2018 年 9 月 14 日

News Release
楽天生命保険株式会社

｢楽天生命スーパーがん保険｣を発売
～がんの治療の実態にあわせて、三大治療をカバーしたがん保険～
楽天生命保険株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：新開 保彦、以下「楽天生命」）は、
2018 年 9 月 15 日（予定）より、「楽天生命スーパーがん保険［正式名称：終身がん治療保険（払戻金な
し）］」を発売いたします。
この商品は、楽天生命の募集代理店や郵送による通信販売を通じて、またはウェブサイトよりお申込み
いただけます。

【楽天生命スーパーがん保険開発の背景】
がんの治療は、これまでは入院して治療をするケースが一般的でした。しかし、近年では入院をせず通
院で治療をするケースが増加しています。これにより、長期にわたる可能性のある通院治療への備えが必
要となっています。
また、医療の発達とともにがんの治療方法も日々進歩していますが、その中でも「手術」｢化学療法（抗
がん剤治療、ホルモン剤治療）｣「放射線治療」はがんの｢三大治療｣と呼ばれており、がん患者の多くはこ
の三大治療を受けています。
このようながん治療の現状を踏まえて、楽天生命はがんの｢三大治療｣を中心に、がんの治療を長期に
わたってサポートする｢楽天生命スーパーがん保険｣を開発しました。
また、特約を付加することで、三大治療だけでなくがんに罹患した後の生活費や QOL（クオリティ･オ
ブ･ライフ）向上のための資金など、様々な用途に使える一時金や、長期化する可能性もあるがんによる
入院の保障、がんの治療を目的とした先進医療による療養の保障など、安心してがんの治療に専念する
ための手厚い保障を確保することもできます。
楽天生命は今後も、お客さまのニーズに応える保険商品やサービスの開発・提供に努めてまいります。

【商品の特徴】
三大治療を中心に、がんの治療を一生涯サポートします


入院･通院に関わらず抗がん剤治療は通算 36 回、ホルモン剤治療は通算 60 回まで保障します＊1



放射線治療は支払回数無制限で保障します＊2



手術は再発等で繰り返し受けた場合も、支払回数無制限で保障します



がん（悪性新生物）と初めて診断確定されたときに一時金を受け取れます（がん治療支援給付金、
Ⅰ型）



がん（悪性新生物）と初めて診断確定された、または不慮の事故で約款所定の身体障害状態にな
った場合は以後の保険料の払込みを免除します



がん（悪性新生物）と初めて診断確定されたとき、2 回目以降はがん（悪性新生物）で入院したとき、
繰り返し一時金が受け取れます＊3



がんで入院した場合、支払日数無制限で入院給付金をお支払いします＊4



がん治療のための先進医療による療養も通算 2,000 万円まで保障します＊5

＊1 1 ヵ月に 1 回まで、80 歳となった直後の契約応当日の前日まで保障。
＊2 60 日に 1 回を限度。
＊3 がん診断給付特約（払戻金なし）を付加した場合、1 年に 1 回、通算 6 回まで保障。
＊4 がん入院特約（払戻金なし）を付加した場合。
＊5 がん先進医療特約を付加した場合。療養を受けた日現在において、先進医療ごとに決められた適応症に対し、厚生労働大臣が
定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。また、がん先進医療特約の保険期間は 10 年で、
10 年ごとに最長 95 歳まで更新できます。

【商品のプラン】

※ウェブサイトからのお申込みの場合のプラン

お客さまのニーズに合わせて、２つのプランをご用意しています。

がん治療支援給付金

基本プラン

安心プラン

基本給付金額：10 万円

基本給付金額：10 万円

あり（Ⅰ型）

なし（Ⅱ型）
-

がん診断給付金額［がん診断給付特約(払戻金なし)］
入院給付金日額［がん入院特約（払戻金なし）］

なし（Ⅱ型）

50 万円
5,000 円
付加

がん先進医療特約

主契約

あり（Ⅰ型）

抗がん剤治療給付金
■1 ヵ月に 1 回、通算 36 回まで
■80 歳となった直後の契約応当日
の前日まで

1 ヵ月ごとに

10 万円

(基本給付金額)

ホルモン剤治療給付金
■1 ヵ月に 1 回、通算 60 回まで
■80 歳となった直後の契約応当日
の前日まで

1 ヵ月ごとに

2 万円

放射線治療給付金
■60 日に 1 回を限度
■通算限度なし

手術給付金
■通算限度なし

がん治療支援給付金
■1 回限り

がん診断
給付特約
(払戻金なし)

がん診断給付金
■1 年に 1 回、通算 6 回まで

上皮内新生物診断給付金
■1 回限り

がん入院特約
入院給付金
(払戻金なし)

■通算限度なし

がん先進医療
先進医療給付金
特約

■通算 2,000 万円まで

主契約 ･特約
共通
保険料の払込みの免除

（基本給付金額の 20%）

1 回につき

10 万円

(基本給付金額)

1 回につき

10 万円

(基本給付金額)

50 万円

50 万円

(基本給付金額の
5 倍)

―

―

(基本給付金額の
5 倍)

1 回につき

―

―

―

50 万円

(がん診断給付金額)

25 万円
(がん診断給付金額の 50%)

1 日につき

5,000 円

(入院給付金日額×入院日数)

先進医療にかかる技術料の自己負担額と同額
次のいずれかに該当したとき、将来に向かって保険料の払込みを免
除します
① 不慮の事故によるケガで事故の日から 180 日以内に約款所定
の身体障害状態に該当したとき
② 初めてがん（悪性新生物）と診断確定されたとき

責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に診断確定されたがん（悪性新生物）、上皮内新生物
が保障の対象となります。
※保険料の払込みの免除（免除事由①の場合）は、責任開始期以後に生じた不慮の事故が対象となります。

●本商品は楽天スーパーポイントバック（継続割引特約）の対象商品です。
［例］50 歳・女性、安心プラン（Ⅰ型）・月払保険料 5,690 円＊（楽天カード支払）の場合

5 年間継続で 楽天スーパーポイント 6,000 ポイント受け取ることができます。
* 基本給付金額：10 万円、がん診断給付金額［がん診断給付特約（払戻金なし）］：50 万円、入院給付金日額［がん入院特約（払戻金な
し）］：5,000 円 保険期間・保険料払込期間：終身

【保険料例】
基本プラン

安心プラン
■基本給付金額：10 万円、Ⅰ型
■がん診断給付金額［がん診断給付特約（払戻金なし）］：50 万円
■入院給付金日額［がん入院特約（払戻金なし）］：5,000 円

■基本給付金額：10 万円、Ⅰ型

男性

女性

男性

女性

［40 歳］2,720 円

［40 歳］2,880 円

［40 歳］4,775 円

［40 歳］4,565 円

［50 歳］3,970 円

［50 歳］3,470 円

［50 歳］7,435 円

［50 歳］5,690 円

月払（クレジットカード扱または口座振替扱）／保険期間・保険料払込期間：終身

 本リリースは商品の概要を説明するものであり、保険募集に際して使用することを目的として作成され
たものではありません。本商品のお申込み、ご契約にあたっては、楽天生命ウェブサイト
https://www.rakuten-life.co.jp/ にて公開する「ご契約のしおり－約款」などの資料を必ずご確認くだ
さい。
【楽天生命保険株式会社について】
楽天生命は楽天グループの生命保険会社です。全国に展開するアドバイザー（代理店）が、きめ細か
な対面コンサルティングを通じて最適な保障をご提案いたします。またインターネットではシンプルでわか
りやすい生命保険・医療保険を提供するとともに、ビデオ通話・テキストチャット・電話での相談受付など、
ご希望に応じたさまざまなご加入・相談方法を用意しております。
【楽天生命 公式ウェブサイト】 URL: https://www.rakuten-life.co.jp/
【お問い合わせ先】
楽天生命保険株式会社 経営企画部 広報担当
TEL： 050-5581-7014 Email： rlpr@rakuten-life.co.jp

