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お客さまの多様なニーズにお応えする 

「マスミューチュアルの終身医療保険」販売開始 

 

 

マスミューチュアル生命保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼 CEO：平野 秀三）

は、2003 年 12 月 2 日より、「マスミューチュアルの終身医療保険」（無配当終身医療保険）の販売を開始しま

した。 

公的医療保険制度の改正による医療費の自己負担割合がアップしたことにともない、お客さまの医療

保障に対する関心はこれまで以上に高まってきています。特に年齢が上がるとともに高まる病気やケガの

リスクを一生涯カバーする終身医療保障へのニーズにお応えするために、当社は「マスミューチュアルの終

身医療保険」を発売いたしました。 

 

「マスミューチュアルの終身医療保険」…主な特長 

（１）終身保障なので、ケガ、病気での入院、手術が一生涯保障されます（1 泊 2 日の入院から保障）。 

（２）入院給付金支払いタイプを選択できます。 

通算入院日数は保険業界最高レベルの 1,095 日を限度として保障します。また、1 回の入院での支払日数

限度を 60 日、120 日、1,095 日の中から選択できます。 

（３）保障重視タイプと保障＋貯蓄タイプを選択できます。 

        「保障重視、保険料は安くという方」は死亡保険金・解約払戻金のないタイプ、「保障も貯蓄部分もほしい」と

お考えの方は死亡保険金・解約払戻金のあるタイプを選択できます。 

（４）無配当保険なので配当金がありません。その分保険料が割安です。 

 

 

新発売 

いつまでも、私がわたしであるために！ 



 

 

マスミューチュアルの終身医療保険 

（５）お客さまのあらゆるニーズにお応えする設計ができます。 

：「とにかく、入院保障が必要…」 

手術と入院に対する保障を確保して、終身医療保険に「保険金不担保特則（死

亡・高度障害時の保障はありません）」と「低解約払戻金特則（解約時の払戻金は

ありません）」を付加すると、保険料がさらに割安です。 

 

：「医療保障を充実させたい…」 

終身医療保険専用特約（がん診断給付金特約、がん入院特約、長期入院特約、

通院特約、女性特定疾病入院特約）と重度障害保障定期保険特約を付加するこ

とができます。 

 

：「万一のときの大型死亡保障も準備したい…」 

医療保障だけではなく、生活保障特約、定期保険特約、災害割増特約を付加す

ることにより死亡時の保障も充実できます。 

 

 

 

35歳ご契約 終身払込（例）

マスミ ュ ーチュ アルの終身医療保険 一生涯保障マスミ ュ ーチュ アルの終身医療保険 一生涯保障

1回の入院60日限度、通算1,095日限度型

病気で入院されたとき（1日につき） 5,000円病気で入院されたとき（1日につき） 5,000円

手術されたとき（手術の種類により、1回につき） 5万円・10万円・20万円手術されたとき（手術の種類により、1回につき） 5万円・10万円・20万円

ケガで入院されたとき（1日につき） 5,000円ケガで入院されたとき（1日につき） 5,000円

（保険金不担保特則・低解約払戻金特則を付加した場合）

●生活保障特約●生活保障特約

●定期保険特約

●重度障害保障定期保険特約

●災害割増特約

●定期保険特約

●重度障害保障定期保険特約

●災害割増特約

●がん診断給付金特約

●がん入院特約

●長期入院特約

●通院特約

●女性特定疾病入院特約

●がん診断給付金特約

●がん入院特約

●長期入院特約

●通院特約

●女性特定疾病入院特約

医療保障を
さらに重点

保障

医療保障を
さらに重点

保障

35歳ご契約 65歳 終身払込（例） 35歳ご契約 65歳 終身払込（例）

マスミ ュ ーチュ アルの終身医療保険 一生涯保障マスミ ュ ーチュ アルの終身医療保険 一生涯保障

1回の入院120日限度、通算1,095日限度型

病気で入院されたとき（1日につき） 5,000円

手術されたとき（手術の種類により、1回につき） 5万円・10万円・20万円

ケガで入院されたとき（1日につき） 5,000円

死亡・高度障害保険金 50万円

（保険金不担保特則・低解約払戻金特則を付加しない場合）

1回の入院120日限度、通算1,095日限度型

病気で入院されたとき（1日につき） 5,000円病気で入院されたとき（1日につき） 5,000円

手術されたとき（手術の種類により、1回につき） 5万円・10万円・20万円手術されたとき（手術の種類により、1回につき） 5万円・10万円・20万円

ケガで入院されたとき（1日につき） 5,000円ケガで入院されたとき（1日につき） 5,000円

死亡・高度障害保険金 50万円死亡・高度障害保険金 50万円

（保険金不担保特則・低解約払戻金特則を付加しない場合）

終身医療保険
専用特約



 

 

マスミューチュアルの終身医療保険 

契約年齢の範囲 

 6 歳～75 歳 

 

保険期間 

 終身 

 

保険料払込期間 

 10 年・15 年・20 年・25 年・30 年・35 年 

 55 歳・60 歳・65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・終身 

 

保険料払込方法 

 年払・月払・一時払（一時払については、低解約払戻金特則付、保険金不担保特則付の場合は取扱いません） 

 

付加できる特約（9 種類） 

 生活保障特約、定期保険特約、災害割増特約、重度障害保障定期保険特約 

 終身医療専用特約（がん診断給付金特約、がん入院特約、長期入院特約、通院特約、女性特定疾

病入院特約） 

 

低解約払戻金特則・保険金不担保特則について 

低解約払戻金特則を付加した場合、保険金不担保特則も合わせて付加されます。この場合、保険

期間を通じて死亡・高度障害保険金および解約払戻金のお支払いはありません。 

 

 

保険料例 

 

 

以 上 

 

 

保険
期間

保険料
払込期間

入院給付金
日額

入院給付金
支払タイプ

特約 特則 性別
契約
年齢

口座振替
月払

20歳 2,265円

30歳 2,700円

40歳 3,525円

50歳 4,955円

60歳 7,130円

20歳 2,400円

30歳 2,905円

40歳 3,855円

50歳 5,450円

60歳 7,790円

男性

女性

終身 終身 5,000円 付加なし

1回の入院
120日限度

通算
1,095日
限度型

低解約払戻金特則・
保険金不担保特則

付加



 

 

AAAA--  
保険金支払能力格付け 

（株）日本格付研究所 

マスミューチュアル生命について 

「マスミューチュアル生命」は、米国総合金融グループ「マスミューチュアル・フィナンシャル・グループ」

の一員です。1907 年営業開始、2003 年 9 月末現在の総資産は 4,941 億円、資本金は 130 億円です。 

 

�� 格付けについて 

当社は株式会社日本格付研究所（JCR）より、保険金支払能

力格付けにおいて「AA-」の評価を受けています。 

 

※上記の格付けは 2003 年9 月30 日現在の評価であり、将来的に変更される可能性があります。また、格付けは格付機関の意見であり、

保険金支払などについて保証するものではありません。 

 

�� 環境に対する取り組み 

当社は「人々のくらしに安心をおとどけする生命保険会社」の観

点から地球環境問題にも真摯に取り組み、2003 年 1 月、本社を対

象に国際標準化機構（ISO）の定める環境マネジメントシステム

「ISO14001」の認証を「（財）日本品質保証機構（JQA）」より取得して

います。 

マスミューチュアル生命の URL：www.massmutual.co.jp 

 

 

�� マスミューチュアル・フィナンシャル・グループについて 

「マスミューチュアル・フィナンシャル・グループ」は、2,401 億ドル(28 兆 7,927 億円*）を超える運用

資産を有する、国際的、多角的、成長指向型の金融サービス組織です。グループの各企業は生命

保険、年金、所得補償保険、長期介護保険、退職プランニング商品、資金運用、その他金融商品・

サービスを提供しています。 

グループの中核となる生命保険会社マサチューセッツ・ミューチュアル・ライフ・インシュアランス・

カンパニーは主要格付機関よりそれぞれ最上級およびそれに準じた格付けを付与されており、極め

て強固な財務基盤を有する生命保険会社です。 

（スタンダード＆プアーズ：「AAA」、フィッチ：「AAA」、A.M.ベスト：「A＋＋」、ムーディーズ：「Aa1」） 

 

「マスミューチュアル・フィナンシャル・グループ」はマサチューセッツ・ミューチュアル・ライフ・インシュアラン

ス・カンパニーおよびその関係会社を指すマーケティング・ネームです。関係会社にはオッペンハイマー・ファン

ド・インク、デヴィッド・L・バブソン＆カンパニー・インク、コーナーストーン・リアルエステート・アドバイザーズ・イン

ク、マスミューチュアル・インターナショナル・インク、MML・インヴェスターズ・サービス・インク、ザ・マスミューチュ

アル・トラスト・カンパニー・FSB、アンタレス・キャピタル・コーポレーション、MML・ベイ・ステート生命保険会社、

C.M.生命保険会社が含まれます。 

 

マスミューチュアル・フィナンシャル・グループの URL：www.massmutual.com 
 

*2002 年 12 月末現在、1 ドル＝119.90 円で換算 

 
※上記の格付けは 2003 年9 月30 日現在の評価であり、将来的に変更される可能性があります。また、格付けは格付機関の意見であり、

保険金支払などについて保証するものではありません。 

 


