
 
 
 

 平成２５年９月２０日 

株式会社 七十七銀行 
 

 
生 命 保 険 取 扱 商 品 の 追 加 に つ い て 

～「７７明石台ほけんプラザ」の商品ラインアップがさらに充実します～ 
 
 株式会社 七十七銀行（頭取 氏家 照彦）では、多様化するお客さまのニーズにお応えするた

め、保険専用窓口「７７明石台ほけんプラザ」で取扱う保険商品を追加いたしますので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 七十七銀行は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう努めてまいります。 

 

記 
 

１．追加する保険商品 
商品名 商品種類 払込方法 引受保険会社名 

メディカルＫｉｔ Ｒ 医療保険 平準払 
長割り終身 終身保険 平準払 

東京海上日動あんしん生命保険（株）

＆ＬＩＦＥ 終身保険 終身保険 平準払 三井住友海上あいおい生命保険（株）

終身保険（低解約返戻金型） 終身保険 平準払 
収入保障保険（解約返戻金抑制型） 収入保障保険 平準払 

メットライフアリコ生命保険（株）

  注１．保険専用窓口「７７明石台ほけんプラザ」のみでのお取扱いとなります。 
  注２．追加商品の特徴および主な商品内容は別紙１をご覧ください。 
 
２．取扱開始日 
（１）東京海上日動あんしん生命保険（株）および三井住友海上あいおい生命保険（株）の商品 
   平成２５年９月２４日（火） 
（２）メットライフアリコ生命保険（株）の商品 
   平成２５年１０月１日（火） 
 
３．その他 
  今次商品の追加により、保険専用窓口「７７明石台ほけんプラザ」で取扱う保険商品は１４社

５２商品（別紙２）となります。 

注．生命保険商品に関するご注意事項は別紙３をご覧ください。 
以 上 

 
 
 



（別紙１） 

 

追加商品の特徴および主な商品内容 

 

１．メディカルＫｉｔ Ｒ 

（１）特 徴 

Ａ．健康還付給付金支払日までに払込を行った保険料相当額が、健康還付給付金として支払わ

れる特徴を持つ、保障機能と貯蓄機能を兼ね備えた医療保険です。 

Ｂ．健康還付給付金受取後も、契約時と同額の保険料で、一生涯医療保障が継続します。 

（２）主な商品内容 

項 目 内 容 

商品名（商品種類） 「メディカルＫｉｔ Ｒ」（医療保険） 

引受保険会社 東京海上日動あんしん生命保険（株） 

契約年齢（満年齢） 0歳～60歳 

保険料払込方法 月払、年払（前納の取扱あり） 

保険料払込経路 口座振替扱・クレジットカード払扱 

保険期間 終身 

保険料払込期間 終身払 

給付金 5,000円、7,000円、10,000円 

入院給付金支払限度 60日 

入院中 入院給付金日額の10倍 手術給

付金 入院中以外（外来） 入院給付金日額の5倍 

放射線治療給付金 入院給付金日額の10倍 

健康還付給付金支払日 
（契約年齢により異なる） 

満70歳、満75歳、満80歳の年単位の契約応答日 

健康還付給付金支払日前 
あり（入院給付金等が支払われた場合は、解約返戻金

から、入院給付金等のうち一定額が差し引かれます。） 
解約払

戻金 
健康還付給付金支払日後 なし 

契約者貸付 なし 

配当 なし 

診査・告知等 告知書扱、健康診断結果通知書等の提出 

保険料払込免除 

被保険者が以下の状態に該当した場合、当該事由発生以

後の保険料払込が免除されます。 

・責任開始期以後の疾病または傷害を直接の原因とし

て、保険会社所定の高度障害状態に該当した場合 

・責任開始期以後の不慮の事故による傷害を直接の原因

として、その事故の日からその日を含めて180日以内

に保険会社所定の身体障害の状態に該当した場合 

特約・特則 

先進医療特約、女性疾病保障特約、がん診断特約、

5 疾病就業不能特約、抗がん剤治療特約、3 大疾病保障

特約 
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２．長割り終身 

（１）特 徴 

Ａ．契約から保険料払込満了までの期間の解約返戻金を抑制することにより、顧客の保険料負

担を軽減した「低解約返戻金型」の終身保険です。 

Ｂ．解約返戻金は保険料払込満了後に増加し、その後逓増することから、死亡保障と保険料払

込満了後の期間へ向けた貯蓄機能を併せ持つ商品で、解約返戻金をもとに年金支払へ移行す

ることも可能です。 

（２）主な商品内容 

項 目 内 容 

商品名（商品種類） 「長割り終身」（終身保険） 

引受保険会社 東京海上日動あんしん生命保険（株） 

契約年齢（満年齢） 0歳～80歳 

保険料払込方法 月払、年払（前納の取扱あり） 

保険料払込経路 口座振替扱・クレジットカード払扱 

保険期間 終身 

保険料払込期間 10年以上かつ払込満了年齢満90歳以下 

基本保険金額 200万円～7億円（10万円単位） 

解約返戻金 
あり 

※契約後一定期間は、解約返戻金が抑制されます。 

契約者貸付 あり 

配当 なし 

診査・告知等 告知書扱、診査扱または健康診断結果通知書等の提出 

保険料払込免除 

責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その

事故の日からその日を含めて180日以内に保険会社所定

の身体障害の状態に該当した場合、当該事由発生以後の

保険料払込が免除されます。 

特約・特則 

平準定期保険特約、逓減定期保険特約、家計保障定期保

険特約、災害割増特約、傷害特約（本人型）、年金支払特

約、リビング・ニーズ特約 
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３．＆ＬＩＦＥ 終身保険 

（１）特 徴 

Ａ．万一の場合の死亡保障と貯蓄機能を兼ね備えた積立利率変動型の終身保険であり、終身介

護保障特約を付加することが可能です。 

Ｂ．契約後一定期間の解約返戻金を抑制する「低解約返戻金型」の終身保険と比べ、契約期間

を通じて一定水準の貯蓄機能があります。 

（２）主な商品内容 

項 目 内 容 

商品名（商品種類） 「＆ＬＩＦＥ 終身保険」（終身保険） 

引受保険会社 三井住友海上あいおい生命保険（株） 

契約年齢（満年齢） 6歳～80歳 

保険料払込方法 月払、半年払、年払 

保険料払込経路 口座振替扱・クレジットカード払扱 

保険期間 終身 

保険料払込期間 終身払、有期払（ 低3年） 

基本保険金額 100万円～3億円（1万円単位） 

解約返戻金 あり 

契約者貸付 あり 

配当 なし 

診査・告知等 告知書扱、診査扱 

保険料払込免除 

責任開始期以後に不慮の事故による傷害を直接の原因

として、その事故の日からその日を含めて180 日以内

に保険会社所定の身体障害の状態に該当した場合、

当該事由発生以後の保険料払込が免除されます。 

特約・特則 

無解約返戻金型収入保障特約、終身介護保障特約（払

込期間中無解約返戻金型）、リビング・ニーズ特約、保

険料払込免除特約、代理請求特約、区分料率適用特約 
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４．終身保険（低解約返戻金型） 

（１）特 徴 

Ａ．契約から保険料払込満了までの期間の解約返戻金を抑制することにより、顧客の保険料負

担を軽減した「低解約返戻金型」の終身保険です。 

Ｂ．解約返戻金は保険料払込満了時に増加し、その後逓増することから、死亡保障と保険料払

込満了後の期間へ向けた貯蓄機能を併せ持つ商品です。 

（２）主な商品内容 

項 目 内 容 

商品名（商品種類） 「終身保険（低解約返戻金型）」（終身保険） 

引受保険会社 メットライフアリコ生命保険（株） 

契約年齢（満年齢） 0歳（生後3ヵ月以上）～80歳 

保険料払込方法 月払、半年払、年払 

保険料払込経路 口座振替扱・クレジットカード払扱 

保険期間 終身 

歳払込満了

（満年齢） 
55歳～80歳（5歳きざみ）、90歳 

保険料払込期間 

年払込満了 15年～22年 

0歳～14歳 1,000万円 

15歳 2,000万円 

16歳～25歳 1億円 

26歳～60歳 2億円 

61歳～70歳 1億5,000万円 

71歳～75歳 1億円 

契約年齢（満年齢） 

ごとの 高保険金額 

76歳～80歳 5,000万円 

解約返戻金 あり 

契約者貸付 あり 

配当 なし 

診査・告知等 告知書扱、医師扱、面接士扱、人間ドッグ扱 

保険料払込免除 

責任開始期以後に不慮の事故による傷害を直接の原因

として、その事故の日からその日を含めて180 日以内

に保険会社所定の身体障害の状態に該当した場合、

当該事由発生以後の保険料払込が免除されます。 

特約・特則 

三大疾病保険料払込免除特約、災害死亡給付特約、

傷害特約、年金移行特約、年金支払特約、リビング・

ニーズ特約、日常生活動作障害保障移行特約、給付金

代理請求特約 
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５．収入保障保険（解約返戻金抑制型） 

（１）特 徴 

支払事由発生時における月払給付金の受取期間の変更および月払給付金の一部引出が可能で

あること等、受取方法の自在性に特徴があり、将来的な保険金（給付金）受取人の環境の変化

に柔軟に対応できる収入保障保険です。 

（２）主な商品内容 

項 目 内 容 

商品名（商品種類） 「収入保障保険（解約返戻金抑制型）」（収入保障保険）

引受保険会社 メットライフアリコ生命保険（株） 

契約年齢（満年齢） 18歳～75歳 

保険料払込方法 月払、半年払、年払 

保険料払込経路 口座振替扱・クレジットカード払扱 

歳満了（満年齢）55歳～80歳（5歳きざみ） 保険期間（保険料

払込期間） 年満了 5年～30年（5年きざみ） 

確定保証期間 1年、2年、5年、10年 

18歳～25歳 高現価1億円 

26歳～60歳 高現価2億円 

契約年齢（満年齢）

ごとの 高月払給

付金 
61歳～75歳 高現価1億5,000万円 

低月払給付金 5万円（月払給付金単位は1万円） 

解約払戻金 なし 

契約者貸付 なし 

配当 なし 

診査・告知等 告知書扱、医師扱、面接士扱、人間ドッグ扱 

保険料払込免除 

被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因とし

て、その事故の日からその日を含めて180日以内に引

受保険会社所定の身体障害の状態に該当した場合、

当該事由発生以後の保険料払込が免除されます。 

特約・特則 

特定疾病診断保険料払込免除特約、特別条件特約、

特定障害不担保特約、リビング・ニーズ特約 、給付金

代理請求特約 

 

以 上 
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（別紙２） 
 

「７７明石台ほけんプラザ」取扱保険商品一覧 

（平成２５年１０月１日現在） 
 

１．「７７明石台保険プラザ」のみで取扱う保険商品（２９商品） 

保険種類 商 品 名 生 命 保 険 会 社 

一生のお守り ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

長生き支援終身 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

長割り終身 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

＆ＬＩＦＥ 積立利率変動型終身保険 

（低解約返戻金型） 
三井住友海上あいおい生命保険株式会社

＆ＬＩＦＥ 終身保険 三井住友海上あいおい生命保険株式会社

終身保険 

（平準払） 

終身保険（低解約返戻金型） メットライフアリコ生命保険株式会社 

家族のお守り ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

＆ＬＩＦＥ 収入保障保険 

＆ＬＩＦＥ 総合収入保障保険 
三井住友海上あいおい生命保険株式会社

家計保障定期保険 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

Ｋｅｅｐ オリックス生命保険株式会社 

収入保障保険 

（平準払） 

収入保障保険（解約返戻金抑制型） メットライフアリコ生命保険株式会社 

メディカルＫｉｔ Ｒ 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

健康のお守り ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

新終身医療保険 

ずっとあなたと 
メットライフアリコ生命保険株式会社 

医療保険新ＣＵＲＥ 

医療保険新ＣＵＲＥ Ｌａｄｙ 

医療保険ＣＵＲＥ Ｓｕｐｐｏｒｔ 

オリックス生命保険株式会社 

メディフィットＡ メディケア生命保険株式会社 

医療保険 

（平準払） 

もっとやさしいＥＶＥＲ アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

医療保険 

（一時払） 
プライムロード メットライフアリコ生命保険株式会社 

メットライフアリコのガン保険 メットライフアリコ生命保険株式会社 がん保険 

（平準払） 勇気のお守り ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

無配当定期保険 ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

＆ＬＩＦＥ 逓減定期保険 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
定期保険 

（平準払） 
Ｆｉｎｅ Ｓａｖｅ オリックス生命保険株式会社 

定額個人年金保険 

（平準払） 
５年ごと利差配当付個人年金保険 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 

学資保険 

（平準払） 
こども保険 ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

注．網掛部分は、今次追加する保険商品です。 
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２．生命保険窓口販売業務取扱店全店で取扱う保険商品（２３商品） 

保険種類 商 品 名 生 命 保 険 会 社 

年金果実ＮＥＯ[Ｖ３] 明治安田生命保険相互会社 

新・百花凛  々 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
変額個人年

金保険 

プレミアステップ・グローバル 第一フロンティア生命保険株式会社 

 (平準払) たのしみＶＡプラス 住友生命保険相互会社 

堅実ねんきん 明治安田生命保険相互会社 定額個人年

金保険 プレミアセイリング 第一フロンティア生命保険株式会社 

虹色きっぷ 明治安田生命保険相互会社 
 (平準払) 

＆ＬＩＦＥ 個人年金保険 三井住友海上あいおい生命保険株式会社

アテナⅡ 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社外貨建個人

年金保険 プレミアカレンシー・プラス 第一フロンティア生命保険株式会社 

年金払積立

傷害保険 

年金払積立いきいき生活傷害保険 

（スーパーＸＰⅡ） 
株式会社損害保険ジャパン 

エブリバディ 明治安田生命保険相互会社 

夢のかたちプラス 日本生命保険相互会社 

しあわせ、ずっと 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

ふるは～とＳ（一般型） 

一時払終身

保険 

ふるは～とＷ 
住友生命保険相互会社 

終身保険 

(平準払) 
ＷＡＹＳ アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

＆ＬＩＦＥ 新医療保険α 三井住友海上あいおい生命保険株式会社医療保険 

(平準払) ちゃんと応える医療保険 ＥＶＥＲ アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

がん治療支援保険 東京海上日動あんしん生命保険株式会社がん保険 

(平準払) 生きるためのがん保険Ｄａｙｓ アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

アフラックの夢みるこどもの学資保険 アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）学資保険 

(平準払) わくわくポッケ 太陽生命保険株式会社 

以 上 
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【生命保険商品に関するご注意事項】 
○生命保険商品は預金と異なり、預金保険の対象ではありません。また、当行が元本を保証する商

品ではありません。 
○商品の詳細につきましては各商品の「パンフレット」、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚

起情報）」、「ご契約のしおり・約款」等を十分にお読みいただきご確認ください。 
○商品によっては国内外の債券等で運用しているため、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変

動リスク、信用リスク等により、積立金額、年金額、解約返戻金等が払込保険料を下回る場合が

あり、そのリスクは保険商品をご購入されたお客さまに帰属します。 
○引受保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額・給付金

額・年金額等が削減されることがあります。 
○引受生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構の保護措置が図られますが、ご契約

時にお約束した給付金額等が削減されることがあります。 
○商品によっては、契約時費用のほか、解約控除、外国為替手数料等の費用がかかる場合があり、

お客さまにご負担いただく諸費用はこれらの合計額となります。なお、ご負担いただく諸費用お

よびその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品の「パンフレット」、「契約締結

前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」、「ご契約のしおり・約款」等を十分にお読みいただき

ご確認ください。 
○保険契約は、引受保険会社が承諾した場合に有効に成立し、お客様と引受保険会社との契約とな

ります。 
○生命保険商品のお申込の有無が、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことはあり

ません。 
○商品によっては、法令等の定めにより、お客さまのお勤め先や融資のお申込状況等によって、

お申込いただけない場合があります。 
○引受保険会社の基準により、生命保険商品のご契約に限度が定められている場合があります。 
また、お客さまの健康状態やお仕事の内容などによって、ご契約いただけない場合があります。

○当行では、借り入れられた資金（他の金融機関での借入金を含みます）を保険料とする生命保険

のお申込はお断りしております。 
○ご検討にあたっては、販売資格を持つ保険募集人にご相談ください。詳しくは、当行取扱店窓口

までお問い合わせください。 

以 上 
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