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生命保険についてのご注意事項

三井住友信託銀行の

生命保険ラインアップ

「個人年金保険」
「終身保険」はお客さまからお預かりした保険料を長期間運用し、運用成果をご自身で年金として
受け取ったり、大切なご家族にのこしたりすることができる商品です。お客さまのお考えにあわせて、
「ふやしかた」
「そなえかた」
「のこしかた」
を設計することができます。また、
「医療保険」は病気・ケガに対する不安にそなえることが
できます。

個人年金保険のメリット 〜このようなお考えをお持ちのお客さまに〜

ふやす
（運用）
そなえる
（年金）
のこす
（保険）

お考えにそったふやしかたを選ぶことができます（運用期間は年金受取開始前までとなります）。
国債などを投資対象とした一般勘定で運用する定額タイプや、国内外の債券・株式などを投資対象としている
特別勘定で運用する変額タイプの商品があり、お客さまのご意向に応じて選ぶことができます。

老後の生活資金に対する不安にそなえることができます。
個人年金保険は、終身年金・確定年金など多彩な年金受取方法の中から、
ライフプランに応じてご選択いただけ
ます。
また、運用しながら早期に年金のお受け取りを開始いただける商品や、必要に応じ年金を一括で受け取る
ことができる商品などもあります。

大切な人にのこすことができます。
個人年金保険は、運用期間中に万一のことがあっても、払込保険料相当額以上の死亡保険金をお受取人の方に
のこすことが可能です。死亡保険金額は、払込保険料相当額の最低保証がある商品が一般的です。

終身保険のメリット 〜このようなお考えをお持ちのお客さまに〜

のこす
（保険）
ふやす
（運用）
そなえる
（年金）

大切な人にのこすことができます。
終身保険の死亡保障は一生涯続き、万一のことがあっても払込保険料相当額以上の保険金をお受取人の方に
のこすことが可能です。

お考えにそったふやしかたを選ぶことができます（運用期間は終身となります）。
国債などを投資対象とした一般勘定で運用する定額タイプや、国内外の債券・株式などを投資対象としている
特別勘定で運用する変額タイプの商品があり、お客さまのご意向に応じて選ぶことができます。

必要に応じて、
ご自身でつかうこともできます。
商品によっては、一定期間経過後に解約返戻金などを原資として年金形式または一括でお受け取りいただく
こともできますので、
ご自身の年金準備はもちろんのこと、万一途中でお金が必要になっても安心です。

医療保険のメリット 〜このようなお考えをお持ちのお客さまに〜

そなえる
（保険）

病気・ケガに対する不安にそなえることができます。
「医療保険」は病気・ケガによる入院・手術、ガンの治療を目的とした通院等に対して保障するなど、将来の健康
への不安にそなえることができます。

■ 生命保険商品におけるリスクについて
生命保険商品には、商品ごとの特性に応じた次のようなリスクがあります。詳しくは商品ごとの「契約締結前交付書面
（契約概要・注意喚起情報）」等でご確認ください。
● 変額個人年金保険・変額終身保険
払込保険料は投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用され、その運用実績に基づいて将来の年金額、
死亡保険金額、積立金額および解約返戻金額等が増減します。特別勘定の資産は、主に国内外の株式 ･ 債券等に
投資する投資信託等を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻
金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
特別勘定のスイッチングが可能である商品の場合、お客さまが選択された特別勘定の種類によって、基準となる
指標やリスクの種類が異なります。
● 定額個人年金保険・定額終身保険
払込保険料は国債等を中心に運用されるため、解約の際には市場金利の変動に応じ、運用資産の価格が変動
する場合があります。
このため、市場金利の変動により解約返戻金額が払込保険料を下回ることがあり、損失が
生じるおそれがあります。
具体的には、中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金額は減少し、逆に、
低下した場合には増加することがあります。
● 外貨建保険
為替相場の変動による影響を受けるため、死亡保険金額、解約返戻金額、年金額等の円換算後の金額が、払込
保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
● 医療保険
解約返戻金がない商品や、解約返戻金が払込保険料の合計額よりも少なくなる商品があります。

■ 生命保険商品にかかる費用について
お客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。
ご 契 約 時 に
か か る 費 用
保険契約関係費用
運 用 関 係 費 用
解 約 控 除
そ
の
他

払込保険料に所定の経費割合を乗じた金額が契約の締結に必要な経費として差し引かれる
費用です。
保険期間中、年金受取期間中の費用等、
ご契約の締結・維持・管理等に必要な経費です。
投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。
契約日から一定期間内の解約または一部解約の場合に積立金額から控除される金額です。
為替手数料（外貨建保険の場合）

これらの手数料の種類やご負担いただく費用の項目、具体的な金額・計算方法等は商品ごとに異なるため、一律に
記載することができません。各商品にかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）
等でご確認ください。

■その他重要なお知らせ
・生命保険商品は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。
また、預金保険制度ならびに投資者保護
基金の対象ではありません。
・引受保険会社が経営破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、
この場合にも
死亡保険金額、解約返戻金額、年金額等が削減されることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・三井住友信託銀行は、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の媒介を行いますが、保険契約の引き受けや
保険金等の支払いは、引受保険会社が行います。
・法令等の規制により、お客さまのお勤め先や融資のお申し込み状況等によりお申し込みいただけない場合が
ございます。
・保険商品によっては被保険者さまの健康状態について、書面による告知や医師による診査をお受けいただく必要が
あります。告知の内容や診査の結果によっては、契約をお引受けできない場合があります。また、健康状態等に
ついて正しく告知されない場合等、保険金や給付金が支払われないことがあります。
・ご契約のお申し込みにあたっては、最新の契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）、商品パンフレット、
ご契約のしおり・約款等を事前にお渡しいたしますので、
必ず内容をご確認の上、
お客さまご自身でご判断ください。
・保険契約のお申し込みの有無により、当社との他のお取引に影響が及ぶことは一切ありません。
・お申し込みにあたって、万一、説明義務違反等の法令等に違反する保険募集を行ったことによりお客さまに損害が
生じた場合には、当社が募集代理店としての販売責任を負います。
・詳しくは、生命保険の販売資格を持った生命保険募集人にご相談ください。
・本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
三井住友信託銀行株式会社
資料のご請求は以下インフォメーションデスクまで

※商品に関するお問い合わせ、
各種お手続きは当ダイヤルでは承っておりません。
お手数ですがお取引店までお問い合わせください。
2016年10月1日現在
R2011-23

各商品の内容を一部抜粋したものです。記載の商品は、市場の環境等により保 険会社の判断に基づき一時的に取扱いを休止する場合があります。
ご検討にあたっては各商品の費用・解約時の取扱い・最低保証の
〈生命保険商品一覧〉以下の記載は、
条件・リスク等、全般的な内容が記載された「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」
「ご契約のしおり・約款」等をご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解ください。
ご希望のお客さまは本書面巻末のフリーダイヤル
2016 年 10月1日現在

種別

商品名（引受保険会社）

年金種類

特徴

0〜80歳

100万円〜5億円
／外貨払込：
（豪・米）1万ドル〜

定額部分（確実にふやす）
と変額部分（プラスαの運用成果を期待）
とに分けて運用します。
設定した目標額に到達した場合に自動的に円貨で運用成果を確保する機能があります。
運用期間は10年です。運用期間満了時に一時払保険料相当額を契約通貨建てで最低保証します。

0〜87歳
（積立期間により異なる）

200万円〜5億円
（76歳以上は1億円まで）
／外貨払込：
（豪・米・NZ）2万ドル〜、
（ユーロ）2万ユーロ〜

（住友生命保険相互会社）

0〜75歳

ご契約内容により異なります。

ご契約時に将来の受取額が定まるので安心して老後資金を準備できます。
告知や医師の診査は不要です。
保険料払込期間中の死亡保障を既払込保険料相当額に抑えることで、年金受取額を大きくしています。
ライフプランにあわせて保険料払込期間、据置期間等を自在に設定できます。

確定年金
一括受取

（住友生命保険相互会社）

0〜8歳

ご契約内容により異なります。

「たのしみ未来」
（個人年金保険）の学資積立プランです。告知や医師の診査は不要です。
保険料払込期間中の死亡保障を既払込保険料相当額に抑えることで、年金受取額を大きくしています。
お子さまやお孫さまの大学等への進学にあわせて資金を計画的に準備できます。

確定年金
一括受取

ターゲットタイプ：15〜85歳
（最低保証割合により異なる）
定期引出タイプ：15〜75歳

100万円〜5億円
／外貨払込：
（豪・米）1万ドル〜

（三井住友海上プライマリー生命保険
株式会社）

15〜80歳

100万円〜5億円
／外貨払込：
（豪・米）1万ドル〜

一時払保険料を全額特別勘定で運用することで、積極的に運用成果を追求します。
設定した目標額に到達した場合に自動的に円貨で運用成果を確保する機能があります。
死亡保険金、および20年経過後の解約払戻金は、一時払保険料相当額を契約通貨建てで最低保証します。

（三井住友海上プライマリー生命保険
株式会社）

0〜87歳

100万円〜5億円
（76歳以上は1億円まで）
／外貨払込：
（豪・米）1万ドル〜、
（ユーロ）1万ユーロ〜

外貨建て運用の終身保険に
「円建て資産自動確保」機能を組み合わせています。
設定した円建ての目標値を毎営業日に判定し、目標達成したら即時自動確保します。
死亡保険金、および更改日における解約払戻金は、一時払保険料相当額を契約通貨建てで最低保証します。

（日本生命保険相互会社）

15〜85歳

100万円〜7億円
／外貨払込：
（豪・米）1万ドル〜、
（ユーロ）1万ユーロ〜

一生涯の死亡保険金額は、基本保険金額（一時払保険料）が指定通貨で最低保障されます。
積立金は指定通貨の積立利率によって複利運用されるため、一生涯増加します。
あらかじめ目標値を指定しておけば、契約日から1年を経過した日以後、
日本生命が目標金額の到達状況を毎営業日確認します。

300万円〜1億円
（〜49歳6ヵ月は7,000万円まで）

一生涯続く大きな保障に健康状態に関係なくお申込みいただけます。
お預かりした資産は安全に、着実にふえ続けます。
死亡保険金は一時払保険料相当額を最低保証します。

（第一フロンティア生命保険株式会社）

平準払

変額

（マニュライフ生命保険株式会社）

契約通貨

被保険者の加入年齢

払込保険料

（三井住友海上プライマリー生命保険
株式会社）

定額

個人年金保険

一時 払

変額

払込
方法

またはホームページを通じてご請求いただくか、販売資格を持った三井住友信託銀行の生命保 険募集人にお申し出ください。

（契約日時点の満年 齢）

一時 払

〜

19歳6ヵ月
（明治安田生命保険相互会社）
80歳6ヵ月

「積立コース」は、積立期間中の利率が固定され、契約時に年金原資が確定します。
「定期支払コース」は、直近１年間の積立利率による利息相当分を毎年受け取れます。
積立期間は契約通貨に応じ、円建ては10・15年、外貨建ては3・5・7・10・15年から選択できます。

（個人年金保険）
確定年金
一括受取
確定年金
終身年金
一括受取

定額部分（確実にふやす）
と変額部分（プラスαの運用成果を期待）
とに分けて運用します。
「ターゲットタイプ」は目標額到達時に運用成果を自動確保、
「定期引出タイプ」は定期的に引出金を受け取れます。
死亡保険金、
および契約日から15年後の積立金は、一時払保険料相当額を契約通貨建てで最低保証します。

終身保険
定額
平準払
平準払

定額

医療保険

（住友生命保険相互会社）

15〜90歳

100万円〜3億円
（〜49歳は7,000万円まで）

死亡給付金額、
（災害）死亡保険金額、解約返戻金額は、円建てでご契約時に確定します。
ご契約後一定期間の死亡給付金額を一時払保険料相当額に抑えることで、
その後の死亡保障を大きくしています。
将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金をお受け取りいただき、
ご自身で使うこともできます。

（住友生命保険相互会社）

15〜90歳

100万円〜3億円
（〜49歳は7,000万円まで）

万一の保障を一生涯にわたり確保できます。職業のみの告知でお申込みいただけます。
死亡保険金額は契約日から5年後、10年後の契約応当日に増加します。
死亡保険金は一時払保険料相当額を最低保証します。

（日本生命保険相互会社）

3年ごと逓増型：50〜75歳
毎年逓増型：50〜90歳

200万円〜7億円

（プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社）

基本タイプ：0〜75歳
介護タイプ：6〜75歳
（保険料払込期間により異なる）

ご契約内容により異なります。

まとまった資金を用意しなくても、
ご契約の直後から万一の保障を一生涯にわたり確保できます。
介護に備えた介護タイプも選択できます。
経過期間に応じ、解約返戻金が増え続けますので、将来への資金準備ができます。

（プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社）

基本タイプ：0〜75歳
介護タイプ：6〜75歳
（保険料払込期間により異なる）

ご契約内容により異なります。

まとまった資金を用意しなくても、
ご契約の直後から万一の保障を一生涯にわたり確保できます。
介護に備えた介護タイプも選択できます。
経過期間に応じ、解約返戻金が増え続けますので、米ドル建てで将来への資金準備ができます。

（住友生命保険相互会社）

15〜75歳

ご契約内容により異なります。

死亡・高度障害・介護の保障をライフプランにあわせた保険料の払込期間、払込方法でご準備いただけます。
保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定（低く設定しない場合の70％）
し、
その分お求めやすい保険料としています。
保険料払込期間満了後の解約返戻金を活用して、教育資金やセカンドライフにそなえることができます。

（住友生命保険相互会社）

15〜75歳

ご契約内容により異なります。

死亡・高度障害の保障をライフプランにあわせた保険料の払込期間、払込方法でご準備いただけます。
保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定（低く設定しない場合の70％）
し、
その分お求めやすい保険料としています。
保険料払込期間満了後の解約返戻金を活用して、教育資金やセカンドライフにそなえることができます。

（三井住友海上あいおい生命保険
株式会社）

0〜75歳

ご契約内容により異なります。

病気・ケガによる入院・手術・放射線治療・集中治療室管理等に備える医療保険です。
短期入院から三大疾病（ガン・心疾患・脳血管疾患）
による長期入院まで幅広く保障します。
三大疾病による入院給付金の支払限度日数は1回の入院・通算ともに無制限で安心です。

（メディケア生命保険株式会社）

20〜85歳

ご契約内容により異なります。

健康に不安のある方でも3つの告知項目がすべて
「いいえ」ならお申し込みいただけます。
傷害や疾病による所定の入院・手術・放射線治療等を一生涯にわたり保障します。
ご加入後の持病の悪化、既往症の再発による入院・手術等も保障し、保険料は一生涯あがりません。

短期払：0〜60歳
（保険料払込期間により異なる）
全期払：0〜80歳

ご契約内容により異なります。

終身タイプのガン保険です。
ガンを経験された方々とそのご家族の声から生まれました。
ガンの治療を目的とした所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療、
ホルモン剤治療、通院をサポートします。
主要なガン治療に対しての保障があるので安心して治療に専念できます。

（メットライフ生命保険株式会社）

万一の保障を一生涯にわたり確保できます。告知なしでお申込みいただけます。
死亡保険金額は、
ご契約後15年間は基本保険金額
（一時払保険料）
に対して3年ごとまたは毎年一定の割合で増加します。
ご契約後15年経過以後は、
10年ごとに金利情勢に応じて増加が期待できます。
（一時払保険料相当額は最低保証されます。
）

