
マニュライフ生命の無配当終身医療保険

無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)

2020年3月版

商品パンフレット

マニュライフ生命の担当者・募集代理店（生命保険募集人）は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権は
ありません。したがって、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マニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。なお、お客さまが
生命保険募集人の権限などに関して確認を希望される際には、ご遠慮なく下記のマニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。

●この商品にご契約いただくか否かが、取扱金融機関におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。このため、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象では
ありません。
●法令にもとづき、お客さまの「お勤め先」や「取扱金融機関への事業のための融資お申し込み状況」により、取扱金融機関でお申し込みいただけない場合
があります。

〔金融機関を募集代理店とする場合のお客さまへのご説明事項〕

●マニュライフは、1887年（明治20年）に創業し、主にアジア、カナダ、米国を
中心に事業を展開しているカナダ系大手金融サービスグループです。
初代社長は、カナダの10ドル紙幣に描かれている、カナダ初代首相の
ジョン・Ａ・マクドナルド卿です。

マニュライフ生命は
カナダに本拠を置き130年以上の歴史をもつ大手金融サービスグループ、
マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション（マニュライフ）の一員です。

カナダ

米国アジア

マニュライフ生命について

ご契約の際には「契約概要」「重要事項のお知らせ（注意喚起情報）」
「ご契約のしおり／約款」を必ずご覧ください。

KKKKKKKKooooooodddddddaaa
wwwwaariS

errriiiieeeessssiSriSSSriSawwawarwawa
iieess

da
iieessrieiieeeseserririSSerSSerariwariS
eiS

awawwar
iS

es

da
iesSeririiee
s

KKooddKodKoKodKodKoK daddaKoooddda
w

病気やケガの不安に
一生涯の備えを

●マニュライフ生命は、マニュライフのグループ企業であり、
強固な財務基盤・全国にわたる営業基盤を維持しつつ、
一貫してお客さまのニーズに沿った先進的商品の開発
を推進し、提供しております。また、被災地の復興支援、
病気と闘う子供たちのために療養環境の改善支援、
チャリティーイベントの開催など、社会貢献活動にも
積極的に取り組んでいます。
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〔募集代理店〕〔引受保険会社〕

本社：〒163-1430 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
 東京オペラシティタワー30階
ホームページ：www.manulife.co.jp

受付時間 9:00～17:00（土日祝・12/31～1/3は除く）
マニュライフ生命コールセンター 0120-063-730

MLJ(STDG)19110998（MGAI-660174-2004）
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マニュライフ生命の定める基準を満たしたノンスモーカー
（非喫煙者）の方には、「ノンスモーカー料率」（非喫煙者保険
料率）が適用されるので、保険料が割安になります。

こだわり❶

保険料

こだわり

特約

こだわり❷

充実
タバコを吸わない方は保険料が割安に

多様な特約の中から、付加したい特約を自由に組み合  わせ

病気やケガでの入院・手術、放射線治療、骨髄移植・骨髄ドナー、
集中治療を主契約で保障します。

特に、入院中の手術では入院給付金日額の20倍、外来手術では入院
給付金日額の10倍の手術給付金のお支払いで、手厚く保障します。

外来で受けた手術入院中に受けた手術手術給付金

ベースとなる主契約の保障が手厚い

本商品パンフレットでは右記の
ように特約の正式名称を略称に
おきかえて説明しています。
※【　】内が略称

●無配当無解約返戻金型先進医療特約(16) 【先進医療特約】
●無配当無解約返戻金型女性疾病入院特約(16) 【女性疾病入院特約】
●七大生活習慣病入院支払日数無制限特約(16) 【七大生活習慣病無制限特約】
●無配当無解約返戻金型七大生活習慣病入院特約（16） 【七大生活習慣病入院特約】
●無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約（16） 【継続年金付三大疾病保障特約】
●三大疾病保険料払込免除特約（16） 【三大疾病保険料払込免除特約】

●無配当無解約返戻金型通院特約（16） 【通院特約】
●無配当無解約返戻金型入院見舞給付特約(16) 【入院見舞給付特約】
●無配当無解約返戻金型健康連動型生存給付特約（16） 【生存給付特約】
●メンタル疾患入院支払日数延長特約（16） 【メンタル疾患延長特約】
●無配当無解約返戻金型特定在宅治療支援特約（16） 【在宅治療特約】
●無配当低解約返戻金型終身保険特約（16） 【終身保険特約】

※この商品には、上記の特約の他に下記の特約を付加することができます。
●リビング・ニーズ特約（終身保険特約を付加した場合にのみ付加できます。）　●指定代理請求特約

×20 ×10入院給付金
日額

三大疾病で所定の状態になったとき、以後の保険料の払込を免除

三大疾病保険料払込免除特約6

厚生労働大臣が定める先進医療を保障

先進医療特約1

10

メンタル疾患での長期入院を保障

メンタル疾患延長特約 11

在宅治療をした場合の保障

在宅治療特約

2

女性特有の病気での入院を上乗せ保障

女性疾病入院特約

七大生活習慣病入院特約4

七大生活習慣病での入院を上乗せ保障

七大生活習慣病無制限特約3

七大生活習慣病での入院給付金の支払日数を無制限に

三大疾病で所定の状態になったとき、一時金と年金で保障

継続年金付三大疾病保障特約5

7

退院後の通院を保障

通院特約 8

入院時に一時金を保障

入院見舞給付特約 9

対象期間満了時に生存されている場合、給付金をお支払い

生存給付特約

12

万が一のときの保障

終身保険特約

基本保障として
付加したい特約

くわしくはｐ.3

くわしくはｐ.3

ガン、急性心筋梗塞、脳卒中など
重大疾病に備える特約

通院やメンタル疾患など、
さまざまなニーズに応える特約

標準保険料率標準保険料率 ノンスモーカー料率ノンスモーカー料率

くわしくはｐ.5

くわしくはｐ.9

この商品には、健康相談サービス
「メディカルリリーフ（プラス）」が
付帯されています。

この商品には、健康相談サービス
「メディカルリリーフ（プラス）」が
付帯されています。

くわしくはｐ.11

入院給付金
日額＊喫煙歴は、告知に加え所定の検査が

あります。検査結果などによっては
ノンスモーカー料率でのご契約を
お引き受けできない場合があります。

過去1年以内に喫煙*していないことが適用の条件です。
〔ご契約例〕■30歳・男性 ■保険料払込期間：60歳満了 ■保険期間：終身

■支払限度日数：60日 ■入院給付金日額：1万円 ■先進医療特約（10年）付加

このマークがあるものは、ノンスモーカー料率の適用が可能です。

※一部、ノンスモーカー料率の適用のない特約もあります。

￥5,265月払保険料 ￥4,755月払保険料

は、３つの「こだわり」で 病気やケガの不安をしっかりサポート。
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各給付の支払事由および給付金が支払われない場合など、
くわしくは「契約概要」「重要事項のお知らせ（注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款」をご覧ください。

支払限度日数 30日 60日 120日

主
契
約

1入院での支払限度日数は左記からお選び
いただけます。

入院給付金日額 5,000円 20,000円～ 1,000円単位でご指定いただけます。
※契約年齢により、ご指定いただける金額は異なります。

（通算支払限度：1,000日）

保障が手厚い主契約と
特約２種類の基本プラン

疾病入院給付金
災害入院給付金

給付金 

×入院日数入院給付金
日額１日あたり1万円

入院中での
手術

外来での
手術

1回につき20万円

1回につき20万円

1回につき20万円

1回につき20万円

1入院ごとに20万円

1回につき10万円
手術給付金

放射線治療給付金

骨髄移植給付金

骨髄ドナー給付金

集中治療給付金

お支払事由

●疾病入院給付金：病気の治療を目的として１日以上
入院したとき

●災害入院給付金：不慮の事故による傷害の治療を目的
として１日以上入院したとき

公的医療保険制度の対象となる所定の手術を受けた
とき

公的医療保険制度の対象となる所定の放射線治療を
受けたとき

公的医療保険制度の対象となる所定の骨髄移植術を
受けたとき

骨髄ドナーとして所定の骨髄幹細胞の採取術を受けた
とき（ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて
1年を経過した日の翌日以後に限ります。）

公的医療保険制度の対象となる所定の集中治療室管理を
受けたとき

一
生
涯
保
障

給付金の特徴

日帰り入院
も対象

回数
無制限

60日に
1回

1入院に
1回

外来手術も入院給付金日額の
10倍の給付金をお支払い

病気やケガで入院したとき
入院初日からサポート

放射線による治療を保障放射線
治療

集中
治療

被保険者が骨髄の提供を
したとき給付金をお支払い

被保険者が骨髄の提供を受
けたとき給付金をお支払い

集中治療室（ICU）管理による
高額の医療費をサポート

回数
無制限

手術

入院

骨髄

骨髄
移植

骨髄
ドナー

約1,000種類の手術が対象

総線量（グレイ数）による制限なし

入院給付金日額1万円の場合のお支払額

×20入院給付金
日額

×20入院給付金
日額

×20入院給付金
日額

×20入院給付金
日額

×20入院給付金
日額

×10入院給付金
日額

基
本
保
障
と
し
て
付
加
し
た
い
特
約

先進医療給付金 先進医療にかかる
技術料相当額 通算2,000万円限度

先進医療見舞給付金
先進医療
特約

1 10
年
更
新

（
最
長
90
歳
ま
で
更
新
可
）

高額な自己負担が必要なこともある
先進医療の技術料を手厚くカバー

療養1回につき5万円（一律）

厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けたとき

先進医療について、くわしくはp.14をご覧ください。参照

骨髄ドナー給付金の保障の開始について、
くわしくはp.13をご覧ください。

参照

このマークがあるものは、ノンスモーカー料率の適用が可能です。

※その他の特約（　  ～　  ）は、p.5以降でご説明しています。3 12

ご注意

給付金 お支払額 お支払事由給付金の特徴

女性疾病入院給付金日額1万円の場合のお支払額

主な女性特定疾病について、くわしくはp.14をご覧くだ
さい。

一
生
涯
保
障

参照支払限度日数：主契約と同じ
（通算1,000日限度）

女性疾病
入院給付金

所定の女性特定疾病（子宮内膜症・子宮筋腫・乳ガン・子宮
頸ガン・切迫早産など）を直接の原因とする入院をしたとき１日あたり1万円

2
女性疾病
入院特約

女性特有の病気で入院した
とき、主契約の入院給付金に
上乗せして給付金をお支払い

日帰り入院
も対象

×入院日数女性疾病入院
給付金日額

給付金 お支払事由給付金の特徴

ベースとなる主契約＆
基本保障として付加したい特約
ベースとなる主契約＆
基本保障として付加したい特約
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治療が長引きがちな
病気にはしっかり準備準備

＊1 女性疾病入院特約が同時付加されている場合に無制限となるのは、所定の女性特定疾病かつ七大生活習慣病に該当する
疾病のみです。

七大生活習慣病無制限特約 一生涯保障

七大生活習慣病入院特約 一生涯保障日帰り入院
も対象

ガン、急性心筋梗塞、脳卒中など重大疾病に備える特約ガン、急性心筋梗塞、脳卒中など重大疾病に備える特約

支払限度日数：
主契約と同じ

（通算1,000日限度）

七大生活習慣病
入院給付金

対象となる七大生活習慣病を原因として
１日以上入院したとき

給付金 お支払事由お支払限度七大生活習慣病入院給付金
日額1万円の場合のお支払額

１日あたり1万円

お支払例 （入院給付金日額：1万円、支払限度日数:60日、脳血管疾患で継続して１５０日間入院したとき）

糖尿病 肝疾患 腎疾患

心疾患 脳血管疾患 高血圧性疾患ガン
（上皮内新生物を含む）

3

4

①この特約を付加した場合

入院開始 60日 150日(退院)

90日分（七大生活習慣病無制限特約から）

1日あたり1万円×90日＝90万円
合計150万円

1日あたり1万円×60日＝6０万円

60日分（主契約から）

入院開始 60日 150日(退院)

合計60万円
1日あたり1万円×60日＝6０万円

60日分（主契約から）

②この特約を付加していない場合

お支払例（                                                    ）入院給付金日額：1万円、七大生活習慣病入院給付金日額：5,000円、女性疾病入院給付金日額：5,000円、
支払限度日数:60日、慢性リウマチ性心疾患＊2で継続して１５０日間入院したとき

①　　　　　　　の特約を同時に付加した場合

合計60万円

②特約を付加していない場合

七大生活習慣病
無制限特約3

2 女性疾病入院特約

2 女性疾病入院特約

七大生活習慣病
入院特約4

七大生活習慣病
入院特約4

ガンや糖尿病などの七大生活習慣病で入院したとき、主契約
の入院給付金に上乗せして給付金をお支払いします。
気になる七大生活習慣病の入院保障に手厚くそなえられます。

下記の組み合わせで特約を付加した場合、
同時付加している  　および   　の特約から支払われる給付金の支払日数も無制限＊1となります。

に共通する対象の七大生活習慣病3 4

の特約と同時に他の特約（　　　　）を付加している場合3 2 4

2 4

3 2 4

1日あたり1万円×90日＝90万円
合計150万円

1日あたり1万円×60日＝6０万円
60日分（主契約から） 90日分（　　七大生活習慣病無制限特約から）3

90日分（　　七大生活習慣病無制限特約から）3

90日分（　　七大生活習慣病無制限特約から）3

入院開始 60日 150日(退院)

1日あたり1万円×60日＝6０万円
60日分（主契約から）

1日あたり5,000円×90日＝45万円

1日あたり5,000円×90日＝45万円

合計７5万円
1日あたり5,000円×60日＝3０万円

1日あたり5,000円×60日＝3０万円

60日分（　　女性疾病入院特約から）２
合計
300万円

合計
６０万円

150日(退院)入院開始 60日

合計７5万円

主契約の疾病入院給付金の1入院での支払限度日数（30日・60日・120日のいずれか）または通算支払限度（1,000日）に到達した日
の翌日以後に、対象となる七大生活習慣病を直接の原因として入院したとき、疾病入院給付金の支払日数を無制限にします。

特約の内容

×入院日数七大生活習慣病
入院給付金日額

＊2 慢性リウマチ性心疾患は女性特定疾病にも該当します。

60日分（　　七大生活習慣病入院特約から）4

各給付の支払事由および給付金が支払われない
場合など、くわしくは「契約概要」「重要事項のお知
らせ（注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款」を
ご覧ください。

ご注意

このマークがあるものは、ノンスモーカー料率の適用が可能です。

入院が長引くことがある、ガンや糖尿病などの七大生活
習慣病。この特約を付加すると入院日数分の給付金が
支払われるので入院が長引いても安心です。
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三大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）を一時金と年金で保障。
リハビリや後遺症などの療養の備えとして活用できます。

継続年金付三大疾病保障特約 一生涯保障

三大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）で所定の状態に
なったとき、以後の保険料のお払い込みが不要になります。

三大疾病保険料払込免除特約 保険料払込
期間中に保障

三大疾病
保険金

三大疾病で所定の状態になったとき

保険金・年金 お支払事由

ガン責任開始日＊以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンに罹患したと診断確定されたとき

疾病名

三大疾病
継続年金

下記のすべてを満たしたとき
（１）三大疾病保険金が支払われたこと
（２）継続年金支払期間中の、三大疾病

保険金の支払事由該当日の年単位の
応当日に被保険者が生存していること

上皮内新生物
診断保険金

三大疾病保険金および三大疾病継続年金のお支払例〔三大疾病保険金額を100万円に設定したとき〕

三大疾病保険金額100万円
の場合のお支払額

１回のみ100万円

（ 　　　  ）
上皮内新生物

「皮膚の悪性黒色腫
以外の皮膚ガン」を含む

（ 　　　）
ガン

「上皮内ガン」・
「皮膚の悪性黒色腫以外
の皮膚ガン」を除く

急性心筋梗塞

脳卒中

（ 　　　）
ガン

「上皮内ガン」・
「皮膚の悪性黒色腫以外
の皮膚ガン」を除く

急性心筋梗塞

脳卒中

＊「ガン責任開始日」とは、責任開始期の属する日からその日を含めて９１日目をいいます。

責任開始期以後の疾病を原因として、急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、それらの治療のために下記の
いずれかに該当したとき
①継続して20日以上入院したとき
②開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術のいずれかの手術を受けたとき

対象の三大疾病

保険金 お支払事由三大疾病保険金額100万円
の場合のお支払額対象の疾病

ガン責任開始日以後かつ三大疾病保険金の
支払事由該当日の前までの間に、ガン責任
開始日前を含めて初めて所定の上皮内
新生物に罹患したと診断確定されたとき

5 6

5 6

の免除事由の所定の状態の詳細の支払事由および5 6

三大疾病保険金の
お支払事由該当日
三大疾病保険金の
お支払事由該当日

三大疾病
継続年金
（1回目）

三大疾病
保険金

三大疾病
継続年金
（2回目）

三大疾病
継続年金
（3回目）

三大疾病
継続年金
（4回目）

被保険者の生存
継続年金支払期間

ガン

（ 　　　） 急性心筋梗塞 脳卒中対象の
三大疾病

「三大疾病保険料払込免除特約」のあり・なしにかかわらず、「疾病・不慮の事故などが原因で所定の高度障害状態・身体障害状態に
該当された場合」には保険料のお払い込みを免除する機能があります。
くわしくはp.13または「契約概要」「ご契約のしおり／約款」をご覧ください。

参照

ガン責任開始日について、くわしくはp.13をご覧ください。参照

25万円25万円100万円100万円 25万円25万円 25万円25万円 25万円25万円

1回のみ    50万円
×50％三大疾病

保険金額

「現代人の代表的な病気」といえば…

日本人の死亡原因
三大疾病（ガン・脳卒中・急性心筋梗塞）は、
生命を脅かす病気で、日本人の
約40%はこれらの病気が原因で
亡くなっています。
また、万が一、治療期間が長期化した
場合は家計への負担も心配です。

その他
61.6％ 脳卒中8.0％脳卒中8.0％脳卒中8.0％

ガン27.9％ガン27.9％ガン27.9％

急性心筋梗塞
2.6％
急性心筋梗塞
2.6％
急性心筋梗塞
2.6％

ガン、急性心筋梗塞、脳卒中など重大疾病に備える特約ガン、急性心筋梗塞、脳卒中など重大疾病に備える特約 各給付の支払事由および給付金が支払われない
場合など、くわしくは「契約概要」「重要事項のお知
らせ（注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款」を
ご覧ください。

ご注意

１回につき  25万円
×25％三大疾病

保険金額
（最大4回）

このマークがあるものは、ノンスモーカー料率の適用が可能です。

合計２00万円

共通の「三大疾病で所定の状態」とは？

1年目の
　の応当日

2年目の
　の応当日

3年目の
　の応当日

4年目の
　の応当日

5年目の
　の応当日
前日

三大疾病保険金の支払事由該当日より前に診断された
上皮内新生物も一時金で保障。

「上皮内ガン」・
「皮膚の悪性黒色腫以外の

皮膚ガン」を除く

※円グラフの数値は、小数第2位を四捨五入しています。
[出典]厚生労働省「2017年人口動態統計」
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さまざまなニーズに合わせて
組み合わせられますます

生存していれば5年ごとに給付金をお支払いします。
保険料払込期間満了まで健康で過ごしたご褒美に。

病気やケガで入院したとき、退院後の通院に対して給付金を
お支払いします。通院時の交通費などにあてられます。

365日

1日あたり1万円×305日＝305万円

入院開始 60日 380日(退院)

60日分（主契約から）
1日あたり1万円×60日＝6０万円

合計6０万円

入院開始 60日 380日(退院)

60日分（主契約から） 305日分（メンタル疾患延長特約から）
1日あたり1万円×60日＝6０万円

合計365万円

②この特約を付加していない場合

①この特約を付加した場合

メンタル疾患延長特約 一生涯保障

一生涯保障

在宅治療特約
近年増加傾向の在宅での自己注射や酸素療法などの治療に対して
毎月給付金をお支払いします。

うつ病などのメンタル疾患で入院したとき、最大365日まで入院
給付金をお支払いします。

10年更新
（最長90歳まで更新可）

給付金 お支払額 お支払事由お支払限度

終身保険特約
生涯を通じて死亡や高度障害の保障が得られます。
万が一のときのお葬式代などの備えとして活用できます。

死亡保険金

高度障害保険金

被保険者が死亡したとき

被保険者が高度障害状態に
該当したとき

保険金 保険金額100万円の場合のお支払額 お支払事由 受取人

１00万円

保険料払込
期間中に保障生存給付特約

健康連動型
生存給付金

＊保険料払込期間中の契約日（契約日は責任開始日の属する月の翌月1日となります。ただし、契約者からのお申し出があったときは、
責任開始日を契約日とします。）または5年ごとの契約応当日からその日を含めて5年間のそれぞれの期間（保険料払込期間満了時が
直前の給付から5年未満の場合を含みます。）

給付金 お支払事由入院給付金日額1万円の場合のお支払額

給付金 入院給付金日額1万円の場合のお支払額

入院見舞給付特約 一生涯保障

入院見舞
給付金

主契約の入院給付金が支払われる1日
以上の入院をしたとき

通院特約 一生涯保障

通院給付金
主契約の入院給付金が支払
われる入院をし、退院後180日
以内に同じ疾病・ケガで通院
したとき

給付金 お支払事由お支払限度

1入院あたり30日限度
（通算1,000日限度）

１日あたり3,000円

※対象期間および対象期間中に支払事由の生じた
主契約の各給付金の合計額に応じた金額となります。

対象期間＊ごとに最大10万円

7

8

9

10

11

12

死亡保険金受取人

被保険者

受取人

契約者被保険者が対象期間満了時
に生存しているとき

お支払事由

特定在宅治療
支援給付金

病院または診療所以外の場所における所定の
自己注射療法、人工透析療法および酸素療法の
治療に必要な医師の指導管理を受けたとき

60回限度
指導管理を受けた月ごとに

3万円（一律）

各給付の支払事由および給付金が支払われない
場合など、くわしくは「契約概要」「重要事項のお知
らせ（注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款」を
ご覧ください。

ご注意

主契約の疾病入院給付金の1入院での支払限度日数に到達した日の翌日以後に、所定のメンタル疾患を直接の原因として入院
したとき、主契約の支払限度日数と合算して365日まで疾病入院給付金の支払日数を延長します。

特約の内容

5万円入院1回につき

×5主契約の
入院給付金日額

×通院日数通院給付金日額 お支払例 （入院給付金日額：1万円、支払限度日数:60日、メンタル疾患で継続して38０日間入院したとき）

通院給付金日額３,０００円の場合のお支払額

このマークがあるものは、ノンスモーカー料率の適用が可能です。

入院されたとき、お見舞金をお支払いします。
なにかとお金のかかる入院時の諸費用にあてられます。

通院やメンタル疾患など、さまざまなニーズ に応える特約
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対象：被保険者ご本人 ガン支援サービス

❶ガン全般の相談に、専門スタッフがお応え
します。

❷ガンに関してメンタルヘルスの専門家に
電話や面談で相談できます。

❸ガンに関してセカンドオピニオンを受け
られます。

メディカルほっとコール24

●「メディカルリリーフ（プラス）」は、マニュライフ生命の業務提携先であるティーペック株式会社が提供するサービスで、保険契約による保障とは
異なります。なお、サービス内容は予告なく変更・中止される場合があります。

●国外の相談および国外からの相談などはお受けできません。
●このサービスは、マニュライフ生命のご契約が有効の期間中ご利用いただけます。
●ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
●受診手配・紹介サービスは、ティーペック株式会社が適当と判断した場合に限り、指定する医療機関への手配・紹介するもので、希望すれば受け
られるものではありません。

●医療過誤、裁判係争中の問題および交通事故に起因する傷病に関するご相談はお受けできません。
●サービス利用の結果についてマニュライフ生命は責任を負いかねます。
●ご利用に際してティーペック株式会社が取得した個人情報は、利用対象者確認の目的においてマニュライフ生命に提供することがありますが、
サービス提供以外の目的で使用されることはありません。また、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。

●その他諸条件がありますのでサービスを受ける際にご確認ください。

対象：被保険者ご本人・そのご家族

気分がすぐれない
日が続いてるんだけど

これって病気？

気分がすぐれない
日が続いてるんだけど

これって病気？

処方された薬が
効いてない気が
するんだけど
このままでOK？

処方された薬が
効いてない気が
するんだけど
このままでOK？

家族の介護も
もう限界！

でも誰を頼ったら
いいの？

家族の介護も
もう限界！

でも誰を頼ったら
いいの？

子供の体調が
夜中に急変！

病院はあいてないし
どうしよう?

子供の体調が
夜中に急変！

病院はあいてないし
どうしよう?

ご利用に際してのご注意事項

❶24時間・年中無休体制にて、医師・保健師・
看護師など経験豊かな相談スタッフが、あなたと
ご家族の健康や介護に関する相談に応じます。

❷『ご自宅近くや勤務先周辺の医療機関情報』
『夜間･休日の医療機関情報』、また、専門医や
専門外来など新たなニーズに対応した
『専門医療情報』などをご提供いたします。

年中無休
24時間
電話相談

24時間電話健康相談サービス

日常生活の中でこんな不安を感じたら…

健康相談サービス 無料の付帯サービス
「メディカルリリーフ（プラス）」

提案された
治療方法は本当に
最善なのかな？

専門的な治療が
できる病院を
紹介して欲しい

本当に手術が
必要なのか他の医師の

意見を聞きたい

「この病院では手術は
できない」と言われた
けどどうしよう？

メディカルソムリエ 対象：被保険者ご本人

診断結果や治療内容に疑問を感じたら…

「メディカルリリーフ（プラス）」のくわしい内容については、契約後、保険証券に同封されるチラシをご覧ください。参照

生活習慣病支援  サービスメンタルケア支援サービス

❶高血圧や  脂質異常症などの生活習慣病を
改善する  ための具体的な取組内容をご提
案いたし   ます。
❷糖尿病に  関するさまざまなご質問やご相談
にお応え  する他に、糖尿病専門医の紹介を
受けられ   ます。

ストレス・メンタルヘルスに関して臨床心
理士を中心とした心理カウンセラーなど
の心の専門家が電話や面談によるカウ
ンセリングをご提供いたします。

悩み悩み

気分が沈む気分が沈む

イライライライラ

メディカルほっとコール24(対象：被保険者ご本人・そのご家族)

メンタルケア支援サービス (対象：被保険者ご本人)

メディカルソムリエ (対象：被保険者ご本人)

対象：被保険者ご本人

たらたらたらたらたららたららたらたらたらたららららたらたらたらたらたらたたたたたたた ししししいいい

※電話でのセカンドオピニオンでは、優秀専門臨床医
の紹介はありません。

❶総合相談医との電話や面談による
セカンドオピニオンの手配をします。

❷総合相談医の判断により、より高度な
専門性が必要と判断された場合には、
優秀専門臨床医を紹介いたします。

主治医のもとでは対応できない治療法や
手術方法が必要など、主治医が判断した
ケースで、手配・紹介先の医療機関にその
専門分野の医師が在籍し、治療可能な
場合に、受診の手配や紹介をいたします。

セカンドオピニオンサービス

受診手配・紹介サービス
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契約年齢・保険料払込期間(主契約）

〔主契約について〕

〔特約について〕

※0歳は、生後14日経過後

10年
60歳満了
65歳満了
70歳満了
終身終身払

短期払

保険料払込期間
契約年齢（満年齢）

標準保険料率 ノンスモーカー料率
0～60歳
0～45歳
0～50歳
0～55歳
0～70歳

20～60歳
20～45歳
20～50歳
20～55歳
20～70歳

保険期間

●終身

●短期払：保険料払込期間中は解約返戻金はありませんが、
保険料払込期間満了後かつ保険料のお払い込みが
終了している場合には、入院給付金日額の10倍の
解約返戻金があります。

●終身払：解約返戻金はありません。

●終身保険特約を除き、保険料払込期間中および保険料払込
期間満了後の保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※終身保険特約は、低解約返戻金型ではない特約として計算
した場合に比べ、保険料払込期間中は解約返戻金が低く抑
えられています。

保険料のお払い込みの免除

被保険者が責任開始期以後の保険料払込期間中に、疾病・不慮
の事故などにより所定の高度障害状態・身体障害状態に該当さ
れた場合、以後の保険料のお払い込みを免除します。

三大疾病保険料払込免除特約を付加した保険料の
お払い込みの免除については、p.8をご覧ください。

※生存給付特約および三大疾病保険料払込免除特約 :
保険料払込期間満了まで(終身払は終身保障)
※先進医療特約および在宅治療特約：
10年更新（最長90歳まで更新可）

解約返戻金

第1回保険料の領収または告知のいずれか遅い時から保障を
開始します（責任開始期）。ただし、❶❷の場合は保障開始の時
期が異なり、保障されない期間があります。
❶継続年金付三大疾病保障特約および三大疾病保険料払込
免除特約のガンに関する保障は、責任開始期の属する日か
らその日を含めて91日目から保障を開始します（ガン責任開
始日）。
❷主契約の骨髄ドナー給付金の保障は、責任開始期の属する
日からその日を含めて1年を経過した日の翌日から保障を開
始します。

保障の開始（責任開始期）

保険料払込方法（回数）にかかわらず、すでに払い込まれた
保険料に対応する保険料期間中にご契約が消滅した場合
（解約、解除その他理由を問いません）、保険料の未経過分の
お支払いはありません。

ご契約が消滅したときなどの保険料のお取り扱い

この商品に配当金はありません。

配当金

この商品はご契約のお申し込みの撤回やご契約の解除（クーリ
ング・オフ）ができます。

クーリング・オフ

悪性新生物

上皮内新生物

良性新生物

循環器系の疾患

腎尿路生殖器系の疾患

妊娠、分娩および産褥

内分泌、栄養
および代謝疾患

血液および造血器の疾患
ならびに免疫機構の障害

乳房の悪性新生物、
女性生殖器の悪性新生物、
甲状腺の悪性新生物など

乳房の上皮内ガン、
女性生殖器の上皮内ガンなど

乳房の良性新生物、
子宮平滑筋腫、
甲状腺の良性新生物など

慢性リウマチ性心疾患、
外陰静脈瘤、低血圧(症)など

膀胱炎など

血清反応陽性関節リウマチ、
その他の関節リウマチなど

流産に終わった妊娠、多胎分娩、
帝王切開による単胎分娩、
分娩の合併症など

甲状腺障害、卵巣機能障害など

鉄欠乏性貧血

筋骨格系および
結合組織の疾患

女性疾病入院特約の対象となる主な女性特定疾病

責任開始 ガン責任開始 骨髄ドナー給付金の責任開始

保障の開始

❶の保障90日間は
保障されません

❷の保障1年間は
保障されません

参照

[出典]厚生労働省「第71回先進医療会議（2019年1月10日）
資料」をもとにマニュライフ生命が作成。

先進医療とは

●先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療
ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または
診療所において行われるもの）をいいます。高い治療効果が
期待できる一方で、その技術料には健康保険が適用されない
ので、患者にとって重い費用負担が生じることもあります。

●対象となる先進医療は適宜変更され、受療時に先進医療の
対象となっていた医療技術がお支払いの対象となります。
なお、先進医療については、厚生労働省のホームページで
逐次ご確認いただけます。
●先進医療の一覧に記載の医療技術による治療を受けても、
治療方法や症例によっては、先進医療による治療に該当しない
こともあります。治療を受けられる前に主治医に必ずご確認
ください。

費用の一例
重粒子線治療..........................................3,133,672円
陽子線治療..............................................2,716,016円

ご契約にあたって
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