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フロンティア WEB お手続きサービスとは、スマートフォン、パソコン、タブレット端末等を利用して、インターネットで解約
試算額の確認、および、解約のお申込み手続きができるサービスです。 

  ＊本サービスにおける解約お申込み終了までの所要時間は、15～30 分程度を見込んでいます。 
 

１．お手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．お手続きの前にご確認ください 
保険種類、契約内容等によっては、本サービスでの解約手続きができない場合があります。その場合は、当社お客さまサ
ービスセンターにお電話いただく方法の他、当社ホームページに掲載している解約請求書をご利用いただく方法もあります。 

（１）サービスの利用時間（臨時のシステムメンテナンス時間を除く） 
月~土曜日 8:00 ～ 22:00 
日曜日    8:00 ～ 20:00 

（２）お手続き可能な保険商品 
ほぼすべての保険商品が本サービスの対象となりますが、以下の保険商品は、取扱対象外となります。 

〔取扱対象外〕 
（終身保険）つみたて終身・フロンティア（外貨建）、つみたて終身・フロンティア M（外貨建） 

外貨あんしん積立保険、第一フロンティアつみたて終身（外貨建・無告知型） 
（年金保険）外貨建つみたて個人年金 

（３）契約内容等 
取扱可能な保険商品であっても、ご契約内容などによって、取扱の対象外となる場合があります。 
〔取扱対象外〕 
・解約返還金の計算日における解約返還金の試算額が 2000 万円超となる場合 
・契約者が法人である契約 
・契約者が未成年で親権者が手続きする場合など、契約者ご本人以外の代理人の方が手続きする場合 
・定期支払金等のお支払処理やご契約内容の変更処理と時期が重なるなど、特別の状態にある契約 
・年金支払開始日が到来したものの、年金受取に代えて繰延べを行い、受取を開始していない契約 
・運用目標値を設定できる商品で目標到達後、定額の円建保険へ移行する前の状態にある契約  等 

解 約 お手 続 きガイド ～ フロンティア WEB お手続きサービス ～        2023/2/1 

ご利用登録画面から、専用のＩＤ・パスワードの発行手続きをします。 (1)ご利用登録 

メールで返信されたＩＤ・パスワードでログインし、パスワードを変更します。 (2)パスワード変更 

画面上で解約返還金の試算額を確認し、解約する場合は続けて手続きの申込をし
ます。 

   

(3)試算額確認・手続申込 

当社にお届けいただいている電話から、画面表示された番号にお電話いただき認証を
します。   

(4)ご本人確認① 

本人確認書類（免許証、健康保険証等）の画像（写真）をアップロードします。 (5)ご本人確認② 

お支払先口座（契約者ご本人名義の口座に限ります）と日中の連絡先を入力し
ます。 

(6)口座情報等の入力 

お客さま口座に解約返還金を送金いたします。着金までの所要日数は「５.お手続にあたってのご留意事項」「(2)
解約返還金の計算日と着金日」をご参照ください。 
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３．お手続きを開始する前にご準備ください 
① 保険証券など、解約されるご契約の証券番号がわかるもの 
② 手続で使用するスマートフォン、パソコン、タブレット等、および、それらにおけるご自身のＥメールアドレス 
③ 本人確認書類（免許証、健康保険証など）の現物  
④ 当社にお届けいただいている電話（固定電話または携帯電話）※ 

※ ご本人確認で必要になります。発信する際の電話番号が非通知設定となっている場合は、通知に変更して発信し
てください。 

 
４．お手続きの開始 

（１）お手続きサイトについて 
スマートフォン等のバーコードリーダーで下記ＱＲコードを読み込むか、インターネットの画面上で下記ＵＲＬをタップする
と、サービス利用登録の画面が表示されるので、手続きを開始してください。 

QR コード URL 
 

https://www.direct.d-frontier-life.co.jp/dfl-direct-
user/A20_10/SC_A20_01_S00 

（２）お手続きの進め方 
画面に表示されるガイダンスに従い、手続きを進めてください。 

（３）お手続きの完了 
・ インターネットでの解約申込が終了し、その手続きの中で不備（例:本人確認書類の画像データ不鮮明 等）がな

ければ、解約申込の終了時が、解約手続き完了時となります。 
・ 不備があった場合には、当社からＥメールでご連絡差し上げます。その場合は、不備が解消された時が解約手続き完

了時となります。 
 

５．お手続きにあたってのご留意事項 
（１）ご準備いただく本人確認書類 

・ 有効期限内の本人確認書類の原本をご準備ください。 
≪本人確認書類一覧≫ 

本人確認書類の種類 有効期限 必要なページ 
運転免許証・運転経歴証明書  

 
 

有効 
期限内 

表面（裏書がある場合は裏面も必要） 

健康保険証 国民健康保険被保険者証 氏名記載面および生年月日記載面 
※個人情報保護のため、保険者番号、被保険

者等記号・番号および QR コード（記載のある
場合）は付箋等でマスキングしたうえで撮影し
てください。 

後期高齢者医療被保険者証 

介護保険の被保険者証 

パスポート 顔写真入りのページ 

マイナンバーカード 
＊通知カードではありません 

氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載さ
れている面 

・ 本人確認書類は、インターネット上で、画像データをアップロードすることでご提出いただきます。 
＊１ スマートフォンやタブレット端末で手続される場合は、手続の途中でカメラ機能を使用して、本人確認書類を撮

影してアップロードし、ご提出いただきます。パソコンで手続される場合は、デジタルカメラ、スキャナーなどを使用し
て、本人確認書類のカラーの画像データをあらかじめ準備し、パソコン内に保存しておいていただき、手続きの中
でアップロードしてご提出いただくことになります。 

＊２ 画像ファイルの形式は、JPG/JPEG/PNG とし、画像ファイルのサイズは 1 枚につき 10MB 以内としてください。 
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（２）解約返還金の計算日と着金日 

①「プレミアフューチャーM」の場合 

解約手続き完了時※1 解約返還金の計算日 指定口座への着金日 

当社営業日※2・非営業日 翌営業日 原則として、計算日の翌営業日 
※1 インターネットでの解約のお申込内容に不備があった場合の受付完了は、不備が解消された時となります。 
※2 当社の営業日:月曜日～金曜日（祝日・年末年始などの休日を除く） 

②「プレミアフューチャーM」以外の場合 

・ 解約返還金の計算日は、解約手続の完了のタイミングによって定まります。当社営業日の 15 時までに解約手続きが
完了した場合は、その日が解約返還金の計算日となります。 

 （注）解約お申込み手続きの中で不備があった場合には、不備が解消された時が、解約手続き完了時となります。
不備がなければ、解約申込の終了時が解約手続きの完了時となります。 

・ ご指定の口座への着金日は、解約返還金の計算日の、原則として※１翌営業日となります。 

解約手続き完了時※1 解約返還金の計算日 指定口座への着金日 

当社営業日※2  8:00～14:59 当日 原則として、計算日の翌営業日※3 

当社営業日※2 15:00～22:00 翌営業日 

非営業日 翌営業日 
※1 インターネットでの解約のお申込内容に不備があった場合の受付完了は、不備が解消された時となります。 
※2 当社の営業日:月曜日～金曜日（祝日・年末年始などの休日を除く） 
※3 受取通貨が外貨の場合、受取口座が銀行口座以外（証券総合口座等）の場合は２営業日以降の着金

となります。 
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１．サービス内容について 

No. ご質問 回答 

１ フロンティア WEB お手続きサービスで
は何ができますか? 

 ご契約の解約試算額の確認と、解約手続きのお申込をすることができます。
利用登録をされるとユーザーID と仮パスワードが即時発行され、即時にご利
用開始できます。 

２ サービスが利用できる人は誰ですか?  第一フロンティア生命の個人（法人以外）の満 18 歳以上のご契約者がご
利用できます。 

２．サービス利用登録 
No. ご質問 回答 

３ 複数件解約したいのに1件しか証券
番号を入力できない。 

 1 件ずつ、続けて手続きができます。まずは、任意の 1 件の証券番号を入力
してください。 

４ 「当社にお届けいただいている電話
番号」とあるが、固定電話か携帯電
話か覚えていない。 

 サービス利用登録で、電話番号を入力する際に、まずは固定電話で入力して
みて、エラーとなった場合は携帯電話を再入力してみてください。エラーとならな
かった電話が、当社にお届けいただいている電話と一致します。 

５ 利用登録画面で「入力の内容に誤りが
あります（I5007 / I5012）」というメ
ッセージが出た。 

 当社にお届けいただいている電話番号が間違っています。異なる電話番号を
入力してみてください。 

６ サービスの利用登録の申込をした
が、ユーザーID、仮パスワードの登録
メールが届かない。 

 ユーザーID と仮パスワードは、利用登録の受付完了後、自動的に送信されま
す。ご利用のメールサービスにより、届くまでに時間がかかったり、迷惑メールに
分類されてしまうこともございますので、迷惑メールフォルダーやメールの設定等
ご確認ください。 

 受信可能なメールのドメインの指定をされている場合は、【@d-frontier-
life.co.jp】が受信できる設定であるかをご確認ください。 

３．ID とパスワード 
No. ご質問 回答 

7 ユーザーID に有効期限はあるか? ユーザーIDの有効期限は、発行した時点から72時間です（ただし、発行時点

から72 時間後が本サービス利用時間外の場合には、直前の本サービス利用時

間の終了時点までとします）。有効期限が切れた場合は、再度サービス利用登

録を行い、ユーザーIDと仮パスワードを再発行してください。 

8 ユーザーID、パスワードを忘れてしま
った。 

 本サービスの利用登録は、何度でもできますので、改めて本サービスの利用登
録をして、新たなユーザーID と仮パスワードの再発行をしてください。 

9 第一フロンティア生命の契約者インタ
ーネットの ID、パスワードは使えます
か 

 本サービスと「ご契約者向けインターネットサービス」別サービスとなりますので、
ID、パスワードは別になります。なお、「ご契約者向けインターネットサービス」
は、当社のホームページのトップ画面からお申込みいただけます。 

4．必要情報の入力から申込み完了まで 
No. ご質問 回答 

10 銀行名、支店名を正しく入力してい
るのに「利用できない文字が含まれて
います」というメッセージが出る。どうし
たら良いのか? 

 銀行名・支店名は、プルダウンで表示される候補の中から選択していただき
ます。最初に、ひらがな２～３文字を入力して、その右の検索ボタンをタップ
すると候補が１つ表示されます。そこで、そのプルダウンボタン（▼）をタップ
すると他の候補も表示されますので、その中から銀行名・支店名を選択して
ください。選択肢から設定せずに、銀行名・支店名を直接入力すると、正し
い名称でも、エラーとなりますのでご注意ください。 

11 手続が完了したと思っていたら、後に
なって本人確認書類の画像に不備

 以下の場合、お手続きをお受けできないため、登録いただいたメールアドレス宛
にご連絡いたします。 
・当社の登録情報と本人確認書類の内容が一致しない場合 

別 紙 
よく あるご質 問  
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No. ご質問 回答 
があるとメールが届いた。どうしたらよ
いのか? 

・画像を加工（マスキング等）されている場合 
・画像が不鮮明な場合 
・書類の有効期限が切れている場合 

 発行済みの ID、パスワードで再ログイン後、メニューの「本人確認書類を再提
出する」を選択し、再度本人確認書類画像をアップロードしてください。 

12 申込手続に不備があったかどうかは、

いつわかるのか。 

 

 不備があった場合は、登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。 
 「プレミアフューチャーM」の場合、手続き完了した日の翌営業日中に E メール

でご連絡を差しあげます。 
 「プレミアフューチャーM」以外の商品で当社営業日の 15 時前に申込手続き

を終了していた場合は、当日中に E メールでご連絡を差し上げます。なお、当
社営業日の15時以降に申込手続きを終了した場合は、翌営業日にご連絡
さしあげます。 

13 解約請求書を返送したが、急いでい
たので WEB でも申込みした。早く到
着した方で手続きしてもらいたい。 

 当社で先に受け付けしたものを優先してお手続きを進めます。 

5．解約返還金額について 
No. ご質問 回答 

14 画面に表示された解約試算額を受
け取ることができるのか? 

 当社営業日の 15 時まで解約手続きが完了し、円貨建の定額保険の場合
は、画面表示の金額を受け取れます。外貨建て保険の場合は、その日の為
替レートは 11 時頃決まり、その為替レートの金額を受け取ることができます
（その日の為替レートが決まる前は前営業日の為替レートで解約試算額が
画面に表示されるため、実際に受け取る金額と相違します）。また、変額保
険の場合は、その日の金額は夜にならないと定まらない（「プレミアフューチャー
M」の場合は、翌営業日の夜にならないと定まらない）ため、画面に表示され
た金額と、実際の受取額は異なる金額となります。 

15 受取額はいつ決まるのか?  前述の「お手続きガイド ５．お手続きにあたってのご留意事項（２）解約
返還金の計算日と着金日」を参照してください。 

16 契約者以外の口座に送金できます
か? 

 契約者ご本人名義の口座にのみ送金が可能です。 

 


