
 

① 告知項目を限定し、引受基準を緩和した商品です。 

・告知項目数を、従来の限定告知型医療保険の 5 項目から 3 項目（特則・特約の付加内容により

4項目）に削減しました。 

② 過去や現在の病気・ケガが悪化した場合でも保障します。 

・病気やケガによる所定の入院・手術等の保障を終身にわたり確保できます。 

・契約日からその日を含めて 1 年以内（削減支払期間）にお支払事由に該当した場合、給付金の

お支払額は、通常の 50％相当額に削減されます（主契約・特則・特約 共通）。 

③ 「新・健康のお守り」の特長を踏襲しています。 

・入院保障について、日帰り入院から対象となることに加え、三大疾病（がん・急性心筋梗塞・

脳卒中）の通算の支払限度が無制限になります（従来：1,000 日）。 

・手術保障について、支払の基準を約款記載の手術別表から公的医療保険に連動させる形式に変

更しました。また、給付倍率により手術Ⅰ型（手術内容により 40・20・10・5倍）・手術Ⅱ型（手

術内容にかかわらず一律 5倍）の 2つの型を設けました。 

④ 特則・特約を付加することにより保障を充実できます。 

・限定告知医療用先進医療特約を新設しました（通算の支払限度は 2,000 万円）。 

・三大疾病支払日数無制限特則※１を付加した場合、三大疾病による入院の 1回あたりの支払限度

（従来：60 日）も無制限になります。 

・限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約※１を付加した場合、特定疾病（悪性新生物・急性

心筋梗塞・脳卒中）により保険料払込免除事由に該当したとき（所定の再発・転移を含みます）、

以後の保険料の払込を免除します。 
※１：４つの告知項目におこたえいただきます。 
※２：限定告知型の医療保険向けの特定疾病による保険料免除特約は生命保険業界初(2015 年 2 月時点､当社調べ) 

⑤ 保険料の低廉化を図り、また、契約年齢範囲を拡大しました。 

・死亡保険金･生存給付金をなくすことなどにより、保険料の低廉化を実現しました。 

・契約年齢範囲を 20 歳～80 歳に拡大しました（従来：40 歳～75 歳）。 

                  の特徴 

 

2015 年 3 月 2 日 

限定告知型医療保険の新商品 
「新・健康のお守り ハート」を発売！ 

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（社長：熊野御堂 厚）は、2015 年 4 月 2日から限定告知型

医療保険の新商品「払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険」（ペットネーム「新・健康のお守り ハート」）

を発売いたします。 

おかげさまで、昨年 5 月に発売した「新・健康のお守り」がご好評をいただいていますが、健康上の理由等

によりご加入をお断りするケースもございます。そのようなお客さまにもできるだけ同様の保障内容をご提供

できるよう、保障内容・保険料・告知項目等の見直しを行いました。 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要等は別 紙をご参照ください。 

以上 
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 業界初 
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1. 保障内容・仕組み図 

(1)主契約（払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険） 

＜入院給付金日額 5,000 円の例＞ 

手術給付金

･病気やケガによる所定の
手術･放射線治療
･造血幹細胞移植を目的とした
骨髄幹細胞または末梢血幹
細胞の採取術

内容により1回につき
<手術Ⅰ型>1.25･2.5･5･10万円
<手術Ⅱ型>一律1.25万円

内容により1回につき
<手術Ⅰ型>2.5･5･10･20万円
<手術Ⅱ型>一律2.5万円

災害入院
給付金

ケガによる入院

1日につき
2,500円

1日につき
5,000円

削減支払期間(注)▲
契約日

疾病入院
給付金

病気による入院

1日につき
2,500円

1日につき
5,000円

（1入院60日/通算1,000日）
ただし、三大疾病による入院について

は、通算支払限度を超えてお支払い。

（1入院60日/通算1,000日）

 

(注)契約日からその日を含めて 1 年以内（削減支払期間）に支払事由に該当した場合、給付金の支払額は、

通常の 50％相当額に削減されます。 

(2)特則・特約 

特則・特約名称 給付金 支払事由・保険料払込免除事由 支払額(注)  支払限度 

三大疾病支払 

日数無制限特則 

疾病入院 

給付金 

疾病入院給付金の 1 回の入院の支払限

度日数を超えた日以後の三大疾病（が

ん･急性心筋梗塞･脳卒中）による入院

入院 1回につき、 

入院給付金日額 

× 

(入院日数-1回の入院 

の支払限度日数) 

無制限 

限定告知医療用 

先進医療特約 

先進医療 

給付金 
先進医療による療養 

先進医療にかかわる 

技術料相当額 

通算 2,000

万円 

限定告知医療用 

特定疾病診断 

保険料免除特約 

- 
特定疾病（悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中）で所定の状態

に該当したとき、以後の保険料の払込みを免除 
- 

(注)契約日からその日を含めて 1 年以内（削減支払期間）に支払事由に該当した場合、給付金の支払額は、

通常の 50％相当額に削減されます。 

 

保障内容等、詳しくは「ご契約のしおり・約款」「パンフレット」をご覧ください。 

 

2. 取扱内容 

保険期間 終身 

保険料払込期間 終身払、10年払込満了

契約年齢範囲 20 歳～80 歳 

給付金日額の範囲 3,000 円～10,000 円 

別 紙 



 

 

3. 保険料例 
・保険料払込期間：終身、入院給付金日額：5,000円、口座振替月払、単位：円 

「新・健康のお守り ハート」 

 

「新・健康のお守り ハート」 

三大疾病支払日数無制限特則 付加 

手術Ⅰ型 手術Ⅱ型 手術Ⅰ型 手術Ⅱ型 
契約年齢 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

20歳 2,555 2,920 2,145 2,490 3,140 3,490 2,730 3,060

30歳 3,030 3,220 2,575 2,755 3,685 3,820 3,230 3,355

40歳 3,600 3,325 3,105 2,870 4,385 4,035 3,890 3,580

50歳 4,270 3,720 3,675 3,260 5,285 4,620 4,690 4,160

60歳 5,665 4,660 4,865 4,170 7,185 5,970 6,385 5,480

70歳 7,565 6,105 6,720 5,585 9,705 8,105 8,860 7,585

・限定告知医療用先進医療特約 

保険料払込期間：終身、口座振替月払、単位：円 

契約年齢 特約保険料 

全年齢･男女 共通 200 

4. ご加入に際してのその他のご留意点 
・この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申し込みいただけるよう設計された商品です。この

ため、保険料は、当社の通常の医療保険に比べ割増しされています。 

・より詳細な告知をいただくことや医師の診査等を受けることなどにより、この保険よりも保険料が割安の医

療保険にお申し込みいただけます。ただし、その場合、告知・診査結果などによりご契約いただけないこと

もあります。 

5. 三大疾病・特定疾病に備える「新・健康のお守り ハート」 
「新・健康のお守り」の特長である三大疾病・特定疾病への重点保障を「新・健康のお守り ハート」でも備

えることができます。 

三大疾病・特定疾病に 

関する心配ごと 

 
「新・健康のお守り ハート」なら解決できます！ 

1 回の入院の支払限度を超え

たらどうしよう。 

⇒ 「三大疾病支払日数無制限特則」なら 1 回の入院の支払限度

を超えても、三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）によ

る入院を無制限で保障します。 

通算の入院の支払限度を超え

たらどうしよう。 

⇒ 「新・健康のお守り ハート」なら、通算の入院の支払限度を

超えても、三大疾病による入院を無制限で保障します。 

治療中、保険料を支払えるの

か心配。 

⇒ 「限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約」なら、責任

開始期以後に特定疾病（悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中）

により保険料払込免除事由に該当したとき、以後の保険料の

払込を免除され、ご契約を継続いただけます。 

なお、責任開始期前に罹患・治療した悪性新生物が責任開始

期以後に再発・転移したとき、責任開始期前に生じた急性心

筋梗塞・脳卒中が責任開始期以後に再発したときも以後の保

険料の払込が免除されます。 

以上 


