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無配当 七大生活習慣病入院保険 入院医療特約付・
先進医療特約

ご契約のしおり抜粋

＜２０１６年５月作成＞

お客さまへ
これは、保険契約にともなう大切なことがらを記載した「ご契約のしおり」の抜粋ですので、必ずご一読ください。ご契約
後に、「ご契約のしおり／約款」をお送りしますので、再度ご確認ください。お申付けいただければ事前にお送りします。
また、当社ウェブサイト（http://www.orixlife.co.jp/）でも掲載しておりますので、ご確認ください。ご不明な点は、パ
ンフレット記載のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

１．特に注意していただきたいことがら
「特に重要な事項のお知らせ―注意喚起情報―」もあわせ
てご確認ください。
■当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権はありま
せん
!当社の社員・生命保険募集人（当社の生命保険代理店、カ
スタマーサービスセンターなどで応対させていただく者を
含みます）は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介（取
次ぎ等）を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
■告知義務について
!告知とは
お申込みまたは復活などの際、保険契約者と被保険者から
過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）
、現在の健康状態、
身体の障害状態、職業など、当社がおたずねすることがら
について、お知らせいただくことです。
!告知の方法について
当社所定の「告知書」に、事実をありのままに、正確に、
もれなくご記入ください。
■正しく告知されなかった場合の取扱いについて
!告知義務違反による保険契約の解除
・告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。も
し、これらについて、故意または重大な過失によって、事
実を告知されなかった場合、または正しくないことを告知
された場合には、責任開始日（復活日を含みます。以下同
じ。）から２年以内であれば、当社は「告知義務違反」と
して保険契約を解除することがあります。
・責任開始日から２年経過後でも、給付金等の支払事由また
は保険料の払込免除事由が２年以内に生じていた場合には
保険契約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げ
た場合、または告知をしないことや事実でないことを告げ
ることを勧めた場合には、当社は保険契約を解除すること
はできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為が
なかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が
告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは
事実でないことを告げたと認められる場合には、当社は保
険契約を解除することができます。
■詐欺による取消および不法取得目的による無効について
!つぎの場合には保険契約を取消または無効とし、すでに払
い込まれた保険料は払い戻しません。
・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人の詐欺によ
り保険契約の締結または復活が行われた場合
・保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に
給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結
または復活を行った場合

■現在の生命保険契約を解約または減額し、新たな保険に契
約し直す場合について
!現在ご契約の生命保険契約を解約、減額するときには、一
般的に保険契約者にとって不利益となります。詳しくは
「特
に重要な事項のお知らせ―注意喚起情報―」をご確認くだ
さい。

２．ご契約に際して
!申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で記
入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名・
捺印をお願いいたします。
■保障の開始時期（責任開始）について
5 責任開
「特に重要な事項のお知らせ―注意喚起情報―」
（█
始時（日）について）をご確認ください。
■保険証券の送付について
保険契約が成立しますと保険証券を送ります。保険証券に
書いてあることがらが、お申込みの内容と相違していない
かお確かめください。万一、お申込みの内容と相違してい
るときは、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へ
ご連絡ください。
■特別条件付によるお引受けについて
!当社では、保険契約者間の公平性を保つために、お客さま
の身体の状態すなわち給付金等のお支払いが発生するリス
クに応じてお引受けの判断をしております。
!以下の条件を付けてお引受けする場合があります。
【特定障害不担保特約】
・視力障害を不担保とした場合
当社が指定した「視力障害」に該当した場合「保険料の
払込免除」をしません。
・聴力障害を不担保とした場合
当社が指定した「聴力障害」に該当した場合「保険料の
払込免除」をしません。
【特定疾病・特定部位不担保】
この条件を付加した場合には、当社が指定した特定疾病
または特定部位について、不担保期間中に疾病入院給付
金、手術給付金または先進医療給付金の支払事由に該当
しても、お支払いしません。

３．ご契約後について
■保険料の払込方法について
!保険料は払込期月中につぎの方法で当社へ払い込んでくだ
さい。
①口座振替で払い込んでいただく場合（年払、半年払、月
払）
当社および当社が委託している振替代行会社が提携して
いる金融機関等に開設された保険契約者の指定の口座か

ら、保険料が自動的に当社の口座に振り替えられます。
なお、複数の保険契約の指定口座が同一の場合、すべて
の保険契約の保険料が合算されて振り替えられます。
【預金残高不足等の理由で振替えできなかった場合】
翌月の振替日につぎの金額を再度振り替えます。
・月払の保険契約は２か月分
・年払・半年払の保険契約は同一金額
②クレジットカードにより払い込んでいただく場合（年
払、半年払、月払）
・クレジットカード払特約を付加した場合、クレジット
カード会社を通じて、当社に保険料が払い込まれま
す。
・クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場
合、保険契約者にその旨通知しますので、保険料の払
込方法（経路）の変更手続きを行ってください。
"保険料の払込方法の変更について
払込方法（経路）、回数（年払、半年払、月払）、振替口座
または金融機関の変更を希望する場合は、すみやかに「カ
スタマーサービスセンター」へお申し出ください。
払込方法の変更について申し出があった場合、当社は所定
の事務手続きを経て、新たな払込方法に変更します。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料
は、直接、当社へ払い込んでください。
"保険料の前納について
契約時または契約後に、将来の保険料をあらかじめまとめ
て払い込んでいただくことを保険料の前納といいますが、
現在は取扱いしておりません。
"保険料の払込みが不要となった場合の取扱いについて
保険料の払込方法（回数）が年払・半年払の保険契約の場
合、保険料の払込みが不要となったときは、つぎのような
取扱いとなります。
・保険料を払い込んでいただいた後に、保険契約の消滅等＊１
により、保険料の払込みが不要となった場合は、つぎの額
をお支払いします。
【お支払いする額】
すでに払い込まれた保険料＊２のうち、保険料の払込みが
不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当
日からその月ごとの応当日の属する保険料期間＊３の末日
までの月数に対応する保険料相当額
＊１保険契約の消滅等には、
保険契約または付加されている特
約の消滅、減額等を含みます。
＊２保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込
みを要しなくなった部分に限ります。
＊３保険料期間とは、保険料の払込方法（回数）に応じて、
そ
れぞれの応当日からその翌応当日の前日までの期間をいい
ます。

４．給付金について特に注意していただきたい点
・入院給付金の１入院支払限度日数はつぎのとおりです。

商品名

給付金名
七大生活
疾病入院 災害入院
習慣病
給付金
給付金
入院給付金

Relief W［リリーフ・ダブル］ １２０日

６０日

６０日

※各種入院給付金は重複してお支払いしません。

■入院給付金のお支払いについて、特に注意していただきた
い点を以下に例示します。
＜例①＞肺炎で入院中に、脳梗塞を併発し、継続して入院
した場合
肺炎
脳梗塞
入院

退院

【解説】
疾病入院給付金が支払われる期間中に高血圧性疾患以外
の七大生活習慣病による治療を開始した場合には、入院
を開始した日から七大生活習慣病により入院したものと
して、七大生活習慣病入院給付金をお支払いします。
＜例②＞脳梗塞で入院中に、階段からの転落による骨折の
ため、継続して入院した場合
脳梗塞
骨折
入院

退院

【解説】
七大生活習慣病入院給付金が支払われる期間が終了した
日の翌日に、被保険者が災害入院給付金の支払われる入
院を継続している場合には、入院を開始した日から七大
生活習慣病入院給付金を支払い、七大生活習慣病入院給
付金が支払われる期間が終了した日の翌日から災害入院
給付金をお支払いします。
＜例③＞脳梗塞が再発して、２回の入院をした場合
初回
脳梗塞
入院

!

２回目

退院 入院

脳梗塞の再発
退院

【解説】
２回以上入院をした場合でも、
「それぞれの入院の原因
が同一」もしくは「それぞれの入院の原因に医学上重要
な関係がある」場合には、２回以上の入院を１回の入院
とみなします（併発している原因を含みます）
。当社が
１回の入院とみなした場合、２回目以降の入院日数も通
算して取り扱います。その結果、１入院の支払限度日数
を超過する入院については、入院給付金をお支払いしま
せん。
ただし、入院給付金の支払われた最終の入院の退院日の
翌日（災害入院の場合は事故の日）から１８０日経過後に
開始した入院については、新たな入院とみなします。

別表８

対象となる手術は、下表のとおりとします。
「手術」とは治療を直接の目的として、器具を用い、生体
に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番
号１〜８８を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロ
ックは除きます。
手術の種類
§

皮膚・乳房の手術
１ 植皮術（２５cm２未満は除く。）

２ 乳房切断術
§

筋骨の手術（抜釘術は除く。）
骨移植術
骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置
に伴うものを除く。）
８ 脊椎・骨盤観血手術
９ 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
３
４
５
６
７

１０
１１
１２
１３

手術の種類

対象となる手術

四肢切断術（手指・足指を除く。）
切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎・
結節腫・粘液腫手術は除く。）

§ 呼吸器・胸部の手術
１４ 慢性副鼻腔炎根本手術
１５ 喉頭全摘除術
１６ 気管、気管支、肺、胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
１７ 胸郭形成術
１８ 縦隔腫瘍摘出術
§ 循環器・脾の手術
１９ 観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を
除く。）
２０ 静脈瘤根本手術
２１ 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸・開腹
術を伴うもの。
）
２２ 心膜切開・縫合術
２３ 直視下心臓内手術
２４ 体内用ペースメーカー埋込術
２５ 脾摘除術
§ 消化器の手術
２６ 耳下腺腫瘍摘出術
２７ 顎下腺腫瘍摘出術
２８ 食道離断術
２９ 胃切除術
３０ その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
３１ 腹膜炎手術
３２ 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
３３ ヘルニア根本手術
３４ 虫垂切除術・盲腸縫縮術
３５ 直腸脱根本手術

３６ その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
３７ 痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたもの
で、処置・単なる痔核のみの手術は除く。）
§ 尿・性器の手術
３８ 腎移植手術（受容者に限る。）
３９ 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的操作は
除く。）
４０ 尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
４１ 尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
４２ 陰茎切断術
４３ 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
４４ 陰嚢水腫根本手術
４５ 子宮広汎全摘除術
４６ 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術
４７ 帝王切開娩出術
４８ 子宮外妊娠手術
４９ 子宮脱・腟脱手術
５０ その他の子宮手術（子宮頸管ポリープ切除術・人工
妊娠中絶術を除く。）
５１ 卵管・卵巣観血手術（経腟的操作は除く。）
５２ その他の卵管・卵巣手術
§ 内分泌器の手術
５３ 下垂体腫瘍摘除術
５４ 甲状腺手術
５５ 副腎全摘除術
§ 神経の手術
５６ 頭蓋内観血手術
５７ 神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・
開放術・捻除術。）
５８ 観血的脊髄腫瘍摘出手術
５９ 脊髄硬膜内外観血手術
§ 感覚器・視器の手術
６０ 眼瞼下垂症手術
６１ 涙小管形成術
６２ 涙嚢鼻腔吻合術
６３ 結膜嚢形成術
６４ 角膜移植術
６５ 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
６６ 虹彩前後癒着剥離術
６７ 緑内障観血手術
６８ 白内障・水晶体観血手術
６９ 硝子体観血手術
７０ 網膜剥離症手術
７１ レーザー・冷凍凝固による眼球手術
（施術の開始日から６０日の間に１回の給付を限度とする。）
７２ 眼球摘除術・組織充填術
７３ 眼窩腫瘍摘出術
７４ 眼筋移植術
※感覚器・視器の手術においては、屈折矯正手術および調
節異常矯正手術は支払の対象となりません。

手術の種類
§ 感覚器・聴器の手術
７５ 観血的鼓膜・鼓室形成術
７６ 乳様洞削開術
７７ 中耳根本手術
７８ 内耳観血手術
７９ 聴神経腫瘍摘出術
§ 悪性新生物の手術
８０ 悪性新生物根治手術（ファイバースコープまたは血
管・バスケットカテーテルによる手術は除く。）
８１ 悪性新生物温熱療法（施術の開始日から６０日の間に
１回の給付を限度とする。）
８２ その他の悪性新生物手術（ファイバースコープまた
は血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。）
§ 上記以外の手術
８３ 上記以外の開頭術
８４ 上記以外の開胸術
８５ 上記以外の開腹術
８６ 衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から６０
日の間に１回の給付を限度とする。）
８７ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテー
テルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術（検査・処
置は含まない。施術の開始日から６０日の間に１回の
給付を限度とする。）
§ 新生物根治放射線照射
８８ 新生物根治放射線照射（５，
０００ラド以上の照射で施術
の開始日から６０日の間に１回の給付を限度とする。）
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