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担当者●●生命保険□□会社

http://www.＊＊＊.co.jp
［ ●●生命ホームページ ］

●●生命 検 索

商品名称

●●生命保険□□会社

ご加入の生命保険に関する「苦情・相談」については、
お客さま相談室またはお近くの●●生命へご連絡ください。

お客さま
相 談 室 03－＊＊＊＊－＊＊＊＊

［ 受付時間 ］9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

●●生命の
苦情・相談窓口

◆「保障設計書（契約概要）」に記載のお支払事由や給付内容に関する制限
事項等は、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」に記載しておりますのでご確認ください。

◆また、ご契約の際には、あわせて「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」
も必ずご確認ください。

この「保障設計書（契約概要）」は、ご契約の内容などに
関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたいこと
を記載していますので、ご契約前に必ずお読みください。

保障設計書
（契約概要）

□□□□終身保険

この「保障設計書（契約概要）」の表示内容は、作成日現在のお取扱いの内容となっており、将来的に変更される
こともあります。変更された場合、変更後の内容が適用されます。

この商品に係る指定紛争解決機関は社団法人生命保険協会です。詳細につきましては「特に重要なお知らせ（注意
喚起情報）」の裏表紙をご参照ください。

●社団法人生命保険協会「生命保険相談所」について

生命保険契約は、お客さまと当社との間で締結される契約であり、お客さまからのお申込みをいただき、当社が
承諾したときに有効に成立いたします。担当者（生命保険募集人）は、契約締結の際の媒介をさせていただくことが
役割であり、契約締結の代理権はありません。

●契約締結における担当者の役割について

｢新しいご契約｣のお申し込みには、一般の契約と同様に告知義務があります。●

健康状態などによってはご契約をお断りする場合があります。
また、告知が必要な傷病歴などを告知されなかった場合、告知義務違反による解除や、詐欺による取消しの規定などが適用
されることがあります。（新しいご契約の責任開始期を起算として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。）

・
・

｢現在のご契約｣でお支払いできる場合でも、｢新しいご契約｣でお支払いできない場合があり
ます。以下のとき、保険金・給付金などをお支払いできない場合があります。

●

｢現在のご契約｣を解約された場合、｢新しいご契約｣のお取り扱いにかかわらず、解約されたご
契約を元に戻すことはできません。現在のご契約を減額された場合、元に戻す（復旧する）お取り
扱いに制限を受けることがあります。
解約・減額時の返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となり、場合に
よっては、ゼロになることもあります。
一定期間のご契約の継続を条件に発生する契約者配当の権利などを失う場合があります。
保険料の基礎となる予定利率が、現在のご契約より低い場合は、主契約などの保険料が高くなり
不利益となる場合があります。

●

●

●

●

・ ・ ・
・
告知義務違反による解除　　　　詐欺による取消し　　　　責任開始期の属する日から0年以内の自殺
責任開始期より前にすでに発生していた病気やケガがあった場合

｢現在のご契約｣を＜解約・減額＞して
｢新しいご契約｣のお申し込みをされる場合ご注意

■本資料は、（株）DNPメディアクリエイトが作成した「見やすく・読みやすく・わかりやすい募集文書作成のためのメルクマール報告書」の内容に
関して、消費者に対してイメージをお持ちいただくことを目的に同社が作成した見本例です。したがって、会員各社を拘束するものではありません。
■本見本例は、架空の商品に基づく契約概要・注意喚起情報に上記メルクマール報告書をあてはめたものであり、記載内容は、必ずしも全て
の商品に該当する内容ではありません。また、各種法令等で定める要件をすべて満たしていることを保証するものではありません。



商品の特徴

しくみ図

契約概要

一生涯にわたる「死亡・高度障害保障」に加え、「医療・介護保障」「病気・ケガによる入院・手術等
保障」などの特約を付加することで、お客さまのニーズにあった各種保障を組み合わせることが
できる保険です。

00歳まで
更新可能

00歳まで
更新可能

00歳まで
更新可能

00歳まで
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00歳まで
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00歳まで
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障 指定代理請求特約12 付加されております。

保険料払込免除特約11 付加されております。

リビング・ニーズ特約10 付加されております。

ご契約
00歳

お払込満了
00歳

死
亡
・
高
度
障
害
保
障

先進医療特約9
［ 先進医療給付金 ］ 技術料と同額

［ 先進医療一時給付金 ］ 000万円

総合医療特約7

［ 骨髄ドナー給付金 ］ 000万円
入院一時金給付特約8 ［ 入院一時給付金 ］ 0万円

介護保障特約6 ［ 介護給付金 ］ 000万円

3大疾病保障特約5 ［ 特定疾病保険金 ］ 000万円

障害保障特約4 000万円

定期保険特約2 000万円

定期年金特約1 000万円（×00年間）

［ 放射線治療給付金 ］ 000万円
［ 手術給付金 ］ 000万円
［ 入院給付金 ］ 日額0万円

年額
※被保険者が死亡・高度障害になられた日の
翌年（年単位の応当日）からお受取りいただ
けます。

更 新
00歳

終身保険3 000万円主契約 一生涯保障
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お払込保険料について

ご契約内容の明細

「更新後の保険料」は、現在の保険料率で算出していますが、実際の更新後の保険料は更新日現在の保険
料率により改めて算出しますので、記載の金額と異なることがあります。ご注意

ご注意

■保険金・年金・給付金等のお支払いや保険料払込の免除の対象とならない場合があります。詳しくは
｢保障設計書（契約概要）｣4～5ページ（ご契約時の留意事項）と裏表紙を必ずご覧ください。

■年金は複数の支払事由に該当された場合でも、重複してお支払いいたしません。
■3大疾病保障特約・障害保障特約の各特約からの保険金のお支払いは、支払事由にかかわらず0回限り
とし、以後その特約は消滅します。

■記載の保険料は、現在の保険料率で算出していますが、更新日現在の保険料率にて改めて算出しますの
で、記載の金額と異なることがあります｡

＊ご契約後00年間毎月000円の保障充実割引を適用しています。

◎ご契約後00年間の保険料 ◎更新後の保険料
＊00,000円毎月 ［ 00歳時以降 00年間 ］ 00,000円毎月

［ 00歳時以降 00年間 ］ 00,000円毎月

指定代理請求特約12

保険料払込免除特約11

リビング・ニーズ特約10

先進医療特約9

総合医療特約7

入院一時金給付特約8

介護保障特約6

3大疾病保障特約5

障害保障特約4

定期保険特約2

定期年金特約1

終身保険3 主契約

（00回）年額  000万円 0,000円 00年 00歳 00歳

000万円 0,000円 00年 00歳 00歳

00,000円 終身 00歳 ー

000万円 000円 00年 00歳 00歳

000万円 00,000円 00年 00歳 00歳

000万円 000円 00年 00歳 00歳

日額  00,000円 0,000円 00年 00歳 00歳

0万円 000円 00年 00歳 00歳

技術料と同額 00円 00年 00歳 00歳

最高0,000万円まで 0円 00年 ー 00歳

ー 0,000円 00年 00歳 00歳

ー 0円 00年 ー 00歳

主契約・特約名 保障額 保険期間保険料 払込満了年齢 更新限度年齢

＊特約は自動更新することができ、記載の年齢まで継続することができます。

＊

商品名称
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お支払事由一覧

契約概要

死亡したとき遺族年金を、約款に定める高度障害状態となったとき高度障害年
金を支払います。

死亡したとき死亡保険金を、約款に定める高度障害状態となったとき高度障害
保険金を支払います。

死亡したとき死亡保険金を、約款に定める高度障害状態となったとき高度障害
保険金を支払います。また不慮の事故により約款に定める身体障害の状態と
なったとき以後の保険料払込が不要となります（一時払契約を除く）。

約款に定める身体障害の状態となったとき障害保険金を支払います。死亡した
とき死亡保険金を支払います。

所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中により約款に定める状態となったとき特定疾
病保険金を、死亡したとき死亡保険金を、約款に定める高度障害状態となったと
き高度障害保険金を支払います。

約款に定める要介護状態となり、その状態が000日間継続し、かつ回復の見込
がないとき、介護給付金を支払います。

不慮の事故または病気により0日以上入院したとき入院給付金を、約款に定め
る手術を受けたとき手術給付金を、約款に定める放射線治療を受けたとき放射
線治療給付金を、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたとき骨髄ド
ナー給付金を支払います。

傷害または疾病の治療を目的として0日以上入院した場合に、入院一時給付金を
支払います。

先進医療による療養を受けたとき先進医療給付金として先進医療にかかる技術
料と同額（通算0,000万円限度）を、先進医療給付金が支払われるときにあわせ
て同一の先進医療につき0回限り先進医療一時給付金を支払います。

余命が0か月以内と判断されるとき特定状態保険金（※）を支払います。

所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中により約款に定める状態となったとき、約款
に定める身体障害の状態となったとき、または約款に定める要介護状態が000
日間継続しかつ回復の見込がないとき以後の保険料払込が不要となります。

被保険者が受取人となる保険金等のお支払事由が生じた場合、その受取人が
保険金等を請求できない所定の特別な事情があるとき、所定の代理人が保険
金等を請求することができます。

（※）死亡保険金額の範囲内（最高0,000万円まで）で、所定の金額を前払請求できます。

ご注意

■年齢、性別、払込方法によって付加できない場合がありますのでご了承ください。
■保険金・給付金等をお支払いできない場合があります。詳しくは｢保障設計書（契約概要）｣4～5ページ
（ご契約時の留意事項）と裏表紙を必ずご覧ください。
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他
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指定代理請求特約12

保険料払込免除特約11

リビング・ニーズ特約10

先進医療特約9

総合医療特約7

入院一時金給付特約8

介護保障特約6

3大疾病保障特約5

障害保障特約4

定期保険特約2

定期年金特約1

終身保険3

主契約・特約名 お支払事由

主契約
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給付金等のお支払いについての留意事項

■「◯◯◯◯終身保険」とは、終身保険【主契約】に定期年金特約・定期保険特約・3大疾病保障特約・障害保障特約
のいずれかを付加した保険です。

被保険者が、責任開始期以後、生まれて初めて悪性新生物にかかり、医師によって診断確定された
とき。ただし、以下の場合には支払い対象となりません。

商品名称

総合医療特約7
入院一時金給付特約8

ご契約時の留意事項 ～必ずお読みください～

「給付金のお支払事由」の詳細や「所定の身体障害状態」・「所定の要介護状態」など対象となる
事由の詳細については、「ご契約のしおり 定款・約款」も必ずあわせてお読みください。

所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中による
所定の状態について 保険料払込免除特約11

3大疾病保障特約5

● 保障の対象となる「3大疾病による所定の状態」は以下のとおりとなります。

所定のがん
（悪性新生物）

次の条件をすべて満たす場合は、保障の対象となります。
①被保険者が、責任開始期以後の疾病を原因として発病した。
②初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて00日以上労働の制限を必要とする状態が継
続したと医師によって診断された。

①被保険者が、責任開始期以後の疾病を原因として発病した。
②初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて00日以上言語障害等の他覚的な神経学的後
遺症が継続したと医師によって診断された。

急性心筋梗塞

次の条件をすべて満たす場合は、保障の対象となります。

脳卒中

※ただし、保障の対象となるのは、脳血管疾患のうち、くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞です。

①上皮内新生物等
②責任開始期からその日を含めて00日以内にかかった乳がん

※ただし、狭心症等は対象とはなりません。

入院日と退院日が同一の日である場合のことです。お支払いの対象となる「入院」に該当するかどう
かは、「入院料等」の支払いの有無などを参考に当社が判断します。

病気・ケガによる入院・手術等について

● 次の場合には各入院給付金・入院一時給付金のお支払い対象とはなりません。

● 疾病による複数回入院については、「ご契約のしおり 定款・約款（保険金などのお支払い）」の例示をご参照ください。

日帰り入院

災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院中に受けた手術のことです。入院中の手術
上記「入院中の手術」に該当しない手術のことです。なお、手術後に休憩室・回復室・診察ベッド等で
安静を取られたとしても、「外来扱」の場合は、各入院給付金のお支払いの対象とはなりません。外来手術

美容上の処置、正常分娩のための入院、骨髄ドナーとして骨髄幹細胞の採取術を行うための入院など「治療目的のための
入院でないとき」や診察が外来扱のとき
・
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契約概要
先進医療特約について 先進医療特約9

先進医療による療養を受けたとき、先進医療給付金として先進医療にかかる技術料と同額をお支払いします
（通算0,000万円限度）。また、先進医療給付金が支払われるときにあわせて、同一の先進医療につき0回限り
先進医療一時給付金をお支払いします。

●

お支払いの対象となる先進医療について
先進医療特約9
総合医療特約7

次の条件をすべて満たす場合に保障の対象となります。●

検査・診断・投薬等の先進医療は、先進医療特約ではお支払いの対象となりますが、総合医療特約の手術給付
金・放射線治療給付金のお支払いの対象とはなりません。

お支払いの対象となる先進医療については、○○生命ホームページでご覧いただけます。

●

①その療養を受けられた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療技術である
②先進医療技術ごとの適応症に対するもの
③先進医療技術ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関において行われるもの

・「創傷処理」「皮膚切開術」「歯科医師のみが行うことのできる手術」など。

・お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合。
・放射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けられた日から00日間に受け
た放射線治療など。

手術給付金

放射線治療給付金

総合医療特約について 総合医療特約7

災害入院給付金、疾病入院給付金が支払われる入院が重複した場合には、重複する入院日数については災害
入院給付金を優先してお支払いします。
給付金をお支払いできない場合があります。「ご契約のしおり 定款・約款（保険金などのお支払い）」の例示を
ご参照ください。

●

●

給付金の種類 お支払対象外の例

・責任開始期から0年以内に行われた採取術など。骨髄ドナー給付金

指定代理請求特約について 指定代理請求特約12

ご契約者が法人かつ死亡保険金受取人が法人の場合等、ご契約形態（契約者－被保険者－受取人の関係）に
よっては、この特約が付加できない場合があります。

●

ご注意

■終身保険【主契約】および一部の特約について、被保険者が死亡・高度障害等となられるまでの
経過年数により、死亡・高度障害保険金額等がお払い込みいただいた保険料累計額を下回る場
合があります。

定期年金特約1

定期年金特約は、将来の特約年金のお受取りにかえて、特約年金の未支払分の現価を一括してお受取りいただけます。●

特約年金の一括お受取りについて

リビング・ニーズ特約について リビング・ニーズ特約10

保険期間満了の直前0年以内は、ご契約が更新可能な場合を除き前払請求可能な死亡保険金額の対象とは
なりません。

●

参 照
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商品・制度等その他の留意事項

※表示の金額は、それぞれの主契約・特約を保険期間満了時に更新しないものとして計算した金額です。
※定期年金保険特約を付加されている場合、上記の「解約返戻金」は、年金支払開始日までの解約返戻金額です（年金支払開始日以後の解約
返戻金額は「0」として表示しています）。

解約返戻金について
解約返戻金は、経過年月数等によって異なります。年々増加するものとは限りません。ご契約によっては減少する
ことがあります。解約返戻金は、多くの場合、お支払保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約
後短期間で解約されたときの解約返戻金は、全くないか、あってもごくわずかです。尚、解約された場合、ご契
約は消滅します。

●

予定利率について
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いています。その際に
用いる利率のことを予定利率といいます。今回ご提案するプランの主契約の予定利率は、0.00％です。

●

年齢の計算について
この「保障設計書（契約概要）」に記載の年齢は、満年齢ではなく、契約年齢・保険年齢で表示しています。契約
年齢とは、ご契約日現在の満年齢に対し、0年未満の端数について0か月以下のときは切り捨て、0か月を超える
ときは切り上げて計算した年齢のことをいいます。保険年齢とは、契約年齢に年単位の契約応当日ごとに0歳
を加えて計算した年齢をいいます。

●

経過
年数

1年 0,000万円 00.0万円0歳

年 齢 死亡保険金
（主契約＋特約） 年間保険料 累計保険料 解約返戻金

［ 解約返戻金額表 ］

契約者配当金について

＊経済情勢などにより変更することがあります。

契約者配当金は変動（増減）し、決算実績によっては、0（ゼロ）となることもあります。
契約者配当金は、毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、ご契約後0年目から0年ごとにお支払いします。
ただし、毎年の決算の状況によっては配当金が支払われないこともあります。契約者配当金は、当社所定の利息＊による利息
をつけて積み立てておき、ご契約者から請求があったときに、または、保険金等をお支払いするときにあわせてお支払いします。

●

2年 0,000万円 00.0万円0歳
3年 0,000万円 00.0万円0歳
4年 0,000万円 00.0万円0歳
5年 0,000万円 00.0万円0歳
6年 0,000万円 00.0万円0歳
7年 0,000万円 00.0万円0歳
8年 0,000万円 00.0万円0歳
9年 0,000万円 00.0万円0歳
10年 0,000万円

00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円

00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円
00.0万円 00.0万円0歳

（千円未満切り捨て表示）

商品名称
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TEL 03-＊＊＊＊-＊＊＊＊
〒＊＊＊-＊＊＊東京都◯◯区◯◯町1-1-1

担当者●●生命保険□□会社

http://www.＊＊＊.co.jp
［ ●●生命ホームページ ］

●●生命 検 索

ご加入の生命保険に関する「苦情・相談」については、
お客さま相談室またはお近くの●●生命へご連絡ください。

お客さま
相 談 室

03－＊＊＊＊－＊＊＊＊
［ 受付時間 ］9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

●●生命の
苦情・相談窓口

この「保障設計書（契約概要）」の表示内容は、作成日現在のお取扱いの内容となっており、将来的に変更される
こともあります。変更された場合、変更後の内容が適用されます。

この商品に係る指定紛争解決機関は社団法人生命保険協会です。詳細につきましては「特に重要なお知らせ（注意
喚起情報）」の裏表紙をご参照ください。

●社団法人生命保険協会「生命保険相談所」について

生命保険契約は、お客さまと当社との間で締結される契約であり、お客さまからのお申込みをいただき、当社が
承諾したときに有効に成立いたします。担当者（生命保険募集人）は、契約締結の際の媒介をさせていただくことが
役割であり、契約締結の代理権はありません。

●契約締結における担当者の役割について

｢新しいご契約｣のお申し込みには、一般の契約と同様に告知義務があります。●

健康状態などによってはご契約をお断りする場合があります。
また、告知が必要な傷病歴などを告知されなかった場合、告知義務違反による解除や、詐欺による取消しの規定などが適用
されることがあります。（新しいご契約の責任開始期を起算として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。）

・
・

｢現在のご契約｣でお支払いできる場合でも、｢新しいご契約｣でお支払いできない場合があり
ます。以下のとき、保険金・給付金などをお支払いできない場合があります。

●

｢現在のご契約｣を解約された場合、｢新しいご契約｣のお取り扱いにかかわらず、解約されたご
契約を元に戻すことはできません。現在のご契約を減額された場合、元に戻す（復旧する）お取り
扱いに制限を受けることがあります。

解約・減額時の返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となり、場合に
よっては、ゼロになることもあります。

一定期間のご契約の継続を条件に発生する契約者配当の権利などを失う場合があります。

保険料の基礎となる予定利率が、現在のご契約より低い場合は、主契約などの保険料が高くなり
不利益となる場合があります。

●

●

●

●

・ ・ ・
・
告知義務違反による解除　　　　詐欺による取消し　　　　責任開始期の属する日から0年以内の自殺
責任開始期より前にすでに発生していた病気やケガがあった場合

｢現在のご契約｣を＜解約・減額＞して
｢新しいご契約｣のお申し込みをされる場合ご注意
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