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オリックス生命保険株式会社 

 
オリックス生命保険株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：水盛 五実）は、

2010年 10月 2日より「健康に不安がある方をささえる医療保険 CURE Support［キュア・
サポート］＜無配当 引受基準緩和型医療保険＞」の販売を開始します。 

 
「医療保険 CURE Support［キュア・サポート］」は、これまで健康上の理由で医療保険

に加入できなかったお客さまにも、広く医療保障をご提供することを目的に開発した、  

引受基準緩和型の医療保険(*)です。当社の商品開発コンセプトである「シンプルでわかり
やすいこと」「保険料が低廉であること」に徹して開発いたしました。 
ご加入いただける年齢は 20 歳から 80 歳までとし、幅広い引受範囲といたしました。  

さらに「引受基準緩和型 先進医療特約」を付加することで、先進医療への備えもカバーで
きるようにいたしました。 
当商品は、対面チャネルおよび通販チャネルにて取扱いを開始します。その他、商品の

概要は別紙をご覧ください。 
(*)この商品は、健康に不安がある方にもご契約いただけるよう、ご加入時に告知いただく項目を限定し、

引受基準を緩和した商品です。そのため、当社の他の医療保険に比べて保険料が割増しされています。 

 
 ご好評いただいている医療保険 CUREシリーズのラインナップは４商品となりました。 

 
オリックス生命は、今後もお客さまのニーズに的確にお応えする商品開発を行い、さら

なるサービスの強化に取り組んでいきます。 
以 上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

オリックス生命保険株式会社 経営管理部／時枝
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・弘重
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TEL ： ０３－５３２６－２６０５

健康に不安がある方をささえる 

医療保険ＣＵＲＥ Ｓｕｐｐｏｒｔ［キュア・サポート］新発売 
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別紙（1） 

【 健康に不安がある方をささえる医療保険ＣＵＲＥ Ｓｕｐｐｏｒｔ［キュア・サポート］の 
仕組み 】 

 保険期間中に、被保険者が病気やケガで入院や手術をした場合、一生涯保障します。 

１入院の支払限度日数は 60日型、120日型の２タイプからお選びいただけます。 

なお、ご契約日からその日を含めて 1 年以内（支払削減期間）に支払事由に該当した場合には、

給付金のお支払額は 50％に削減されます。 

 

 

【 特 長 】 
１． 過去に入院や手術をされたり、持病があるなど、健康に不安のある方もご加入いただき  

やすい医療保険です。健康状態について告知いただく項目を４つに限定し、すべて該当が

なければお申込みが可能です。 

２． 解約払戻金をなくすことで、引受基準緩和型の医療保険としてはお手頃な保険料を実現 

いたしました。 

３． 「引受基準緩和型 先進医療特約」を付加することで、先進医療を受けられたときの技術料

と同額を、通算 1,000 万円まで保障します。（ただし、支払削減期間中は技術料の 50％とな

ります。） 保障期間は一生涯です。 

４． ご加入前にかかっていた病気が悪化して入院された場合や、手術や先進医療を受けられた

場合も、給付金をお支払いします。 

５． ご加入いただける年齢（契約年齢）は 20 歳から 80歳までと、幅広い年代のお客さまを対象

としています。 

別 紙 

■先進医療給付金　（引受基準緩和型 先進医療特約を付加された場合）
　　　　　病気または不慮の事故等を直接の原因として約款所定の先進医療による療養を受けた
　　　　　とき、技術料と同額を通算1,000万円までお支払いします。

一

生

涯

保

障

契約日

▲▲

1年後の契約応当日

■疾病入院給付金
　　　　　病気を直接の原因として治療のために入院されたとき
　　　　　　　　　　　　　60日型⇒1入院60日　通算1,000日/120日型⇒1入院120日　通算1,000日

入院給付金日額　5,000円　×　入院日数

■手術給付金
　　　　　病気または不慮の事故等を直接の原因として治療のために約款所定の手術を受けたとき
　　　　　　　　　　　　入院給付金日額　×　10倍　　（支払限度なし）

■災害入院給付金
　　　　　不慮の事故を直接の原因として事故の日も含めて180日以内に治療のために入院されたとき　
　　　　　　　　　　　　60日型⇒1入院60日　通算1,000日/120日型⇒1入院120日　通算1,000日
入院給付金日額
2,500円×入院日数 入院給付金日額　5,000円　×　入院日数

１回につき25,000円 １回につき50,000円

入院給付金日額
2,500円×入院日数

支払削減期間▲▲

先進医療にかかる
技術料の50％ 先進医療にかかる技術料と同額（通算1,000万円まで）

入院給付金日額5,000円の場合

■先進医療給付金　（引受基準緩和型 先進医療特約を付加された場合）
　　　　　病気または不慮の事故等を直接の原因として約款所定の先進医療による療養を受けた
　　　　　とき、技術料と同額を通算1,000万円までお支払いします。
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別紙（2） 

【 取扱内容・取扱チャネル 】 
保障期間・保険料払込期間 終 身 

契約可能年齢 20 歳 ～ 80 歳 

給付金日額の範囲 

20 歳～59 歳 ： 5,000 円～10,000 円 

60 歳～80 歳 ： 3,000 円～10,000 円 

いずれも 1,000 円単位で設定可能 

タイプ／支払限度 

60 日型タイプ  ： １入院の支払限度は 60 日 

120 日型タイプ ： １入院の支払限度は 120 日 

いずれも通算支払限度は 1,000 日です 

取扱チャネル・取扱タイプ 
対面チャネル ： 60 日型・120 日型 

通販チャネル ： 60 日型 

付加できる特約 
引受基準緩和型 先進医療特約 

指定代理請求特約 （契約者が法人の場合は付加できません） 

 

 

【 保 険 料 例 （月払） 】 
保障期間・保険料払込期間 ： 終身 ／ 入院給付金日額：5,000円 ／ 口座振替扱 

 ６０日型 １２０日型 

年齢 男性 女性 男性 女性 

20 歳 ２，６５０円 ３，０７０円 ２，９７５円 ３，３５０円 

30 歳 ３，１２０円 ３，１５５円 ３，５５０円 ３，５０５円 

40 歳 ３，８６５円 ３，０８５円 ４，４００円 ３，４９０円 

50 歳 ５，０１５円 ３，６５５円 ５，６９５円 ４，１８０円 

60 歳 ６，５００円 ４，７７０円 ７，４１５円 ５，５３５円 

70 歳 ８，５２０円 ６，４７０円 ９，８５０円 ７，６５５円 

80 歳 １０，７００円 ８，４６５円 １２，７６０円 １０，３２０円 

 

 

【 引受基準緩和型 先進医療特約の保険料 （月払） 】  
保障期間・保険料払込期間 ： 終身 ／ 口座振替扱 
性別・年齢を問わず、月払保険料は  一律 208 円  となります。 
 

 


