
死亡時の保障

この「パンフレット」は記載の保険の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

このパンフレットではご案内しておりません

貯蓄
（教育資金や老後生活資金準備など）

病気やケガの保障 介護や障がいの保障

この保険は、以下の保障を希望されるお客様におすすめの商品です。商品内容がお客様のご希望（ご意向）に沿っているかご確認ください。
ご意向に沿わない場合やご不明点がある場合は、募集代理店までご連絡ください。

かしこく備える終身保険　三大疾病保険料払込免除特約＊　災害死亡割増特約
＊三大疾病保険料払込免除特約は、がんや重大疾病（特定の疾病）の保障のご意向にも沿った特約です

死亡時の保障このパンフレットで
ご案内する保障分野

対応する
商品・特約

2021年1月版【パンフレット】  変わらない保険料で、一生涯の保障を。かしこく備える終身保険

※解約払戻金を従来（低解約払戻金割合が設定されていない場合）の70%（累計払込保険料に
対する割合ではありません）に設定しているため保険料が割安です。

個別取扱

割安な保険料※で

一生涯にわたって

死亡保障が続きます。



目次
「かしこく備える終身保険」の5つの特長 ……………………………

備えておくと安心な金額はいくら？………………………………………

保障内容 ………………………………………………………………………………

保険料例 ………………………………………………………………………………

…………………………… クリック詳細は ２ページ

……………………………………… クリック詳細は３ページ

……………………………………………………………………………… クリック詳細は ４ページ

……………………………………………………………………………… クリック詳細は10ページ

1



つの特長5つの特長 備えておきたい一生涯の死亡保障

「特別保険料率に関する特則」を付加した場合

「ノンスモーカー割引特約」を付加した場合

「三大疾病保険料払込免除特約」を付加した場合

特長

1

クリック保障内容は7ページ

（＊）がん（悪性新生物）・急性心筋梗塞・脳卒中

一生涯、変わらない保険料で「死亡時の保障」をご準備いただけます。
特長

2 解約払戻金を抑えることにより、保険料が割安になっています。

タバコを吸わない方は保険料が安くなります。

健康に不安がある方でもお申込みいただけます。
「特別保険料率に関する特則」を付加した場合、保険料が割増されます。
なお、健康状態によってはご契約をお引受けできない場合があります。

※解約払戻金を従来（低解約払戻金割合が設定されていない場合）の70％（累計払込保険料に対する割合ではありません）に設定しています。

特長

3
特長

4

特長

5

三大疾病（＊）

で所定の状態になった場合、以後の保険料はいただきません。
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※各項目・合計額は回答があったものの平均のため合計額は一致しません。

たとえば、葬儀費用は意外とお金がかかります。

平均195.7万円

葬儀費用とひとことで言っても、その内訳はさまざまで、寺院への費用や飲食代などがあります。
もちろん、規模が大きくなればなるほど、その分費用がかかります。

平均 121.4万円 平均 47.3万円 平均 30.6万円

（一財）日本消費者協会第11回「葬儀についてのアンケート調査」報告書（2017年1月）

？備えておくと安心な金額はいくら

葬儀一式費用 寺院への費用
（お経、戒名、お布施） 通夜からの飲食接待費

葬儀費用の合計

回「葬儀についてのアンケート調査」報告書（ 年 月）

クリック目次に戻る 3



保障内容 かしこく備える終身保険
健康に不安がある方でも
お引受けの可能性があります。

契約年齢 0歳～満85歳 「特別保険料率に関する特則」を
付加しない場合

お引受けの可能性があります。

クリック保障内容は7ページ

主
契
約

保険期間

終 身

死亡したとき死亡保険金

保険金のお支払いなどについて、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

高度障害保険金 所定の高度障害状態に
なったとき

200万円
※死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。

ご契約内容やご契約の経過年数などによっては、保険金額が累計払込保険料を下回る場合がありますのでご注意ください。

保険金額：200万円の場合（※保険金額は100万円から10万円単位で設定できます。）

お支払いする場合 お支払いする金額
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保障内容 かしこく備える終身保険
契約年齢 0歳～満85歳

特

約

保険期間

90歳
満期不慮の事故を保障災害死亡

割増特約
2

終 身

三大疾病で所定の状態に
なった場合

以後の保険料は不要

三大疾病
保険料
払込免除特約

1

保険金のお支払いなどについて、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

不慮の事故、所定の感染症で死亡
または所定の高度障害状態になった場合、
保険金をお支払いします。

さらに保障の追加やタバコを吸わない方には保険料の割引が可能です。

健康に不安がある方でも
お引受けの可能性があります。お引受けの可能性があります。

クリック保障内容は7ページ

「特別保険料率に関する特則」を
付加しない場合

・がん（悪性新生物）の場合…がんと診断確定されたとき
・急性心筋梗塞・脳卒中の場合…治療を目的として20日以上の入院を
　　　　　　　　　　　　　 したとき、または手術を受けたとき

三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）で
所定の状態になった場合、
以後の保険料はいただきません。

がんの保障の開始まで3か月の
待ち期間（保障されない期間）があります。
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保障内容 かしこく備える終身保険
契約年齢 0歳～満85歳

特

約

保険期間
さらに保障の追加やタバコを吸わない方には保険料の割引が可能です。

リビング・ニーズ
特約

4

終 身
タバコを吸わない方は

保険料が安くなります
ノンスモーカー
割引特約

3

保険金のお支払いなどについて、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

余命が6か月以内と
判断される場合、

生存中に保険金を
受取れます

満20歳以上で過去1年間に喫煙したことのない
被保険者が対象となり、
告知に加えて所定の喫煙検査が必要です。
※受動喫煙などの影響によって喫煙反応があった場合は、
　「ノンスモーカー割引（非喫煙保険料率）」が適用されない
　場合があります。
※「災害死亡割増特約」の保険料には、「ノンスモーカー割引」は
　適用されません。

被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、
主契約の死亡保険金の全部または一部を、
リビング・ニーズ保険金として
被保険者の生存中に受取ることができます。
※「リビング・ニーズ特約」の保険料の払込みは必要ありません。

クリック目次に戻るクリック保険料例は10ページ

健康に不安がある方でも
お引受けの可能性があります。お引受けの可能性があります。

クリック保障内容は7ページ

「特別保険料率に関する特則」を
付加しない場合
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主
契
約

保険期間

終 身

死亡したとき死亡保険金

保険金のお支払いなどについて、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

200万円
ご契約内容やご契約の経過年数などによっては、保険金額が累計払込保険料を下回る場合がありますのでご注意ください。

保険金額：200万円の場合（※保険金額は100万円から10万円単位で設定できます。）

お支払いする場合 お支払いする金額

保障内容 かしこく備える終身保険
契約年齢 満20歳～満85歳

高度障害保険金の保障はありません。

「特別保険料率に関する特則」を付加した場合、保険料が割増されます（ただし、災害死亡割増特約には、「特別保険料率に関する特則」は付加されません）。
なお、健康状態によっては、ご契約をお引受けできない場合があります。

健康に不安がある方でもお引受けの可能性があります。

「特別保険料率に関する特則」を付加した場合
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保障内容 かしこく備える終身保険
契約年齢 満20歳～満85歳

特

約

保険期間
さらに保障の追加が可能です。

90歳
満期不慮の事故を保障災害死亡

割増特約
2

終 身

三大疾病で所定の状態に
なった場合

以後の保険料は不要

三大疾病
保険料
払込免除特約

1

保険金のお支払いなどについて、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

不慮の事故、所定の感染症で死亡
または所定の高度障害状態になった場合、
保険金をお支払いします。

「特別保険料率に関する特則」を付加した場合、保険料が割増されます（ただし、災害死亡割増特約には、「特別保険料率に関する特則」は付加されません）。
なお、健康状態によっては、ご契約をお引受けできない場合があります。

・がん（悪性新生物）の場合…がんと診断確定されたとき
・急性心筋梗塞・脳卒中の場合…治療を目的として20日以上の入院を
　　　　　　　　　　　　　 したとき、または手術を受けたとき

三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）で
所定の状態になった場合、
以後の保険料はいただきません。

がんの保障の開始まで3か月の
待ち期間（保障されない期間）があります。

「特別保険料率に関する特則」を付加した場合
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特

約
リビング・ニーズ
特約

3

保険金のお支払いなどについて、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

余命が6か月以内と
判断される場合、

生存中に保険金を
受取れます

被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、
主契約の死亡保険金の全部または一部を、
リビング・ニーズ保険金として
被保険者の生存中に受取ることができます。

保障内容 かしこく備える終身保険
契約年齢 満20歳～満85歳

さらに保障の追加が可能です。

「特別保険料率に関する特則」を付加した場合、保険料が割増されます（ただし、災害死亡割増特約には、「特別保険料率に関する特則」は付加されません）。
なお、健康状態によっては、ご契約をお引受けできない場合があります。

「ノンスモーカー割引特約」は付加できません。

クリック目次に戻る

※「リビング・ニーズ特約」の保険料の払込みは必要ありません。

クリック保険料例は12ページ

「特別保険料率に関する特則」を付加した場合
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保険料例 月々の保険料をチェック

●死亡・高度障害保険金額：200万円　●保険期間/保険料払込期間：終身　●三大疾病保険料払込免除特約なし

ノ
ン
ス
モ
ー
カ
ー
割
引
特
約

あ
り

月払保険料（個別取扱）
「特別保険料率に関する特則」を付加しない場合

契約日の満年齢 30歳

3,016円 3,768円 4,944円 7,002円

40歳 50歳 60歳

男性

契約日の満年齢 30歳

2,742円 3,362円 4,294円 5,828円

40歳 50歳 60歳

11,202円

70歳

8,754円

70歳

女性
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保険料例 月々の保険料をチェック

●死亡・高度障害保険金額：200万円　●保険期間/保険料払込期間：終身　●三大疾病保険料払込免除特約なし

ノ
ン
ス
モ
ー
カ
ー
割
引
特
約
な
し

月払保険料（個別取扱）
「特別保険料率に関する特則」を付加しない場合

契約日の満年齢 30歳

3,326円 4,238円 5,706円 8,274円

40歳 50歳 60歳

男性

契約日の満年齢 30歳

2,968円 3,698円 4,830円 6,772円

40歳 50歳 60歳

13,552円

70歳

10,828円

70歳

女性
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月々の保険料をチェック
月払保険料（個別取扱）

●死亡保険金額：200万円　●保険期間/保険料払込期間：終身　●三大疾病保険料払込免除特約なし

保険料例 「特別保険料率に関する特則」を付加した場合

「特別保険料率に関する特則」を付加した場合、保険料が割増されます。
クリック目次に戻る

契約日の満年齢 30歳

3,766円 4,870円 6,666円 9,758円

40歳 50歳 60歳

男性

契約日の満年齢 30歳

3,396円 4,264円 5,570円 7,652円

40歳 50歳 60歳

16,060円

70歳

12,022円

70歳

女性
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・「パンフレット」に記載の保障内容および保険料は2020年11月現在のものです。

・「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」「ご契約のしおり・約款」は商品内容やご契約に関する大切な事項を            

　記載しています。“お支払いできない場合”や“新たな保険契約への乗換えやご契約の見直し”など、お客様にとって

　不利益となることも記載していますので、必ずご確認ください。

AFツール-2020-0441　12月16日P20203

＜引受保険会社＞

〒163 - 0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル
URL https://www.aflac.co.jp/

契約内容の照会・各種お問い合わせ・ご相談ならびに苦情について
コールセンター　０１２０ｰ５５５５ｰ９５
月曜日～金曜日 9:00～18:00  土曜日 9:00～17:00 
※祝日・年末年始を除きます。

https://www.aflac.co.jp/
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