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アメリカンファミリー／給与サポート保険

　アメリカンファミリー生命は、平成28年7月
19日から、「病気やケガで働けなくなったとき
の 給与サポート保険」を発売している。これ
は顧客自身が病気やケガによって働けなくな
った場合に起こる「収入の減少」という自身
及び家族の経済的困難に備えるための商品。

⑴ 　病気やケガを原因とした所定の就労困難
状態が60日継続後、その状態が続く限り給

付金を支払う。
※ 精神障害や妊娠・出産などを原因とする場
合を除く
⑵ 　支払いの対象となる就労困難状態とは、
「入院」または「所定の在宅療養」に該当し
た状態をいう。
⑶ 　被用者保険から「傷病手当金」が支給さ
れる期間とそれ以降では収入の減少分に差
があるため、「短期回復支援給付金」と「長
期療養支援給付金」の保障額をそれぞれ1
万円単位で設定し、無駄のない保障を準備
することができる。

発売の趣旨と仕組み

特　　長

（平成28年 7月19日発売）

病気やケガで働けなくなったときの 給与サポート保険

アメリカンファミリー生命

就労困難状態について
●支払いの対象となる「就労困難状態」とは、つぎのい
ずれかに該当する状態をいう。

短期回復支援給付金 長期療養支援給付金

入院 病院や診療所に入り、医師による治療を受けて
いる場合など

在宅
療養

⒜医師の指示にもとづく在宅療養
医師による治療（投薬やリハビリ）が継続し、病
院への通院など必要最低限な外出を除き、活動
範囲が自宅などに制限されている場合など
⒝特定障害状態
国民年金法に定める障
害等級１級または２級
相当と会社が認めた状
態

⒞障害等級１級または
２級認定
国民年金法で定める障
害等級１級または２級
に認定された状態

※ 特定障害状態とは、障害等級１級または２級相当の状態とし
て、約款に定めるものをいう。

●支払事由に該当する就労困難状態（給付金別）
短期回復支援給付金 入院または在宅療養⒜または⒝
長期療養支援給付金 入院または在宅療養⒜または⒞

保険料例
口座振替、月払、60歳満期、短期回復支援給付金月額：
5万円、長期療養支援給付金月額：15万円

性別 年齢 保険料

男性

20歳 2,590円
30歳 3,235円
40歳 3,670円
50歳 4,425円

性別 年齢 保険料

女性

20歳 2,585円
30歳 3,190円
40歳 3,530円
50歳 4,080円

保険期間・保険料払込期間・契約年齢

保険期間・保険料払込期間 契約年齢
60歳満期 満18歳～満55歳
65歳満期 満18歳～満60歳

仕組み図

短期回復支援給付金

公的保障（傷病手当金）

【第６回まで】
生存していれば支払い

▲
就労困難状態
に該当*1

60/65歳満期

【第７回以後】
就労困難状態が継続していれば支払い

公的保障（障害年金）

長期療養支援給付金

契
約
日

長期給付
無事故
支払金
*2

就労困難
状態が60日
継続

＊1就労困難状態に該当
して給付金を受け
取る場合も、引き
続き、保険料の払
込みが必要。

＊2保険期間中に長期療
養支援給付金が支
払われなかった場
合に支払う。
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日本／ニッセイみらいのカタチ　継続サポート３大疾病保障保険付プラン“５つ星”

（平成27年４月２日発売）

ニッセイみらいのカタチ
継続サポート３大疾病保障保険付プラン“５つ星”

　日本生命では平成27年４月２日から、「ニ
ッセイみらいのカタチ　継続サポート３大疾
病保障保険付プラン“５つ星”」を発売してい
る。「ニッセイみらいのカタチ」は、12種類の
保険を一つひとつ単品として提供する方式に
よって、顧客にとって必要な保険を選んでい

ただき自在に組み合わせることで、多様化す
る顧客ニーズにきめ細かく対応できる商品。
この「ニッセイみらいのカタチ」に、３大疾
病（がん（悪性新生物）・急性心筋梗塞・脳卒
中）になった顧客を長期にわたりサポートす
る「継続サポート３大疾病保障保険」を加え、
これを付加したプランを「ニッセイみらいの
カタチ　継続サポート３大疾病保障保険付プ

発売の趣旨と仕組み

日本生命

仕　組　み　図

【保険金等の受取りイメージ】
（保険契約の型が５倍型の場合）

継続サポート３大疾病保障保険の被保険者は、ベストドクターズⓇ・サービスを利用できる。
継続サポート年金支払期間中も当サービスを利用できる。

３大疾病
保険金

死亡保険金

死亡保険金額は３大疾病保険金額の10％死亡保険金

いずれか
一方のみ
支払

いずれか
一方のみ
支払

いずれか
一方のみ
支払

いずれか
一方のみ
支払

「３大疾病保障保険」「継続サポート３大疾病保障保険」

３大疾病
保険金

継続サポート年金

３大疾病
保険金

３大疾病保険金の
支払事由該当日

継続
サポート
年金

１年目の
治療等に
活用

１年後の応当日 ２年後の応当日 ３年後の応当日 ４年後の応当日

継続
サポート
年金

２年目の
治療等に
活用

継続
サポート
年金

３年目の
治療等に
活用

継続
サポート
年金

４年目の
治療等に
活用

５年目の
治療等に
活用

顧客のニーズに合わせて、契約時に保険契約の型を
「10倍型」「５倍型」「同額型」の３つから選択できる。

３大疾病保険金の支払事由該当日の毎年の応当日に生存していた場合
継続サポート年金（最大４回）を受取れる

最大５回の受取りにより、最長５年間、継続的にサポートする

ポイント②

ポイント①

ポイント③

従来の３大疾病保障保険
に比べて、死亡保障を抑
えることで、３大疾病に
重点的に備えられる。

治療の有無・内容は問わない。
使途自由のため、収入減少分の補てんや、リハ
ビリテーション・再発予防、将来的に医療技術
が進歩した場合の治療等にも役立てられる。

所定の３大疾病【がん（悪性新生物）・急
性心筋梗塞・脳卒中】になった場合、３
大疾病保険金を一時金で受取れる
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