News Release
T h e S m a l l A m o u n t & S h o r t Te r m I n s u r a n c e A s s o c i a t i o n o f J a p a n

２０１５年３月２日
報道関係各位
一般社団法人日本少額短期保険協会
東京都中央区八丁堀三丁目 12 番 8 号
八丁堀ＳＦビル２階
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おもしろミニ保険大賞・少額短期保険大賞を決定しました

一般社団法人日本少額短期保険協会 （東京都中央区八丁堀 会長：杉本尚士）は本年より制定した
３月２日の「少額短期保険（ミニ保険）の日」を記念して、開催していたイベント「おもしろミニ
保険大賞」及び「少額短期保険大賞」の各賞を選出いたしました。

おもしろミニ保険大賞コンテスト（応募総数：４９１通）
2015 年 2 月 3 日～20 日という短い期間にもかかわらず、多くの消費
者の皆様から「こんな保険があったらいいのに」の声をいただきました。
2 月 26 日に開催した選定会議での審査の結果、「最優秀賞」「優秀賞」
「佳作」の各賞が以下に決定しました。
選定会議の様子

最優秀賞（１名）
「出席停止の病気保険（ママ向け）」
受賞者：宮城県 須藤さゆり様

42 歳

商品概要：子供がインフルエンザなどの法律で定められた病気で、数日学校や幼稚園を休まないと
いけなくなった時の保険。パート代等の収入の減少や医療費負担、退屈する子供のため
の絵本などの購入費、給食の代わりに昼食を作ったり時間も手間もお金もかかる。そん
な時に備える保険
選定理由：女性の社会進出が進む現在、共働き夫婦にとって避けられない問題である子供の急な病
気。子供を持つ親世代の抱える不安を解消する、働く女性の強い味方であるといえます。

優秀賞（２名）
「いろんなカタチの家族保険」
受賞者：東京都 アライ様

18 歳

保険内容：現在、同性愛者の家族・籍を入れないカップル・里親家庭等、「家族」の形が多様化し
ている。婚姻や血縁は必ずしも「家族」に必要ではないが、彼らは旧来の「家族」に属す
る人々と同等の社会的待遇を受けるに至ってはいない。社会制度が整っていないからこそ、
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その恩恵を受けられない彼らに、家族の死後も含めた将来への安心をもたらす保険。同性
愛者の家庭を筆頭とした従来想定された家族の枠から外れてしまう定型外家族が、戸籍上
も家族である人たちと同等の保障が受けられる保険
選定理由：今後も多様化していく「家族」の形。性同一性障害等の方々を含め、様々なニーズにこ
たえ得るこういった「保険のカタチ」は今後、必要不可欠となっていくと考えます。

「愛する家族愛犬も一緒」
受賞者：鹿児島県 立山よしえ様

53 歳

保険内容：ペット保険と人間の保険を組み合わせた保険。家族が亡くなり、愛犬が残された場合、
残された愛犬を手厚く育ててもらえるような保険。年を取ってからペットを飼い始めて
しまうと愛犬の方が長生きする可能性が高く、ペットとの共存で生かされている人々も
多いため、残された家族（愛犬）のその後を保障してくれる保険
選定理由：人間と動物が同じ保険に加入という発想が面白い。高齢化社会にあって「独居者＋愛犬」
の暮らしをしている多くの方にとって、ニーズが高いと思われます。

佳作（３名）
「地球が終わっても保険」
受賞者：京都府 山口 沙紀様

53 歳

保険内容：もしも地球が終わり人類が火星に移住する事になった時、その準備金が支払われる保険
選定理由：環境破壊、原子力や戦争・テロ等で地球の存続に不安を覚えている人にはニーズがある。
また、宇宙好きにとって火星に移住というのは夢があるし、何よりも発想が面白い。

「甲子園保険」
受賞者：埼玉県 女性

46 歳

保険内容：甲子園出場を決めた学校に選手の遠征費と滞在費用を負担をしてくれる保険。オプショ
ンで応援団の遠征バス代もあり。これで学校上層部も、心から好成績を喜べるという保
険
選定理由：発想がユニーク。まさかの甲子園出場は、なくはなく、出費もまさかである。遠征費を
心配することなく球児に頑張ってもらいたい！

「それでもぼくはやってない」
受賞者：東京都 男性

57 歳

保険内容：痴漢と誤解され、裁判にかけられたり、刑罰を受けることになってしまった場合に弁護
士費用や裁判費用を補償する保険
選定理由：男性社会人にとっては切実な問題。愉快犯も多く、「自分もいつ加害者？被害者になる
か」と思うと自分も入りたい。
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「おもしろミニ保険大賞」総評
①応募者の属性について
全応募者の平均年齢は 39.7 歳、男女比は男性 61%、39%となっています。応募者の地域をみ
ますと、全国 47 都道府県から応募があり、その内訳は、北海道 18、東北 31、関東 195、中
部 84、近畿 90、中国 24、四国 11、九州沖縄 36、記入なし 2 となっています。

②カテゴリで見る傾向
■カテゴリ別応募数の内訳
カテゴリ

応募件数

カテゴリ別でみますと、
「健康・美容」
（病気や整形等の保

恋愛・失恋（結婚未満）

27

険）に係る内容が 55 通、次いで「学問・教育」（受験な

結婚・離婚・プロポーズ
健康・美容

41

ど）が 49 通、「トラブル」が 44 通と続いています。

禁煙・メタボ・薄毛

29

特徴的な傾向として、
「トラブル」については「SNS 炎上

出産・育児

27

トラブルの保険」や「異物混入時の補償」「振り込め詐欺

教育・学問

49

被害補償」など、世相を色濃く反映する結果となったほか、

仕事

15

出産・育児については「妊活を援助する保険」など「妊活」

長生き・老後

20

や「不妊治療」といったキーワードを用いた応募が目立ち

スポーツ

7

ました。

ボランティア・助け合い

5

エンタメについては、ユニークな発想のもと「隕石落下保

乗り物・交通・旅行

38

険」や「ぬいぐるみ専用の保険」など、幅広い内容で応募

エンタメ

43

があり、まさに「おもしろミニ保険」という企画にマッチ

ギャンブル

10

するものが多くありました。

トラブル

44

家電・スマホ

10

その他

71

合計

491

55

一方「お天気保険」や「チケット保険」など既に少額短期
保険で商品化されているものについての応募もあり、さら
なる認知度向上の必要性が感じられました。

③惜しくも入賞を逃したものの個性的な保険
選定された各賞以外にも、ユニークな保険の応募が多数ありました。ここではほんの一例を取り
上げます。「お笑い芸人が、すべった時のための保険」「宝くじが外れた時のための保険」「３が
日限定でモチがのどに詰まった時の保険」「自分が悪くないのに怒られた時の保険」など、自由
な発想で保険について考えていただけた結果となっています。

総評
同イベントを通じ消費者が「欲しい保険」の形が見えてきました。応募内容も「身近に」ある「ち
ょっとした不幸」や「ちょっとした記念」に対応できる保険が多数でした。少額短期保険と消費者
の親和性は非常に高いといえます。来年以降も継続して同イベントを行い、将来的に、ご応募いた
だいたアイデアから「明日の少額短期保険」誕生となることが期待されます。ご応募ありがとうご
ざいました。
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少額短期保険大賞（エントリー商品：10 商品）
少額短期保険のユニークな商品をより一層多くの皆様に知ってもらうため、少額短期保険各社に自
社商品をエントリーしていただき、業界内での投票を行いました。第 1 回目の今年は、10 社、10
商品がエントリーし下記のとおり、第 1 回目の少額短期保険大賞が決定しました。

第１回
商品名

少額短期保険大賞

「医師が考えたがん治療のための 免疫保険 」－テラ少額短期保険株式会社―

商品概要
最先端のがん治療「がん免疫細胞療法」の治療費を
保障する新しいがん保険。実際に医療現場で、数多
くの患者さん、医療機関の方々と本当に必要ながん
保険とは？と考え抜いて「最も必要だと思う保障だ
けをシンプルに安価に提供する」というコンセプト
で開発。免疫保険のポイントは、安価な保険料で公
的保険の適用外となる最先端のがん免疫細胞療法
による治療にも備えができること。iPS 細胞に代表
されるような再生・細胞医療を推進するための法律
も施行され、ますます期待の高まる本分野において、
最先端の治療を専門的に保障する日本初の保険商
品です。
選定理由

～他社からの推薦の言葉～

・再生医療新法が施行されるなど国を挙げて再生医療
が推進される中、時機を得て再生医療関連の保険第
一号として口火を切った画期的な商品で、商品構成
も少額短期の特性を最大限に活用した類をみない内容となっており、大賞にふさわしいと思った。
・ガン保険というより免疫保険という言葉が新しく関心が持てた。安価な金額での保障も良い。
・一般的ながん保険とは一線を画す新たな切り口が魅力。また「医師が考えた」というキャッチフ
レーズも消費者にとって斬新なイメージに写る。
・「最先端の治療を専門的に保障する日本初の保険」という所に魅力を感じた。

なお、次点は日本費用補償株式会社の「レスキュー費用保険」となりました。
その他のエントリー商品については、次頁からの別添資料をご参照ください。
以

上

＜本件に関するお問い合わせ＞
日本少額短期保険協会：杉本／佐藤
ＴＥＬ 03-6222-4422／ＦＡＸ03-3297-0755
E-mail：info@shougakutanki.org
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第1回少額短期保険大賞 エントリー商品一覧
2015年３月２日
2015年３月２日
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少額短期保険大賞エントリー商品一覧

３月２日を「少額短期保険（ミニ）保険の日」制定を記念したＰＲイベントの一つ
「少額短期保険大賞」に、開催初年度の今年は１０社よりエントリーいただきました。
自動車のパーツ保険から、レスキュー保険、孤独死保険、ペット保険など
バラエティに富んだ、エントリーとなっております。
これらの商品を少額短期保険会社で投票し、もっとも「少額短期保険らしい」といえる商品を
選定しました。

第１回目の少額短期保険大賞はテラ少額短期保険株式会社の
「医師が考えたがん治療のための免疫保険」に決定しました。
「医師が考えたがん治療のための免疫保険」

大賞以外にも「少額短期保険ならでは」の商品がエントリーされています。
次頁からの商品一覧をご覧いただき、少額短期保険の魅力を知っていただけたら幸いです。
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少額短期保険大賞エントリー商品一覧
エントリーＮｏ．1
エントリーＮｏ．1

エントリーＮｏ．2
エントリーＮｏ．2

「かけがえのない家族のために」

もしもの故障に備える自動車部品保険

ペット保険はプリズムコール

パーツケア

日本アニマル倶楽部（株）代表取締役社長 山田 信一

トライアングル少額短期保険（株）代表取締役社長 櫻井 滋
装置に関するトラブルに幅広く対応します。

プリズムコールには４つの特徴があります。
１「保障割合１００％」

大きな安心１
故障の修理費用を最高200万円まで保障

２「年齢が上がっても保険料は変わりません」

保障期間内であれば、修理回数に関わらず、
最高200万円まで補償いたします。

３「終身更新可能」

大きな安心２
補償対象部品は300項目以上

４「保障開始が早い」です。
また、ご加入可能なペットは、わんちゃん、
ねこちゃんだけではなく、うさぎやフェレッ
トなどの小動物、カメやイグアナなどの 爬
虫類もご加入いただけます！

保険の対象となる部品は300項目以上。故障
リスクの高い電送装備品もしっかりカバーし
ています。

大きな安心３
充実のサポート体制

まずは、コールセンターまで資料請求をお待ち
しています。
保険種類

ペット保険

保険金額

プレミアムオレンジプランⅡ（犬・猫プランの場合）
入院保険金 日額１万円まで（年間３０日まで）
通院保険金 日額５千円まで（年間６０日まで）
手術保険金 １回６万円まで ガン手術保険金1回９万円まで（手術・ガン手術通
算年２回まで） 葬祭保険金 ３万円まで 高度後遺障害保険金 ５万円まで

保険料例

全国2,500ヵ所以上の当社指定修理工場が修
理を行います。ロードサービスも無料でご利
用いただけます。

保険種類

損害保険

保険金額

１年間で最高２００万円まで

保険料例

保険料は、車の排気量、年式、走行距離で細かく設定
排気量（660cc超～2000cc迄）、走行距離（5万Km超～7万Km
以内）、年式（4年超～6年以内）の場合 20,900円（年払）

プレミアムオレンジプランⅡの場合 小型犬 月払い3,150円/猫 月払い2,570円

2
Copyright(C) The Small Amount & Short Term Insurance Association of Japan

少額短期保険大賞エントリー商品一覧
エントリーＮｏ．3
エントリーＮｏ．3

エントリーＮｏ．4
エントリーＮｏ．4

PROTECT YOUR MOTORCYCLE

「保険の常識、変えちゃいました」
診断書なしで保険金請求がＯＫ

リスク細分型バイク専用車両保険
TM

『HARLEY｜車両＋盗難プロテクション
HARLEY｜車両＋盗難プロテクション 』
日本少額短期保険（株）代表取締役 大江

一生

入院費用あんしんプラン
ＮＰ少額短期保険（株）代表取締役 倉田 琢自

・リスク細分化
・“生活必需品”と“嗜好性・趣味性の高い商品”
を区別（使用頻度の低さ）
・被保険者に大事にされる特性を活かす
（宝物）
・ライディングスタイルの違いに着目
（“事故リスクの高いスポーツバイク”と
“ゆったり乗る商品特性”の差に注目）
・高額な人身傷害補償と少額な車両損害補償を分離
・特性の違いや年齢リスクを考慮
（40-50歳台のリスクは低くない、年齢よりも
経験値）
・減価の概念を排除
（古くなっても宝物に変わりはない）
・カスタムカルチャーを考慮
（パーツ&アクセサリーも補償）

医療保険って本当に必要なのかな？そんな疑問から
商品を開発しました。
公的医療保険に加入していれば、医療費負担も大幅
に軽減されます。入院期間も減少傾向になっている
昨今の背景も踏まえて、本当に必要な保障を必要な
タイミングで受けることが出来る保険にしました。
ポイント１
医師の診断書無しに保険金請求ＯＫ
ポイント２
入院診療計画書で営業翌日まで保険金支払い！
ポイント３
契約２年目からは「異常妊娠」「異常分娩」も保障
ポイント４
79歳まで加入でき、99歳まで契約を更新できます。
「入院前の準備って意外とお金がかかる」という声
に応えたくて、迅速な保険金の支払いをしたくて、
こんなプランにしました。
自画自賛ながらシンプルで便利だなぁって感じても
らえるそんな保険です。

HARLEY｜車両＋盗難プロテクションTMは当プログラムに参加するハーレーダビッドソン
ジャパン正規販売網またはコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドが取扱代理店として
販売するバイク専用車両保険です。
当商品の正式名称はリスク細分型バイク専用車両保険
（引受保険会社：日本少額短期保険株式会社）です。
*Harley-Davidson Insurance Services はコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドが
使用権を有する商標です。
© H-D 2015. Harley, Harley-Davidson およびバー＆シールドロゴの商標は
全てH-D U.S.A., LLCに帰属します。

保険種類

車両保険

保険種類

保険金額

新車保険価額プランならメーカー希望小売価格

保険金額

入院一時金は10万円と15万円の2種類

保険料例

一時金10万円の場合
15歳～44歳まで男女とも一時払い保険料は12,000円

保険料例

新車価格200万円の場合 74,100円

医療保険
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少額短期保険大賞エントリー商品一覧
エントリーＮｏ．5
エントリーＮｏ．5

エントリーＮｏ．6
エントリーＮｏ．6

医療の現場で患者さんと向き合ってきた医師が本気で考えた
まったく新しいがん保険です

月々460
月々460円からのペット保険
460円からのペット保険

医師が考えたがん治療のための“免疫保険”

あんしんペット保険‘ずっといっしょS’
あんしんペット保険‘ずっといっしょS’

テラ少額短期保険（株）代表取締役社長 山口 太一

あんしんペット少額短期保険（株）代表取締役社長 清水 一博

最先端のがん治療「がん免疫細胞療法」の治療費を保障
する新しいがん保険です。実際に医療現場で、数多くの
患者さん、医療機関の方々と本当に必要ながん保険と
は？と考え抜いて「最も必要だと思う保障だけをシンプ
ルに安価に提供する」というコンセプトでつくりました。

保険料がスモールなのに多額な手術
費用をカバーの補償内容
手術費用の80%を補償します。

免疫保険のポイントは、安価な保険料で公的保険の適用
外となる最先端のがん免疫細胞療法による治療にも備え
ができることです。がん保険は保険料が高く加入が難し
い方や、すでに医療保険やがん保険に加入されている方
が上乗せで加入いただきやすい設計になっています。三
大治療と言われる手術・放射線・抗がん剤治療に早い時
期から免疫細胞療法を組み合わせることで、再発リスク
に備えることができたり、副作用がほとんどなく働きな
がら通院で治療を続けることができたりと、がん治療に
対する考え方が時代とともに変化する中で、現在のトレ
ンドにもあった患者さんにやさしい保障となっています。

手術と連続する入院も14日間まで
補償します。
手術１回あたり50万円までを年2回
補償します。

iPS細胞に代表されるような再生・細胞医療を推進する
ための法律も施行され、ますます期待の高まる本分野に
おいて、最先端の治療を専門的に保障する日本初の保険
商品です。

保険種類
保険金額
保険料例

がん保険

保険種類

・がんと診断されたら100万円
・がん免疫細胞療法を受けたら60万円
・免疫細胞療法を受けたのにも関わらず、がん診断から1年以内
にがんで死亡した場合100万円
30歳男性 月406円（月払い換算、30歳は年払いのみ取り扱い）

保険金額
保険料例

ペット保険
■Sプラン（手術保険）
治療費の80％補償、50万円まで2回/年（年間最大100万円まで）
■Sプラン
0歳猫の場合：460円/月 0歳犬の場合：570円/月
5歳猫の場合：660円/月 5歳犬の場合：770円/月
4
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エントリーＮｏ．8
エントリーＮｏ．8

入居者の「孤独死」にフォーカスした
賃貸住宅オーナー様向けの専用商品

登山ブームを先取り
遭難時の捜索・救助費用の補償に特化した保険

無縁社会のお守り（賃貸住宅管理費用保険）

レスキュー費用保険（正式名称:
（正式名称: 捜索・救助費用保険）
日本費用補償少額短期保険（株）代表取締役社長 一関 重幸

アイアル少額短期保険（株）代表取締役社長 安藤 克行

レスキュー費用保険は、病気やケガ、道
迷いによる遭難や、アイゼンやピッケル
を使う雪山での遭難などにも幅広く対応。

昨今の超高齢化社会の到来、生涯未婚率
の上昇という社会環境においては、賃貸
住宅の入居者が高齢化することや単身者
が増加することは容易に予測ができます。

もしも捜索や救助を受けて遭難費用の請
求が発生したら、その原因や季節・場所、
活動形態を問わず補償するシンプルな保
険。登山愛好家はもちろんアウトドアス
ボーツ・レジャー愛好家のニーズに応え
る、少額短期保険ならではの山岳保険と
して高い評価と支持を得ています。

よって今後は「火災」や「滞納家賃」と
いったこれまでの経営リスクに加え、
「入居者の死亡」という問題も考える必
要があります。
本商品では、入居者の死亡事故によって
オーナー様が被る「将来家賃の損失」
「原状回復費用」を補償する商品です。

保険料は年間５０００円、捜索・救助費
用３００万円までを補償。加入はパンフ
レットに付帯の払込取扱票で全国のゆう
ちょ銀行・郵便局から。翌日午前０時か
ら補償が開始されます。

保険種類

費用保険

保険種類

費用保険

保険金額

家賃保証200万円、原状回復費用100万円

保険金額

３００万円

保険料例

1戸室あたり、月額270円～

保険料例

年齢・性別問わず年間 ５，０００円
5
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エントリーＮｏ．10
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安心の4
安心の4大保障を備えた保険を備えた総合保険

もしもの時の安心保障

ぜんちのあんしん保険

葬儀保険「千の風」

ぜんち共済（株）代表取締役社長 榎本 重秋

ベル少額短期保険（株）代表取締役 波多江 利光
葬儀保険「千の風」は、お葬儀費用のご負担
を軽減するための保険です。

知的障がい・発達障がい・ダウン症・
てんかんがある方のために生まれた総
合保険です。

万が一、大切な方が突然の不幸に見舞われた
ら・・・
残されたご家族は悲しみの中で、さまざまな
事柄を決定しなければなりません。

障がいがあるが故に十分な保障が受け
られなかった方々に、病気・ケガ・個
人賠償責任といった保障を提供してい
ます。

弊社は、長年かけて積み重ねた経験から、さ
まざまなサポートプランをご用意し、 多くの
方々に“あんしん”をお届けしたいと考えて
おります。

～安心の4大保障～
①「医療」
②「個人賠償責任」
③「死亡」
④「権利擁護費用」

葬儀保険「千の風」は
２つのプラン 8つのコースをご用意してい
つのコースをご用意してい
ます。また、特定疾病のお客様には、特別条
件付き特約もご用意。

保険種類

生命保険（葬儀保険）

Ａ-1プラン 入院日額8000円・30日限度、個人賠償責任
1000万円（最高）・権利擁護費用100万円（最高）

保険金額

保険金定額プラン 50万、100万、200万、300万
保険料一定プラン 1,000円、3,000円、5,000円、7,000円

17,000円（Ａ-1プラン。年齢・性別関係に関係なく一律）

保険料例

月々の保険料2,000円で、もしもの時は100万円の保障です。
（50〜69歳で100万円保障プランの場合）

保険種類

生命保険・損害保険

保険金額
保険料例
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