
ＤＤ 保険料内訳表（代表例） 

保険料内訳表（代表例）：定期死亡保険「かぞくへの保険」 

（保険期間：10年） 

 

男性 
保険金額 

1,000万円 

保険金額 

3,000万円 

保険金額 

5,000万円 

20歳 

保険料 ¥920 ¥2,260 ¥3,600 

 純保険料 ¥546 ¥1,638 ¥2,730 

付加保険料 ¥374 ¥622 ¥870 

30歳 

保険料 ¥1,068 ¥2,704 ¥4,340 

 純保険料 ¥667 ¥2,000 ¥3,333 

付加保険料 ¥401 ¥704 ¥1,007 

40歳 

保険料 ¥1,925 ¥5,275 ¥8,625 

 純保険料 ¥1,365 ¥4,095 ¥6,826 

付加保険料 ¥560 ¥1,180 ¥1,799 

50歳 

保険料 ¥4,217 ¥12,151 ¥20,085 

 純保険料 ¥3,233 ¥9,699 ¥16,166 

付加保険料 ¥984 ¥2,452 ¥3,919 

 

女性 
保険金額 

1,000万円 

保険金額 

3,000万円 

保険金額 

5,000万円 

20歳 

保険料 ¥547 ¥1,141 ¥1,735 

 純保険料 ¥242 ¥726 ¥1,210 

付加保険料 ¥305 ¥415 ¥525 

30歳 

保険料 ¥846 ¥2,038 ¥3,230 

 純保険料 ¥486 ¥1,457 ¥2,429 

付加保険料 ¥360 ¥581 ¥801 

40歳 

保険料 ¥1,463 ¥3,889 ¥6,315 

 純保険料 ¥989 ¥2,966 ¥4,943 

付加保険料 ¥474 ¥923 ¥1,372 

50歳 

保険料 ¥2,686 ¥7,558 ¥12,430 

 純保険料 ¥1,985 ¥5,956 ¥9,927 

付加保険料 ¥701 ¥1,602 ¥2,503 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料内訳表（代表例）に記載のないプランについては、コンタクトセンターまでお問い合わせください 

コンタクトセンター フリーダイヤル 0120-205566 

受付時間：平日9時～20時、土日祝9時～18時（年末年始除く） ※日・祝は保険相談のみの受付となります。 



ＤＤ 保険料内訳表（代表例） 

保険料内訳表（代表例）：終身医療保険「じぶんへの保険3」「じぶんへの保険3レディース」 

（入院給付金日額：10,000円 / 保険料払込期間：終身） 

 

男性 

じぶんへの保険3

エコノミーコース 

（A1型） 

じぶんへの保険3

おすすめコース 

（A2型） 

20歳 

保険料 ¥2,398 ¥4,443 

 純保険料 ¥1,881 ¥3,418 

付加保険料 ¥517 ¥1,025 

30歳 

保険料 ¥3,156 ¥6,100 

 純保険料 ¥2,484 ¥4,735 

付加保険料 ¥672 ¥1,365 

40歳 

保険料 ¥4,243 ¥8,566 

 純保険料 ¥3,348 ¥6,695 

付加保険料 ¥895 ¥1,871 

50歳 

保険料 ¥5,785 ¥12,155 

 純保険料 ¥4,573 ¥9,548 

付加保険料 ¥1,212 ¥2,607 

60歳 

保険料 ¥7,847 ¥16,975 

 純保険料 ¥6,213 ¥13,379 

付加保険料 ¥1,634 ¥3,596 

 

女性 

じぶんへの保険3

エコノミーコース 

（A1型） 

じぶんへの保険3

おすすめコース 

（A2型） 

じぶんへの保険3

レディース 

エコノミーコース 

（F1型） 

じぶんへの保険3

レディース 

おすすめコース 

（F2型） 

20歳 

保険料 ¥2,738 ¥4,740 ¥3,353 ¥5,355 

 純保険料 ¥2,151 ¥3,654 ¥2,640 ¥4,143 

付加保険料 ¥587 ¥1,086 ¥713 ¥1,212 

30歳 

保険料 ¥3,403 ¥6,173 ¥4,042 ¥6,811 

 純保険料 ¥2,680 ¥4,793 ¥3,188 ¥5,300 

付加保険料 ¥723 ¥1,380 ¥854 ¥1,511 

40歳 

保険料 ¥4,069 ¥7,832 ¥4,673 ¥8,436 

 純保険料 ¥3,209 ¥6,112 ¥3,690 ¥6,592 

付加保険料 ¥860 ¥1,720 ¥983 ¥1,844 

50歳 

保険料 ¥5,154 ¥10,052 ¥5,810 ¥10,708 

 純保険料 ¥4,072 ¥7,876 ¥4,593 ¥8,398 

付加保険料 ¥1,082 ¥2,176 ¥1,217 ¥2,310 

60歳 

保険料 ¥6,726 ¥12,959 ¥7,485 ¥13,718 

 純保険料 ¥5,322 ¥10,187 ¥5,925 ¥10,790 

付加保険料 ¥1,404 ¥2,772 ¥1,560 ¥2,928 

 

保険料内訳表（代表例）に記載のないプランについては、コンタクトセンターまでお問い合わせください 

コンタクトセンター フリーダイヤル 0120-205566 

受付時間：平日9時～20時、土日祝9時～18時（年末年始除く） ※日・祝は保険相談のみの受付となります。 



ＤＤ 保険料内訳表（代表例） 

保険料内訳表（代表例）：がん保険「ダブルエール」 

（がん診断一時金：100万円） 

男性 

シンプル（A型） 

がん診断一時金 

ベーシック（C型） 

がん診断一時金 

治療サポート給付金 

がん先進医療給付金 

プレミアム（D型） 

がん診断一時金 

治療サポート給付金 

がん収入サポート給付金 

がん先進医療給付金 

20歳 

保険料 ¥895 ¥1,759 ¥2,644 

 純保険料 ¥526 ¥1,061 ¥1,799 

付加保険料 ¥369 ¥698 ¥845 

30歳 

保険料 ¥1,209 ¥2,341 ¥3,646 

 純保険料 ¥799 ¥1,563 ¥2,670 

付加保険料 ¥410 ¥778 ¥976 

40歳 

保険料 ¥1,735 ¥3,307 ¥5,297 

 純保険料 ¥1,256 ¥2,395 ¥4,106 

付加保険料 ¥479 ¥912 ¥1,191 

50歳 

保険料 ¥2,661 ¥5,006 ¥8,211 

 純保険料 ¥2,058 ¥3,859 ¥6,641 

付加保険料 ¥603 ¥1,147 ¥1,570 

60歳 

保険料 ¥3,975 ¥7,503 ¥12,348 

 
純保険料 ¥3,187 ¥6,012 ¥10,238 

付加保険料 ¥788 ¥1,491 ¥2,110 

 

女性 

シンプル（A型） 

がん診断一時金 

ベーシック（C型） 

がん診断一時金 

治療サポート給付金 

がん先進医療給付金 

プレミアム（D型） 

がん診断一時金 

治療サポート給付金 

がん収入サポート給付金 

がん先進医療給付金 

20歳 

保険料 ¥1,104 ¥2,138 ¥3,428 

 純保険料 ¥719 ¥1,395 ¥2,490 

付加保険料 ¥385 ¥743 ¥938 

30歳 

保険料 ¥1,437 ¥2,793 ¥4,663 

 純保険料 ¥1,009 ¥1,959 ¥3,564 

付加保険料 ¥428 ¥834 ¥1,099 

40歳 

保険料 ¥1,798 ¥3,523 ¥6,073 

 純保険料 ¥1,319 ¥2,583 ¥4,787 

付加保険料 ¥479 ¥940 ¥1,286 

50歳 

保険料 ¥2,110 ¥4,122 ¥7,122 

 純保険料 ¥1,580 ¥3,092 ¥5,693 

付加保険料 ¥530 ¥1,030 ¥1,429 

60歳 

保険料 ¥2,491 ¥4,703 ¥8,118 

 
純保険料 ¥1,891 ¥3,578 ¥6,545 

付加保険料 ¥600 ¥1,125 ¥1,573 

保険料内訳表（代表例）に記載のないプランについては、コンタクトセンターまでお問い合わせください 

コンタクトセンター フリーダイヤル 0120-205566 

受付時間：平日9時～20時、土日祝9時～18時（年末年始除く） ※日・祝は保険相談のみの受付となります。 



ＤＤ 保険料内訳表（代表例） 

保険料内訳表（代表例）：就業不能保険「働く人への保険2」 

保険期間：70歳まで / 支払対象外期間：60日 / 標準タイプ（A型） 

 

男性 
就業不能給付金月額 

10万円 

就業不能給付金月額 

20万円 

就業不能給付金月額 

30万円 

20歳 

保険料 ¥2,244 ¥4,288 ¥6,332 

 純保険料 ¥1,435 ¥2,871 ¥4,306 

付加保険料 ¥809 ¥1,417 ¥2,026 

30歳 

保険料 ¥2,952 ¥5,704 ¥8,456 

 純保険料 ¥2,018 ¥4,036 ¥6,053 

付加保険料 ¥934 ¥1,668 ¥2,403 

40歳 

保険料 ¥3,721 ¥7,242 ¥10,763 

 純保険料 ¥2,635 ¥5,271 ¥7,906 

付加保険料 ¥1,086 ¥1,971 ¥2,857 

50歳 

保険料 ¥4,594 ¥8,988 ¥13,382 

 純保険料 ¥3,301 ¥6,602 ¥9,903 

付加保険料 ¥1,293 ¥2,386 ¥3,479 

 

女性 
就業不能給付金月額 

10万円 

就業不能給付金月額 

20万円 

就業不能給付金月額 

30万円 

20歳 

保険料 ¥2,389 ¥4,578 ¥6,767 

 純保険料 ¥1,561 ¥3,121 ¥4,682 

付加保険料 ¥828 ¥1,457 ¥2,085 

30歳 

保険料 ¥2,817 ¥5,434 ¥8,051 

 純保険料 ¥1,906 ¥3,812 ¥5,718 

付加保険料 ¥911 ¥1,622 ¥2,333 

40歳 

保険料 ¥3,032 ¥5,864 ¥8,696 

 純保険料 ¥2,055 ¥4,109 ¥6,164 

付加保険料 ¥977 ¥1,755 ¥2,532 

50歳 

保険料 ¥3,295 ¥6,390 ¥9,485 

 純保険料 ¥2,206 ¥4,411 ¥6,617 

付加保険料 ¥1,089 ¥1,979 ¥2,868 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料内訳表（代表例）に記載のないプランについては、コンタクトセンターまでお問い合わせください 

コンタクトセンター フリーダイヤル 0120-205566 

受付時間：平日9時～20時、土日祝9時～18時（年末年始除く） ※日・祝は保険相談のみの受付となります。 


