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PRESS RELEASE 

 2008 年 5 月 16 日 

各 位 

ライフネット生命保険株式会社 

 

インターネットを主な販売チャネルとした新しい生命保険会社、 

ライフネット生命が 5 月 18 日（日）、営業を開始します 

保険の原点に戻ってわかりやすく、シンプルな商品を開発し、死亡保険では、 

働き盛りの 20 歳～40 歳で、わが国で最低水準の保険料を実現しました 

 

ライフネット生命保険株式会社 （本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出口治明、以下「ラ

イフネット生命」） は、2008 年 5 月 18 日（日）、保険の原点に戻って「どこよりも正直な経営を行い、

どこよりもわかりやすく、シンプルで便利で安い商品・サービスの提供を追求する」という理念のも

と、インターネットを主な販売チャネルとした新しい生命保険の販売を開始します。 

当社の商品の特長は、「わかりやすく、シンプルであること」を最優先に、お客さまにとって必要

な保障を、わかりやすい商品設計でお届けするものです。また、インターネットを主な販売チャネ

ルとすることで、24時間×365日いつでも申し込み可能とすると共に、販売・事務コストを徹底して

削減します。これにより、死亡保険では、働き盛りの 20 歳～40 歳で、わが国で最低水準の保険

料を実現しました。 

当社の唯一の「店」となるウェブサイトでは、保険商品の説明に加えて、お客様のライフステー

ジに合わせた必要保障額の試算や、生命保険見直しシミュレーションなど、コンテンツの充実を図

って生命保険の見直しをサポートし、お客様一人ひとりの人生の充実を応援します。 

また、お客さまに、保険の申し込み、病気・ケガの告知を当社のウェブサイトで行っていただくこ

とにより、できる限りペーパーレスな手続きを可能にしました。さらに、ご不明な点がある場合はコ

ンタクトセンターにて電話・メールによるサポートを提供します。なお、開業当初のメイン・ターゲット

としては、20 代から 30 代の既婚者の方々を想定しています。 

商品の概要 

開業にあたり、ライフネット生命では「船は一隻、家は一軒、命は一つ」という保険の原点に立ち

返り、特約を全廃し、わかりやすくシンプルな「かぞくへの保険」（定期死亡保険）と、「じぶんへの

保険」（終身医療保険）を開発しました。 

一家の働き手を対象とした死亡保険は、定期保険がふさわしいと考えます。なぜなら、子どもの

成長などライフステージの変化に伴って、必要保障額が異なるからです。一方、医療保険は、高

齢になってからニーズが高まるので、終身保険がふさわしいと考えます。 

「かぞくへの保険」と、「じぶんへの保険」の商品概要は次の通りです。
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商品概要(1): 「かぞくへの保険」〔定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）〕 

 保障の期間中に、事故や病気でお亡くなりになった場合、もしくは、所定の高度障害状態に

なったときに、契約時に決めた保険金額をお支払いする保険です 

 保険金額は、500 万円以上 1 億円以下で 100 万円単位で選択できます 

 保険期間・保険料払込期間（更新前と同じ保険期間で最長 70 歳まで更新できます） 

10 年、20 年、30 年、65 歳満了、70 歳満了の 5 種 

 配当や解約返戻金はありません 

 保険料払込方法は銀行口座振替あるいはクレジットカード払い、払い方は月払いのみです 

しくみ図 

 

 

 

商品概要(2): 「じぶんへの保険」〔終身医療保険（無配当・無解約返戻金型）〕 

 入院給付金は、1 日あたり 5,000 円、1 万円、1 万 5,000 円の 3 種 

 1 入院の支払限度日数は、60 日または 180 日（1 泊以上の入院が対象） 

 手術などによる高額医療費は公的保障で十分というお客さまのニーズにあわせ、入院給付

金のみのシンプルな給付構成を基本としました 

 1 泊以上の入院中の手術に対し一律 10 万円の手術給付金を追加することができます 

 対象となる手術は、生命保険業界特有の 88 分類ではなく公的健康保険（医療点数表）の対

象手術です 

 入院給付金の支払限度日数は通算で 1,095 日です 

 保険期間・保険料払込期間は終身のみ 

 配当や解約返戻金はありません  

 保険料払込方法は銀行口座振替あるいはクレジットカード払い、払い方は月払いのみです 

しくみ図 
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ケース別 月額保険料 

(1)：「かぞくへの保険」〔定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）〕 

かぞくへの保険
〔定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）〕

月額保険料 保険期間 10年 保険期間 10年 保険期間 10年
保険金額 1,000万円 保険金額 3,000万円 保険金額 5,000万円

¥1,092 ¥2,776 ¥4,460

¥1,328 ¥3,484 ¥5,640

¥2,580 ¥7,240 ¥11,900

¥5,898 ¥17,194 ¥28,490

月額保険料 保険期間 10年 保険期間 10年 保険期間 10年
保険金額 1,000万円 保険金額 3,000万円 保険金額 5,000万円

¥618 ¥1,354 ¥2,090

¥948 ¥2,344 ¥3,740

¥1,676 ¥4,528 ¥7,380

¥3,178 ¥9,034 ¥14,890

40歳女性

50歳女性

20歳男性

30歳男性

40歳男性

50歳男性

20歳女性

30歳女性

 

 

(2)：「じぶんへの保険」〔終身医療保険（無配当・無解約返戻金型）〕 

じぶんへの保険
〔終身医療保険（無配当・無解約返戻金型）〕

月額保険料 入院給付金 １万円 入院給付金 １万円 入院給付金 １万円 入院給付金 １万円
（支払限度日数 60日） （支払限度日数 60日） （支払限度日数 180日） （支払限度日数 180日）

手術給付なし 手術給付金 10万円 手術給付なし 手術給付金 10万円

20歳男性 ¥2,297 ¥2,828 ¥2,756 ¥3,287

30歳男性 ¥3,072 ¥3,737 ¥3,746 ¥4,411

40歳男性 ¥4,129 ¥4,971 ¥5,106 ¥5,948

50歳男性 ¥5,706 ¥6,887 ¥7,132 ¥8,313

月額保険料 入院給付金 １万円 入院給付金 １万円 入院給付金 １万円 入院給付金 １万円
（支払限度日数 60日） （支払限度日数 60日） （支払限度日数 180日） （支払限度日数 180日）

手術給付なし 手術給付金 10万円 手術給付なし 手術給付金 10万円

20歳女性 ¥2,291 ¥2,859 ¥2,700 ¥3,268

30歳女性 ¥2,916 ¥3,639 ¥3,527 ¥4,250

40歳女性 ¥3,773 ¥4,705 ¥4,662 ¥5,594

50歳女性 ¥5,137 ¥6,447 ¥6,488 ¥7,798
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 会社名 ： ライフネット生命保険株式会社 

   （英文名： LIFENET INSURANCE COMPANY） 

 代表者 ： 代表取締役社長 出口治明  

 本社所在地 ： 東京都千代田区麹町二丁目 14 番地 2 麹町 NK ビル 

 設立日 ： 2006 年 10 月 23 日（ネットライフ企画株式会社設立日）  

 資本金等 ： 13,200,200 千円（資本準備金 6,600,100 千円を含む） 

 役職員数 ： 43 名 

 株主構成 ： 以下の会社もしくは以下の会社が運用する投資事業組合 

及びファンド 

 

 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 18.54% 

 あすかＤＢＪ投資事業有限責任組合 18.54% 

 三井物産株式会社 14.24% 

 株式会社新生銀行 9.64% 

 株式会社セブン＆アイ・フィナンシャル・グループ 9.64% 

 Farallon Capital Management, L.L.C. 4.94% 

 資産管理サービス信託銀行株式会社 4.94% 

  株式会社朝日ネット 4.94% 

  株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ 4.94% 

 株式会社リクルート 3.71% 

  株式会社東京大学エッジキャピタル 1.98% 

  三菱 UFJ キャピタル株式会社 1.48% 

  株式会社ドリームインキュベータ 0.50% 

  株式会社ジャフコ 0.50% 

  エヌ・アイ・エフ SMBC ベンチャーズ株式会社 0.50% 

  りそなキャピタル株式会社 0.50% 

  ngi capital 株式会社 0.50% 

 

 

会社及び商品の詳細は http://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧下さい。 

（※ 上記ウェブサイトは 5 月 18 日午前 8 時以降アクセス可能となる予定です。それまでは、http://www.netseiho.com/ をご参照ください） 

 

 本件に関するお問い合わせ先 

ライフネット生命保険株式会社 広報 

03-5216-7900 

 

 

会社概要（2008 年 5 月 16 日現在） 

http://www.lifenet-seimei.co.jp/
http://www.netseiho.com/

