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2020年 5月 ¥64,120 ¥46,560 ¥37,850

2020年 6月 ¥63,540 ¥46,140 ¥37,510

2020年 7月 ¥62,950 ¥45,710 ¥37,160

2020年 8月 ¥62,240 ¥45,200 ¥36,740

2020年 9月 ¥61,670 ¥44,780 ¥36,400

2020年 10月 ¥61,100 ¥44,370 ¥36,070

2020年 11月 ¥60,510 ¥43,940 ¥35,720

2020年 12月 ¥59,970 ¥43,550 ¥35,400

2021年 1月 ¥59,360 ¥43,100 ¥35,040

2021年 2月 ¥58,660 ¥42,600 ¥34,630

2021年 3月 ¥58,090 ¥42,180 ¥34,290

2021年 4月 ¥57,490 ¥41,750 ¥33,930

2021年 5月 ¥56,640 ¥41,130 ¥33,430

2021年 6月 ¥55,800 ¥40,520 ¥32,940

2021年 7月 ¥54,750 ¥39,760 ¥32,320

2021年 8月 ¥53,900 ¥39,140 ¥31,820

2021年 9月 ¥53,070 ¥38,540 ¥31,330

2021年 10月 ¥52,180 ¥37,890 ¥30,800

2021年 11月 ¥51,170 ¥37,160 ¥30,210

2021年 12月 ¥50,320 ¥36,540 ¥29,710

2022年 1月 ¥49,450 ¥35,910 ¥29,190

2022年 2月 ¥48,590 ¥35,280 ¥28,690

2022年 3月 ¥47,580 ¥34,550 ¥28,100

2022年 4月 ¥46,710 ¥33,920 ¥27,580

2022年 5月 ¥45,860 ¥33,300 ¥27,080

2022年 6月 ¥44,990 ¥32,670 ¥26,550

2022年 7月 ¥43,990 ¥31,950 ¥25,960

2022年 8月 ¥43,140 ¥31,330 ¥25,460

2022年 9月 ¥42,270 ¥30,700 ¥24,940

2022年 10月 ¥41,400 ¥30,060 ¥24,440

2022年 11月 ¥40,400 ¥29,340 ¥23,850

2022年 12月 ¥39,520 ¥28,700 ¥23,330

2023年 1月 ¥38,670 ¥28,080 ¥22,830

2023年 2月 ¥37,820 ¥27,460 ¥22,320

2023年 3月 ¥36,780 ¥26,710 ¥21,710

2023年 4月 ¥35,930 ¥26,090 ¥21,210

2023年 5月 ¥35,090 ¥25,480 ¥20,710

2023年 6月 ¥34,210 ¥24,840 ¥20,200

2023年 7月 ¥33,190 ¥24,100 ¥19,600

2023年 8月 ¥32,350 ¥23,490 ¥19,100

2023年 9月 ¥31,480 ¥22,860 ¥18,590

2023年 10月 ¥30,630 ¥22,240 ¥18,080

2023年 11月 ¥29,620 ¥21,510 ¥17,490

2023年 12月 ¥28,740 ¥20,870 ¥16,970

2024年 1月 ¥27,890 ¥20,250 ¥16,470

2024年 2月 ¥27,020 ¥19,620 ¥15,950

●本表は2020年度入学の方の保険料です。入学年次により表が異な
る場合がありますのでご注意ください。

●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。

ご加入月
2020年入学者用加入タイプ

●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。



2024年 3月 ¥26,010 ¥18,890 ¥15,360

2024年 4月 ¥25,170 ¥18,280 ¥14,860

2024年 5月 ¥24,300 ¥17,650 ¥14,340

2024年 6月 ¥23,430 ¥17,010 ¥13,830

2024年 7月 ¥22,430 ¥16,290 ¥13,240

2024年 8月 ¥21,560 ¥15,660 ¥12,720

2024年 9月 ¥20,710 ¥15,040 ¥12,220

2024年 10月 ¥19,860 ¥14,420 ¥11,720

2024年 11月 ¥18,820 ¥13,670 ¥11,110

2024年 12月 ¥17,970 ¥13,050 ¥10,610

2025年 1月 ¥17,120 ¥12,430 ¥10,110

2025年 2月 ¥16,230 ¥11,780 ¥9,580

2025年 3月 ¥15,220 ¥11,050 ¥8,990

2025年 4月 ¥14,380 ¥10,440 ¥8,490

2025年 5月 ¥13,170 ¥9,560 ¥7,770

2025年 6月 ¥12,000 ¥8,710 ¥7,080

2025年 7月 ¥10,760 ¥7,810 ¥6,360

2025年 8月 ¥9,590 ¥6,960 ¥5,670

2025年 9月 ¥8,390 ¥6,090 ¥4,950

2025年 10月 ¥7,210 ¥5,240 ¥4,250

2025年 11月 ¥5,980 ¥4,340 ¥3,530

2025年 12月 ¥4,810 ¥3,490 ¥2,840

2026年 1月 ¥3,580 ¥2,600 ¥2,120

2026年 2月 ¥2,410 ¥1,750 ¥1,420

2026年 3月 ¥1,190 ¥860 ¥700


