状況告知書

7/27 (木) 9/1 (金) 11/ 6 (月)

9/4 (月) 10/1 (日) 12 /6 (水)

脱退  ＡｉＡ医療保険 被保険者脱退通知書

10/4 (水) 11/1 (水) 2024年

保険年度の更新前

に行う

「更新お手続き期間」

の最終日


	グループ保険（実際日程)
	医療保険（実際日程） 

