2021 年 3 月 10 日

女性向け商品「ピタッとレディ」を発売！
～女性特有の心身のリスクに対する保障ニーズに対応～
第一生命グループの一員であるネオファースト生命保険株式会社（代表取締役社長：徳岡 裕士）は、2021
年 4 月 1 日より、女性のお客さま向けに無解約返戻金型女性疾病保障保険「ピタッとレディ」を発売いたしま
す。

１．趣旨
ネオファースト生命は、
“
「あったらいいな」をいちばんに。”をミッションに掲げ、健康増進に資する商品・
サービス等の提供を行っております。こうした取組を更に進化させ、お客さま一人ひとりの心身の健康を支え、
豊かな人生を送っていただくために、どうサポートすべきかを考え、お客さまに一緒に寄り添っていける会社
になっていきたいと考えています。こうした考えのもと、商品やサービスを通じて、お客さま一人ひとりの
Wellness1の実現に向けたサポートを様々な形、接点でお届けできるよう取り組んでまいります。
本商品はその第一弾として、女性特有の悩みに「ピタッと」と寄り添い、
「必要なときに、必要な保障・サ
ービスをお届けしたい」というコンセプトで開発されました。

子宮筋腫や乳がん等の女性特有の疾病、
妊娠・出産等のライフイベントに伴う
心身のリスクや不安と

社会における女性の
生き方・働き方
は多様化が進んでいる

付き合っていく必要がある

女性特有の心身のリスクや不安に備えられる、
女性に「ピタッ」と
寄り添える商品・サービス を開発

本商品には、どんなライフスタイル、ライフステージの女性であっても、ご自身の心身を大切にしてほしい
という想いをこめています。

Wellness とは、病気ではない状態であるヘルス（健康）を「基盤」として、豊かな人生や自己実現に向けて、何かに没頭・熱中している、
生き甲斐を見つけているなど、心身の充実を感じている状態のことと、当社では定義しています。
1

1

×
本商品のコンセプト検討にあたり、妊産婦の保障ニーズについては、
「授乳ノート」
「陣痛きたかも」等のマ
マ向けスマートフォンアプリや情報サイト「ママびより」を展開する株式会社カラダノートの協力のもと、同
社の会員を対象としたアンケート調査2を実施し、延べ 6,000 名以上の方から回答をいただきました。現在妊
娠されている方や先輩ママから寄せられたさまざまな心配ごとのうち、以下の 2 点については特に不安の声
が目立ちました。

◆緊急帝王切開等への不安
帝王切開や切迫早産等の異常妊娠・異常分娩には、世代等を問わず多くの方が不安を抱いていました。
実際に、帝王切開での出産数は約 5 人に 1 人3と、決して珍しいことではありません。本商品は妊娠中
（妊娠 21 週目まで）のご加入でも異常妊娠や異常分娩を保障するため、妊娠判明後、具体的な出産計
画を準備しはじめてからでも、想定外の治療に備えていただくことができます。（告知いただいた内容
によってはお申込みいただけない場合がございます。
）

◆産前産後のこころの不安
妊娠中や出産前後は心身のバランスを崩しやすく、
「産後うつ」等の精神的な不安を心配される声が
多く見受けられました。実際に、産後うつ症状を発症する人は現在、妊産婦の 10 人に１人と言われて
います。4
本商品ではメンタル疾病特約を付加することで、産後うつ等のメンタル疾病に一時金で備えることが
できます。また、当社の保険契約者さまが無料でご利用いただける「24 時間電話健康相談サービス5」
では、母子保健に関する相談や、メンタルのお悩みを含めた育児全般に関する相談も受け付けており、
保障とサービスの両面から、
「こころの健康」をサポートいたします。

2

株式会社カラダノート「妊娠・出産・育児に関するアンケート調査」(2020 年 6 月，9 月)
厚生労働省「平成 29 年 医療施設（静態・動態）調査・病院報告の概況」
4
厚生労働省「健やか親子 21 最終評価報告書」
（2013 年 11 月発表）
5
当社ご契約者さまおよび被保険者さまとそのご家族は、ティーペック㈱が提供する「24 時間電話健康相談サービス」を無料でご利用いた
だけます。
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２．新商品「ピタッとレディ」のポイント

「ピタッとレディ」のポイント
（１）女性に多い病気への備えが充実！
女性に多い疾病で入院された場合の保障に加え、乳がんの治療のための手術、子宮・卵巣・卵管にか
かわる手術、乳房再建手術を受けられた場合に給付金をお支払いします。

（２）妊娠中（妊娠21週目まで）のお客さまもご加入いただけます！
妊娠をされているお客さまも本商品にご加入いただけます。妊娠中のご加入であっても切迫早産など
の異常妊娠や異常分娩（帝王切開を含む）に備えることができます。
（告知いただいた内容によってはお申込みいただけない場合がございます。
）

（３）健康状態を維持したら５年ごとに健康給付金をお支払い！
５年間の保険期間中に女性疾病入院一時給付金や女性特定手術給付金、乳房再建給付金のお支払いの
対象となる入院や手術がなかった場合、保険期間満了時に健康給付金をお支払いします。
（保険期間満
了時に被保険者が生存されている場合に限ります。
）

（４）特約を付加することでメンタル疾病にも対応！
メンタル疾病保障特約を付加することにより、産後うつ（産褥(じょく)期うつ状態）や適応障害など、
日常生活や社会生活でのさまざまなメンタル疾病に備えることができます。
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【商品概要】

無解約返戻金型女性疾病保障保険
＜特長としくみ＞
（1） 女性特有の病気や女性に多い病気の治療を目的として入院された場合、女性疾病入院一時給付金をお
支払いします。支払回数は通算して50回を限度とします。ただし、直前の女性疾病入院一時給付金が
支払われることとなった日からその日を含めて180日間については、女性疾病入院一時給付金は支払い
ません。
（2） 乳がんの治療のための手術、子宮・子宮附属器（卵巣および卵管をいいます。
）にかかわる手術を受け
られた場合、女性特定手術給付金をお支払いします。また、乳房再建手術を受けられた場合、乳房再
建給付金をお支払いします。乳房再建給付金のお支払いは、一乳房につき１回限りとします。
（3） ５年間の保険期間中に女性疾病入院一時給付金や女性特定手術給付金、乳房再建給付金のお支払いの
対象となる入院や手術がなかったときに健康給付金をお支払いします。健康給付金のお支払いは、保
険期間満了時に被保険者が生存されている場合に限ります。
（4） メンタル疾病保障特約を付加することで、うつ病などのメンタル疾病に備えることができます。
（5） 保険期間は５年で、保険期間満了時に自動更新します。ただし、更新後の保険期間の満了日の翌日に
おける被保険者の年齢が60歳をこえる場合には、更新を取り扱いません。
＜しくみ図（イメージ）＞

女性疾病入院一時給付金
主
契
約

女性特定手術給付金

自動更新

乳房再建給付金

健康給付金

+
特
約

（主契約の給付金をお支払いする
入院および手術がなかった場合のみ）

メンタル疾病診断給付金
メンタル疾病入院療養給付金

ご契約

自動更新

更新

更新

満了

保険期間・保険料払込期間：５年

※更新後の保険料は、更新時の保険料率によって計算されます。
※更新後の保険期間は、更新前の保険期間（５年）と同一となります。
※給付金（健康給付金を除く）の支払限度等については、
更新前と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
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更新後の保険期間の満了日の翌日にお
ける被保険者の年齢が60歳をこえる
場合には、更新を取り扱いません。

＜給付内容＞
■無解約返戻金型女性疾病保障保険
給付金
女性疾病入院一時給
付金
女性特定手術給付金

乳房再建給付金

支払事由
がんや女性特有の病気、
女性に多い病気の治療を目的とし
て入院されたとき（＊1）
＜乳がんによる乳房の観血切除術＞
乳がんと診断確定され、つぎのいずれかの手術を受けら
れたとき（＊2）
①乳がんの治療を目的とした乳房切除術
②乳がん罹患リスク低減を目的とした乳房切除術
＜乳がんによる乳房にかかわる手術＞
乳がんの治療を目的とした公的医療保険制度の対象と
なる乳房にかかわる手術を受けられたとき（＊2）
（上
記「乳房の観血切除術」以外）
＜子宮摘出術＞
病気・ケガの治療のための子宮（体部全体）摘出術を受
けられたとき
＜卵巣摘出術＞
病気・ケガの治療のための卵巣（片側全体または両側全
体）摘出術を受けられたとき
＜子宮または子宮附属器にかかわる手術＞
病気・ケガの治療のための入院中に受けた公的医療保険
制度の対象となる子宮または子宮附属器にかかわる手
術を受けられたとき（上記「子宮摘出術」および「卵巣
摘出術」以外）
乳がんによる乳房の観血切除術を受けた乳房について、
乳
房再建手術を受けられたとき（＊4）

支払額
女性疾病入院一時給付金額
各乳房につき
女性特定手術給付金額×３
乳房温存手術
（部分切除）
も給付対象
女性特定手術給付金額

乳房を切除しな
い手術（＊3）
も保険適用なら
給付対象
女性特定手術給付金額×３

女性特定手術給付金額×３

女性特定手術給付金額

摘出術に該当し
ない温存手術も
保険適用なら給
付対象

女性特定手術給付金額×10
保険適用外の
乳房再建手術
も給付対象

健康給付金

保険期間中に女性疾病入院一時給付金や女性特定手術給 女性疾病入院一時給付金額
付金、乳房再建給付金のお支払いの対象となる入院や手術
がなかったとき（＊5）
（＊1）支払回数は通算して 50 回を限度とします。ただし、直前の女性疾病入院一時給付金が支払われることとなった
日からその日を含めて 180 日間については、女性疾病入院一時給付金は支払いません。
（＊2）責任開始日からその日を含めて 90 日以内に乳がんと診断確定された場合はお支払いの対象となりません。
（＊3）2021 年２月現在、公的医療保険制度の対象となっている手術はありませんが、
「ラジオ波焼灼療法」や「乳が
ん凍結療法」など、先進医療、患者申出療養や臨床試験としてその有効性や安全性の評価が行われている治療法
があります。これらの切らずに治す新しい治療法が公的医療保険制度の適用対象となった場合には、女性特定手
術給付金のお支払いの対象となります。
（＊4）乳房再建給付金のお支払いは、更新前後の保険期間を通じて、一乳房につき１回限りとします。
（＊5）健康給付金のお支払いは、保険期間満了時に被保険者が生存されている場合に限ります。
■メンタル疾病保障特約
給付金
支払事由
支払額
メンタル疾病診断給 メンタル疾病を発病し、
かつ医師によって診断されたとき 基準給付金額
付金
（＊1）
メンタル疾病入院療 メンタル疾病の治療を目的として継続して30 日以上入院 基準給付金額×10
養給付金
されたとき（＊2）
（＊1）メンタル疾病診断給付金のお支払いは、更新前後の保険期間を通じて１回とします。
（＊2）支払回数は通算して 10 回を限度とします。ただし、直前のメンタル疾病入院療養給付金が支払われることとな
った日からその日を含めて 180 日間については、メンタル疾病入院療養給付金は支払いません。
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＜保険料例＞
■無解約返戻金型女性疾病保障保険
女性疾病入院一時給付金額10万円、女性特定手術給付金額10万円、保険期間（保険料払込期間）５年、月払
加入時
更新時
年齢
月払保険料
年齢
月払保険料
20 歳
3,059 円
20 歳
25 歳
3,305 円
25 歳
3,243 円
30 歳
3,493 円
30 歳
3,386 円
35 歳
3,523 円
35 歳
3,427 円
40 歳
3,545 円
40 歳
3,504 円
■メンタル疾病保障特約
基準給付金額５万円、保険期間（保険料払込期間）５年、月払
年齢
月払保険料
20 歳
840 円
25 歳
902 円
30 歳
859 円
35 歳
842 円
40 歳
844 円
※同じ年齢の場合、加入時・更新時にかかわらず、保険料は同額です。
＜その他＞
(1) 契約年齢：18～50歳
(2) 保険期間・保険料払込期間：５年（※）
（※）更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が60歳をこえる場合には、更新を取り扱
いません。

以 上
(注) この資料は2021年２月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。ご検討、
お申込みにあたっては「商品パンフレット」
「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）
」
「ご契約のしおり・約款」など所定の資料
を必ずお読みください。

（登）B20N2009（2021.2.17）
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