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平成28年9月16日 

朝日生命保険相互会社 

 

 

朝日生命保険相互会社（社長：佐藤美樹）は、女性のライフコース※が多様化する中で、様々な生活上

の価値観・志向を持った女性一人ひとりを応援したいという気持ちを込めて、“女性の「私らしく輝

いて生きる」を応援する”をコンセプトとした取組みを始めます。 
 

女性のための保険「やさしさプラス」および女性特有の手術を保障する新特約を発売するとともに、

「やさしさプラス」にご加入のお客様向けの健康相談サービスを開始し、生命保険会社として女性のお

客様をしっかりサポートします。 

また、多くの女性に輝いて生きていただきたいとの願いから、様々な支援活動を通じて広く社会に貢

献していきます。 

そして、保険商品・サービスのご提供、社会貢献活動といったこれらの取組みを、女性のためにお届

けする「やさしさプラス」ブランドとして確立し、コンセプトである“女性の「私らしく輝いて生き

る」を応援する”を体現していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

このニュースリリースは、保険商品の概要を説明したものであり、保険募集を目的としたものではありません。 

詳細につきましては、「商品パンフレット」「ご契約のしおり-定款・約款」をご覧ください。 

女性のお客様のために。「やさしさプラス」誕生！ 

女性特定部位に対する手術を重点的に保障する特約 
 

“女性の「私らしく輝いて生きる」を応援する” 

 

女性のための保険「やさしさプラス」 

ブランド・コンセプト 

ライフコースの多様化、ライフステージ※１の変化の中で、多くの女性が大切にしている「私らしさ」と
「いつも前向きな気持ちで輝いていたいとの願い」（健康なときも病気のときも「生活の質」「人生の質」
を高め幸福感や満足感を得たい＝ＱＯＬ※２の向上）を、保険商品・サービスの提供を通じ生命保険会社
としてしっかりサポートしていきます。 

 

やさしさプラス女性のための 

健康相談サービス 
やさしさプラスの社会貢献活動 

専用サイト「やさしさプラス ONLINE」 

ライフステージの変化に合わせて必要な保障を必要なだけ、自在に組み合わせられるユニット型の保険です。 

※1 ライフステージとは、ライフコースにおける各段階を指します。 ※2 QOL(Quality of life)とは、「生活の質」「人生の質」を指します。 
 

 

※ライフコースとは、生まれてから一生に辿る道筋のことを言い、結婚・就職・離職・出産などのライフイベントの積み重ねにより様々なライフコー

スに分かれます。 
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保険王プラスのユニット型の保障を引継ぐ女性専用の保険として「やさしさプラス」が誕生します。

お客様のライフステージの変化に合わせて、必要な部分だけを見直すことのできるユニット型の保障

は、ライフステージの変化が多く、その影響も大きい女性にはぴったりの保険です。 
※今後は、男性向けに「保険王プラス」、女性向けに「やさしさプラス」をご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳房・子宮・卵巣などに対する手術で最高 30万円をお受け取りいただける特約を発売します。 

１．「マイメディーナ」のポイント 

① 女性特有の手術を重点的に保障します！  

乳がんや子宮がんはもちろん、子宮筋腫や子宮内膜症など、女性が不安に思う疾病に対する手術を幅
広く重点的に保障します。 
※対象部位は「乳房（乳頭・乳輪を含む）・子宮・卵巣・卵管・甲状腺・上皮小体（副甲状腺）」となります。 

② 一律の給付金額で最高 30万円の保障！ 

手術の内容に関わらず給付金額は一律で、良性腫瘍による子宮や卵巣の一部摘出の場合でも、最高
30 万円のまとまった給付金をお受け取りいただけます。 
給付金は、手術あとや副作用などの、手術で低下したＱＯＬを向上させるための費用に活用していた
だくこともできます。 

③ お祝金タイプもあります！ 

Ⅱ型の場合、女性手術給付金の支払いがなかったときは、５年ごとに女性応援給付金をお支払いしま
す。  

やさしさとは、心のゆとり。 

心のゆとりがあれば、毎日が充実し、 

いきいきと輝いて生きることにつながります。 

心のゆとりは、他者へのやさしさを生み出し、 

私らしく輝く姿は、周囲の女性からの共感を集め、 

その輝きが拡散します。 

こうして、すべての女性が輝いて生きることを、 

「やさしさプラス」は応援します。 

やさしさプラス 名前に込めた想い 

無配当女性手術重点保障特約(返戻金なし型) 

 

Ⅰ.女性のための保険「やさしさプラス」誕生！ 

Ⅱ.女性特定部位に対する手術を重点的に保障する特約「マイメディーナ」新登場！ 
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２．開発の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（万人） 

※厚生労働省 「患者調査」 

（１）増加する子宮・卵巣の疾病の患者数 

子宮筋腫や子宮内膜症などの女性特有の疾病は年々増加傾向にあります。 

成人女性の４人に１人に子宮筋腫があるといわれ、子宮内膜症については月経がある女性

の約 10%に見られ、潜在患者数は 260 万人ともいわれています。（ＪＥＣＩＥ「子宮内膜症情報ステ

ーション」より） 

（２）20～40歳代で多い子宮・卵巣の病気 

子宮筋腫 

子宮内膜症 

卵巣の良性新生物(卵巣のう腫など) 

（件） 

【女性疾病の手術数（１カ月の件数・平成 27 年６月期）※子宮全摘術除く】 

【子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣のう腫などの患者数】 

子宮や卵巣の良性腫瘍で手術を受ける人は、20～40 歳代で多くなっています。 

特に早い段階から気を付けなければいけない病気であることがわかります。 

子宮・卵巣の良性腫瘍 

子宮がん 

乳がん 

※厚生労働省 平成 27 年「社会医療診療行為別統計」に基づく当社試算 
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３．商品概要 

（１）正式名称 

無配当女性手術重点保障特約（返戻金なし型） 

（２）仕組図 

 

 

 

 

 

 

 

（３）給付内容 

給付 支払事由 支払金額 支払限度 

女性手術給付金 

主契約の手術給付金の支払事由に該当する手術で、女性

特定部位※に対する手術を受けたとき。 

なお、子宮頸管ポリープ切除、異常妊娠・異常分娩（帝

王切開など）によるものは除きます。 

※女性特定部位 

乳房（乳頭・乳輪を含む）、子宮、卵巣、卵管、甲状腺、

上皮小体（副甲状腺） 

女性手術

給付金額 

なし 

「乳房再建術」について

は一乳房１回限度。ま

た、乳房再建に伴う「乳

頭再建術」「乳輪再建術」

については合わせて一

乳房１回限度。 

女性応援給付金 

次のいずれかの「女性応援給付金判定期間」の満了時に

生存し、かつ、その「女性応援給付金判定期間」中に女

性手術給付金が支払われなかったとき 

(1)保険期間※中の契約成立日の 5 年ごとの応当日の前

日を終期とする 5 年間 

(2)保険期間※中の最終の 5 年ごとの応当日から保険期

間＊満了の時までの期間 

※有期払終身の場合は、保険料払込期間 

女性手術

給付金額 

× 

10% 

なし 

 

（４）保険料例 

女性手術給付金額 30 万円、月払口座・クレジットカード料率 

＜保険期間10年の場合＞          ＜終身払終身の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

  

 

（５）保険期間・契約年齢範囲 

 

  

被齢 Ⅰ型 Ⅱ型 

20 歳 414 円 870 円 

30 歳 699 円 1,134 円 

40 歳 822 円 1,248 円 

50 歳 663 円 1,095 円 

60 歳 561 円 1,002 円 

70 歳 465 円 900 円 

 

被齢 Ⅰ型 Ⅱ型 

20 歳 585 円 1,026 円 

30 歳 690 円 1,119 円 

40 歳 681 円 1,107 円 

50 歳 576 円 1,008 円 

60 歳 507 円 933 円 

70 歳 456 円 867 円 

 

保険期間・保険料払込期間 5～22 年・50～80 歳・終身 

契約年齢範囲 15～79 歳 

※保険料払込期間は５年以上あることが必要です。 

※終身タイプ（有期払）の場合、保険料払込期間は５年以上かつ 60～90 歳（５歳きざみ）です。 

特
約 

主
契
約 

マイメディーナ（女性手術重点保障特約） 

女性手術給付金 

女性応援給付金 

医療保険(2010) 

【特約の型】 

Ⅰ型（女性手術給付金） 

Ⅱ型（女性手術給付金＋女性応援給付金） 

 

※定期タイプの場合（終身タイプもあります。） 
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「やさしさプラス」にご加入のお客様専用の無料電話

相談サービスを開始します。「充実した毎日を送るた

めに、健康への不安はすぐに解消したい」という女

性の気持ちを形にしました。経験豊富な女性の専門

相談員が健康をサポートします。女性ならではの症

状やお悩みも、安心して相談できるよう配慮してい

ます。 
 

 

 

 

社会貢献活動を通じて、女性が輝いて生きるための支援をしています。 

１．乳がん啓発活動の取組み 
朝日生命は、認定 NPO 法人 J.POSH のオフィシャルサポーターとして、ピンクリボン運動※

を推進しています。これまで、リーフレットやセミナーを通じて、乳がんの基礎知識や検診・

セルフチェックの重要性をお伝えする活動を日本全国で実施してきました。今後は、自治体ご

とに異なる乳がん検診の情報を、営業職員が地域のお客様にお知らせする、乳がん検診お知ら

せ活動を強化し、乳がんで悲しむ人をなくすために取り組んでいきます。 
※ピンクリボン運動とは、乳がんの正しい知識を広め、乳がん検診の受診を推進し、早期発見、早期治療を目指す世界規模のキャ

ンペーンです。 

２．病後のＱＯＬ向上に向けた支援 
病気を克服した後の人生を、自分らしく生きていくための情報などに対するニーズが高まって

います。「やさしさプラス」は、治療の副作用や手術による外見変化の不安や悩みから、前向き

な気持ちや美しさを取り戻す活動を支援しています。 

(1) 乳房再建についての正しい情報提供とＮＰＯ法人への寄付 

乳房再建手術の社会的な認知と正しい理解を広げる活動をしている NPO 法人エンパワリング 

ブレストキャンサーの考えに賛同し、寄付を行うとともに、「やさしさプラス」専用サイト

「やさしさプラス ONLINE」に乳房再建に関する情報を掲載し、正しい理解の促進に努めてい

きます。 

(2) がんの治療と仕事の両立を支援 

お客様ががんと診断されたときには、がんの治療と仕事の両立に役だつ「がんと働く」リワ

ークノート（制作：NPO 法人キャンサーリボンズ）をお届けします。 

 

【ご利用イメージ】 

 

 

【サービス概要】 

項目 詳細 

運営者 株式会社保健同人社 

利用対象者 
「やさしさプラス」ご加入者様 
※ご利用には証券記号番号が必要です。 

受付時間 24 時間・365 日 受付 

利用料 相談料・通話料無料 

 

Ⅲ．やさしさプラス 女性のための健康相談サービス 

Ⅳ．やさしさプラスの社会貢献活動 
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(3) 治療の副作用による外見の変化をカバーする方法の紹介 

がん治療の副作用による、肌色変化、眉・まつ毛の脱毛などのお悩みに対応する美容情報を

まとめた「がん患者さんのための外見ケア BOOK」（制作：資生堂 ライフクオリティー ビ

ューティーセンター）をお届けします。また、「やさしさプラス ONLINE」では、対面でカウ

ンセリングを受けられる専門施設や、メークなどのワンポイントアドバイスを紹介します。 

３．世界中の女性が私らしく輝いて生きるための支援 

 

世界には、女性であるという理由で教育を受けられず、安定した収入のある職業に就けないな

ど、人生を自分の意思で選択できない環境にある女性が多くいます。読み書きを学ぶことは、

女性が自分らしく明日を生きるために必要な力となります。 

「やさしさプラス」は、公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟を通じて、女性たちが教育の機会

を得て自立し、地域が活性化することを目指す活動を支援しています。 

 

「やさしさプラス」についてご覧いただける専用サイ

ト「やさしさプラス ONLINE」を開設します。商品

の特長や乳がん検診の基礎知識など、様々な情報をご

覧いただけます。 

 

 
「やさしさプラス」誕生に合わせてＣＭを制作しました。イラスト

レーター越前菜都子さんが CM の中で実際に描くいきいきとした

女性の表情を通じて、「私らしく輝いて生きる」前向きな気持ちを

表現しています。当ＣＭは、電車内モニター※および「やさしさプ

ラス ONLINE」でご覧いただけます。 
※ JR 東日本、JR 西日本、東京メトロ等にて、10 月 17 日～10 月 23 日の期間に放映 

 

「やさしさプラス」を、多くのお客様に選ばれるブランドに育てていくために、全社一体となって

推進する「やさしさの輪プロジェクト」を立ち上げます。日頃、営業職員を通じていただくお客

様の声をもとに、女性職員の視点・感性・価値観に基づいた検討、新たな商品・サービスの開発

や、社会貢献活動につなげます。こうして、お客様の声を起点とした全社的取組みを強化するこ

とにより、ブランド・コンセプトを体現し、女性に寄り添うブランドに育てていきます。 

以上 

「やさしさプラス」に加入いただいたお客様の人数に応じて、 

世界中の女性の輝く未来のために寄付をします。 

Ⅵ．広告宣伝活動 

Ⅶ．ブランドを育てる推進体制「やさしさの輪プロジェクト」 

 

 

（10 月 3 日オープン予定） 

https://yasashisa.asahi-life.co.jp 

Ⅴ．専用サイト「やさしさプラスＯＮＬＩＮＥ」 

https://yasashisa.asahi-life.co.jp/

