２０１８年２月９日
エース

新商品「＆ＬＩＦＥ 新医療保険 Ａ プレミア」発売のお知らせ
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上あいおい生命保険株式会社（社長：丹保
人重）は、
エース
２０１８年４月２日（月）より、新商品「＆ＬＩＦＥ 新医療保険 Ａ プレミア」［正式名称：低・無解約返戻金
選択型医療保険(18)無配当］を発売します。
エース

従来商品「＆ＬＩＦＥ 新医療保険 Ａ プラス」においてお客さまからご好評いただいている点をさらに強化・
拡充するとともに、医療技術の進歩や社会環境の変化を踏まえた新たな保障やサービスを追加し、高度化・多様
化するお客さまのニーズに幅広くお応えします。
エース

「＆ＬＩＦＥ 新医療保険 Ａ プレミア」の主な特長
１．「短期入院」「長期入院」をさらに手厚く保障、「退院後の通院」にも対応
（1）入院日数が短期化する一方、重大な疾病では入院が長期化する現状を踏まえ、主契約の保障を拡充する
特則を新設しました。これにより、短期入院・長期入院ともさらに手厚く備えていただけます。
 初期入院１０日給付特則

１０日以内の入院でも一律１０日分の入院給付金を保障

 八大疾病入院無制限給付特則

八大疾病注１による入院は１回・通算とも支払限度日数無制限で保障

注１ ガン（上皮内ガン含む）
、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患・大動脈瘤等、糖尿病、肝疾患、腎疾患、膵疾患

（2）退院後の通院治療について保障する特約を新設しました。
 通院給付特約
［無解約返戻金型］(18)

病気・ケガともに、退院後の所定の通院を保障（往診・訪問診療も含む）

２．「介護」「認知症」の保障をさらに充実
特約の拡充、特則の新設により、介護や認知症への備えをさらに強化しました。
 終身介護保障特約
［無解約返戻金型］(18)

 認知症一時金給付特則

「要介護２」以上または、所定の生活介護状態等を一時金、年金で保障
所定の認知症介護状態を一時金で保障（保険期間を通じて１回限り）

３．「ガン」をさらに手厚く保障
抗ガン剤による治療費用を給付金で保障する特約を新設し、ガンへの備えをさらに強化しました。
 抗ガン剤治療給付特約注２
［無解約返戻金型］(18)

入院有無を問わず、所定の抗ガン剤治療を月ごとに１回まで保障

注２ 経口によるもの、ホルモン剤治療等も保障対象。健康保険適用外となる、先進医療や患者申出療養制度等による治療も保障の対象となります。

４．女性に優しい保障をさらに充実（「出産」「不妊治療」も保障）
「出産」
「不妊治療」を保障する特約を新設し、女性の皆さまをさらに強力にサポートします。
 女性サポート給付金付
ガン診断給付特約注３

所定の出産、特定不妊治療、ガン（診断確定）を一時金で保障

注３ 契約年齢：16～40 歳の女性

５．【業界初注４】ご加入者専用サービス注５として「生活習慣改善支援プログラム」をご提供
 生活習慣改善支援プログラム
注４ 2018 年 2 月現在

「脳血管疾患の再発予防セルフケア」支援サービスを対象者に提供

注５ 本サービスは保険商品の保障ではありません。当社が提携する企業が提供する有償サービスです。

以 上
本件に関するお問い合わせ先
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
経営企画部 広報グループ
酒井・柳田 TEL 03-5539-8309
商品部 商品販売支援グループ 坂島・森
TEL 03-5539-8326

≪参考≫
エース
Ⅰ．＆ＬＩＦＥ 新医療保険 Ａ プレミアの主契約・特約構成
主契約（基本保障）
入院
への保障

手術
への保障

集中治療室(ICU)
管理への保障

放射線治療
への保障

● 「初期入院１０日給付特則」
「八大疾病入院無制限給付特則」を新設
・１０日以内の入院でも一律１０日分の入院給付金をお受け取り
・八大疾病注１による入院では１回の入院・通算ともに支払限度日数無制限
注１ ガン（上皮内ガン含む）、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患・大動脈瘤等、
糖尿病、肝疾患、腎疾患、膵疾患

ニーズに応じて

オプション保障（特約・特則注２）

選べる、幅広い
保障

●医療技術の進歩・通院の増加にしっかり対応
先進医療特約
(無解約返戻金型)

通院給付特約

NEW!

(無解約返戻金型)(18)

● 技術料だけでなく、「交通費」・
「宿泊費」も保障

● 病気・ケガを問わず、退院後の約款所定の通院を保障（往診・訪問診療を含む）

●ガン・心疾患・脳血管疾患といった重い病気への備えがさらに充実
ガン診断給付特約

NEW!

(無解約返戻金型)(18)

ガン治療通院給付特約
(無解約返戻金型)

抗ガン剤治療給付特約

NEW!

(無解約返戻金型) (18)

三大疾病入院一時給付特約

NEW!

(無解約返戻金型) (18)

● 初めてガンと診断確定されたとき一時金をお受け取り
回数制限なし、上皮内ガンも同額保障（１年に１回）
● 入院の有無を問わず、ガン（上皮内ガン含む）の治療を目的とした通院を保障

● 入院の有無を問わず、約款所定の抗ガン剤治療を保障（同一月に１回、通算１２０回限度）
● ガン(上皮内ガン含む)･心疾患･脳血管疾患で入院されたとき一時金をお受け取り
回数制限なし（１年に１回）

●気になる介護リスクに「一時金＋年金」で備えることができます。認知症への保障をさらに充実
NEW!

終身介護保障特約
(無解約返戻金型) (18)
認知症一時金給付特則

● 要介護２以上の状態または約款所定の生活介護状態になられたときに保障
● 「認知症一時金給付特則」新設。約款所定の認知症介護状態で一時金をお受け取り

●重い病気にかかったとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みが不要になります
新保険料払込免除特約

● 悪性新生物（ガン）と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、
保障はそのままで以降の保険料のお払込みは不要

●ガン・女性特有の病気・女性に多い病気に手厚く備えることができます
女性疾病給付特約

NEW!

(無解約返戻金型) (18)

● 「ガン」
「女性特有の病気」
「女性に多い病気」による入院・手術・放射線治療を
上乗せ保障

●女性の出産・特定不妊治療等の保障を追加。女性の活躍をサポート！
NEW!

女性サポート給付金付
ガン診断給付特約

（16 歳～40 歳の女性の方向け）

● 約款所定の出産・特定不妊治療の保障に加え、ガンと診断確定されたとき一時金を
お受け取り（満了時給付金があります）

※通院給付特約(無解約返戻金型)(18)とガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)は同時に付加できません。
※新保険料払込免除特約と女性サポート給付金付ガン診断給付特約は同時に付加できません。
注２ 特約：保障拡充等のため、主契約に付加するもの。中途付加等、契約後の変更可。
注６ 特則：保障拡充等のため、主契約や特約の内容を契約時に変更するもの。中途付加等、契約後の変更不可。

Ⅱ．主契約の取扱規程（抜粋）
契約年齢範囲

０歳～８５歳

保険期間

終身

保険料払込満了年齢

１５歳～７５歳（５歳刻みで設定可能）
、７９歳、終身

入院給付金日額の範囲

３，０００円～２０，０００円（１，０００円単位）

※契約年齢により取扱いの範囲は異なります。お申込みいただく内容によっては、取扱範囲に制限があります。

Ⅲ．保険料例
１．ご契約例（１）
主契約

特約

・解約返戻金の型：払込期間中無解約返戻金型
・保険期間・保険料払込満了期間：終身
・入院給付金日額：５，０００円（６０日型）
・手術給付金の型：手術Ⅱ型（入院中の手術
：１回につき入院給付金日額の２０倍）
・初期入院１０日給付特則あり
・八大疾病入院無制限給付特則あり
・月払・口座振替扱
年齢
２０歳
３０歳
４０歳
５０歳

男性
1,910 円
2,460 円
3,485 円
5,485 円

新保険料払込免除特約

女性
2,240 円
2,655 円
3,075 円
4,125 円

２．ご契約例（２）
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・保険料払込満了期間：終身
・入院給付金日額：５，０００円（６０日型）
・手術給付金の型：手術Ⅱ型（入院中の手術
：１回につき入院給付金日額の２０倍）
・初期入院１０日給付特則あり
・八大疾病入院無制限給付特則あり
・月払・口座振替扱
年齢
２０歳
３０歳
４０歳
５０歳

男性
3,771 円
5,115 円
7,702 円
12,754 円

特約
三大疾病入院一時給付特約
（無解約返戻金型）(18)：５０万円
ガン診断給付特約
（無解約返戻金型）(18) ：１００万円
先進医療特約（無解約返戻金型）
新保険料払込免除特約
女性疾病給付特約（無解約返戻金型）(18)
：日額５，０００円

女性
4,959 円
6,090 円
7,538 円
10,027 円

※女性疾病給付特約（無解約返戻金型）(18)は女性にのみ付加しています。

Ⅳ．ご加入者専用サービス（生活習慣改善支援プログラム）
１．概要
株式会社PREVENT（プリベント）との提携により「三大疾病入院一時給付金」をお受け取りいただいたお客
さま等の再発予防、健康づくりをサポートするサービスを新たにご提供します。
（業界初注３）注 ３ 2 0 1 8 年 2 月 現 在
医療専門者がお客さま一人ひとりのお身体の状況に合った食事、運動等の生活習慣改善のための最適なプロ
グラムのご提供と継続的なアドバイスの実施により「脳血管疾患の再発予防セルフケア」をサポートします。
２．ご利用対象者
エース

・
「＆ＬＩＦＥ 新医療保険 Ａ プレミア」にご加入、三大疾病入院一時給付特約を付加され、脳血管疾患を
原因として「三大疾病入院一時給付金」をお受け取りいただいたお客さま
・脳血管疾患を発症し医療機関での治療が始まり、現在服薬治療を実施しているお客さま
※透析治療を受けられている方、日常生活に介助を要する方、心停止の既往がある方等は除きます。
※本サービスは、主治医の先生とお客さまを通して連携を図りながら、お客さまの健康づくりや生活習慣改善を支援するもので、医療行為ではありません。
※本サービスは保険商品の保障ではありません。当社が提携する企業が提供する有償サービスです。

以 上

