概要明示用資料

商品名称：医療終身保険
（無解約返戻金型）
［女性専用パック］

お手頃な保険料で「女性疾病」
を手厚く保障する
医療保険です。保険料は一生涯あがりません。
特徴 1

３大疾病入院
無制限給付特則

または

７大生活習慣病入院
無制限給付特則

が適用されている場合は、

３大疾病または７大生活習慣病による
入院を支払日数無制限で保障！
がんを含む女性疾病による入院に加え、
特徴 2
乳房切除術･子宮摘出術･卵巣摘出術や
特約
乳房再建術 を保障！
主契約

女性医療特約（18）

※1

特徴 3

がんによる通院は、退院後5年間、
支払日数無制限で保障！

特徴 4

上皮内がんでも、以後の保険料はいただきません！

特約

特約

通院治療特約

３大疾病保険料
払込免除特約

仕組み図(主契約) ＊主な保障内容およびお支払限度については裏面をご確認ください。
病気・ケガで入院
疾病入院給付金・災害入院給付金

手術給付金

３大疾病入院
７大生活習慣病入院
がん入院無制限
または
無制限給付特則 または 無制限給付特則
給付不担保特則

60 日型

または

120 日型

手術Ⅰ型 入院中 基本給付金額×10倍 外来 基本給付金額×5倍
手術Ⅱ型 入院中 基本給付金額×10・20・40倍 外来 基本給付金額×5倍

病気・ケガによる放射線治療

一生涯保障

病気・ケガによる手術

入院給付日額 疾病入院
給付金の特則
×
入院日数
給付限度の型

基本給付金額×10倍

放射線治療給付金

病気による骨髄移植術

基本給付金額×10倍

骨髄移植給付金

付加できる特約 ＊ご契約時の年齢などにより、お申し込みいただけない場合があります。
抗がん剤 ( 腫瘍用薬 ) 治療特約

女性疾病入院特約

通院治療特約

入院一時給付特約

７大生活習慣病入院特約

先進医療特約（11） ３大疾病保障特約

介護保障付終身保険特約（低解約返戻金型）

女性医療特約（18）

終身保険特約（低解約返戻金型）

３大疾病保険料払込免除特約※2

リビング・ニーズ特約

＊女性疾病の例：がん
（女性特有のがんに限りません）
、子宮筋腫、卵巣のう腫、異常分娩など
＊３大疾病：がん・急性心筋梗塞・脳卒中
＊７大生活習慣病：がん・心疾患
（急性心筋梗塞を含む）
・脳血管疾患
（脳卒中を含む）
・糖尿病・高血圧性疾患・腎疾患・肝疾患
＊基本給付金額：主契約の入院給付日額と同額
※１ 所定の乳房切除術を受けられた乳房についてのみお支払いします。
※2 ３大疾病保険料払込免除特約の保険料の払込免除理由に該当する期間は主契約の保険料払込期間中となります。

一生涯保障

がん診断特約

■ 医療終身保険
（無解約返戻金型）
お支払いする
給付金

お支払理由

お支払金額

お支払限度

災害入院
給付金

不慮の事故による傷害により
１日以上入院されたとき

入院給付日額×入院日数

継続した１回の入院につき60 日型は 60 日分、
120 日型は 120 日分。通算では 1000 日分。

疾病入院
給付金

疾病により１日以上入院されたとき

入院給付日額×入院日数

継続した１回の入院につき60 日型は 60 日分、
120 日型は 120 日分。通算では 1000 日分。
3 大疾病入院無制限給付特則
７大 生 活 習 慣 病により入 院された場 合 は、
1 回の入院のお支払限度を60 日延長します。
また、3 大 疾 病 により入 院 され た 場 合 は、
1 回の入院および通算のお支払限度を超えて
お支払いします。

商品概要︵主契約︶

7 大生活習慣病入院無制限給付特則
７大 生 活 習 慣 病により入 院された場 合 は、
１回の入院および通算のお支払限度を超えて
お支払いします。
手術
給付金

傷害または疾病により、公的医療
保険制度に基づく医科診療報酬点
数表において手術料の算定対象と
なる手術を受けられたとき

入院中の手術

通算限度なし

＜手術Ⅰ型＞
基本給付金額×10 倍
＜手術Ⅱ型＞
基本給付金額×10・20・40 倍
外来の手術

＜手術Ⅰ型・Ⅱ型＞
基本給付金額×5 倍
骨髄移植
給付金

疾病により、公的医療保険制度に
基づく医科診療報酬点数表におい
て輸血料の算定対象となる骨髄移
植術を受けられたとき

基本給付金額×10 倍

通算限度なし

放射線治療
給付金

傷害または疾病により、公的医療
保険制度に基づく医科診療報酬点
数表において放射線治療料の算定
対象となる放射線治療を受けられ
たとき

基本給付金額×10 倍

通算限度なし
（60 日に1 回）

＊基本給付金額：主契約の入院給付日額と同額

主な取扱規程

契約年齢（主契約）

入院給付日額の範囲（主契約）

0 歳〜 85 歳

19 歳以下：3,000 円〜10,000 円 ／ 20 歳以上：3,000 円〜20,000 円
払込期間

保険期間

終身、有期（60 歳・65 歳・70 歳・75 歳・80 歳まで）

終身（更新なし）

付加できる特約
あり（表面参照）

配当金・満期保険金について
■この保険は無配当保険であるため、
ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。

解約返戻金・死亡保険金について
■主契約は保険料払込期間中の解約返戻金や死亡保険金がありません。
ただし、保険料払込期間が有期の場合で保険料払込期間

満了後に解約または死亡されたときは、主契約の入院給付日額の10倍相当額の解約返戻金または死亡返還金があります。
■主契約に付加された特約
（終身保険特約
（低解約返戻金型）
および介護保障付終身保険特約
（低解約返戻金型）
を除く）
は、保険期

間を通じて解約返戻金や死亡保険金がありません。
■終身保険特約
（低解約返戻金型）
および介護保障付終身保険特約
（低解約返戻金型）
は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設

定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70%としています。
商品内容の詳細および保険料などについては「商品パンフレット」
「契約概要」
「注意喚起情報」
「ご契約のしおり」
「約款」などを必ずご覧ください。
〈募集代理店〉

〈引受保険会社〉

ほけん百花

いずみライフデザイナーズ株式会社

〒1070052 東京都港区赤坂335 住友生命山王ビル9F
Tel. 0120880167（0355496191）
Fax. 0355496195
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