
2020年1月1日以降始期用

生損保
一体型

介護は誰しもが直面する可能性のある、身近なリスクです。

もし、介護が必要になったら、
ご家族のくらしはどうなるのでしょうか？

超保険の介護補償
加入しやすい保険料 ＆ 最大1,000万円（100万円×10年間）の保険金で、
介護に関する負担に備えることができます！

なら、

HJ1

詳しくは裏面をご確認ください。
月払

保険料例 男性
60歳～64歳:1,160円
65歳～69歳:2,650円 女性

60歳～64歳:1,100円
65歳～69歳:3,260円

介護が必要になると、ご家族に大きな負担がかかります

実際、介護が必要になると…

【出典】（公財）生命保険文化センター「令和3年度　生命保険に関する全国実態調査」より

※公的介護保険サービスの自己負担費用を含む

10年以上
17.6％

不明 3.0％ 6か月未満
3.9％

6か月～1年未満
6.1％

1～2年未満
10.5％

2～3年未満
12.3％

4～10年未満
31.5％

＜介護にかかった費用＞ ＜介護期間＞

（例）リフォーム、介護用ベッド等の購入
平均 万円74

月々の自己負担額

平均 万円8.3

一時的な自己負担額

約2人に
1人は
4年以上

平均

か月61.1

介護期間を
5年とすると、

総額約 万円！600
家族の負担を減らす
ためにも、備えが
大切ね。

介護ヘルパー等、サービスの
利用回数を増やせたら、
もう少し楽になるのになぁ。
でも、リフォームしたばかりだし…

3～4年未満
15.1％

毎日続く
介護

仕事との
両立

家の
リフォーム

介護補償のご案内
超保険



※このチラシは、トータルアシスト超保険の介護補償の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳し
くは「ご契約のしおり（約款）」をご用意しておりますので、必要に応じて代理店または東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしおり（約款）」はホームページ
でもご確認いただけます。）。ご不明な点等がある場合には、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
※トータルアシスト超保険は新総合保険のペットネーム、介護補償は収入補償条項に「介護のみ補償特約」をセットした補償のペットネーム、てん補期間とは保険
金をお支払いする限度期間をいいます。

●引受けにあたっては、告知が必要になります。
●満期日における保険の対象となる方の年齢が満85歳以上となるときは、補償の更新の取扱いを行いません。ご契約に関するご注意

E65-11460修増202210
0125-GJ11-19002-201907

＜公的介護保険制度における要介護状態の概要＞

「介護アシスト」で、介護に関するお悩みをサポートします！
介護アシストでは、介護に関するご家族の負担を軽減する以下のサービスを提供します。

介護に関する専門相談員がサポート！

状態区分 状態

要介護１

要介護2

軽度

重度

要支援２の状態から手段的日常動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない
状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。
要介護１の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。

要介護3 要介護２の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
要介護4 要介護３の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
要介護5 要介護４の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

サービス
①電話介護相談
■ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、電話で介護に関するご相談を承ります。
　（相談例：公的介護保険制度の内容や利用手続き、介護サービスの種類や特徴　等）

②各種サービスの優待紹介
■ご高齢の方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者
を紹介します（各種サービスのご利用に係る費用は利用者ご自身の負担となります。）。
■電話介護相談とあわせてご利用いただくことで、介護負担の軽減等につながる
　サービスをご検討いただけます。
　（紹介可能な各種サービス：家事代行、食事宅配、住宅リフォーム　等）

③インターネットによる介護情報サービス
■情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護に関する様々な情報を提供します。

介護補償の保険金お受け取りイメージ
【ご契約条件】
保険期間1年、保険金額100万円、
てん補期間10年、まとめて割引等適用なし

【ご契約条件】
保険金額100万円、てん補期間10年

月払保険料

年齢 性別

40歳～44歳
45歳～49歳
50歳～54歳
55歳～59歳
60歳～64歳
65歳～69歳
70歳～74歳
75歳～79歳＊1

80歳～84歳＊1

220円
280円
400円
660円
1,160円
2,650円
4,710円
9,830円
20,800円

210円
260円
380円
620円
1,100円
3,260円
6,660円
14,120円
31,910円

男性 女性

100
万円

1年

1年目

30日超の
要介護状態

公的介護保険制度における要介護２以上の状態（要介護状態）が30日を超えて続く限り、
最長10年、保険金をお支払い

＊1 75歳以上は更新のみのお引受けとなります。

100
万円

1年

2年目

30日超の
要介護状態

100
万円

3年目

30日超の
要介護状態

100
万円

10年目

30日超の
要介護状態
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