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生損保
一体型収入補償のご案内

超保険

詳しくはこちら

日本では約７人に１人が働けない状態＊1を経験するといわれています。
決して他人事ではありません！！
傷病手当金を受給するケース。詳細はP2をご覧ください。＊1

HH4

2021年1月1日以降始期用

ご存知
ですか

重度の脳卒中です。
退院したけれど、
思うように体も動かないし、
もう仕事に復帰できないよ。

家を売って、
引越しましょう・・・

そうだね・・・
苦労をかけて、
ごめんね。

まさかこんなことになるなんて・・・
医療保険や生命保険で備えているから、
万全だと思っていたよ。

そんな・・・

ある日

それから1年後…

貯金も
減ってきたし、
今の生活は
維持できないわ！

医療保険や生命保険で
備えているから、大丈夫！

あなたに万が一の
ことがあったら、
家族の暮らしは
どうなるのかしら？
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住宅ローン 子どもの学費

がーん。

あなた！大丈夫！？
しっかりして！
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親が要介護状態になるリスク

病気やケガで働けなくなったとき、
ご家族のくらしはどうなるのでしょうか？

さらに、親の介護が必要になったとき、
あなたのくらしはどうなるのでしょうか？

自分の時間や睡眠等の時間を介護の時間にあてたり、仕事を辞めるなど、ライフスタイルの変更を
余儀なくされる可能性があります。

親が健康なとき

その他
（食事、睡眠、自分の時間等）

仕事

介護

働けなくなるリスク

その他
（食事、睡眠、自分の時間等）

仕事

親の介護が必要になったとき

就職

24
時
間

家族に代わりに
働いてもらわないと
いけない。子どもの習い事を

諦めさせないといけない。

せっかく手に入れた
マイホームだけど、手放すしかない。

働けなくなるリスクにトータルに備えることができます。
また、退職等のライフステージの変化にも対応できます。

＊1 出典「平成29年就業構造基本調査結果」（総務省統計局）

働けなくなると家計の収支バランスが大きく崩れ、
これまでの生活ができなくなるかもしれません。
働けなくなると家計の収支バランスが大きく崩れ、
これまでの生活ができなくなるかもしれません。
一般的な医療保険や生命保険（死亡保険）では、
働けなくなるリスクには、備えることができません。
一般的な医療保険や生命保険（死亡保険）では、
働けなくなるリスクには、備えることができません。

入院 高度障害
状態 死亡就業不能・自宅療養

要介護状態

がん保険や医療保険 生命保険（死亡保険）保障の空白領域

⇒介護等のために仕事を辞めた人は毎年約10万人＊1
存在します。

要介護状態になるリスク

退職等

収入補償なら！

手術
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そ

〈「全国健康保険協会管掌健康保険」および「厚生年金」に
加入されている会社員の収入イメージ〉

出典(公財)生命保険文化センター「平成30年度　生命保険に関する全国実態調査」
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健康保険からの
傷病手当金

障害基礎年金・
障害厚生年金最長18か月

働けない状態の発生

収入が
減少

収入が
減少

〈「国民健康保険」および「国民年金」に
加入されている個人事業主の収入イメージ〉

障害基礎年金

働けない状態の発生

収入が
大幅に減少

働けなくなることなんて、滅多に起こらないのではないでしょうか？Q
A

「平成29年簡易生命表」（厚生労働省）より東京海上日動作成
傷病手当金を受給するケース
「平成29年度現金給付受給者状況調査報告」（全国健康保険協会）
より東京海上日動作成

＊2
＊3
＊4

働けなくなったときは、公的保障で保障されるのではないでしょうか？Q

25歳の人が
65歳までに働けなくなる
確率は15%で、
約7人に1人の割合です。

A 傷病手当金や障害年金等を受け取ることができる場合がありますが、
収入は大きく減少します。

要介護状態になったときは、公的保障で保障されるのではないでしょうか？

一時的な自己負担額
平均69万円

月々の自己負担額
平均7.8万円

Q
A 公的介護保険制度の対象となることがありますが、その場合でも
大きな自己負担が長期間にわたって必要となります。

死亡する確率＊2 働けなくなる＊3確率＊4

8％ 15％

＜介護にかかった費用＞ ＜介護期間＞

平均
54.5か月

＋

そ

（例）リフォーム、介護用ベッド等の購入

※公的介護保険サービスの自己負担費用を含む

約2人に
1人は
4年以上

6か月～1年未満
7.4％

6か月未満
6.4％

1～2年未満
12.6％

2～3年未満
14.5％

3～4年未満
14.5％

不明
1.7％

4～10年未満
28.3％

10年以上
14.5％

18か月
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収入補償 介護補償＊１

親の介護で働けなくなるリスクには、
仕事と介護の両立サポート特約で備えることができます。

収入補償は、病気や重いケガで
働けなくなるリスクに備えることができます！!

サービス

月払保険料

保険金のお支払いに加えて、お客様のご不安や
お悩みを専門家がサポートします！

【ご契約条件】保険期間1年、
まとめて割引等適用なし

■仕事と介護の両立サポート特約

～長期にわたる補償～例えば
こんなとき…

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

ご契約年齢
保険金額 100万円 200万円 100万円

男 性 女 性

330円

400円

940円

1,800円

2,510円

3,780円

6,200円

8,850円

14,150円

19,320円

25,740円

490円

970円

1,910円

2,900円

3,740円

4,450円

5,350円

6,790円

9,240円

11,480円

17,680円

※ 上記サービスには、所定のご利用条件やご利用上限（回数等）があります。詳細は、代理店または東京海上日動
までお問い合わせください。

※ サービスの内容は、変更・中止となる場合があります。
＊４ 保険の対象となる方が、収入補償、介護補償の保険金支払対象となる事由に該当した場合にご利用いた
だけます。

※介護補償は最長10年補償されます。 職場復帰支援サービス

男 性 女 性

170円

200円

470円

900円

1,260円

1,890円

3,100円

4,420円

7,080円

9,660円

12,870円

250円

480円

950円

1,450円

1,870円

2,220円

2,680円

3,400円

4,620円

5,740円

8,840円

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳＊３

80-84歳＊３

ご契約年齢
保険金額

男女共通

10円

30円

50円

110円

230円

640円

1,350円

2,940円

6,770円

収入補償は最長79歳まで補償！

～加入しやすい保険料～

※70歳または10年のいずれか長い方まで補償されます。

例えば、10年間要介護2の状態が継続すると、保険金の受取総額は、

【ご契約条件】保険金額100万円の場合

特 長

1 ～幅広い補償～
病気やケガ（重度後遺障害）
を幅広く補償します。

特 長

2

５疾病および傷害重度後遺障害による
就業不能等のみ補償特約

～退職等でもあんしん～
無告知で介護補償＊１への移行が可能！

1,000万円！(100万円×10回）

特 長

4～30日超の就業不能等でお支払い～
さらに！5疾病（悪性新生物（がん）・

急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全）が
原因の場合、初回は入院開始のみでお支払い！

特 長

3

30歳の方の加入時の月払保険料は、
男性なら900円、女性なら1,450円！

特 長

5

この特約の保険の対象となる方＊２が、公的介護保険制度の要介護２以上の状態になった場合に一時金をお支払いします。

Aさんは34歳のとき、脳卒中で倒れ救急搬送されました。 
一命は取り留めたものの、身体の麻痺や記憶障害が残ったた
め、仕事を続けることが困難となり、退職を余儀なくされました。

プラスで安心

■収入補償

【ご契約条件】保険金額200万円の場合

プラスで
安心

お手軽にご加入いただけるプラン（型）をご用意しています。さらに

5疾病等
限定型

【ご契約条件】保険金額100万円の収入補償をご契約の場合

※ ご契約年齢は、保険の対象となる方の保険期間開始時の満年齢とします。
＊３ 75歳以上は更新のみのお引受けとなります。

病気やケガによる休職から職場復帰に向けて、キャリア
コンサルタントや臨床心理士によるアドバイスをご提供
します＊４。

キャリアコンサルタントが、スマートフォンやタブレット、対面等による１対１での個別
コンサルティングを通じて、職場復帰に向けたお気持ちの整理のサポートやスキル
アップ等のアドバイスを行います。

②臨床心理士による支援

①キャリアコンサルタントによる支援

臨床心理士が、お客様の心身の状態や会社の制度・規定等をお伺いしたうえで、職場
復帰に向けた具体的なアドバイスを行います。また、職場復帰後のお悩みについても
サポートを行います。

病気やケガ（重度後遺障害）により、保険の対象となる方が所定の就業不能等または公的介護保険制度に基づく要介護2以上の状態になった場合に保険金をお支払いします。

自宅療養等の働けない状態の継続

1年 1年 1年

200
万円

200
万円

200
万円

200
万円

脳卒中

５疾病で働けなくなった場合およびケガによる重度後遺障害で働けなくなった場
合にのみ保険金をお支払いします。

初回保険金額変更に関する特約（50%用）
初回保険金
50％型

傷病手当金等が支給される場合を考慮し、初年度の
保険金は2年度目以降の50％をお支払いします。 1年

の
万円
100 万円

1年1年

万円
200

Aさんの保険金の総受取額は、
200万円×37回（70歳まで）

万円

※ 上記２つの型を組み合わせたプランもご用意しております。詳細は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

＊２ 収入補償、介護補償の保険の対象となる方ご自身の親だけでなく配偶者の親も、保険の対象となる方として設定いただけます。

＊１ 収入補償からの移行だけでなく、最初から介護補償をお選びいただくことも可能です。
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収

その他ご確認いただきたい事項

【ご契約条件】保険期間1年、保険金額100万円、まとめて割引等適用なし

※トータルアシスト超保険は「新総合保険」、収入補償は「『介護のみ補償特約』をセットしていない収入補償条項」、介護補償は「『介護のみ補償特約』をセットした収
入補償条項」、5疾病等限定型は「収入補償に『5疾病および傷害重度後遺障害による就業不能等のみ補償特約』をセットした補償」、初回保険金50％型は「収入補
償に『初回保険金額変更に関する特約（50％用）』をセットした補償」、仕事と介護の両立サポート特約は「介護補償保険金特約（要介護2用）」のペットネームです。

※このチラシは、トータルアシスト超保険の収入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。

E65-11230（4）改定202010
0125-GJ11-16008-202008

●就 業 不 能 等：

＊1 この保険契約が継続されてきた収入補償を初めてご契約いただいた保険契約をいいます。保険期間の途中で収入補償をご契約いただいた場
合は、その日を始期日として取り扱います（この場合における収入補償とは、この収入補償またはこの収入補償以外のこの保険契約と支払い
責任が同一である保険契約をいいます。）。

＊2 ご契約を更新されている場合は、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日をいいます。
＊3 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
＊4 責任開始日＊2から1年を経過していても、保険金の支払事由が責任開始日＊2から１年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。

就業不能等とは、次のいずれかの状態をいいます。なお、死亡された後、または精神障害以外の病気が治ゆした後は、いかな
る場合でも「就業不能等」とはいいません。
・ ケガにより生じた所定の重度後遺障害により、職種を問わず、すべての業務に終日従事できない状態
・ 精神障害以外の病気の治療のための入院、または入院以外で医師等の治療を受けていることにより、職種を問わず、すべ
ての業務に終日従事できない状態

・ 国民年金法に定める所定の精神障害に認定されている状態
・ 病気により生じた、所定の高度障害状態

■介護補償

15-19歳
20-24歳
25-29歳
30-34歳
35-39歳
40-44歳
45-49歳
50-54歳
55-59歳
60-64歳
65-69歳

ご契約年齢
プラン（型）名 ５疾病等限定型 初回保険金50％型 男 性 女 性

男 性
100円
120円
290円
570円
780円
1,170円
1,910円
2,690円
4,310円
5,890円
7,730円

女 性
140円
290円
580円
900円
1,140円
1,360円
1,610円
2,060円
2,810円
3,510円
5,450円

男 性
60円
100円
230円
450円
600円
1,030円
1,880円
3,040円
5,280円
7,560円
10,120円

女 性
110円
220円
450円
780円
1,080円
1,490円
2,020円
2,610円
3,410円
3,840円
5,260円

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

80-84歳＊1

ご契約年齢
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

■収入補償

●初年度契約＊1の始期日からその日を含めて90日を経過する日の翌日の午前0時より前（初年度契約＊1の始期時点より前を含みます。）に悪性新生物
(がん)と医師等により診断確定されたことがある場合、その後新たに悪性新生物（がん）と診断確定された場合も含めて、悪性新生物（がん）による就
業不能等については保険金をお支払いしません。
●収入補償が満期を迎えるときの取扱いは以下のとおりです。なお、以下の記載にかかわらず、年齢等により補償の更新をお断りしたり、引受条件を制
限させていただくことがあります。
・ご契約には「保険契約の更新に関する特約」が自動セットされ、満期日までに、ご契約者からのその補償を更新しない旨のお申出または東京海上日
動からご契約者へのその補償を更新しない旨の通知がない限り、所定の制度に基づき満期日に自動更新されます。ただし、満期日における収入補
償の保険の対象となる方の年齢が70歳となる場合は、以下の取扱いとなります。
【５疾病および傷害重度後遺障害による就業不能等のみ補償特約をセットしている場合】セットされたその他の特約も含めて、補償の更新の取扱いを行いません。
【上記以外の場合】所定の条件の介護補償に切り替えて自動更新します。
・満期日における介護補償の保険の対象となる方の年齢が85歳となる場合は、セットされたその他の特約も含めて、補償の更新の取扱いを行いません。
・満期日における仕事と介護の両立サポート特約の保険の対象となる方の年齢が85歳となる場合は、本特約の更新の取扱いを行いません。
●引受けにあたっては、告知が必要になります。告知していただく事柄について、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責
任開始日＊2から1年以内であれば、東京海上日動は「告知義務違反」としてご契約を解除＊3し、保険金をお支払いできないことがあります＊4。
●更新後の保険料は、更新日現在の保険の対象となる方の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。

●５　疾　病： 悪性新生物（がん）＊5・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全＊6をいいます。
＊5 「上皮内新生物」は含まれません。
＊6 慢性腎不全とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ＩＣＤ－10（2013年版）準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4

またはステージ5に分類されるものをいいます。

その他月払保険料

※ご契約年齢は、保険の対象となる方の保険期間開始時の満年齢とします。
＊1 75歳以上は更新のみのお引受けとなります。
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