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Ｔ＆Ｄ保険グループの太陽生命保険株式会社（社長 副島直樹）は、2021 年６月１日より、「ガン・

重大疾病予防保険」を新たに発売しますのでお知らせいたします。 
 
当社は、2016年 6月より「従業員」「お客様」「社会」のすべてを元気にする取り組み「太陽の元気プ

ロジェクト」を推進し、2018年 10月には、「ひまわり認知症予防保険」を販売するなど、認知症に関す
る商品・サービスの提供や各種共同研究等を通じて、認知症の「予防」への取組みをすすめてきました。 
 さらに、2019年 10月からは、「予防」の範囲を「三大疾病」に拡大し、味の素株式会社、Ｈ.Ｕ.フロ
ンティア株式会社、株式会社セルメスタの３社と重大な疾病の予防に関する業務提携を締結するなど、
取組みを強化してまいりました。 
 
今般、予防保険シリーズ第２弾として「ガン・重大疾病予防保険」を発売します。 
本商品にご加入いただいたお客様には、ご契約の１年後から２年ごとに「予防給付金」をお受け取り

いただけます(*１)。「予防給付金」は、味の素社が開発した「アミノインデックス®リスクスクリーニン
グ検査」(*2)をはじめとする疾病予防サービスにもご利用いただけます。お客様に疾病予防サービスをご
利用いただき、がんや重大疾病への「早期予防」や「早期発見」につなげていただくことで、お客様の
元気、長生きをサポートします。 
  
また、がん・急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病をはじめとする 19 もの疾病による所定の状態に対して

最大2,000万円の保障を準備することができます。疾病の早期治療に役立てていただくべく、がんと診
断確定された場合にお支払いできるだけでなく、急性心筋梗塞・脳卒中に関しては、所定の状態が 60
日以上継続する場合に加えて、手術を受けた場合にもお支払いできるようになりました。 
 
さらに、非対面でのお手続きをご希望されるお客様のニーズに対応して、当社のインターネットチャ

ネルである「スマ保険」でも「ガン・重大疾病予防保険」を発売します。 
■スマ保険の詳細はこちらをご覧ください。 
（URL：https://www.taiyo-seimei.co.jp/net_lineup/index.html） 
 
本商品とあわせて、所定の状態に該当したときに、以後の保険料の払込みが免除され、保障を継続す

ることができる保険料払込免除特約を「保険料払込免除特約2020」へとリニューアルすることで、保障
内容の充実を図っています。 
 
『保険で病気を予防する』 
太陽生命は、認知症だけでなく、重大な疾病に対するお客様の「予防」への取り組みをサポートする

ことで、人生100歳時代を誰もが元気に長生きできるよう、最優の商品・サービスの提供を目指してま
いります。 
 

以  上 

 

   太陽生命、               を発売！ 

～保険で病気を予防する～ 

(*1)生存給付金特則を付加した場合です。生存給付金特則を付加しないこともできます。その場合、予防給付金はありませんが、疾 
病予防サービス等のご利用を案内させていただきます。 

(*2)血液中のアミノ酸濃度バランスから、「現在がんである可能性」、「10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク」、「4 年以  
内に糖尿病を発症するリスク」および 、「血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ」を一度に評価する検査です 。 

 
 

https://www.taiyo-seimei.co.jp/net_lineup/index.html


ガン・重大疾病予防保険と一部連動した37項目につき、保険料の払込が免除されます！

② がん・急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病をはじめとする19もの疾病による所定の
状態に対して最大2,000万円を一時金でお受け取りいただけます！

① 予防給付金（*1）を活用して「疾病予防サービス」を利用いただけます！（*2）

ご契約の１年後から２年ごとに「予防給付金」をお受け取りいただけます。
「予防給付金」は有料の「疾病予防サービス」にもご利用いただけます。

1. 「ガン・重大疾病予防保険」のポイント

・がんについては診断確定された場合にお受け取りいただける（*3）のはもちろんのこと、急性心筋梗塞・脳卒中に
ついては、手術を受けた場合にも、一時金でお受け取りいただけます！

・新たに、大動脈瘤・大動脈解離・慢性膵炎の保障を追加し19の項目を保障します！

＜対象となる疾病（*4）＞
・がん ・急性心筋梗塞 ・脳卒中 ・糖尿病 ・慢性腎不全 ・肝硬変 ・高血圧性疾患
・大動脈瘤 ・大動脈解離 ・慢性膵炎 ・慢性呼吸不全 ・心臓ペースメーカー等装着
・人工弁置換 ・人工肛門造設 ・新膀胱造設 ・尿路変更術を受けたとき

がんや病気による所定の状態に該当した場合、お支払いにより消滅する指定契約以外の、継続する指定契約（入院保
険や定期保険など）の以後の保険料のお払い込みは免除されます。また、お払い込みが免除された場合、保障が継続し
ます（更新後の主契約の保険期間は80歳までとなります）。

③ 幅広い内容を保障するワイド給付に「糖尿病によるインスリン治療が180日継続」
した場合を追加しました！

がん 生まれてはじめて上皮内がんと診断された場合（*5）

急性心筋梗塞 入院した場合
脳卒中 入院した場合
糖尿病 インスリン治療を180日継続して受けた場合

・上皮内がんと診断確定（*5）、急性心筋梗塞・脳卒中の入院に加え、糖尿病でインスリン治療を180日継続して
受けた場合、保険金額の10％（最大200万円）を一時金でお受け取りいただけます。

￥

予防給付金

＜疾病予防サービスの一例＞
アミノインデックス®リスクスクリーニング（ＡＩＲＳ®）（技術開発：味の素株式会社）
医療機関での約 5 ㎖の採血で、「現在、がんである可能性」と「将来、脳卒中・心筋梗塞、糖尿病になるリスク」を一度
に評価できる検査で、当社のすべてのお客様にご利用いただけます。

1年後
￥

5年後
￥

7年後
￥

9年後
￥

10年後
￥

3年後

￥
￥

「疾病予防サービス」

（*3）「責任開始日から起算して90日以内に罹患し、診断確定された乳がん」や、非浸潤性のがん、上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がんなどは
お支払いすることができません。詳細はパンフレットをご確認ください。

（*1）生存給付金特則を付加した場合です。生存給付金特則は本則の保険金が支払われると消滅します。
（*2）「疾病予防サービス」は保険に付随するものではありません。

（*4）お支払いの条件などは、別紙２ページ目の保障内容をご確認ください。

ワイド
給付金

別 紙

保険料払込免除特約2020（無配当保険料払込免除特約2020）を付加した場合

（*5）責任開始日から90日以内に罹患し、診断確定された乳がんや乳房の上皮内がんについては、お支払いすることができません。
詳細はパンフレットをご確認ください。

＜イメージ図（保険期間10年の場合）＞



2. 「ガン・重大疾病予防保険」の概要

（2）仕組み ●保険期間10年の場合

（3）保障内容

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

３年後 ５年後 ７年後

契約日 １０年後

９年後契約日

▼

１０年後

▲ ▲

１年後

死亡・高度障害保険金〔Ⅱ型〕
１０大疾病保険金

死亡・高度障害給付金〔Ⅱ型〕
１０大疾病ワイド給付金

死亡・高度障害保険金

本則部分

ワイド給付金
特則部分

生存給付金
特則部分

満期
保険金生存

給付金
生存
給付金

生存
給付金

生存
給付金

生存
給付金

保険期間・保険料払込期間(１０年の場合)

ア.１０大疾病保障保険 本則〔Ⅰ型〕〔Ⅱ型〕
名称 支払事由等（概要） 支払金額

死亡給付金 保険期間が終身で、かつ、保険料払込期間が有期の場合、被保険者が保険料払込 保険金額の

（Ⅰ型） 期間満了後に死亡したとき １０％

死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡したとき

保険金額
（Ⅱ型）

高度障害保険金 被保険者が保険期間中に、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、

（Ⅱ型） 高度障害状態に該当したとき

名称 支払事由等（概要） 支払金額

１０大疾病保険金 被保険者が保険期間中に、つぎのいずれかに該当したとき

保険金額

（Ⅰ型・Ⅱ型） ① 悪性新生物と診断確定されたとき

② 急性心筋梗塞により、「労働制限が６０日以上継続したとき」

または「手術を受けたとき」

③ 脳卒中により、「神経学的後遺症が６０日以上継続したとき」

または「手術を受けたとき」

④ 糖尿病により、「増殖性硝子体網膜症による手術」または

「糖尿病性神経障害または糖尿病性壊疽による１手指以上

または１足指以上の切断術」を受けたとき

⑤ 慢性腎不全により、永続的な人工透析療法を受けたとき

⑥ 肝硬変により生じた食道静脈瘤による手術を受けたとき

⑦ 高血圧性疾患により、高血圧性網膜症と医師に診断されたとき

⑧ 「大動脈瘤または大動脈解離による手術を受けたとき」または

「大動脈瘤または大動脈解離が破裂したと医師に診断されたとき」

⑨ 慢性呼吸不全により、永続的な在宅酸素療法が１８０日以上

継続したとき

⑩ 慢性膵炎により、手術を受けたとき

⑪ その他の臓器の障害等により下記の状態に該当したとき

（心臓ペースメーカー等装着、人工弁置換・人工肛門造設、

新膀胱造設、尿路変更術）

（1）正式名称
・無配当１０大疾病保障保険〔Ⅰ型〕（無解約払戻金型）（001）
・無配当１０大疾病保障保険〔Ⅱ型〕（001）
※「ガン・重大疾病予防保険」は上記保険の販売呼称です。
※「予防給付金」は、生存給付金の愛称です。
※〔Ⅱ型〕の死亡・高度障害保障のないタイプが〔Ⅰ型〕です。



（4）契約取扱い

項 目 内 容

契約年齢範囲 有期： ５歳～７５歳 終身： １２歳～７５歳

保険期間 １０年、歳満了または終身

保険料払込期間 保険期間 有期：保険期間と同一

保険期間 終身：５５歳～８５歳満了（５歳ごと） ※ただし、１０年以上、５０年以下とする

保険料払込方法 月払

最高限度 ２，０００万円 （うち本則：１，８００万円、ワイド給付金特則：２００万円）

最低限度 １００万円 （うち本則： ９０万円、ワイド給付金特則： １０万円）

単位 １０万円 （うち本則： ９万円、ワイド給付金特則： １万円）

その他
スマ保険の場合、契約年齢：20歳～75歳、保険期間・保険料払込期間：10年のみ、単位：50万円（本則：45万円、特則：5万円）での
取扱いとなり、生存給付金特則は付加できません。

イ.１０大疾病ワイド給付金特則〔Ⅰ型〕〔Ⅱ型〕
名称 支払事由等（概要） 支払金額

死亡給付金 保険期間が終身で、かつ、保険料払込期間が有期の場合、被保険者が保険料払込 給付金額の

（Ⅰ型） 期間満了後に死亡したとき １０％

死亡給付金 被保険者が保険期間中に死亡したとき
給付金額

（Ⅱ型）

名称 支払事由等（概要） 支払金額

高度障害給付金 被保険者が保険期間中に、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、

給付金額

（Ⅱ型） 高度障害状態に該当したとき

１０大疾病 被保険者が保険期間中に、つぎのいずれかに該当したとき、給付金額を支払う。

ワイド給付金 ① 上皮内新生物等に罹患し、医師によって診断確定されたとき

（Ⅰ型・Ⅱ型） ② 急性心筋梗塞を発病し、入院を開始したとき

③ 脳卒中を発病し、入院を開始したとき

④ 糖尿病を発病し、医師の指示によるインスリン治療を

１８０日以上継続して受けたとき

⑤ 本則の１０大疾病保険金の支払事由に該当したとき

ウ. 生存給付金特則
名称 支払事由等（概要） 支払金額

死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡したとき
死亡保険金額

高度障害保険金 被保険者が保険期間中に、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、 死亡保険金額

高度障害状態に該当したとき と同額

生存
給付金

第１回 被保険者が、生存給付金支払開始日の前日の満了時に生存しているとき
生存給付金額

第２回以後 被保険者が、生存給付金支払日の前日の満了時に生存しているとき

満期保険金 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき
満期保険金額

※ 保険期間有期の場合にかぎる。

ア.１０大疾病保障保険〔Ⅰ型〕〔Ⅱ型〕本則・ワイド給付金特則

イ.生存給付金特則
項 目 内 容

契約年齢範囲 有期：５歳～７５歳 終身：１２歳～７５歳

保険期間 １０年、または終身

保険料払込期間 １０年：保険期間と同一 終身：歳満了

最高限度 １００万円

最低限度 １万円

単位 １万円

満期保険金額 〔保険期間：１０年、保険料払込期間：１０年〕 〔保険期間：終身、保険料払込期間：有期（歳満了）〕

死亡保険金額 ・ 満期保険金額：生存給付金額×６ 保険契約の型 死亡保険金額

・ 死亡保険金額：生存給付金額×１５ Ⅰ型 生存給付金額×３４０

Ⅱ型 生存給付金額×５４０

○ 普通死亡保険金の引受限度額の範囲内であることを要する。

○ 保険期間および保険料払込期間が歳満了の場合は、生存給付金特則は付加できない。

※生存給付金特則を付加しないこともできます。その場合は予防給付金はありませんが、疾病予防サービス等のご利用を案内させていただきます。

※ガン・重大疾病予防保険にご加入いただく場合、１０大疾病ワイド給付金特則〔Ⅰ型〕〔Ⅱ型〕を付加する必要があります。



このニュースリリースは商品の概要を説明したもので、保険募集を目的としたものではありません。

（5）保険料例

契約年齢 口座月払保険料
男性 女性

20歳 2,034円 2,117円
30歳 2,517円 2,759円
40歳 3,674円 3,784円
50歳 6,606円 5,269円
60歳 12,901円 8,266円

＜前提条件＞
ガン・重大疾病予防保険〔Ⅰ型〕：300 万円（本則：270万円、ワイド給付金特則：30万円）
生存給付金額：１万円、満期保険金額：6万円、死亡保険金額：15万円
保険料払込免除特約2020：付加
保険期間・保険料払込期間：10 年

＜前提条件＞
ガン・重大疾病予防保険〔Ⅰ型〕：300 万円（本則：270万円、ワイド給付金特則：30万円）
生存給付金額：１万円、満期保険金額：6万円、死亡保険金額：15万円
保険料払込免除特約2020：無
保険期間・保険料払込期間：10 年

契約年齢 口座月払保険料
男性 女性

20歳 2,002円 2,087円
30歳 2,431円 2,686円
40歳 3,516円 3,668円
50歳 6,256円 5,075円
60歳 12,122円 7,881円

以 上


