
NEWS RELEASE 

新商品「メディフィット リターン」を発売 
業界初！お払い込みいただいた保険料の全額超が戻る医療保険 

 住友生命グループの一員であるメディケア生命保険株式会社（社長：高尾 延治）は、平成28年11月24

日より全国の保険ショップなどで、お払い込みいただいた保険料※1の全額超が戻る「メディフィット  

 リターン」＜正式名称：医療終身保険(無解約返戻金型) 健康還付給付特則 適用＞を発売いたします。 

平成28年11月10日 
メディケア生命保険株式会社 

２.開発の背景 

 乗合代理店チャネルにおける主な販売層である20～40歳代の消費者向けアンケート※2によると、こ

れらの年代のお客さまは生命保険に対して貯蓄型の商品を志向する傾向があることや、保障と貯蓄を

兼ね備えた商品へ加入したい意向を一定程度有していることがわかりました。 

 また、当面の健康に自信のある方の中には、近い将来の医療保障の必要性はそこまで感じないもの

の、健康リスクが高まる中高齢以降の医療保障の必要性は感じている方もいらっしゃると考えます。 

 そこで、健康還付給付金※3をお支払いすることで既払込保険料相当額超を還付(健康還付給付割合

105％の場合)、それによって実質的な保険料負担を軽減する貯蓄機能を備えるとともに、健康還付給

付金支払日以降は、健康還付給付金支払年齢から新たに医療保険に加入するよりも割安な保険料※4で

保障を継続することができる機能を備える「メディフィット リターン」を開発しました。  

＊主契約の既払込保険料超をお戻しする機能を備えた医療保険は業界初の商品です。（平成28年10月当社調べ） 

３大疾病による入院保障や入院中の手術保障もしっかり！ 

メディフィットＡ(エース)でご好評のしっかりとした入院・手術など 

の保障でいざというときも安心です。 

ポイント② 

お払い込みいただいた保険料の全額        がリターン！ 

健康還付給付割合105％をお選びいただくと、お払い込みいただいた 

保険料※1の全額超がリターンされます。 

 

ポイント① 

１.｢メディフィット リターン」のポイント 

超 

業界初 

 「保険料の掛捨てはもったいないし、しっかりとした医療保障もほしい！」  
そんな方におすすめの医療保険です。  
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※1 特約の保険料は除きます。 
※2 生命保険文化センター「H25年度 生活保障に関する調査」「H27年度 生命保険に関する全国実態調査」 
※3 健康還付給付金額：既払込保険料相当額から既にお支払いした入院給付金額等を差し引いた金額                  
※4 平成28年11月時点の当社商品で比較した場合 



①被保険者が健康還付給付金支払日まで生存された場合、健康還付給付金を 

 お受け取りいただけます。 

②健康還付給付金をお受け取りいただいた後も、月々の保険料は変わりません。 

③健康還付給付割合は105％・100％からお選びいただけます。 

 ご契約時の年齢によってお選びいただける割合が異なります。 

月払保険料 4,130円 月払保険料 4,130円 

保険料はご契約時のまま！ 
健康還付給付金をお受け取りいただけるので、 

保険料負担が実質ゼロ！ 

健康還付給付金・保険料イメージ 

健康還付給付金額： 
     1,821,330円 
① 

▼ 
ご契約:30歳 

▼ 

健康還付給付金 
支払年齢:65歳 

                ＜契約年齢30歳・男性＞ 
医療終身保険(無解約返戻金型) 健康還付給付特則 適用／健康還付
給付割合105%、健康還付給付金支払年齢65歳、3大疾病入院無制
限給付特則、60日型、手術Ⅱ型／入院給付日額：5,000円／保険期
間・保険料払込期間：終身  

                  ＜契約年齢65歳・男性＞ 
医療終身保険(無解約返戻金型) ／3大疾病入院無制限給付 
特則、60日型、手術Ⅱ型／入院給付日額：5,000円／ 
保険期間・保険料払込期間：終身 

月払保険料 5,935円 保険未加入期間 

30歳で 
メディフィット リターンに 
ご契約された場合 

65歳で 
メディフィットAに 
ご契約された場合 

ご契約年齢が上がるほど、 
保険料は高額になる傾向にあります！ 

＊平成28年11月現在の保険料を掲載しています。 

メディフィット リターン メディフィットＡ 

健康還付給付特則 

３.商品概要 

0～40歳 41～45歳 46～50歳 51～55歳 56～60歳 契 約 年 齢 

65・70歳から 
お選びいただけます 

60・65・70歳から 
お選びいただけます 

65・70歳から 
お選びいただけます 

70歳 75歳 80歳 

70歳 75歳 80歳 
健康還付給付 
割合：105% 

健康還付給付 
割合：100% 

健康還付 
給付金 
支払年齢 

－ 

▼ ご契約:65歳 
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＊被保険者が55歳以下の場合、お払い込みいただいた保険料の全額超が戻る「健康還付給付割合：105％」を 
   お選びいただけます。 



健康還付給付金のお受取りイメージ 

＊主契約の既払込保険料相当額とは、「主契約の月払保険料相当額×12か月×契約日から健康還付給付金支払日 
   の前日までの年数」のことをいいます。(保険料払込回数にかかわらず、同じ算出方法となります。特約の保険料は含みません。） 
＊主契約の給付金とは、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、骨髄移植給付金および放射線治療給付金のことを 
   いいます。(健康還付給付金、死亡保険金、特約の給付金等は含みません。） 

105％の場合 

主契約の 
既払込 
保険料 
相当額 

健康還付 
給付金額 

主契約の給付金のお受取りがなかった場合 

主契約の 
既払込 
保険料 
相当額 

主契約の給付金のお受取りがあった場合 

主契約の 
給付金額 

健康還付 
給付金額 

 

100％の場合 

主契約の 
既払込 
保険料 
相当額 

健康還付 
給付金額 

主契約の給付金のお受取りがなかった場合 

主契約の 
既払込 
保険料 
相当額 

主契約の給付金のお受取りがあった場合 

主契約の 
給付金額 

健康還付 
給付金額 

 

主契約の既払込保険料相当額×105％－お受取り済みの主契約の給付金額 

主契約の既払込保険料相当額×100％－お受取り済みの主契約の給付金額 

主契約の既払込保険料相当額の5％上乗せ金額により、特約保険料の実質負担を少なくする 
こともできます。 

100% 
105% 

100% 
105% 

100% 100% 100% 100% 

ポイント 
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主契約の保障内容 

☑保障内容はメディフィットＡと同様です。 

☑主契約・特約にかかわらず、がんによる保障はすべて上皮内がんも対象！ 

入院 

●日帰り入院から保障 

●７大生活習慣病による入院は１回の入院のお支払限度を60日延長！ 

●３大疾病による入院は支払日数無制限！ 
＊７大生活習慣病：がん、心疾患(急性心筋梗塞含む)、脳血管疾患(脳卒中含む)、糖尿病、高血圧性疾患、腎疾患、肝疾患 

＊３大疾病        ：がん、急性心筋梗塞、脳卒中 

＜給付限度の型は60日型、疾病入院給付金の特則は３大疾病入院無制限給付特則   
   のみとなります＞ 

●入院中・外来を問わず約1000種類の公的医療保険制度対象手術※1を保障！ 

●最高で基本給付金額の40倍を保障※2！ 

●体への負担が少ない術式があります！ 

●穿頭器・胸腔鏡・腹腔鏡を使用した手術も「開頭術」「開胸術」「開腹術」に含みます。 
※１ 一部お支払いの対象外となる手術があります。 

※２ ３大疾病で入院中に開頭術・開胸術・開腹術を受けられた場合 

 

＜手術給付金の型は手術Ⅱ型のみとなります＞ 手術 

特約の保障内容 

☑付加できる特約はメディフィットＡと同様です。 
＊３大疾病保険料払込免除特約は付加できません。 

放射線治療 

●病気・ケガによる放射線治療を保障 (総線量(グレイ数)による給付の制限はありません。) 

          基本給付金額×10倍 
   放射線治療給付金のお支払限度は60日に1回とします。 

骨髄移植術 

●病気による骨髄移植術を保障 

         基本給付金額×10倍 
    骨髄提供者(ドナー)は骨髄移植給付金のお支払いの対象となりません。 
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4.保険料 

５.取扱基準 

 
 
 ＜本件に関するお問い合わせ先＞  

 お客さま メディケア生命 コールセンター 0120-315056  
 報道関係者 メディケア生命 経営管理部 03-5621-3367 

 

商品内容の詳細などについては｢パンフレット｣｢契約概要｣｢注意喚起情報｣｢ご契約のしおり｣｢約款｣などを必ず 
ご覧ください。 

契約年齢範囲 
最低給付日額・ 
最高給付日額  

保険期間・ 
保険料払込期間 

保険料払込回数 保険料払込経路 

健康還付給付割合105％：
0歳～55歳 

健康還付給付割合100％：
0歳～60歳 

19歳以下： 
3,000円～10,000円 

20歳以上： 
3,000円～20,000円 

終身 
月払い、年払い、 
半年払いから 

お選びいただけます 

口座振替扱い、クレジットカード扱い 
(クレジットカード扱いは月払いのみ) 

商
品
内
容 

商品名 メディフィット リターン 

保険期間 終身 

入院保障 

１入院限度 60日 

【３大疾病入院無制限給付特則】 

 ７大生活習慣病による入院は１入院限度 120日 

 ３大疾病による入院は支払日数無制限 

手術保障 

【手術Ⅱ型】 
 公的医療保険制度対象 
  <入院中>基本給付金額×10・20・40倍 
  <外  来>基本給付金額×5倍 

放射線治療 
骨髄移植術 

基本給付金額×10倍 

契約年齢 月払保険料 健康還付給付金額 健康還付給付割合 月払保険料 健康還付給付金額 健康還付給付割合 

男
性 

20歳 3,055円 1,732,185円 105％ 2,885円 1,384,800円 100％ 

30歳 4,130円 1,821,330円 105％ 3,705円 1,333,800円 100％ 

40歳 5,395円 1,699,425円 105％ 4,580円 1,099,200円 100％ 

女
性 

20歳 3,415円 1,936,305円 105％ 3,040円 1,459,200円 100％ 

30歳 4,240円 1,869,840円 105％ 3,655円 1,315,800円 100％ 

40歳 5,065円 1,595,475円 105％ 4,215円 1,011,600円 100％ 

健康還付給付金 
支払年齢 

65歳 60歳 
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＊月払い、終身払い、日額5,000円にした場合 
＊基本給付金額は主契約の入院給付日額と同額 


