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NEWS RELEASE 

2019年 11月 12日 

各 位 

会 社 名 ライフネット生 命 保険 株 式会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  森  亮 介 

 （証券コード：7157 東証マザーズ） 

ライフネット生命保険  終身医療保険 

「じぶんへの保険3」「じぶんへの保険3レディース」を新発売 

お客さまの声をもとに保障内容を拡充 

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、

代表取締役社長：森亮介）は、2019年 12月 1日（予定）に、終身医療保険の新商品「じぶんへの保険

3」、「じぶんへの保険 3レディース」を発売することをお知らせします。 

 

 

 

生命保険文化センターが行っている調査*1 によると、「病気やケガの治療や入院にそなえることので

きる保険」への加入意向は継続的にどの分野よりも最も高くなっています。当社は、2008 年の開業時

に、病気やケガによる入院や手術を保障する終身医療保険「じぶんへの保険」を発売し、その後の

2014 年にがんの治療や先進医療に対する保障を加えた終身医療保険「新じぶんへの保険」「新じぶ

んへの保険レディース」を発売するなど、お客さまの医療保障へのニーズに対応してきました。 

近年は、医療技術の進歩等により、5日以内の短期入院の割合が増加し、2017年度には約 36%に

達する*2 とともに、入院を伴わない手術も可能となっています。これを受けて、お客さまから「短期入院

でも必要な入院の準備費用を保障してほしい」「日帰り手術を受けた場合の保障がほしい」といったご

要望が寄せられています。5年ぶりとなる医療保険の新商品である「じぶんへの保険3」「じぶんへの保

険 3 レディース」は、このような時代の変化に伴うお客さまからの声を反映し、さらに充実した保障内容

となりました。 

 

■終身医療保険「じぶんへの保険 3」「じぶんへの保険 3レディース」 3つのポイント 

1. 「5日以内の入院は 5日分のお支払い」を継続。さらに、女性入院給付金（レディース）にも拡大 

 「新じぶんへの保険」で好評をいただいた「5 日以内の入院は 5 日分の入院給付金のお支

払い」を継続しつつ、女性入院給付金にも拡大します。「じぶんへの保険 3 レディース」で

は、女性特有の疾病による入院に対してさらに保障が手厚くなります。 

2. 手術給付金は入院を伴う手術だけでなく、外来手術も対象に 

 「外来手術（入院を伴わない手術）」に対する保障を新たに追加します。 

 入院の有無にかかわらず、「放射線治療」「骨髄移植術・骨髄幹細胞の採取術」に対して

も、手術給付金のお支払い対象とします。 

3. おすすめコースには先進医療見舞給付金を新設 

 「おすすめコース」では、先進医療を受けた際に一時金として先進医療見舞給付金 10万円

を新設しました。たとえば、先進医療を受療するための交通費等にご利用いただくなど、先

進医療による治療をサポートするために活用できる給付金です。 

 

https://www.lifenet-seimei.co.jp/
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なお、KDDI 株式会社を保険募集代理店として販売している「au 医療ほけん」「au 医療ほけんレディ

ース」も、「じぶんへの保険3」「じぶんへの保険3レディース」同様の保障内容へリニューアルします。*3 

 

■終身医療保険新旧対比表（下線が変更点） 

 新商品 旧商品 

正式名称 
終身医療保険 

（無配当・無解約返戻金型）（2019） 

終身医療保険 

（無配当・無解約返戻金型）（2014） 

入院給付金 

（入院 1回につき） 

・5日以内の入院であれば5日分の入

院給付金日額をお支払いします。 

・入院した場合（日帰り入院を含む）入

院給付金日額×入院日数をお支払い

します。 

※入院を 2回以上した場合で、入院を

開始した原因が同一かまたは医学上

重要な関係があると当社が認めたと

きは、それらの入院を 1回の入院とみ

なします。ただし、退院日の翌日以降

から 180日経過後の入院は新たな入

院として取り扱います。 

（入院 1回につき） 

・5日以内の入院であれば5日分の入

院給付金日額をお支払いします。 

・入院した場合（日帰り入院を含む）入

院給付金日額×入院日数をお支払い

します。 

※入院を 2回以上した場合には、入

院理由にかかわらず、1回の入院とみ

なします。 

手術給付金 

・入院中に手術を受けた場合に「入院

給付日額×10」をお支払いします。 

・入院を伴わない手術を受けた場合

「入院給付日額×5」をお支払いしま

す。 

・放射線治療や骨髄移術・骨髄幹細

胞の採取術を受けた場合もお支払い

対象になります。 

・入院中に手術を受けた場合に「入院

給付日額×10」をお支払いします。 

女性入院給付金 

（入院 1回につき） 

・5日以内の入院であれば5日分の女

性入院給付金日額をお支払いしま

す。 

・所定の女性特定疾病の治療を目的

として入院した場合（日帰り入院を含

む）に入院給付金日額×入院日数を

お支払いします。 

（入院 1回につき） 

・所定の女性特定疾病の治療を目的

として入院した場合（日帰り入院を含

む）に入院給付金日額×入院日数を

お支払いします。 

がん治療給付金 

・がん責任開始前を含めて生まれて

はじめてがんと診断された場合、入院

日額の 100倍をお支払いします。 

・がん責任開始前を含めて生まれて

はじめてがんと診断された場合、入院

日額の 100倍をお支払いします。 
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・なお、2 回目以降はがん治療給付金

を受けとった翌年以降に所定のがん

の治療を受けた場合に 1 年に一回お

支払いします。（最大 5回まで） 

・なお、2 回目以降はがん治療給付金

を受けとった翌年以降に所定のがん

の治療を受けた場合に 1 年に一回お

支払いします。（最大 5回まで） 

先進医療給付金 

・先進医療を受けた場合、技術料をお

支払いします。 

（ただし、白内障を直接の目的とする

場合、2年間はお支払い対象外です） 

・先進医療を受けた場合、技術料をお

支払いします。 

先進医療見舞 

給付金 

・先進医療給付金が支払われる場合

に、療養 1回につき 10万円をお支払

します。 

（ただし、白内障を直接の目的とする

場合、2年間はお支払い対象外です） 

― 

特則 

・特定疾病・部位不担保法および特定

障害不担保法の取扱いを適用する場

合があります。 

・特定疾病・部位不担保法の取扱いを

適用する場合があります。 

 

 

■月額保険料／保険料の内訳 

当社は、「情報開示を徹底することが、お客さまに信頼いただくサービス提供の基本である」という考

えにもとづき、お客さまがお支払いする保険料のうち、生命保険会社の運営経費にあたる付加保険料

を保険商品ごとに開示しています。本商品の代表的な月額保険料と内訳は以下のとおりです。 

 

終身医療保険「じぶんへの保険 3」 

エコノミーコース 入院給付金日額 5,000円／保険期間・保険料払込期間終身 

男性 

月額保険料     

  純保険料 付加保険料 

20歳 1,199円 940円 259円 

30歳 1,578円 1,242円 336円 

40歳 2,121円 1,673円 448円 

50歳 2,892円 2,286円 606円 

    

女性 

月額保険料     

  純保険料 付加保険料 

20歳 1,369円 1,076円 293円 

30歳 1,701円 1,340円 361円 

40歳 2,034円 1,604円 430円 

50歳 2,577円 2,036円 541円 
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■便利な給付金請求サービス「スマ速請求」 

当社は、医療保険の給付金請求の際に、特定の条件を満たす場合に、オンラインで請求が可能な

「スマ速請求」を導入しています。医療保険の給付金請求における必要書類を、スマホなどで撮影し、

ウェブサイト上の「マイページ」からご提出いただけます。これにより、医療保険の給付金請求手続きが、

オンラインで完結します。 

詳細は下記 URLをご参照ください。 

https://www.lifenet-seimei.co.jp/sumasoku/ 

 

■業績への影響 

終身医療保険「じぶんへの保険 3」「じぶんへの保険 3 レディース」の発売に伴う当社の業績への影

響として、経常収益への影響見込みは軽微であり、支出の見込額は約 230百万円です。 

 

 

*1 生命保険文化センター 「平成 30年度 生命保険に関する全国実態調査」 
*2 平成 29年の患者調査（厚生労働省）「推計退院患者数，性・年齢階級×傷病大分類×在院期間別」 

*3 現在販売している終身医療保険「新じぶんへの保険」「新じぶんへの保険レディース」（正式名称：終身医療保険（無配当・無

解約返戻金型）（2014））は 2019年11月 30日（予定）で販売終了になります。同様に、KDDI株式会社を保険募集代理店と

して現在販売している終身医療保険「au 医療ほけん」「au 医療ほけんレディース」（正式名称：保険料還付金付終身医療保

険（無配当・無解約返戻金型）（2014））は 2019年 11月 30日（予定）で販売終了になります。 

 

 

 

ライフネット生命について   URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/  

当社は、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひ

とりの生き方を応援する」という経営理念のもと、インターネットを主な販売チャネルとする生命保険会

社です。デジタルテクノロジーを活用しながら、保険相談、お申し込みから保険金等のお支払いまで、

一貫してお客さまの視点に立った商品・サービスの提供を実現するとともに、オンライン生保市場の拡

大を力強く牽引するリーディングカンパニーを目指します。   

会社及び商品の詳細は https://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧ください｡ 

株主･投資家向けの情報は https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ をご覧ください。 

本件に関するお問い合わせ先 

03－5216－7900（広報：原／IR：関谷） 

 

https://www.lifenet-seimei.co.jp/sumasoku/
https://www.lifenet-seimei.co.jp/
https://www.lifenet-seimei.co.jp/
https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/

