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現在入院中ですか。または、最近3ヵ月以内に医師の診察・検査の
結果、入院・手術をすすめられたことはありますか

現在、がん（悪性しゅよう・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含む）で医師の診察・検
査・治療・投薬をうけていますか

過去5年以内に、がん（悪性しゅよう・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含む）・
脳卒中（脳出血・脳こうそく・くも膜下出血）で入院したこと、
または手術をうけたことがありますか

過去2年以内に、入院をしたこと、または手術をうけたことがありますか

以下の5項目に該当しなければお申込みいただけます。

現在、妊娠していますか

●告知いただいた内容が事実と相違する場合には、ご契約が解除されたり、または取消しとなって給付金をお支払いできないことがあります。
●ご職業、すでにご契約されている保険との通算などにより、ご契約いただけないこともあります。

この保険設計書（契約概要）の後半に記載の「ご契約時の留意事項」も必ずご確認ください。「ご契約時の
留意事項」には、お支払事由の詳細や制限事項等、特に注意していただきたい点について記載しています。

•この保険設計書（契約概要）は、ご契約の内容等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。ご契約前に必ずお読みいただき、
内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、
この保険設計書（契約概要）は、ご契約後も大切に保管してください。

•この保険設計書（契約概要）に記載のお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。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細
ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり　定款・約款」に記
載していますのでご確認ください。

•ご契約の際には、「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」、「ご契約のしおり　定款・
約款」も必ずご確認ください。

•この保険設計書（契約概要）は、おすすめするプランをご説明するものであり、ご
契約内容の写しではありませんので、ご契約後の保障内容については「保険証券」
を必ずご確認ください。

保険設計書（契約概要）をご覧になるにあたって
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主契約について1 留意・補足事項

ご契約時の留意事項　～必ずご確認ください～

集中治療
給付金

病気で入院したとき

死亡したとき

災害入院
給付金

疾病入院
給付金

手術給付金

死亡給付金

お支払いする
給付金

お支払いする場合
（支払事由）

第１保険年度 第２保険年度以降

お支払い額
お支払いの限度

（1入院：1回の入院）

基準入院給付金日額
×入院日数×50％

不慮の事故で180日以
内に入院したとき

所定の88種類の手術
を受けたとき

所定の集中治療室管理
を受けたとき

入院を伴う、上記以外の
公的医療保険制度対象
の所定の手術を受けた
とき

基準入院給付金日額
×入院日数

基準入院給付金日額
×集中治療室管理日数

基準入院給付金日額
×10

基準入院給付金日額
×５

各入院給付金
ごとに
１入院：　60日
通　算：730日

通　算：120日

お支払いの限度は
ありません

基準入院給付金日額
×集中治療室管理日数
×50％

基準入院給付金日額
×10×50％

基準入院給付金日額
×５×50％

基準入院給付金日額
×20×50％

基準入院給付金日額
×20

災害入院給付金と疾病入院
給付金は重複してお支払い
しません。

美容上の処置、病気を直接
の原因としない不妊手術、
正常な分娩、治療を伴わな
い人間ドック検査のための
入院など、治療を目的とし
ない入院はお支払いの対象
とはなりません。

契約日から起算した最初の
１年間をいいます。

悪性新生物（がん）・上皮内
新生物（非浸潤性の悪性新
生物および皮膚がんを含み
ます）の治療を目的とする入
院については、お支払いの
限度はありません。

施術の開始日から60日の
間に１回の給付を限度とし
ている手術等、手術の種類
等によっては制限がありま
す。また、時期を同じくして２
種類以上の手術を受けた場
合は、給付倍率の高いいず
れか１種類の手術について
のみ手術給付金をお支払い
します。

美容整形目的の手術、診断
や検査のための手術など、
治療を直接の目的としない
手術はお支払いの対象とは
なりません。また、①吸引、
穿刺、洗浄などの「処置」②
神経ブロック③輸血・点滴は
手術にあたりません。

病院または診療所以外にお
いて不慮の事故または病気
から生じる各種症状を緩和
することを目的として、医師
の計画的な医学管理のもと
で、総合的に提供される医
療を継続して受けているこ
とをいいます。

災害入院給付金と疾病入院
給付金のお支払いの限度の
範囲内で支払日数を合計し
て60日分を限度とします。

１回の入院について
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入院給付金の支払事由が重複した場合のお取扱いについて

入院を伴う、所定の88種類以外の公的医療保険制度対象の所定の手術について

● 同一の不慮の事故による入院を２回以上した場合、事故の日を含めて180日以内に開始した入院は１回の入
院とみなします。

● 同一の病気（医学上重要な関係がある病気を含みます）による入院を２回以上した場合、前回の入院の退院
日の翌日から180日以内に開始した入院は１回の入院とみなします。

● 病気で入院中に入院を要する別の病気を併発した場合、その別の病気の入院は新たな入院として取り扱わ
ず、入院を開始した病気により継続して入院したものとみなして取り扱います。併発する病気中に悪性新生
物（がん）・上皮内新生物が含まれる場合などのその他の取扱いは、「ご契約のしおり　定款・約款」をご
確認ください。

● 所定の88種類以外の手術で、次の条件をすべて満たす手術です（ただし60日に１回の給付を限度とします）。
　①入院日数が１日以上の入院中に受けた手術であること
　②手術の直接の原因と入院の原因とが同一であること
　③公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表によって手術料が算定される手術であること

● 不慮の事故または病気を直接の原因として被保険者が余命６ヵ月以内と判断されており、在宅ホスピスケ
アなど を受けているときに、入院しているものとみなして入院給付金をお支払いします 。7 8

在宅ホスピスケアなどについて

所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）に該当したとき、または、不慮の事故で
180日以内に所定の身体障害表の第２級・第３級の障害状態に該当したときの保険料払込免除
はありません。

2
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6

6

記載のお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。お支払事由の詳細や制限事項等につい
ての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり　定款・約款」に記載していますのでご確認ください。

…の番号は、右の　　　　　　　　　　の番号に対応しています。留意・補足事項1 2 3

7

8
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更新について4

更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって計算します。通常、
同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後の保険料は更新前よりも高くなります。

● 更新後は給付金額が50％となる期間はありません。

更新後のご契約内容について

更新後は給付金額が50％となる期間がない分、その期間がある場合（更新時の年齢で新たに加入する
場合）に比べて、同条件での更新後の保険料は高くなります。

配当金について3

● 資産の運用成果を５年ごとに通算して剰余金が生じた場合、ご契約後６年目から５年ごとにお支払いします。
● 上記の配当金とは別に、長期間継続したご契約に対して、特別配当をお支払いすることがあります。
● 配当金を当社所定の利率 で積み立てたものが積立配当金です。1

● 更新しない旨のお申し出がない限り、90歳まで自動的に更新されます。更新をご希望にならない場合は、
保険期間満了日の２ヵ月前までにその旨お申し出ください。

● 更新時に当社がこの保険の締結を取り扱っていない場合は、更新の取扱いを行なわないことがあります。
この場合、この保険にかえて当社の定める他の保険を更新時に締結することができます。

配当金は変動（増減）し、運用実績によっては0となることもあります。

代理請求特約について2
● 被保険者がお受取りになる給付金について、被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合
に、代理請求人 が被保険者に代わって給付金をご請求いただくことができます。

表1

●被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、給付金のご請求を行なう意思表示が困難な
場合

●被保険者本人が、がんなどの病名や余命６ヵ月以内であることを知らされていないため、給付金をご請
求できない場合

●その他上記に準じる場合

被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合表1

表2

代理請求人表2

給付金のご請求時において、次のいずれかを満たす主契約の死亡給付金受取人が代理請求人です。
●被保険者の戸籍上の配偶者
●被保険者の直系血族（祖父・祖母・父・母・子・孫など）
●被保険者の兄弟姉妹
●被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている、被保険者の３親等内の親族（配偶者の父母・
おじ・おば・おい・めいなど）

留意・補足事項

yasuda.co.jp/）でご確認く
ださい。

1 この利率は金利水準等の状
況変化により変動すること
があります。適用される利
率については、当社ホーム
ページ（http://www.meiji
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ご契約時の留意事項　～必ずご確認ください～

その他留意事項5
● 契約日における被保険者の年齢は満年齢で計算し、１年未満の端数については、６ヵ月以下は切り捨て、
６ヵ月超は切り上げます。例えば、満40歳７ヵ月の場合は41歳になります。

● 入院日数は、暦の上での日を単位として数えます。例えば、午前中に入院し当日の夕方に退院した場合で
も１日として数えます。また、入院の有無は、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。

● 給付金のお支払対象となる入院などに該当するためには、次のいずれかの「病院または診療所」へ入院する
ことなどが必要です。
（１）医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所（四肢におけ

る骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に入院した場
合、その施術所を含みます）

（２）上記（１）の場合と同等の日本国外にある医療施設
● この保険は、転換制度のお取扱いはしておりません。今後、死亡保障の追加や医療保障の見直しの予定が
ある場合には、「ベストスタイル」、「メディカルスタイル Ｆ」をご検討ください。

● この保険は、契約者貸付のご利用、自動振替貸付および延長定期保険・払済保険への変更のお取扱いはし
ておりません。

● この保険は、保険期間・保険料払込期間の変更および基準入院給付金日額の増額などのお取扱いはしてお
りません。
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本社  〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
TEL  03-3283-8111
ホームページ  http://www.meijiyasuda.co.jp/

引受保険会社

MY 2010

募Ⅰ-15-a05（15．05）商品 91102

生命保険契約のお手続きに関するご照会

0120-662-332 月曜～金曜 9：00～18：00　土曜 9：00～17：00（いずれも祝日・年末年始を除く）
※明治安田生命カードの紛失・盗難のご連絡は２４時間受け付けております。

コミュニケーションセンター「お電話によるご相談窓口」

コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめ
ご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ（http://www.meijiyasuda.co.jp/）をご覧ください。

生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に成立します。

この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・
FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話
にてお受けしております。（ホームページアドレスhttp://www.seiho.or.jp/）

明治安田生命 検索
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