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SBI いきいき少短

資料請求件数累計 100 万件を突破

～ 手ごろな保険料で好評。死亡保険、ペット保険を中心に伸長 ～
SBI いきいき少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙﨑 誠治、以下「当社」）
の資料請求件数が 2008 年 2 月からの累計で 100 万件を突破、2019 年 3 月末時点で 107 万件に到達し
ました。
【資料請求件数の推移】
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当社は「手ごろな保険料で、必要な保障を」というお客さまの声にお応えする保険商品の開発に取り
組んでまいりました。特に 2016 年に死亡保険・医療保険（緩和型含む）の加入年齢上限を 84 歳まで引
き上げたこと、2017 年にペット保険の発売を開始したことが貢献し、2016 年以降の資料請求件数は毎
年度 20 万件超で増加しています。
取扱商品のなかでも、死亡保険は人生の終わりに向けた前向きな準備としての“終活”の定着を背景
に、
「手ごろにお葬式代程度を備えたい」と考えるシニア世代に好評を得ています。また、ペット保険は、
ペットの家族化・高齢化に応えるために新規加入年齢上限を引き上げたことでも、新たなお客さまの支
持を得ています。そのほか、テレビや新聞、ラジオなどマスメディアへの広告出稿により当社の認知度
が向上したことで、資料請求件数は急速に伸長していると考えられます。
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当社は、創業の精神を踏まえ、引き続きお客さま“一人ひとりのより良い人生を応援”するための保
険商品・サービスの開発、改善、提供に努めてまいります。

（参考資料）
【「SBI いきいき少短の販売商品」の特長と保険料例】
商品名
特長
手ごろな保険料で、お葬式代などの万が一の
SBI いきいき少短の
費用に備えられる死亡保険
死亡保険
死亡保険に付加できる、重大な 11 の疾病に
備えられる特約
11 疾病保障特約

保険料例(月払)
＜死亡保険金 100 万円コース＞
54 歳女性 490 円、男性 880 円
＜特約保険金 10 万円（死亡保険金
100 万円コース加入の場合）＞
54 歳女性 160 円、男性 180 円
手ごろな保険料で、入院・手術・先進医療を ＜入院日額 5,000 円コース＞
SBI いきいき少短の
保障する医療保険
医療保険
54 歳女性 2,060 円、男性 2,580 円
持病が気になる方も入りやすい、万が一に備 ＜死亡保険金 100 万円コース＞
[引受基準緩和型死亡保険]
あんしん世代【緩和型】 えられる引受基準緩和型の死亡保険
54 歳女性 1,100 円、男性 1,880 円
持病が気になる方も入りやすい、入院・手術・ ＜入院日額 5,000 円コース＞
[引受基準緩和型医療保険]
先進医療も保障する引受基準緩和型の医療 54 歳女性 3,290 円、男性 3,970 円
新いきいき世代【緩和型】
保険
手ごろな保険料で、犬・猫の入院・手術・通 ＜プラン 50 ライト WEB 割引適用＞
SBI いきいき少短の
院にかかる治療費用を補償するペット保険
2 歳小型犬 630 円、8 歳猫 585 円
ペット保険

【会社概要】
■会 社 名 ： SBIいきいき少額短期保険株式会社
■会 社 紹 介 ： 当社は、東証一部上場「SBI ホールディングス（株）」のグループ会社です。
「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」という、お客様の声をもとに開発
した死亡保険、医療保険で、シニア層を中心に幅広い支持を得ています。
2017年9月より新たに発売したペット保険も好評です。
■所 在 地 ： 東京都港区六本木 1-6-1
■設立年月日 ： 2007 年 7 月 3 日
■資 本 金 ： 36,000 千円
■事 業 内 容 ： 少額短期保険業
（販売商品：SBI いきいき少短の死亡保険、SBI いきいき少短の医療保険、
引受基準緩和型死亡保険あんしん世代【緩和型】、
引受基準緩和型医療保険新いきいき世代【緩和型】、SBI いきいき少短のペット保険）
■U R L
： https://www.i-sedai.com
【本件に関するご照会先】
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