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女性特有がん経験者専用がん保険 普通保険約款 
 
（この保険の名称は、2021年9月1日から2022年11月30日まで「乳がん・子宮頸がん・子
宮体がん再発保障保険」でしたが、2022年12月1日に卵巣がんを経験した方を被保険者の
範囲に追加するために普通保険約款を改定し、名称も「女性特有がん経験者専用がん保
険」に変更しました。なお、旧名称でご契約いただいた場合も保障内容に変更はありませ
んので、こちらの約款をご確認ください。） 
 
この保険の趣旨 
 この保険は、過去に乳がん・子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんのいずれかを経験した
方を被保険者とし、被保険者が新たながんに罹患したときや罹患していたがんが再発した
とき、死亡したときや高度障害状態になったときに、がん診断給付金や死亡・高度障害保
険金を支払うことを主な内容とするものです。 
 
 
1. 総則 
 
第1条（用語の定義） 

1． この普通保険約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別
に定める定義がある場合は、それによります。 
(1) 会社：MICIN少額短期保険株式会社 
(2) 契約者：会社と保険契約を結び、ご契約上の権利（ご契約内容の変更請求な

ど）と義務（保険料支払義務など）を持つ人をいいます 
(3) 被保険者：保険の対象として保障がつけられている人をいいます 
(4) 受取人：保険金・給付金を受けとる人をいいます 
(5) 保険金・給付金：保険契約によりあらかじめ定めた事由が発生した場合に、会

社がお支払いするお金のことをいいます 
(6) 保険料：契約者から会社にお払込みいただくお金のことをいいます 
(7) マイページ：会社のウェブサイトに契約者・被保険者がログインすることで提

示される契約情報（保険契約確認証を含む）を記載したウェブページをいいま
す 

(8) 保険期間：保険契約が継続する期間をいいます。保険期間は保険契約確認証に
記載されます 

(9) 契約応当日：毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対
応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の
契約応当日」といいます。なお、対応する日がない場合は、その前日を対応す
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る日とします。 
(10) 保険媒介者：お客さまと会社の保険契約締結の媒介を行うことができる者をい

います。保険契約締結の代理権はありません 
(11) 再発：手術で取りきれていなかった目に見えないほどの小さながんが残ってい

ることで再び現れたり、治療効果により一時縮小したがんが再び大きくなった
り、別の場所に同じがんが出現することをいいます 

 
 
2. 責任開始日、契約締結時の書面など 
 
第2条（責任開始日） 

1． 会社は、保険契約の申込みを承諾した日の属する月の翌月1日を保険期間の始期と
し、その日（以下、「責任開始日」という。）から保険契約上の責任を負います。 

2． 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の支払事由により支払われるがん診断給付金
については、会社は、がん責任開始日から保険契約上の責任を負うものとします。
がん責任開始日は、前項に定める責任開始日からその日を含めて91日目とします。 

3． 本条第1項にて規定された責任開始日を「契約日」とします。なお、この契約日が保
険期間の起算日や年齢の計算の基準日になりますが、更新後契約においては、更新
日がこの基準日となります。 

4． 会社が保険契約の申込みを承諾した場合には、次条（契約締結時の書面）に定める
書面を交付することにより、承諾通知を行います。保険契約は、会社が承諾の通知
を発した時に成立するものとします。（通知は電磁的方法を含みます。以下、記載
の「通知」も同様です。） 

 
第3条（契約締結時の書面） 

1． 会社は、この保険契約において、保険証券を発行しません。 
2． 会社は、保険契約を締結した場合、契約者に対し、次の各号に定める事項を記載し

た「保険契約確認証」を電磁的方法により交付します。なお、会社は、契約者から
要請があった場合は個別に保険契約確認証を書面で交付します。 
(1) 保険契約番号および被保険者番号 
(2) 契約者の氏名、生年月日、年齢および住所 
(3) 被保険者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所および契約者との続柄 
(4) 保険金・給付金の受取人の氏名ならびに被保険者との続柄 
(5) 更新日または満了日 
(6) 告知内容（初めて罹患したがんの部位およびステージなど） 
(7) 保険期間とその始期（契約日）および終期（満了日） 
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(8) 契約内容（給付名称、保険金額・給付金額、支払事由） 
(9) 保険料の金額および支払方法 
(10) 保険契約確認証の作成年月日 
(11) 会社名および代表取締役の氏名、所在地、連絡先 

 
第4条（保険期間および保険料払込期間） 

1． 保険期間は、契約日から起算して1年間とします。 
2． 保険料払込期間は、前項の保険期間と同一とします。 

 
 
3. 保険金・給付金の支払 
 
第5条（保険金・給付金の支払） 

1． 会社は、次の表のとおり、がん診断給付金を支払います。 
名称 がん診断給付金 
支払事由 被保険者が、がん責任開始日以後の保険期間中に次のいずれかに初めて

該当したとき*1 
（1）保険契約前に罹患していたがん（乳がん、子宮頸がん、子宮体が

ん、卵巣がん（卵管がん・腹膜がんを含む））が再発と診断確定*2

されたとき 
（2）新たに所定のがんと診断確定されたとき*3 

支払額 指定保険金額 
受取人 被保険者 
免責事由 がんとは、「別表2 対象となるがん」に定めるものをいいます。以下は

支払いの対象となるがんには含みません。 
（1）上皮内がん（乳房・膀胱などの非浸潤がん、非侵襲がん、大腸の粘

膜内がんなど） 
（2）皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん 
（3）初めて罹患したがんが乳がんの方で、以下に該当する方 

① 同側の乳房内、皮膚を含む胸壁における再発と診断確定された
とき 

② 同側の腋窩リンパ節、鎖骨上リンパ節、胸骨傍リンパ節におけ
る再発と診断確定されたとき 

（4）初めて罹患したがんが子宮頸がん、子宮体がんの方で、以下に該当
する方 
① 子宮頸部、子宮体部、子宮内膜、膣壁、子宮傍組織における再
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発と診断確定されたとき 
② 子宮摘出後に、子宮があった場所と同じ部位における再発と診

断確定されたとき 
（5）初めて罹患したがんが卵巣がん、卵管がん、腹膜がんの方で、以下

に該当する方 
① 卵巣、卵管、腹膜における再発と診断確定されたとき 
② 片側または両側の卵巣または卵管摘出後に、卵巣または卵管が

あった場所と同じ部位における再発と診断確定されたとき 
※遠隔転移を伴う場合は、（3）（4）（5）でも給付対象となります。 
※遠隔転移とは、保険契約前に罹患したがんが、肺、肝臓、脳、骨など
全身の臓器に移動し、成長することをいいます。 
 
契約日以後、がん責任開始日よりも前に上記支払事由の(1)または(2)に初
めて該当した場合、がん診断給付金の支払いの対象にはなりません。そ
の場合、次のいずれかを契約者に選択いただきます。 
① がん診断給付後の保険料を適用し、死亡・高度障害の保障のみ継続

する。ただし、死亡保険金額を０円に指定している場合は①を選択
することはできません。 

② この保険の契約を無効とし、既に払い込まれた保険料を契約者に返
金する。 

*1 保険期間を通じて（更新後契約も含む）、がん診断給付金のお支払いは1回限りとし、
がん診断給付金のお支払い後、死亡・高度障害の保障のみで保険契約を継続する場合
は、以後の保険料を保障内容に応じた金額に変更します。 

*2 がんの診断確定は、病理組織学的所見（生検・剖検）により、法的に医師または歯科医
師の資格を持つ者により客観的になされたものであることを要します。ただし、他の
所見により診断確定が明らかな場合に限り、病理組織学的検査以外の検査による診断
確定を認めます。 

*3 「新たに所定のがんと診断確定されたとき」とは、保険契約前に罹患していたがんとは
関係ない、新たに生じた「別表2 対象となるがん」に含まれるがんをいいます。 

 
2． 会社は、次の表のとおり、死亡保険金を支払います。 
名称 死亡保険金 
支払事由 被保険者が、保険期間中に死亡したとき*4 
支払額 指定保険金額 
受取人 死亡保険金受取人 
免責事由 次のいずれかにより、被保険者が死亡したときは支払いません。 
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（1）最初の責任開始日から3年以内の被保険者の自殺 
（2）契約者が被保険者を故意に死亡させたとき 
（3）保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき 
（4）被保険者の犯罪行為、精神障害を原因とする事故、泥酔の状態を原
因とする事故 

*4 死亡保険金が支払われた場合、この保険契約は消滅します。 
 

3． 会社は、次の表のとおり、高度障害保険金を支払います。 
名称 高度障害保険金 
支払事由 被保険者が、保険期間中に発生した傷害または発病した疾病を直接の原

因として所定の高度障害状態*5になったとき*6 
支払額 死亡保険金額と同額 
受取人 被保険者 
免責事由 契約者または被保険者の故意により、被保険者が、高度障害状態*5になっ

たとき 
*5 高度障害状態とは、「別表3 対象となる高度障害状態」に定めるものをいいます。 
*6 高度障害保険金が支払われた場合、この保険契約は消滅します。高度障害保険金と死亡

保険金は重複してお支払いしません。 
 
第6条（戦争、地震、感染症などの場合の特例） 

1． 被保険者が、戦争その他の変乱、地震・噴火・津波、原子力事故・放射能汚染、別
表4に定める感染症および船舶・車両・航空機事故などによって死亡した場合または
高度障害状態になった場合に、それによって死亡保険金または高度障害保険金の支
払事由に該当した被保険者数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼす
と認められるときは、会社は、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金
を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、削減して支払う金額は
責任準備金を下回ることはありません。 

2． 死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払う場合、会社は、削減対象とする
保険契約の契約者に通知します。 

 
第7条（保険金の支払に関する補則） 

1． 被保険者の生死が不明な場合でも、法定死亡（失踪宣告・戸籍法上の認定死亡によ
る除籍）その他死亡したものと会社が認めたときは、死亡保険金を支払います。 

2． 死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行われていない間に死
亡保険金の支払事由が発生した場合は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人の
うち死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を死亡保険金受取人としま
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す。これにより新たに死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場合、死亡した
元の死亡保険金受取人の受取分を均等の割合で分割して、新たに死亡保険金受取人
となった各受取人の受取分とします。また、法定相続人が複数人存在している場合
は、法定相続人の協議により代表者を選任し、その代表者が他の法定相続人を代表
して請求手続きをするものとします。 

 
第8条（保険金・給付金の請求、支払時期および支払場所） 

1． 保険金・給付金の支払事由が生じたときは、保険金・給付金受取人は、速やかに請
求書類を提出（電磁的方法による提出も含みます。以下記載の「提出」も同様で
す。）して、保険金・給付金を請求してください。 

2． 保険金・給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日（ただし、到着した
書類に不備がある場合はその不備が解消した日）の翌日から起算して5営業日以内
に、会社の指定した場所で、保険金・給付金を支払います。 

3． 保険金・給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険
契約の締結時から保険金・給付金の請求までに会社に提出された書類だけでは確認
ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師に
よる診断を含みます。）を行います。この場合には前項にかかわらず、保険金・給
付金を支払うべき期限は、請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて
45日を経過する日とします。 
(1) 保険金・給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 

普通保険約款に定める支払事由に該当する事実の有無 
(2) 保険金・給付金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 

保険金・給付金の支払事由が発生した原因 
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 

会社が告知を求めた事項における告知義務違反に該当する事実の有無および告
知義務違反に至った原因 

(4) 普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性が
ある場合 
前2号に定める事項または契約者、被保険者もしくは保険金・給付金受取人の
保険契約締結の目的もしくは保険金・給付金の請求の意図に関する保険契約の
締結時から保険金・給付金の請求時までにおける事実 

4． 前項の確認をするため、次の各号に定める事項についての特別な照会や確認が不可
欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金・給付金を支払うべき期限は、請求書類
が会社に到着した日の翌日からその日を含めて180日（次の各号のうち複数に該当す
る場合であっても、180日）を経過する日とします。 
(1) 前項各号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第 205号）に基づく
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照会その他の法令に基づく照会 
(2) 前項各号に定める事項についての研究機関などの専門機関による医学または工

学などの科学技術的な特別な調査、分析または鑑定 
(3) 前項第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金・

給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたこ
とが報道などから明らかである場合における、前項第2号または第4号に定める
事項に関する、送致、起訴、判決などの刑事手続きの結果についての警察、検
察などの捜査機関または裁判所に対する照会 

(4) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 
5． 前2項の規定を適用する場合には、会社は保険金・給付金を請求した者に通知をしま

す。 
6． 第3項および第4項に定める必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険

金・給付金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったと
き（会社の指定した医師による診断に応じなかったときを含みます。）は、会社
は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保
険金・給付金を支払いません。 

7． 第2項から第4項に定める期日をこえて保険金・給付金を支払う場合は、会社は、そ
の期日の翌日から会社所定の遅延利息を保険金・給付金受取人に支払います。 

 
第9条（代理人による請求） 

1． 受取人に保険金・給付金を請求できない事情がある場合には、次項の各号の範囲内
で代理人がその事情を示す書類をもってそのことを会社に申し出て、会社の承認を
得たうえで、受取人の代理人として保険金・給付金を請求することができます。な
お、受取人に対して後見登記がなされている場合はこの限りではありません。 

2． 代理人は、次の範囲内の者とします。 
(1) 受取人の戸籍上の配偶者 
(2) 受取人の3親等以内の親族 

 
 
4. 保険料の払込 
 
第10条（保険料の払込方法〈回数〉） 

1． 保険料の払込みにおける保険料期間、払込期月および猶予期間は、次のとおりとし
ます。 
払込方法
〈回数〉 

保険料期間 払込期月 猶予期間 
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月払 契約日または月単位の
契約応当日から次の月
単位の契約応当日の前
日までの期間 

契約日または月単位の
契約応当日の属する月
の初日から末日までの
期間 

払込期月の翌月初
日から末日までの
期間 

2． 契約者は、前項により保険料を保険料払込期間中、払込期月内に保険料を払い込ん
でください。なお、会社は、払い込まれた保険料について領収証の発行を省略しま
すが、契約者から要請があった場合は個別に発行します。 

3． がん診断給付金をお支払いした場合、その支払事由発生日の属する月の翌月分か
ら、死亡・高度障害の保障にかかる分の保険料をお払い込みいただきます。 

4． 保険金・給付金の支払事由が生じ、保険金・給付金を支払う時に未払込の保険料が
ある場合は、保険料の払込猶予期間が満了していなくても、会社は、保険金・給付
金受取人に通知のうえ、未払込の保険料を保険金・給付金から差し引いて保険金・
給付金を支払います。 

5． 資金不足などにより保険料の払込の決済ができなかった場合は、翌月に2か月分の保
険料を請求します。 

6． 更新後の契約においては、更新日を契約日として取扱います。 
 
第11条（保険料の払込方法〈経路〉） 

1． 契約者は、保険料（更新契約の保険料を含みます）について、次のいずれかの払込
方法により、払込期日までに払い込むものとします。 
(1) クレジットカード 
(2) デビットカード 

2． 前項(1)(2)については、会社が提携しているクレジットカードなどの発行会社（以
下、「カード会社」といいます。）が発行する、契約者が指定した本人名義のクレ
ジットカード（デビットカードを含み、以下「指定クレジットカード」といいま
す。）により保険料を決済します。 
(1) 毎回の保険料の請求は、カード会社により行います。 
(2) 指定クレジットカードは、契約者が、カード会社との間で締結された会員規約

など（以下、「会員規約など」といいます。）に基づき、カード会社より貸与
され、かつ、使用が認められたものに限ります。 

(3) 会社は、カード会社に指定クレジットカードの有効性および利用限度内（以
下、「クレジットカードなどの有効性など」といいます。）の確認を行うもの
とします。 

(4) 保険料は、会社がクレジットカードの有効性などを確認し、カード会社に保険
料を請求した日に、その払込があったものとします。 

3． 第1項各号に定める払込方法によって払い込まれるべき保険料の決済ができない場合
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において、契約者は、会社指定のコンビニエンスストア決済サービスまたは会社指
定口座への送金により保険料を払込みできます。 

4． 契約者は、指定クレジットカードを本人名義の他のクレジットカードなどに変更す
ることができます。この場合、あらかじめ会社に申出を要するものとします。 

 
 
5. 猶予期間および保険契約の失効 
 
第12条（猶予期間および保険契約の失効） 

1． 保険料の払込みについては、次のとおり猶予期間があります。 
払込期月の翌月初日から末日まで 

2． 猶予期間内に保険料の払込みがないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日に
失効します。 

3． 本保険契約は、契約の復活を取扱いません。 
 
第13条（猶予期間中に保険事故が発生した場合） 

1． 猶予期間中に保険金・給付金の支払事由が生じたときは、会社は、保険金・給付金
受取人に通知のうえ、未払込保険料を保険金・給付金から差し引きます。 

 
 
6. 解約、解約返戻金、未経過保険料 
 
第14条（解約、解約返戻金） 

1． 契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。 
2． 前項の請求をするときは、契約者は会社所定の請求書類を会社に提出してくださ

い。 
3． この保険契約を解約した場合の返戻金はありません。 
4． 解約の効力発生日は、契約者から他に指定のない場合、その請求書類が会社に到着

した日（ただし、到着した書類に不備がある場合は、その不備が解消した日）の属
する月の末日となります。なお、契約者がこの日の他に解約の効力発生日を指定す
る場合、会社の定める範囲内で指定してください。 

 
第15条（未経過保険料） 

1． 保険料払込方法が、月払のみのため、未経過保険料はありません。 
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7. 取消、無効、解除 
 
第16条（詐欺または強迫による取消） 

1． 契約者、被保険者または保険金・給付金受取人の詐欺または強迫により保険契約を
締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに
払い込まれた保険料は払い戻しません。 

 
第17条（無効） 

1． 会社は、次の各号のいずれかの場合には、その保険契約を無効とします。 
(1) この保険契約について重複契約が判明したときは、契約日が後の保険契約を無

効とし、契約日が同一日の場合は契約者の選択により一つを有効とし、その他
を無効とし、無効となった保険契約の保険料は、契約者に払い戻します。 

(2) 契約者が保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金を
不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無
効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 

 
第18条（保険契約の消滅） 

1． 次のいずれかに該当した場合、各号に定めるときに保険契約は消滅します。 
(1) 被保険者が死亡した場合、その事実が発生したとき 
(2) 高度障害保険金が支払われた場合、被保険者が所定の高度障害状態になったと

き 
(3) 死亡保険金・高度障害保険金のない契約でがん診断給付金が支払われた場合、

被保険者ががん診断給付金の支払事由に該当したとき 
(4) 被保険者が保険期間満了まで生存した場合、保険期間の満了したとき 

 
8. 告知義務および告知義務違反による解除 
 
第19条（告知義務） 

1． 契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に
関する重要な事項のうち、会社が告知を求めた事項（以下、「告知事項」といいま
す。）について、事実に基づき正確に告げることを要します。 

 
第20条（告知義務違反による解除） 

1． 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社
が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告
げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 
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2． 会社は、保険金・給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を
解除することができます。この場合には、保険金・給付金を支払いません。なお、
すでに保険金・給付金を支払っていたときは、保険金・給付金の返還を請求するこ
とができます。 

3． 保険金・給付金の支払事由の発生が、保険契約解除の原因となった事実によらなか
ったことを、契約者、被保険者または保険金・給付金受取人が証明したときは、保
険金・給付金を支払います。 

4． 本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を契約者に通知し
ます。なお、契約者が住所などの変更があったにもかかわらず、会社に通知しなか
ったことにより契約者へ通知できない場合には、会社が最後に知った契約者の住所
当へ通知を発した時をもって契約者へ通知が到達したものとします。 

5． 本条の規定によって保険契約を解除するときは、すでに払い込まれた保険料は払い
戻しません。 

 
第21条（告知義務違反による解除ができない場合） 

1． 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることが
できません。 
(1) 保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていた、または過

失により知らなかったとき 
(2) 会社の少額短期保険契約の締結の媒介を委託した少額短期保険募集人（以下、

本条において「保険媒介者」といいます。）が、契約者または被保険者が第19
条（告知義務）の規定により告知をすることを妨げたとき 

(3) 保険媒介者が、契約者または被保険者に対して、第19条（告知義務）に定める
告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めた
とき 

(4) 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を
経過したとき 

(5) 保険契約が、責任開始日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したと
き。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に保険金・給付金の支払
事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。 

2． 前項第2号および第3号の場合に、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとし
ても、契約者または被保険者が第19条（告知義務）の規定により会社が告知を求め
た事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められ
る場合には、前項第2号および第3号の規定は適用しません。 
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9. 重大事由による解除 
 
第22条（重大事由による解除） 

1． 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来
に向かって解除することができます。 
(1) 契約者が、この保険契約の保険金・給付金を詐取する目的または他人に詐取さ

せる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合 
(2) 被保険者または保険金・給付金受取人が、この保険契約の保険金・給付金を詐

取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂を含みます。）を
した場合 

(3) この保険契約の保険金・給付金の請求に関し、保険金・給付金受取人に詐欺行
為（未遂を含みます。）があった場合 

(4) 会社の契約者、被保険者または保険金・給付金受取人に対する信頼を損ない、
この保険契約の存続を困難とする前3号に掲げる事由と同等の重大な事由があ
る場合 

(5) 契約者、被保険者および保険金・給付金受取人が別表5に定める反社会的勢力
に該当すると認められる場合 

2． 保険金・給付金の支払事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険
契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の
発生後に生じた事由による保険金・給付金の支払いを行いません。もしすでに、保
険金・給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。 

3． 本条による解除は、契約者に対する通知によって行います。なお、契約者が住所な
どの変更があったにもかかわらず、会社に通知しなかったことにより契約者へ通知
できない場合には、会社が最後に知った契約者の住所などへ通知を発した時をもっ
て契約者へ通知が到達したものとします。 

4． 本条の規定によって保険契約を解除するときは、すでに払い込まれた保険料は払い
戻しません。 

 
 
10. 保険金額の変更 
 
第23条（保険金額の変更） 

1． 契約者は、保険契約の更新時に、会社の定める範囲内で、死亡保険金額の減額をす
ることができます。この変更をする場合、契約者は、更新日の1か月前までに、別表
1に定める請求書類を会社に提出してください。 

2． 前項の変更の効力発生日は、その請求書類が会社に到着した日（ただし、到着した
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書類に不備がある場合は、その不備が解消した日）の直後に到来する更新日としま
す。 

3． 会社は、第24条（保険契約の更新）第6項第3号にもとづき契約者に交付する保険契
約確認証に本条の変更内容を反映します。 

 
 
11. 保険契約の更新 
 
第24条（保険契約の更新） 

1． この保険契約の保険期間が満了する場合、会社は、保険期間満了日の3か月前までに
契約者へ更新案内を通知し、契約者が、保険期間満了日の1か月前までに保険契約を
更新しない旨を会社に通知しない限り、保険契約は、保険期間満了日の翌日に自動
更新されるものとし、この日を更新日とします。ただし、更新日における被保険者
の年齢が会社の定める保険契約上の年齢を超えるときには、この保険契約は更新で
きません。 

2． 更新後の保険契約の保険金・給付金の額は、保険期間満了日の保険金・給付金の額
と同額とします。ただし、保険金の額を第23条（保険金額の変更）にもとづき変更
する場合はこの限りではありません。 

3． 更新後の保険契約の保険期間は、1年間とします。 
4． 更新された保険契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢、性別、初めて罹患した

がんの種類・ステージおよび保障内容によりあらためて計算します。 
5． 保険期間の満了日までに未払込の保険料がある場合は、次のとおり取扱います。 

(1) 更新前の保険期間の満了日と保険料払込猶予期間の満了日が同日の場合で、保
険料払込猶予期間の満了日までに未納分の保険料の払込がないときは、保険契
約は更新されません。 

(2) 更新前の保険期間の満了日よりも保険料払込猶予期間の満了日が後となる場合
は、保険契約は更新されます。ただし、更新後に到来する保険料払込猶予期間
の満了日までに未納分の保険料の払込がないときは、第12条（猶予期間および
保険契約の失効）第2項にもとづいてその保険料払込猶予期間の満了日の翌日
に保険契約は失効します。 

6． 本条の規定によってこの保険契約が更新された場合には、次の各号のとおり取扱い
ます。 
(1) 第8条（給付金の請求、支払時期および支払場所）および第21条（告知義務違

反による解除ができない場合）の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と
更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。 

(2) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率を適用します。 
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(3) 更新後、第3条に定める保険契約確認証の内容を更新し、契約者に交付しま
す。 

7． 第1項から第6項までの規定にかかわらず、会社はこの保険契約の収支状況などの事
情から、会社の定めるところにより、契約更新の際に保険料を増額または保険金・
給付金の額を減額することがあります。また、更新時に、会社がこの保険契約の締
結を取扱っていないとき、この保険が不採算であったときは、この保険契約は更新
されません。保険契約の更新を取扱わないときは、会社は、保険契約の保険期間満
了日の3か月前までに契約者にその旨を通知します。 

 
 
12. 死亡保険金受取人 
 
第25条（死亡保険金受取人の範囲） 

1． 死亡保険金の受取人は、被保険者の戸籍上の配偶者または3親等以内の親族としま
す。（高度障害保険金の受取人は被保険者に限ります。） 

 
第26条（死亡保険金の分割割合） 

1． 死亡保険金受取人が2人以上の場合には、死亡保険金の分割割合（各受取人の受取
分）は均等の割合とします。 

 
第27条（受取人の代表者） 

1． 被保険者が死亡したときに死亡保険金受取人が2人以上いる場合は、いずれか1人の
方から被保険者が死亡したことを会社に通知してください。この場合、死亡保険金
受取人は、代表者を1人定めて死亡保険金を請求することができます。なお、その代
表者は、他の死亡保険金受取人を代理するものとします。 

2． 前項の代表者が定まらないか、その所在が不明のときは、会社が死亡保険金受取人
の１人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。 

 
第28条（通知による保険金受取人の指定または変更など） 

1． 契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社
に対する通知により、死亡保険金受取人を指定または変更することができます。 

2． 前項に定める指定または変更について、必要書類が会社に到着する前に変更前の死
亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険
金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 

3． 死亡保険金受取人の指定または変更の効力は、その通知が不備なく会社に到着した
日となります。ただし、提出書類に不備がある場合は、その不備が解消した日とな
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ります。 
 
第29条（遺言による保険金受取人の変更） 

1． 前条に規定するほか、契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上
有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 

2． 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力は生じませ
ん。 

3． 前2項の規定による死亡保険金受取人の変更は、契約者が死亡した後、契約者の相続
人が会社に通知しなければ、会社に対抗することができません。 

4． 遺言による死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知が不備なく会社に到着した
日となります。ただし、提出書類に不備がある場合は、その不備が解消した日とな
ります。 

 
 
13. 契約者 
 
第30条（契約者の変更） 

1． 契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三
者に承継させることができます。 

2． 新しい契約者は被保険者の戸籍上の配偶者または3親等以内の親族とします。 
3． 契約者が本条の変更を請求するときは、別表1に定める請求書類を会社に提出してく

ださい。 
4． 契約者の変更の効力発生日は、その請求書類が会社に到着した日（ただし、到着し

た書類に不備がある場合は、その不備が解消した日）とします。 
 
第31条（契約者の住所などの変更） 

1． 契約者や被保険者が、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス（以下、「住所
など」といいます。）を変更したときは、速やかに会社の本社または会社の指定し
た場所に通知してください。 

2． 契約者が、前項の通知をせず、会社が最後に知った住所などに発した通知が到達し
なかった場合は、通知を発したときに、契約者に到達したものとみなします。 

 
 
14. 保険契約の乗換 
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第32条（保険契約の乗換時の取扱い） 
1． 本条において、「乗換」とは、この保険契約を締結することにより既に成立してい

る保険契約を消滅させることをいい、乗換により消滅することとなる保険契約を
「乗換前契約」、乗換により新たに締結する保険契約を「乗換後契約」といいま
す。 

2． 本条の規定は、次のすべてを満たす場合に適用します。 
(1) 乗換前契約および乗換後契約が会社の定める保険種類であること 
(2) 乗換後契約の被保険者が乗換前契約の被保険者と同一で、かつ会社の定める範

囲内であること 
(3) 次項に定める乗換前契約の解約日の属する月までの保険料が払い込まれている

こと 
3． 本条における乗換前契約の解約は、乗換前契約の普通保険約款の規定にかかわら

ず、乗換後契約が成立した場合に、乗換後契約の責任開始日の前日をもってその効
力が生じるものとします。なお、乗換後契約が成立しない場合は、乗換前契約の解
約は取り消すものとします。 

4． 前項の規定は、乗換前契約の解約の効力が生じる前に、乗換前契約について消滅の
原因となるその他の事由が生じた場合、その効力を妨げないものとします。 

 
 
15. 年齢の計算および契約年齢などの誤りの処理 
 
第33条（年齢の計算） 

1． 被保険者の契約日における契約年齢は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切捨てま
す。 

2． 被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に更新日（年単位の契約応当日）ごと
に1歳を加えて計算します。 

 
第34条（契約年齢またはがんのステージの誤りの処理） 

1． 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤
りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったとき
に保険契約を取り消した場合において、契約者・被保険者または保険金・給付金受
取人の故意または重大な過失によらないときは、すでに払い込まれた保険料を契約
者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法に従い、実際の年齢に基づいて契
約年齢または保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。 

2． 保険契約申込書に記載されたがんの部位またはがんのステージに誤りがあった場合
には、がんの部位またはがんのステージが会社の定める範囲外であったときに保険
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契約を取り消した場合において、契約者・被保険者または保険金・給付金受取人の
故意または重大な過失によらないときは、すでに払い込まれた保険料を契約者に払
い戻し、その他のときは会社の定める方法に従い、がんの部位またはがんのステー
ジに基づいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。 

 
 
16. 契約者配当 
 
第35条（契約者配当） 

1． この保険契約に対しては、契約者配当はありません。 
 
 
17. 契約者貸付 
 
第36条（契約者貸付） 

1． この保険契約に対しては、契約者貸付はありません。 
 
 
18. 時効 
 
第37条（時効） 

1． 支払事由発生日の翌日から起算して3年間請求がない場合、保険金・給付金の請求権
は時効により消滅します。 

 
 
19. 保険期間中の契約条件の見直し 
 
第38条（保険期間中の契約条件の見直し） 

1． 保険金・給付金の支払事由の発生が著しく増加し、この保険契約の計算の基礎に重
大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、会社は、会社の定めるところによ
り、保険期間中に保険料の増額または保険金・給付金の減額（「契約条件の見直
し」といいます。）を行うことがあります。 

2． 契約条件の見直しを行うときは、会社は、変更後の契約条件およびその他必要な事
項を契約者に通知します。 
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20. 管轄裁判所 
 
第39条（管轄裁判所） 

1． この保険契約に関する訴訟については、会社の本社の所在地または契約者もしくは
保険金・給付金受取人（保険金・給付金受取人が2人以上いるときは、その代表
者。）の住所地を管轄する地方裁判所（本庁とします。）をもって、合意による管
轄裁判所とします。 
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別表 
別表1 請求書類 
（注）会社は下記以外の書類の提出を求め、または下記書類の一部の省略を認めることが
あります。 

請求項目 請求書類 
がん診断給付金の請求 (1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による医師の診断書 
(3) 被保険者の住民票 
(4) がん診断給付金の受取人の戸籍抄本 
(5) がん診断給付金の受取人本人であることを確認できる会

社所定の書類 
死亡保険金の請求 (1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による医師の診断書または死体検案書 
(3) 被保険者の住民票 
(4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 
(5) 死亡保険金の受取人本人であることを確認できる会社所

定の書類 
高度障害保険金の請求 (1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による医師の診断書 
(3) 被保険者の住民票 
(4) 高度障害保険金受取人の戸籍抄本 
(5) 高度障害保険金の受取人本人であることを確認できる会

社所定の書類 
代理人による保険金・
給付金の請求 

(1) 代理請求の対象となる保険金・給付金の会社所定の請求
書 

(2) 被保険者および代理請求人の戸籍謄本 
(3) 代理請求人の住民票 
(4) 代理請求人本人であることを確認できる会社所定の書類 
(5) 代理請求の対象となる保険金・給付金を請求できない特

別な事情の存在を証明する書類 
(6) 被保険者または代理請求人の健康保険被保険者証の写し 
(7) 代理請求人が被保険者の財産管理を行っている者である

ときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しな
ど、その事実を証する書類 

死亡保険金受取人の変
更 

(1) 会社所定の請求書 
(2) 契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 
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遺言による死亡保険金
受取人の変更 

(1) 会社所定の請求書 
(2) 契約者の死亡事実が記載された住民票（ただし、会社が

必要と認めた場合は戸籍抄本） 
(3) 法律上有効な遺言書の写し 
(4) 契約者の相続人であることを証する書類 
(5) 契約者の相続人本人であることを確認できる会社所定の

書類 
契約者の変更 (1) 会社所定の請求書 

(2) 契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 
保険金額の減額 (1) 会社所定の請求書 

(2) 契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 
解約 (1) 会社所定の請求書 

(2) 契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 
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別表2 対象となるがん 
1． がんとは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のもの

とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及
び死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。 

分類項目 基本分類 
コード 

口唇の悪性新生物<腫瘍> 
舌根<基底>部の悪性新生物<腫瘍> 
舌のその他および部位不明の悪性新生物<腫瘍> 
歯肉の悪性新生物<腫瘍> 
口(腔)底の悪性新生物<腫瘍> 
口蓋の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍> 
耳下腺の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫瘍> 
扁桃の悪性新生物<腫瘍> 
中咽頭の悪性新生物<腫瘍> 
鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍> 
梨状陥凹<洞>の悪性新生物<腫瘍> 
下咽頭の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍> 
食道の悪性新生物<腫瘍> 
胃の悪性新生物<腫瘍> 
小腸の悪性新生物<腫瘍> 
結腸の悪性新生物<腫瘍> 
直腸Ｓ状結腸移行部の悪性新生物<腫瘍> 
直腸の悪性新生物<腫瘍> 
肛門および肛門管の悪性新生物<腫瘍> 
肝および肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> 
胆のう<嚢>の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍> 
膵の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍> 
鼻腔および中耳の悪性新生物<腫瘍> 
副鼻腔の悪性新生物<腫瘍> 
咽頭の悪性新生物<腫瘍> 

C00 
C01 
C02 
C03 
C04 
C05 
C06 
C07 
C08 
C09 
C10 
C11 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 
C21 
C22 
C23 
C24 
C25 
C26 
C30 
C31 
C32 
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気管の悪性新生物<腫瘍> 
気管支および肺の悪性新生物<腫瘍> 
胸腺の悪性新生物<腫瘍> 
心臓、縦隔および胸膜の悪性新生物<腫瘍> 
その他および不意不明確の呼吸器系および胸腔内蔵器の悪性新生物<
腫瘍> 
(四)肢の骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明の骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> 
皮膚の悪性黒色腫 
中皮腫 
カポジ<Kaposi>肉腫 
末梢神経および自律神経系の悪性新生物<腫瘍> 
後腹膜および腹膜の悪性新生物<腫瘍> 
その他結合組織および軟部組織の悪性新生物<腫瘍> 
乳房の悪性新生物<腫瘍> 
外陰(部)の悪性新生物<腫瘍> 
膣の悪性新生物<腫瘍> 
子宮頸部の悪性新生物<腫瘍> 
子宮体部の悪性新生物<腫瘍> 
子宮の悪性新生物<腫瘍> 部位不明 
卵巣の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> 
胎盤の悪性新生物<腫瘍> 
陰茎の悪性新生物<腫瘍> 
前立腺の悪性新生物<腫瘍> 
卵巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> 
腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍> 
腎盂の悪性新生物<腫瘍> 
尿管の悪性新生物<腫瘍> 
膀胱の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍> 
眼および付属器の悪性新生物<腫瘍> 
髄膜の悪性新生物<腫瘍> 
脳の悪性新生物<腫瘍> 
脊髄、脳神経およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> 

C33 
C34 
C37 
C38 
C39 
 
C40 
C41 
C43 
C45 
C46 
C47 
C48 
C49 
C50 
C51 
C52 
C53 
C54 
C55 
C56 
C57 
C58 
C60 
C61 
C62 
C63 
C64 
C65 
C66 
C67 
C68 
C69 
C70 
C71 
C72 
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甲状腺の悪性新生物<腫瘍> 
副腎の悪性新生物<腫瘍> 
その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物<腫瘍> 
その他および部位不明確の悪性新生物<腫瘍> 
リンパ節の後発性および部位不明の悪性新生物<腫瘍> 
呼吸器および消化器の続発性悪性新生物<腫瘍> 
その他の部位および部位不明の続発性悪性新生物<腫瘍> 
悪性新生物<腫瘍>部位が明示されていないもの 
ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 
ろ<濾>胞性リンパ腫 
非ろ<濾>胞性リンパ腫 
成熟 T/NK 細胞リンパ腫 
非ホジキン<non – Hodgkin>リンパ腫のその他および詳細不明の型 
T/NK 細胞リンパ腫のその他の明示された型 
悪性免疫増殖性疾患 
多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物<腫瘍> 
リンパ性白血病 
骨髄性白血病 
単球性白血病 
細胞型の明示されたその他の白血病 
細胞型不明の白血病 
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明の悪性
新生物<腫瘍> 
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> 
真正赤血球増加症<多血症> 
骨髄異形成症候群 
慢性骨髄増殖性疾患 
本態性（出血性）血小板血症 
骨髄線維症 
慢性好酸球性白血病［好酸球増加症候群］ 

C73 
C74 
C75 
C76 
C77 
C78 
C79 
C80 
C81 
C82 
C83 
C84 
C85 
C86 
C88 
C90 
C91 
C92 
C93 
C94 
C95 
C96 
 
C97 
D45 
D46 
D47.1 
D47.3 
D47.4 
D47.5 

 
2． 上記1において「がん」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫

瘍学(NCC監修)第3.2版(2020年改正版)」中、新生物の性状を表す第5桁コードが次
のものをいいます。 

第5桁性状コード番号 
／3 ・・・新生物、悪性 
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／6 ・・・新生物、転移性 
／9 ・・・新生物、悪性、原発または転移の別不詳 
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別表3 対象となる高度障害状態 
1． 高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。 

高度障害状態 
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの*7 
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの*8  
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するも

の*9 
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの*10 
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの*10 
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を

全く永久に失ったもの*10 
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの*10 

*7 眼の障害（視力障害） 
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定しま

す。 
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない

場合をいいます。 
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。 
 
*8 言語またはそしゃくの障害 
(1) 「言語の機能を全く失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます 

① 語音構成機能障害で口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種類のうち、3種類以
上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合 

② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、
その回復の見込みがない場合 

③ 声帯全部の摘出により、発音が不能な場合 
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない

状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。 
 
*9 常に介護を要するもの 
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、および衣服
着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいい
ます。 
 
*10 上・下肢の障害 
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをい
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い、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節（上肢において
は肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節）
の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。 
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別表4 対象となる感染症 
1． 感染症とは、次のいずれかをいいます。 

(1) 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分
類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死
因統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」によるものとします。 

分類項目 基本分類コード 
コレラ 
腸チフス 
パラチフスA 
細菌性赤痢 
腸管出血性大腸菌感染症 
ペスト 
ジフテリア 
急性灰白髄炎＜ポリオ＞ 
ラッサ熱 
クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱 
マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病 
エボラ＜Ebola＞ウイルス病 
痘瘡 
重症急性呼吸器症候群[SARS] 
（ただし、病原体がコロナウイルス層SARSコロ
ナウイルスであるものに限ります。） 

A00 
A01.0 
A01.1 
A03 
A04.3 
A20 
A36 
A80 
A96.2 
A98.0 
A98.3 
A98.4 
B03 
U04 
 

 
(2) 新型コロナウイルス感染症（ただし、以下のいずれにも該当するものに限りま

す。） 
① 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華

人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新
たに報告されたもの）であること 

② 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条第２
項、第３項、第４項、第７項第３号または第８項の疾病に該当していること 
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別表5 反社会的勢力 
1． 反社会的勢力とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 

反社会的勢力 
(1) 暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みま

す。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業の関係者その他の反社会的勢力（以下
「反社会的勢力」といいます。） 

(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしてい
る者 

(3) 反社会的勢力を不当に利用している者 
(4) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 


