
ガンや出産・特定の不妊治療にも備えられる
16歳～４０歳の女性のためのプランをご用意しました

「&LIFE 新医療保険Ａプレミア」は「低・無解約返戻金選択型医療保険（１８）無配当」の販売名称です。

疾病入院給付金・災害入院給付金

手術給付金

集中治療給付金注3 集中治療室（ICU）管理を受けられたとき １回につき 6万円

主契約 ■解約返戻金の型：払込期間中無解約返戻金型■保険期間・保険料払込期間：終身■支払限度の型：30日型■入院給付金日額：3,000円
■手術給付金の型：手術Ⅰ型 ●初期入院10日給付特則付●八大疾病入院無制限給付特則付

■女性サポート給付金付ガン診断給付特約（特約保険期間10年）※特約保険期間は10年、15年、20年から選択いただけます。

注1 初期入院10日給付特則を付加した場合、日帰り入院から入院10日目まで一律10日分をお支払いします。
※日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。

注2 放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いできません。
注3 集中治療給付金は1回の入院について１回のお支払いを限度とします。
注4 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（91日目）をガン給付責任開始日として女性サポート給付金付ガン診断給付特約のガンに関する保障を

開始します。
注5 ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて１年以内に、再度ガン診断給付金のお支払事由に該当した場

合には、ガン診断給付金をお支払いできません。
注6 特定部位（乳房、子宮、卵巣、卵管、外陰部、膣および胎盤）に生じたガン（上皮内ガンを含む）

放射線治療を受けられたとき １回につき 3万円

１回につき 3万円 １回につき 1.5万円入院中 外 来

一律 3万円 1日につき 3,000円日帰り入院から入院10日目まで注１ 入院11日目以降

特約

約款所定の八大疾病※

による入院の場合

１回の入院・通算ともに

無制限
約款所定の八大疾病※

以外の病気やケガの場合
1回の入院につき30日
通算1,095日

満了時給付金

ガン診断給付金注４注5

特定不妊治療給付金

責任開始日からその日を含めて1年経過後に、子を出産（流産・死産は含まない）されたとき

1回目 4回目
5回目
以降3回目2回目5万円 15万円 25万円 35万円 50万円

責任開始日からその日を含めて2年経過後に、次のすべてに該当する施術（特定不妊治療）を受けられたとき
○被保険者の妊娠を直接の目的とした、日本国内の病院または診療所における施術であること
○その施術が体外受精または顕微授精の治療過程で受けた次のいずれかであること
・採卵 ・胚移植（被保険者の卵子から作成した胚で行われる場合に限ります。）

1～6回目 2.5万円 7～12回目 5万円

初めてガン（上皮内ガンを含む）と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき

1年に1回を限度に回数無制限 50万円

女性特定ガン初回診断給付金注４ 初めて約款所定の女性特定ガン注6と診断確定されたとき 1回限り 50万円

この特約の保険期間満了時に被保険者が生存されていたとき

50万円＋（5,000円×女性サポート給付金支払回数）－（女性サポート給付金支払合計額）
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病気やケガにより入院されたとき

病気やケガにより手術を受けられたとき

○支払限度日数

※上記以外のプランをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

※特定不妊治療給付金は特約の
保険期間を通じて12回のお支
払いを限度とします。

※お支払いする満了時給付金額は、払込

保険料の合計額よりも必ず少なくなります。

①ガン（上皮内ガンを含む） ②心疾患

③脳血管疾患 ④高血圧性疾患・大動脈瘤等
すい

⑤糖尿病 ⑥肝疾患 ⑦腎疾患 ⑧膵疾患

※ 約款所定の八大疾病

※女性サポート給付金とは、出産給付金と特定不妊治療給付金をいいます。

特定不妊治療
1回につき

女
性
サ
ポ
ー
ト
給
付
金

出産1回につき

放射線治療給付金注2

主契約
女性サポート給付金付ガン診断給付特約 特約保険期間（満了時給付金）

10年（最大50万円） 15年（最大75万円） 20年（最大100万円）

ご契約年齢

20歳 852円 4,885円 4,933円 5,002円

25歳 924円 5,010円 5,070円 5,151円

30歳 963円 5,058円 5,130円 5,176円

35歳 999円 5,145円 5,166円 ―

40歳 1,068円 5,243円 ― ―

■&LIFE 新医療保険Ａプレミア 保険料例（月払・口座振替扱）

ご契約例 ＆LIFE 新医療保険Ａプレミア

※生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

※保険料払込期間中に解約された場合には、解約返戻金はありません。

※女性サポート給付金付ガン診断給付特約の解約返戻金額は、女性サポート給付金の支払回数・支払合計額等により異なります。

出産給付金
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出産にも
備えておきたい！

ガンには
備えておきたい！

女性のガンの罹患者数推移

＜全年齢＞ ＜15歳～３９歳＞

「もしも」のときに受け取れる給付金はどれくらい？

「もしも」のときに受け取れる給付金はどれくらい？

給付例
１

給付例
２

乳ガン

子宮ガン

（件）（件）

全年齢の場合、乳ガンは２０年間で約３倍、
１５歳から３９歳の場合、子宮ガンは約4倍に増加していま
す。

出生順位別にみた父母の平均年齢

１８年の間で、第一子の出産年齢は、女性の場合
2.7歳上昇しています。

第１子出産年齢

第2子出産年齢

第3子出産年齢

第2子出産年齢

第１子出産年齢

第3子出産年齢
（歳）（歳）

資料：厚生労働省 厚生統計要覧（令和元年度）

昭和50年代以降は20歳代の出生率が大きく低下し、近
年は30～40歳代の出生率が上昇傾向となっています。

資料：厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）「平成30年我が国の人口動態」

表面ご契約例を確認ください。

検診を受けたところ乳ガンを発見。15日間入院し、その
入院中に乳房の観血切除術や放射線治療を受けた。

ガン診断給付金 ５０万円

女性特定ガン初回診断給付金 ５０万円

疾病入院給付金 3,000円×15日分= 4.5万円

手術給付金 ３万円

放射線治療給付金 ３万円

給付金合計 １１０.５万円

満了時給付金 ５０万円

給付金総額 １６０.５万円

女性サポート給付金付ガン診断給付特約の
保険期間満了時

第一子出産後、初めて卵巣ガンと診断確定され、
その３年後に再発により入院した。

ご契約

第一子
出産

卵巣ガンと
診断確定

ガン再発の
ため入院

保険期間

出産給付金（女性サポート給付金 )５万円

ガン診断給付金 ５0万円

ガン診断給付金 ５0万円

満了時給付金 45.5万円注2

不担保期間1年注1

注1 この期間は、出産給付金のお支払対象外です。
注2 特約期間が10年の契約例により、

50万円+（5,000円×女性サポート給付金支払回数）
－（女性サポート給付金支払合計額）
=50万円+（5,000円×1）－（5万円）=45.5万円

※女性サポート給付金付ガン診断給付特約からお受け取り

いただける給付金のみ記載しています。

給付金総額 ２００.５万円

＜母の年齢＞＜父の年齢＞

女性特定ガン初回診断給付金 ５0万円

資料：国立がん研究センター がん情報サービス「がん登録・統計」罹患データ
地域がん登録全国推計によるがん罹患データ（1995年、2005年、2015年）

ご契約例

ご契約例

「出産」、「ガン」、「女性特定ガン」の保障だけでなく、
約款所定の「特定不妊治療」にも備えられます。

表面ご契約例を確認ください。

満了(10年)

未来の「もしも」に備えませんか
16歳～40歳の女性にお伝えしたいことがあります
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