医療保険 新キュア・サポート

ご契約のしおり抜粋

無配当 引受基準緩和型医療保険（２０１５）
引受基準緩和型先進医療特約
引受基準緩和型がん一時金特約
引受基準緩和型重度三疾病一時金特約
引受基準緩和型終身保険特約（低解約払戻金型）
（２０１５）

＜２０１５年１０月作成＞

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＞
交通事故で開放骨折をして、その入院の際に肺炎が判明した場合

お客さまへ

開放骨折

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」

肺炎

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

入院

３．ご契約後について

「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または特約の解除
・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（復活日および特約の中
途付加日を含みます。以下同じ。
）から２年以内であれば、当社は「告知義
務違反」として保険契約または特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または特約を解除すること
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
険契約または特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、当社は保険契約または特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または特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・特約
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・特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―」（ 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）をご確認ください。

■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

退院

〔解説〕
疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場合には、災害
入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金はお支払いし
ません。
＜例②＞
交通事故で開放骨折をして入院、その後に肺炎が判明し、継続して入院
した場合

開放骨折
肺炎
入院

退院

〔解説〕
災害入院給付金が支払われる期間中に病気による治療を開始した場合、
災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日から、疾病入院給
付金の支払事由に該当する入院をしている間の疾病入院給付金をお支払
いします。
＜例③＞
ぜんそくで２回以上の入院をした場合

初回
ぜんそく
入院

!
退院

２回目
ぜんそく（再入院）

入院

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からその日
を含めて１８１日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなしま
す。

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。

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
「特に重要な事項のお知らせ―注意喚起情報―」
（ 責任開始時（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。

―１―

―２―

「商品概要のご説明」は、商品に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を
記載しています。
この書面に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、
概要や代表事例を示しています。

商品概要のご説明
―契約概要―

◎この商品（特約含む）は、告知項目を限定し、引受基準を緩和することで、
持病がある方、入院経験がある方がご加入しやすいように設計されていま
す。そのため、保険料は引受基準を緩和していない当社の他の商品と比べ
て割増しされています。
◎健康状態について、より詳細な告知をいただくことで、保険料が割増しさ
れていない当社の他の商品にご契約いただける場合があります。

●保障内容について（医療保険 新キュア・サポート「６０日型」
）
給付金・一時金・保険金名称・支払事由の概要

■疾病入院給付金
病気で入院されたとき

■手術給付金
主
契
約

■ご契約例
日額１０，
０００円コース（引受基準緩和型先進医療特約、引受基準緩和型がん
一時金特約、引受基準緩和型重度三疾病一時金特約、引受基準緩和型終身
保険特約（低解約払戻金型）（２０１５）付加）の場合
無配当 引受基準緩和型医療保険（2015）

主

疾病入院給付金

契

引
受
基
準
緩
和
型
先
進
医
療
特
約

10,000円

契約日から 災害入院給付金
1日につき 10,000円
1年間

約

手術給付金
1回につき
1回につき

が引
ん受
一基
時準
金緩
特和
約型

10万円（入院中の場合）
5万円（外来の場合）

引受基準緩和型先進医療特約

支払額は50%

特

引受基準緩和型がん一時金特約
＊1

約

1回につき

50万円

引受基準緩和型重度三疾病一時金特約＊2

がん一時金＊1

待期間

1回につき

50万円

保険期間／保険料払込期間：終身／終身払

▲

責任開始日
／契約日

▼

▲

▲

契約日より
がん
責任開始日 1年経過

一生 涯 保 障

急性心筋梗塞一時金＊1
1回につき 50万円
脳卒中一時金＊1
1回につき 50万円

（90日）

▼

特

災害死亡
〈支払額は100%〉

約

病気死亡

■先進医療給付金＊４
０００万円
病気または不慮の事故で先進医療によ 通算２，
る療養を受けられたとき

支払回数無制限
初回：初めてがんと診断確定されたとき
（た だ し、１年 がん一時金額
２回目以降：がんの治療を目的として
に１回を限度）
入院を開始されたとき

︵引
低受
解基
約準
払緩
戻
金和
型型
終
︶
︵身
２保
０険
１特
５
︶約

■死亡保険金＊４
死亡されたとき

ニ
ーリ
ズビ ■リビング・ニーズ保険金
特ン
余命６か月以内と判断されたとき
約グ
＊ ・
５

引受基準緩和型終身保険特約
（低解約払戻金型）
（2015）

死亡保険金＊1
一括して

先進医療に
かかる技術料
と同額

■がん一時金＊４

支払回数無制限
初回：初めてがんと診断確定されたとき
（た だ し、１年
重
２回目以降：がんの治療を目的として
度引
に１回を限度）
入院を開始されたとき
三受
疾基
＊４
支払回数無制限
病準 ■急性心筋梗塞一時金
一緩
急性心筋梗塞の治療を目的として入院 （た だ し、１年
時和
を開始されたとき
に１回を限度）
金型
特
支払回数無制限
■脳卒中一時金＊４
約
脳卒中の治療を目的として入院を開始 （た だ し、１年
されたとき
に１回を限度）

先進医療にかかる
技術料と同額

「がん」の

病気または不慮の事故で約款所定の以
〈入院中の場合〉
下の手術を受けられたとき
主契約の
・公的医療保険制度における医科診療
入院給付金
報酬点数表に「手術料」「放射線治
日額の１０倍
療料」の算定対象として列挙されて
支払回数無制限
いる診療行為、または「輸血料」の
〈外来の場合〉
算定対象となる骨髄移植術
主契約の
・先進医療に該当する診療行為
入院給付金
約款所定の骨髄幹細胞の採取術を受け
日額の５倍
られたとき（責任開始日の１年後より
保障開始）

■がん一時金＊４

先進医療給付金＊1

がん一時金

「●支払限度日数 入院給付金日額
に つ い て」を ご
×
確認ください
入院日数

「●支払限度日数 入院給付金日額
×
不慮の事故で１８０日以内に入院された に つ い て」を ご
確認ください
入院日数
とき

「医療保険 新CURE Support［キュア・サポート］
」の正式名称は、
「無配
当 引受基準緩和型医療保険（２０１５）」です。病気やケガによる入院や手術を
一生涯保障します。
１入院の支払限度日数が６０日までの「６０日型」となります。
特約により、死亡やがん・急性心筋梗塞・脳卒中、先進医療に対する保障を
加えることができます。

支払削減
期間

支払額＊３

■災害入院給付金

●商品の仕組みについて

1日につき

支払限度

200万円

支払額は50%

＊１ 特約を付加された場合のみ、お支払いします。
＊２ 引受基準緩和型重度三疾病一時金特約の急性心筋梗塞一時金、脳卒中
一時金にかかわる保障は、責任開始日より開始します。
※ご契約いただく給付金額・一時金額・保険金額・保険期間・保険料払込期
間・保険料払込方法（月払・半年払・年払、払込経路＝口座振替扱・クレ
ジットカード払扱）については申込書記載のとおりとなりますのでご確認
ください。

――

一時金額

１入院の支払限度
６０日
６０日

通算支払限度
１，
０００日
１，
０００日

②生活習慣病充実プラン
１入院の支払限度 通算支払限度
約款所定の七大生活習慣
無制限
病
（三大疾病）
による入院
１，
０００日
主 疾病入院給付金 約款所定の七大生活習慣病
（三大疾病は
１２０日
契
（三大疾病以外）による入院
無制限）
約
病気による入院（上記以外）
６０日
災害入院給付金 ケガによる入院
６０日
１，
０００日

「約款所定の七大生活習慣病」は次のとおりです。
"がん（悪性新生物・上皮内新生物） "心疾患 "脳血管疾患 "糖尿病
"高血圧性疾患 "肝硬変 "慢性腎不全
（このうち「三大疾病」は"がん（悪性新生物・上皮内新生物） "心疾患
"脳血管疾患をさします。）

◎保障内容に関する注意事項について
●主契約・特約の各給付金等のお支払いは、いずれも責任開始時以後に生じ
た病気または不慮の事故が対象となります。ただし、責任開始時前に生じ
た病気でも、責任開始時以後に症状が悪化したこと等によって、入院・手
術等が必要であると医師によって判断されたときは、各給付金等をお支払
いします。（がんによる場合は取扱いが異なります。）
●１日の入院に対して「疾病入院給付金」と「災害入院給付金」は重複して
お支払いしません。
●２回以上の入院をされた場合でも、「それぞれの入院の原因が同一のとき」
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」場合は１回
の入院とみなします（併発している原因を含みます）。
※主契約・特約の給付金等のお支払いについての詳細は、ご契約後にお送り
する「ご契約のしおり（給付金等のお支払いについて）」
をご確認ください。
生活習慣病充実プランの場合
七大生活習慣病以外の原因により疾病入院給付金の支払事由に該当する入
院を開始し、その入院中に、高血圧症以外の七大生活習慣病の治療を開始
した場合には、その入院を開始した日から七大生活習慣病の治療を目的と
して入院したものとみなして、給付金をお支払いします。
《手術給付金について》
●以下の手術はお支払いの対象にはなりません。

一時金額

一時金額

保険金額

指定保険金額から６か月間の
指定保険金額に対応する利息
および保険料相当額を差し引
いた金額

＊３契約日からその日を含めて１年以内（支払削減期間）に支払事由に該当し
（責
た場合には､給付金・一時金・保険金のお支払額は５０％に削減されます
任開始日から契約日までの間に支払事由が発生したときも同様に取り扱い
｣
ます）。ただし､｢引受基準緩和型終身保険特約（低解約払戻金型）（２０１５）
を付加しているとき､約款所定の不慮の事故で､その事故の日から１８０日以
内に死亡された場合､または約款所定の感染症により死亡された場合には､
保険金額全額をお支払いします。
＊４特約を付加された場合のみ、お支払いします。
＊５「引受基準緩和型終身保険特約（低解約払戻金型）（２０１５）」を付加した場
合、自動的に付加されます。

●支払限度日数について
プランにより支払限度日数が異なります。

―３―

①基本プラン
疾病入院給付金 病気による入院
災害入院給付金 ケガによる入院

主
契
約

①基本プラン：七大生活習慣病入院給付特則（三大疾病無制限型）適
用なし
②生活習慣病充実プラン：七大生活習慣病入院給付特則（三大疾病無
制限型）適用あり
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《引受基準緩和型がん一時金特約について》
●がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者また
は被保険者の知・不知にかかわらず、この特約は無効となります。
《引受基準緩和型重度三疾病一時金特約について》
●がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者また
は被保険者の知・不知にかかわらず、この特約のがん一時金はお支払いし
ません。
※各特約についての詳細は、ご契約後にお送りする「ご契約のしおり
（特約に
ついて／引受基準緩和型がん一時金特約）
、（特約について／引受基準緩
和型重度三疾病一時金特約）」をご確認ください。
《リビング・ニーズ特約について》
●主契約が消滅したときには特約も消滅します。
●リビング・ニーズ保険金のお支払い後は、指定保険金額の保障は消滅しま
す。
※リビング・ニーズ特約についての詳細は、ご契約後にお送りする
「ご契約
のしおり（特約について／リビング・ニーズ特約）」をご確認ください。

●保険期間・保険料払込期間について
保険期間は終身、保険料払込期間は終身払です。

●保険料払込免除について
・不慮の事故により、その事故の日から１８０日以内に、約款所定の身体障害
の状態に該当または約款所定の高度障害状態に該当されたときは、将来の
保険料の払込みが免除されます。
※保険料払込免除についての詳細は、ご契約後にお送りする「ご契約のしお
り（しくみと特徴）」をご確認ください。

●解約払戻金について
〔主契約・引受基準緩和型先進医療特約・引受基準緩和型がん一時金特約・
引受基準緩和型重度三疾病一時金特約〕
保険期間を通じて解約払戻金はありません。
〕
〔引受基準緩和型終身保険特約（低解約払戻金型）（２０１５）
・保険期間を通じて解約払戻金は抑制されています。
・解約払戻金の額は、契約年齢、経過年数などによって異なります。

●配当金・満期保険金について
この商品に配当金・満期保険金はありません。

●その他の注意事項について
契約者貸付、保険料の自動振替貸付は取り扱いません。

傷の処理（創傷処理、デブリードマン）／切開術（皮膚、鼓膜）／骨ま
たは関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
／抜歯／異物除去（外耳、鼻腔内）／鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）
／魚の目、タコ切除術（鶏眼・胼胝切除術）
●同一の日に複数回手術を受けた場合は、支払額の高いいずれか１回の手術
についてのみ手術給付金をお支払いします。
●手術料が１日につき算定される手術を受けた場合は、その手術を受けた１
日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
●放射線照射または温熱療法による診療行為を複数回受けた場合は、手術給
付金のお支払いは６０日に１回を限度とします。
※手術給付金についての詳細は、ご契約後にお送りする「ご契約のしおり（し
くみと特徴／手術給付金について）」をご確認ください。
《引受基準緩和型先進医療特約について》
●先進医療とは公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣
が定める医療技術のことで、医療技術ごとに適応症（対象となる病気・症
状等）および実施する医療機関（施設基準に適合する病院または診療所）
が決められています。
●医療行為、医療機関および適応症などによっては、先進医療給付金のお支
払いの対象とならないことがあります。
●療養を受けた日現在において、公的医療保険制度の給付対象となっている
場合や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、
先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
０００万円に達したとき、この特約は
●先進医療給付金のお支払額の通算が２，
消滅します。
※引受基準緩和型先進医療特約についての詳細は、ご契約後にお送りする「ご
契約のしおり（特約について／引受基準緩和型先進医療特約）
」をご確認
ください。
《がんにかかわる保障について》
●引受基準緩和型がん一時金特約・引受基準緩和型重度三疾病一時金特約の
がんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて９１日目（がん責任
開始日）より開始します。
《がんの診断確定について》
●この保険では、診断確定の根拠となった検査の実施日を、がんと診断確定
された日とみなします。
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医療保険 新キュア・サポート

ご契約のしおり抜粋

無配当 引受基準緩和型医療保険（２０１５）
引受基準緩和型先進医療特約
引受基準緩和型がん一時金特約
引受基準緩和型重度三疾病一時金特約
引受基準緩和型終身保険特約（低解約払戻金型）
（２０１５）

＜２０１５年１０月作成＞

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＞
交通事故で開放骨折をして、その入院の際に肺炎が判明した場合

お客さまへ

開放骨折

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」

肺炎

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

入院

３．ご契約後について

「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または特約の解除
・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（復活日および特約の中
途付加日を含みます。以下同じ。
）から２年以内であれば、当社は「告知義
務違反」として保険契約または特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または特約を解除すること
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
険契約または特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、当社は保険契約または特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または特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・特約
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・特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―」（ 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）をご確認ください。

■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

退院

〔解説〕
疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場合には、災害
入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金はお支払いし
ません。
＜例②＞
交通事故で開放骨折をして入院、その後に肺炎が判明し、継続して入院
した場合

開放骨折
肺炎
入院

退院

〔解説〕
災害入院給付金が支払われる期間中に病気による治療を開始した場合、
災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日から、疾病入院給
付金の支払事由に該当する入院をしている間の疾病入院給付金をお支払
いします。
＜例③＞
ぜんそくで２回以上の入院をした場合

初回
ぜんそく
入院

!
退院

２回目
ぜんそく（再入院）

入院

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からその日
を含めて１８１日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなしま
す。

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。

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
「特に重要な事項のお知らせ―注意喚起情報―」
（ 責任開始時（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。

―１―

―２―

「商品概要のご説明」は、商品に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を
記載しています。
この書面に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、
概要や代表事例を示しています。

商品概要のご説明
―契約概要―

◎この商品（特約含む）は、告知項目を限定し、引受基準を緩和することで、
持病がある方、入院経験がある方がご加入しやすいように設計されていま
す。そのため、保険料は引受基準を緩和していない当社の他の商品と比べ
て割増しされています。
◎健康状態について、より詳細な告知をいただくことで、保険料が割増しさ
れていない当社の他の商品にご契約いただける場合があります。

●保障内容について（医療保険 新キュア・サポート「６０日型」
）
給付金・一時金・保険金名称・支払事由の概要

■疾病入院給付金
病気で入院されたとき

■手術給付金
主
契
約

■ご契約例
日額１０，
０００円コース（引受基準緩和型先進医療特約、引受基準緩和型がん
一時金特約、引受基準緩和型重度三疾病一時金特約、引受基準緩和型終身
保険特約（低解約払戻金型）（２０１５）付加）の場合
無配当 引受基準緩和型医療保険（2015）

主

疾病入院給付金

契

引
受
基
準
緩
和
型
先
進
医
療
特
約

10,000円

契約日から 災害入院給付金
1日につき 10,000円
1年間

約

手術給付金
1回につき
1回につき

が引
ん受
一基
時準
金緩
特和
約型

10万円（入院中の場合）
5万円（外来の場合）

引受基準緩和型先進医療特約

支払額は50%

特

引受基準緩和型がん一時金特約
＊1

約

1回につき

50万円

引受基準緩和型重度三疾病一時金特約＊2

がん一時金＊1

待期間

1回につき

50万円

保険期間／保険料払込期間：終身／終身払

▲

責任開始日
／契約日

▼

▲

▲

契約日より
がん
責任開始日 1年経過

一生 涯 保 障

急性心筋梗塞一時金＊1
1回につき 50万円
脳卒中一時金＊1
1回につき 50万円

（90日）

▼

特

災害死亡
〈支払額は100%〉

約

病気死亡

■先進医療給付金＊４
０００万円
病気または不慮の事故で先進医療によ 通算２，
る療養を受けられたとき

支払回数無制限
初回：初めてがんと診断確定されたとき
（た だ し、１年 がん一時金額
２回目以降：がんの治療を目的として
に１回を限度）
入院を開始されたとき

︵引
低受
解基
約準
払緩
戻
金和
型型
終
︶
︵身
２保
０険
１特
５
︶約

■死亡保険金＊４
死亡されたとき

ニ
ーリ
ズビ ■リビング・ニーズ保険金
特ン
余命６か月以内と判断されたとき
約グ
＊ ・
５

引受基準緩和型終身保険特約
（低解約払戻金型）
（2015）

死亡保険金＊1
一括して

先進医療に
かかる技術料
と同額

■がん一時金＊４

支払回数無制限
初回：初めてがんと診断確定されたとき
（た だ し、１年
重
２回目以降：がんの治療を目的として
度引
に１回を限度）
入院を開始されたとき
三受
疾基
＊４
支払回数無制限
病準 ■急性心筋梗塞一時金
一緩
急性心筋梗塞の治療を目的として入院 （た だ し、１年
時和
を開始されたとき
に１回を限度）
金型
特
支払回数無制限
■脳卒中一時金＊４
約
脳卒中の治療を目的として入院を開始 （た だ し、１年
されたとき
に１回を限度）

先進医療にかかる
技術料と同額

「がん」の

病気または不慮の事故で約款所定の以
〈入院中の場合〉
下の手術を受けられたとき
主契約の
・公的医療保険制度における医科診療
入院給付金
報酬点数表に「手術料」「放射線治
日額の１０倍
療料」の算定対象として列挙されて
支払回数無制限
いる診療行為、または「輸血料」の
〈外来の場合〉
算定対象となる骨髄移植術
主契約の
・先進医療に該当する診療行為
入院給付金
約款所定の骨髄幹細胞の採取術を受け
日額の５倍
られたとき（責任開始日の１年後より
保障開始）

■がん一時金＊４

先進医療給付金＊1

がん一時金

「●支払限度日数 入院給付金日額
に つ い て」を ご
×
確認ください
入院日数

「●支払限度日数 入院給付金日額
×
不慮の事故で１８０日以内に入院された に つ い て」を ご
確認ください
入院日数
とき

「医療保険 新CURE Support［キュア・サポート］
」の正式名称は、
「無配
当 引受基準緩和型医療保険（２０１５）」です。病気やケガによる入院や手術を
一生涯保障します。
１入院の支払限度日数が６０日までの「６０日型」となります。
特約により、死亡やがん・急性心筋梗塞・脳卒中、先進医療に対する保障を
加えることができます。

支払削減
期間

支払額＊３

■災害入院給付金

●商品の仕組みについて

1日につき

支払限度

200万円

支払額は50%

＊１ 特約を付加された場合のみ、お支払いします。
＊２ 引受基準緩和型重度三疾病一時金特約の急性心筋梗塞一時金、脳卒中
一時金にかかわる保障は、責任開始日より開始します。
※ご契約いただく給付金額・一時金額・保険金額・保険期間・保険料払込期
間・保険料払込方法（月払・半年払・年払、払込経路＝口座振替扱・クレ
ジットカード払扱）については申込書記載のとおりとなりますのでご確認
ください。

――

一時金額

１入院の支払限度
６０日
６０日

通算支払限度
１，
０００日
１，
０００日

②生活習慣病充実プラン
１入院の支払限度 通算支払限度
約款所定の七大生活習慣
無制限
病
（三大疾病）
による入院
１，
０００日
主 疾病入院給付金 約款所定の七大生活習慣病
（三大疾病は
１２０日
契
（三大疾病以外）による入院
無制限）
約
病気による入院（上記以外）
６０日
災害入院給付金 ケガによる入院
６０日
１，
０００日

「約款所定の七大生活習慣病」は次のとおりです。
"がん（悪性新生物・上皮内新生物） "心疾患 "脳血管疾患 "糖尿病
"高血圧性疾患 "肝硬変 "慢性腎不全
（このうち「三大疾病」は"がん（悪性新生物・上皮内新生物） "心疾患
"脳血管疾患をさします。）

◎保障内容に関する注意事項について
●主契約・特約の各給付金等のお支払いは、いずれも責任開始時以後に生じ
た病気または不慮の事故が対象となります。ただし、責任開始時前に生じ
た病気でも、責任開始時以後に症状が悪化したこと等によって、入院・手
術等が必要であると医師によって判断されたときは、各給付金等をお支払
いします。（がんによる場合は取扱いが異なります。）
●１日の入院に対して「疾病入院給付金」と「災害入院給付金」は重複して
お支払いしません。
●２回以上の入院をされた場合でも、「それぞれの入院の原因が同一のとき」
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」場合は１回
の入院とみなします（併発している原因を含みます）。
※主契約・特約の給付金等のお支払いについての詳細は、ご契約後にお送り
する「ご契約のしおり（給付金等のお支払いについて）」
をご確認ください。
生活習慣病充実プランの場合
七大生活習慣病以外の原因により疾病入院給付金の支払事由に該当する入
院を開始し、その入院中に、高血圧症以外の七大生活習慣病の治療を開始
した場合には、その入院を開始した日から七大生活習慣病の治療を目的と
して入院したものとみなして、給付金をお支払いします。
《手術給付金について》
●以下の手術はお支払いの対象にはなりません。

一時金額

一時金額

保険金額

指定保険金額から６か月間の
指定保険金額に対応する利息
および保険料相当額を差し引
いた金額

＊３契約日からその日を含めて１年以内（支払削減期間）に支払事由に該当し
（責
た場合には､給付金・一時金・保険金のお支払額は５０％に削減されます
任開始日から契約日までの間に支払事由が発生したときも同様に取り扱い
｣
ます）。ただし､｢引受基準緩和型終身保険特約（低解約払戻金型）（２０１５）
を付加しているとき､約款所定の不慮の事故で､その事故の日から１８０日以
内に死亡された場合､または約款所定の感染症により死亡された場合には､
保険金額全額をお支払いします。
＊４特約を付加された場合のみ、お支払いします。
＊５「引受基準緩和型終身保険特約（低解約払戻金型）（２０１５）」を付加した場
合、自動的に付加されます。

●支払限度日数について
プランにより支払限度日数が異なります。

―３―

①基本プラン
疾病入院給付金 病気による入院
災害入院給付金 ケガによる入院

主
契
約

①基本プラン：七大生活習慣病入院給付特則（三大疾病無制限型）適
用なし
②生活習慣病充実プラン：七大生活習慣病入院給付特則（三大疾病無
制限型）適用あり
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《引受基準緩和型がん一時金特約について》
●がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者また
は被保険者の知・不知にかかわらず、この特約は無効となります。
《引受基準緩和型重度三疾病一時金特約について》
●がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者また
は被保険者の知・不知にかかわらず、この特約のがん一時金はお支払いし
ません。
※各特約についての詳細は、ご契約後にお送りする「ご契約のしおり
（特約に
ついて／引受基準緩和型がん一時金特約）
、（特約について／引受基準緩
和型重度三疾病一時金特約）」をご確認ください。
《リビング・ニーズ特約について》
●主契約が消滅したときには特約も消滅します。
●リビング・ニーズ保険金のお支払い後は、指定保険金額の保障は消滅しま
す。
※リビング・ニーズ特約についての詳細は、ご契約後にお送りする
「ご契約
のしおり（特約について／リビング・ニーズ特約）」をご確認ください。

●保険期間・保険料払込期間について
保険期間は終身、保険料払込期間は終身払です。

●保険料払込免除について
・不慮の事故により、その事故の日から１８０日以内に、約款所定の身体障害
の状態に該当または約款所定の高度障害状態に該当されたときは、将来の
保険料の払込みが免除されます。
※保険料払込免除についての詳細は、ご契約後にお送りする「ご契約のしお
り（しくみと特徴）」をご確認ください。

●解約払戻金について
〔主契約・引受基準緩和型先進医療特約・引受基準緩和型がん一時金特約・
引受基準緩和型重度三疾病一時金特約〕
保険期間を通じて解約払戻金はありません。
〕
〔引受基準緩和型終身保険特約（低解約払戻金型）（２０１５）
・保険期間を通じて解約払戻金は抑制されています。
・解約払戻金の額は、契約年齢、経過年数などによって異なります。

●配当金・満期保険金について
この商品に配当金・満期保険金はありません。

●その他の注意事項について
契約者貸付、保険料の自動振替貸付は取り扱いません。

傷の処理（創傷処理、デブリードマン）／切開術（皮膚、鼓膜）／骨ま
たは関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
／抜歯／異物除去（外耳、鼻腔内）／鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）
／魚の目、タコ切除術（鶏眼・胼胝切除術）
●同一の日に複数回手術を受けた場合は、支払額の高いいずれか１回の手術
についてのみ手術給付金をお支払いします。
●手術料が１日につき算定される手術を受けた場合は、その手術を受けた１
日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
●放射線照射または温熱療法による診療行為を複数回受けた場合は、手術給
付金のお支払いは６０日に１回を限度とします。
※手術給付金についての詳細は、ご契約後にお送りする「ご契約のしおり（し
くみと特徴／手術給付金について）」をご確認ください。
《引受基準緩和型先進医療特約について》
●先進医療とは公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣
が定める医療技術のことで、医療技術ごとに適応症（対象となる病気・症
状等）および実施する医療機関（施設基準に適合する病院または診療所）
が決められています。
●医療行為、医療機関および適応症などによっては、先進医療給付金のお支
払いの対象とならないことがあります。
●療養を受けた日現在において、公的医療保険制度の給付対象となっている
場合や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、
先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
０００万円に達したとき、この特約は
●先進医療給付金のお支払額の通算が２，
消滅します。
※引受基準緩和型先進医療特約についての詳細は、ご契約後にお送りする「ご
契約のしおり（特約について／引受基準緩和型先進医療特約）
」をご確認
ください。
《がんにかかわる保障について》
●引受基準緩和型がん一時金特約・引受基準緩和型重度三疾病一時金特約の
がんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて９１日目（がん責任
開始日）より開始します。
《がんの診断確定について》
●この保険では、診断確定の根拠となった検査の実施日を、がんと診断確定
された日とみなします。
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