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2019年 5月 ¥592,160 ¥517,390 ¥60,060 ¥613,240 ¥528,170 ¥70,840

2019年 6月 ¥586,850 ¥512,730 ¥59,510 ¥607,740 ¥523,410 ¥70,190

2019年 7月 ¥581,570 ¥508,110 ¥58,990 ¥602,280 ¥518,690 ¥69,570

2019年 8月 ¥574,860 ¥502,260 ¥58,320 ¥595,320 ¥512,730 ¥68,790

2019年 9月 ¥569,560 ¥497,610 ¥57,780 ¥589,830 ¥507,990 ¥68,160

2019年 10月 ¥564,230 ¥492,980 ¥57,250 ¥584,310 ¥503,260 ¥67,530

2019年 11月 ¥558,920 ¥488,320 ¥56,700 ¥578,810 ¥498,500 ¥66,880

2019年 12月 ¥553,580 ¥483,680 ¥56,160 ¥573,280 ¥493,760 ¥66,240

2020年 1月 ¥548,300 ¥479,050 ¥55,580 ¥567,820 ¥489,040 ¥65,570

2020年 2月 ¥541,710 ¥473,310 ¥54,970 ¥560,990 ¥483,180 ¥64,840

2020年 3月 ¥536,390 ¥468,640 ¥54,410 ¥555,480 ¥478,410 ¥64,180

2020年 4月 ¥531,110 ¥464,020 ¥53,890 ¥550,010 ¥473,690 ¥63,560

2020年 5月 ¥523,120 ¥457,030 ¥53,060 ¥541,740 ¥466,560 ¥62,590

2020年 6月 ¥515,110 ¥450,070 ¥52,250 ¥533,450 ¥459,450 ¥61,630

2020年 7月 ¥505,830 ¥441,950 ¥51,310 ¥523,840 ¥451,160 ¥60,520

2020年 8月 ¥497,840 ¥434,960 ¥50,480 ¥515,560 ¥444,030 ¥59,550

2020年 9月 ¥489,900 ¥428,030 ¥49,700 ¥507,340 ¥436,950 ¥58,620

2020年 10月 ¥481,970 ¥421,100 ¥48,930 ¥499,130 ¥429,870 ¥57,700

2020年 11月 ¥472,610 ¥412,930 ¥47,890 ¥489,440 ¥421,540 ¥56,500

2020年 12月 ¥464,680 ¥406,000 ¥47,120 ¥481,220 ¥414,460 ¥55,580

2021年 1月 ¥456,750 ¥399,080 ¥46,350 ¥473,010 ¥407,390 ¥54,660

2021年 2月 ¥448,750 ¥392,080 ¥45,510 ¥464,730 ¥400,250 ¥53,680

2021年 3月 ¥439,470 ¥383,960 ¥44,570 ¥455,120 ¥391,960 ¥52,570

2021年 4月 ¥431,510 ¥377,010 ¥43,770 ¥446,870 ¥384,860 ¥51,620

2021年 5月 ¥423,520 ¥370,020 ¥42,940 ¥438,600 ¥377,730 ¥50,650

2021年 6月 ¥415,580 ¥363,080 ¥42,160 ¥430,380 ¥370,640 ¥49,720

2021年 7月 ¥406,280 ¥354,980 ¥41,240 ¥420,740 ¥362,380 ¥48,640

2021年 8月 ¥398,300 ¥348,000 ¥40,420 ¥412,470 ¥355,260 ¥47,680

2021年 9月 ¥390,330 ¥341,040 ¥39,610 ¥404,220 ¥348,150 ¥46,720

2021年 10月 ¥382,370 ¥334,080 ¥38,750 ¥395,980 ¥341,050 ¥45,720

2021年 11月 ¥373,060 ¥325,930 ¥37,840 ¥386,340 ¥332,730 ¥44,640

2021年 12月 ¥365,120 ¥319,000 ¥37,060 ¥378,110 ¥325,650 ¥43,710

2022年 1月 ¥357,130 ¥312,010 ¥36,230 ¥369,840 ¥318,510 ¥42,730

2022年 2月 ¥349,120 ¥305,040 ¥35,420 ¥361,550 ¥311,400 ¥41,780

2022年 3月 ¥339,900 ¥296,970 ¥34,480 ¥352,000 ¥303,160 ¥40,670

2022年 4月 ¥331,910 ¥289,990 ¥33,650 ¥343,730 ¥296,030 ¥39,690

2022年 5月 ¥323,980 ¥283,060 ¥32,880 ¥335,510 ¥288,960 ¥38,780

2022年 6月 ¥315,990 ¥276,080 ¥32,050 ¥327,240 ¥281,830 ¥37,800

●セットタイプ名の2文字目は数字の「1」ではなく、アルファベットの「I  (アイ)」となっています。

加入月

2019年度入学・医学部・6年間

●本表は2019年度入学の方の保険料です。2019年度以前の入学の方は、東海ウイング迄お問合せくだ

さい。

●ご着金の翌日が補償開始日(保険始期)となります。お振込みが月末になる際は、先ずご着金日をご確認

いただき補償開始日に対応した保険料をご選択ください。

●職業として、農業・林業・漁業・鉱業・工事業・鉄道業・道路旅客運送業・道路貨物運送業・水運

業・航空運輸業・倉庫業・運輸に付帯するサービス業に従事されている方は保険料が異なりますので個

別に東海ウイングまでご連絡ください。



2022年 7月 ¥306,630 ¥267,920 ¥31,070 ¥317,550 ¥273,500 ¥36,650

2022年 8月 ¥298,700 ¥260,990 ¥30,300 ¥309,340 ¥266,430 ¥35,740

2022年 9月 ¥290,710 ¥254,000 ¥29,470 ¥301,060 ¥259,290 ¥34,760

2022年 10月 ¥282,760 ¥247,060 ¥28,680 ¥292,830 ¥252,210 ¥33,830

2022年 11月 ¥273,540 ¥238,990 ¥27,740 ¥283,280 ¥243,970 ¥32,720

2022年 12月 ¥265,530 ¥231,980 ¥26,890 ¥274,990 ¥236,810 ¥31,720

2023年 1月 ¥257,590 ¥225,050 ¥26,110 ¥266,760 ¥229,740 ¥30,800

2023年 2月 ¥249,650 ¥218,110 ¥25,330 ¥258,540 ¥222,650 ¥29,870

2023年 3月 ¥240,250 ¥209,920 ¥24,370 ¥248,800 ¥214,300 ¥28,750

2023年 4月 ¥232,320 ¥202,990 ¥23,600 ¥240,590 ¥207,220 ¥27,830

2023年 5月 ¥224,340 ¥196,010 ¥22,780 ¥232,320 ¥200,100 ¥26,870

2023年 6月 ¥216,390 ¥189,060 ¥21,930 ¥224,090 ¥193,000 ¥25,870

2023年 7月 ¥207,130 ¥180,960 ¥21,010 ¥214,500 ¥184,730 ¥24,780

2023年 8月 ¥199,190 ¥174,020 ¥20,230 ¥206,280 ¥177,650 ¥23,860

2023年 9月 ¥191,210 ¥167,050 ¥19,410 ¥198,010 ¥170,530 ¥22,890

2023年 10月 ¥183,190 ¥160,070 ¥18,590 ¥189,710 ¥163,410 ¥21,930

2023年 11月 ¥173,910 ¥151,950 ¥17,650 ¥180,100 ¥155,120 ¥20,820

2023年 12月 ¥165,930 ¥144,970 ¥16,830 ¥171,840 ¥147,990 ¥19,850

2024年 1月 ¥157,990 ¥138,040 ¥16,050 ¥163,610 ¥140,920 ¥18,930

2024年 2月 ¥150,010 ¥131,060 ¥15,230 ¥155,350 ¥133,790 ¥17,960

2024年 3月 ¥140,700 ¥122,940 ¥14,240 ¥145,710 ¥125,500 ¥16,800

2024年 4月 ¥132,770 ¥116,020 ¥13,470 ¥137,500 ¥118,440 ¥15,890

2024年 5月 ¥121,680 ¥106,320 ¥12,360 ¥126,010 ¥108,540 ¥14,580

2024年 6月 ¥110,620 ¥96,650 ¥11,220 ¥114,560 ¥98,670 ¥13,240

2024年 7月 ¥99,550 ¥86,970 ¥10,070 ¥103,100 ¥88,780 ¥11,880

2024年 8月 ¥88,520 ¥77,330 ¥8,960 ¥91,670 ¥78,940 ¥10,570

2024年 9月 ¥77,460 ¥67,690 ¥7,860 ¥80,220 ¥69,100 ¥9,270

2024年 10月 ¥66,380 ¥58,010 ¥6,760 ¥68,740 ¥59,220 ¥7,970

2024年 11月 ¥55,310 ¥48,330 ¥5,610 ¥57,280 ¥49,330 ¥6,610

2024年 12月 ¥44,300 ¥38,700 ¥4,520 ¥45,880 ¥39,510 ¥5,330

2025年 1月 ¥33,160 ¥28,960 ¥3,360 ¥34,340 ¥29,570 ¥3,970

2025年 2月 ¥22,150 ¥19,370 ¥2,250 ¥22,930 ¥19,780 ¥2,660

2025年 3月 ¥11,020 ¥9,630 ¥1,100 ¥11,420 ¥9,830 ¥1,300


