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SBI 生命保険株式会社

SBI ⽣命「“クリック定期︕Neo”同時申込キャンペーン」を実施 

Nintendo Switch など「おうち時間が楽しくなるグッズ」が抽選で当たります 

SBI生命保険株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小野尚、以下「SBI生命」）は、2020 年

10 月 1 日（木）より「“クリック定期！Neo”同時申込キャンペーン」を実施いたします。 

キャンペーン期間中、インターネットで、資料請求のお申込み、お見積り後の基本情報登録、ご契

約のお申込みのいずれかを実施いただいた方の中から抽選で 7 名様に、Nintendo Switch や dancyu グ

ルメギフトカタログなど「おうち時間が楽しくなるグッズ」をプレゼントいたします。なお、本キャ

ンペーンでは、申込商品数に応じて応募口数が変動し、2 商品をお申込みの場合は応募口数が自動的に

2 倍、3 商品をお申込みの場合は応募口数が自動的に 3 倍になります。
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さらにインターネットで、新規にお申込みいただきご契約が成立された方には、もれなく、ローソ

ンで交換する「ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ／ストロベリー／グリーンティーいずれか 1 つま

たはクリスピーサンド ザ・キャラメル（税込 319 円）無料引換券」を、ご成約 1 商品につき 1 つプレ

ゼントいたします。なお、複数商品を同時にお申込みいただきご契約が成立された方には、ご契約商

品数に 1 つ上乗せしてプレゼントいたします。（2 商品同時申込・成立で 3 つ、3 商品同時申込・成立

で 4 つプレゼント） 

ぜひ、このお得なキャンペーン期間に、生命保険のご加入をご検討ください。

SBI 生命のインターネット申込みでは、同時にお申込みいただくことで全ての商品のお申込み手続き

を一度に済ませることが出来ます。

“クリック定期！Neo”は、保険料が業界最安水準（※1）な点、最短 5 分で簡単＆スピーディーにお

申込み可能な点、保険金額が 300 万円～1 億円までお客さまのニーズに合わせて選べる点を特長とし、

さらに 2019 年 4 月のリニューアルからは、保険期間・保険料払込期間が、年満了（10 年・15 年・20

年・25 年・30 年）・歳満了（55 歳・60 歳・65 歳・70 歳・75 歳・80 歳）の最大 11 種類から選べるよ

うになり、多くのお客さまにご好評いただいております。新規申込件数の成長率は下図のとおりで、前

年度比 201％と大幅に伸展しております。 

ぜひ、この機会に 10 秒お見積りで、ネットならではのお手頃な保険料をご体感ください。 

【キャンペーン概要】

■キャンペーンページ URL：https://www.sbilife.co.jp/lp/SBILife_campaign_2000201.html

■キャンペーン期間（①②共通）：2020 年 10 月 1 日（木）～2020 年 12 月 29 日（火）

■キャンペーン ① 「おうち時間が楽しくなるグッズ」が抽選で当たる！キャンペーン

プレゼント賞品：

・Nintendo Switch：1 名様

・dancyu グルメギフトカタログ CE コース：1 名様

・ソニー サウンドバー HT-X8500：1 名様

・Amazon Echo Show 5 サンドストーン+ Amazon スマートプラグ：3 名様

・SBI アラプロモ アラプラスゴールド（約 3 ヵ月分）：1 名様

https://www.sbilife.co.jp/lp/SBILife_campaign_2000201.html


 

 

応募方法：キャンペーン期間中に、インターネットで、キャンペーン対象商品（インターネット申込専

用定期保険“クリック定期！Neo”、就業不能保険“働く人のたより”または、終身医療保険“も。”）の

資料請求のお申込み、お見積り後の基本情報登録、ご契約のお申込みのいずれかを実施いただくと応募

完了となります。 

※ご契約のお申込みをいただくと、2 商品をお申込みの場合は応募口数が自動的に 2 倍、3 商品をお申

込みの場合は応募口数が自動的に 3 倍になります。 

当選者：ご応募いただいた方の中から抽選で合計 7 名様 

プレゼント賞品の発送：2021 年 1 月下旬以降、当選者の方に順次発送いたします。 

※当選者の発表はプレゼント賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

 

■キャンペーン ② 新規ご契約キャンペーン 

プレゼント賞品：ご成約 1 商品につき 1 つ 

・ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ／ストロベリー／グリーンティーいずれか 1 つまたはクリスピー

サンド ザ・キャラメル（税込 319 円）無料引換券 

※複数商品を同時にお申込みいただきご契約が成立された方には、ご契約商品数に 1 つ上乗せしてプレ

ゼントいたします。 

対象者：キャンペーン期間中に、インターネットで、キャンペーン対象商品（インターネット申込専用

定期保険“クリック定期！Neo”、就業不能保険“働く人のたより”または、終身医療保険“も。”）を新

規にお申込みいただき、ご契約が成立されたお客さま全員。 

プレゼント賞品の発送：ご契約が成立された月の翌々月末までに発送予定。キャンペーン条件が適用と

なるお客さまの携帯電話番号を宛先として、SMS（ショートメッセージサービス）で無料引換券を送信

いたします。  

 

【注意事項】 

※本キャンペーンの詳細は、期間中に SBI 生命ウェブサイトに掲載されるキャンペーンページにてご確 

認ください。https://www.sbilife.co.jp/lp/SBILife_campaign_2000201.html 

※厳正な抽選の上、当選者を決定し、プレゼント賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。 

※不正な行為でお手続きをされた場合などは、本キャンペーンの対象外とさせていただきます。 

※プレゼント賞品の交換・換金・返品等はできません。 

※プレゼント賞品の種類や色は選べませんのでご了承ください。 

※本キャンペーンは予告なく変更・中止する場合がございます。 

※プレゼント賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。 

※プレゼント賞品が宛先不明等の事由で発送元に戻ってきた場合、ご契約者さまとの連絡が取れない場

合等、再度賞品を発送できる目処が立たない場合は、保管より 1 ヵ月を経た時点をもって無効とさせて

いただきます。 

 

【キャンペーン対象商品】 

■インターネット申込専用定期保険“クリック定期！Neo” 

https://www.sbilife.co.jp/products/term-click/ 

万が一（死亡）に備える保険です。 

業界最安水準（※1）の保険料で、保険金額 300 万円から加入可能な死亡保険です。保険期間・保険 

 

https://www.sbilife.co.jp/lp/SBILife_campaign_2000201.html
https://www.sbilife.co.jp/products/term-click/


料払込期間が、年満了（10 年・15 年・20 年・25 年・30 年）・歳満了（55 歳・60 歳・65 歳・70 歳・ 

75 歳・80 歳）から選べることで、様々なライフステージに合わせ設定ができ、万が一の際に必要な

保障を必要な期間だけ準備できます。

■就業不能保険“働く人のたより”

https://www.sbilife.co.jp/products/disability/

病気やケガで働けなくなったときの経済的負担をサポートする保険です。

業界最安水準（※2）の保険料を実現し、更に業界で初めて（※3）保障するリスクを、

全疾病型（精神疾患も保障）・3 疾病型・がん保障型の 3 つのタイプから選択可能にしました。

■終身医療保険“も。”

https://www.sbilife.co.jp/products/medical-Mo/

病気やケガに備える保険です。

入院・手術も、先進医療も、退院後の通院も、そして在宅医療も幅広く保障する終身医療保険です。 

（※1）SBI 生命を含むネット申込が可能な生保 6 社の定期死亡保険を以下の条件で比較した結果、最安の保険料

との差が 10％未満であったため業界最安水準という表記を使用。（2019 年 4 月 15 日時点）【比較条件】20 

歳、30 歳、40 歳、50 歳、60 歳の各男女、リスク細分型の商品を除いた定期死亡保険、死亡保険金額 500 

万円、1,000 万円、1,500 万円、2,000 万円、保険期間 10 年、20 年、60 歳満了、65 歳満了、80 歳満了、

月払。災害割増等各種特約の有無は考慮せず。

（※2）SBI 生命を含むネット申込が可能な生保 3 社の就業不能保険を以下の条件で比較した結果、最安の保険料

との差が 10％未満であったため業界最安水準という表記を使用。（2019 年 11 月 20 日時点） 

【比較条件】30・40・50 歳、男・女、就業不能給付金月額 10・15・20 万円、保険期間 60・65・70 歳満了、

月払、特約なし。

（※3）SBI生命調べ（2019年11月20日時点） 

※保障内容の詳細、保険金・給付金のお支払事由については、「契約概要および重要事項のお知らせ

（注意喚起情報）」・「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。

SBI 生命では、ご契約者さま向けサービスとして、24 時間 365 日、健康・医療や相続等に関するご相談

に無料でお答えする「SBI生命 安心健康サービス」、被保険者さまに万が一のことがあった際、少しで

もお客さまのお役にたてる「保険金支払即日サービス」を提供しております。SBI生命は、今後ともお

客さまにご満足いただけるよう、サービスの拡充やキャンペーンの実施に努めてまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

SBI 生命保険株式会社 

マーケティング部

03-6229-0917

https://www.sbilife.co.jp/products/disability/
https://www.sbilife.co.jp/products/medical-Mo/

