
 
住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社

の合併に伴うファンド名称の変更のお知らせ 
 

 

拝啓  時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社が平成 24 年 4 月 1 日に合併し、 

「三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社」に商号を変更いたします。これに伴い当社変額個人年金保険に組入

れられている特別勘定が投資対象としている投資信託（ファンド）名称も平成 24 年 4 月 1 日より下記の通り変更となりま

す。 

なお、本変更に際し、当該投資信託の運用方針等の変更はございません。また、お客さまにおかれましては、本変更

に関して特段必要なお手続き等はございません。 

今後とも末永くお引き立ていただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

記 
 
 

特別勘定に組入れられている投資信託の運用会社の商号および投資信託名称の変更について 
 

①運用会社の商号変更 
 

変更前 変更後 

住信アセットマネジメント株式会社 

中央三井アセットマネジメント株式会社 
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社 

※この変更において、運用体制・運用プロセス・運用方針等の変更はございません。 

 

②投資信託(ファンド)の名称変更 

該当商品の投資信託(ファンド)名が後述(別表)の通り変更となります。 

 

③変更日：平成 24 年 4 月 1 日（日）  

 

④変更の理由 

三井住友トラスト･グループの経営統合の一環として、住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネ

ジメント株式会社が合併し、新会社の商号となるため。また、それに伴い、設定されている投資信託(ファンド)の名

称も変更する必要があるため。 

 

⑤各種資料における記載について 

「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」等に記載の運用会社名

は上記①、投資信託名は、後述(別表)のとおり読替えていただきますようお願いいたします。 

 

このご連絡に関しまして、お客さまのお手続きは不要です。  

 

以上 
 

本 件に関するご照会先 

    三井住友海上プライマリー生命  お客さまサービスセンター 

    フリーダイヤル  0120-81-8107  受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く） 9：00～17：00 

 
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意ください。 

（ハイ、パートナー） 
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(別表) 
 

（1） ヴァスティ〔 低保証付変額保険〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 25 中央三井バランス VA25 バランス VA25 

バランス 50 中央三井バランス VA50L バランス VA50L 

バランス 75 中央三井バランス VA75 バランス VA75 

 

 

（2） しあわせ定期便（2009 年 6 月以前のご契約者さま）〔変額個人年金保険（08）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 50 CMAM・バランスファンドＶＡ バランスファンドＶＡ 

 

 

（3） しあわせ定期便（2009 年 7 月～11 月のご契約者さま）〔変額個人年金保険（08）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 25 CMAM・バランスファンドＶＡ2 バランスファンドＶＡ2 

 

（4） しあわせ定期便（2009 年 12 月～2011 年 12 月のご契約者さま）〔変額個人年金保険（08）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 25 CMAM・バランスファンド VA3 バランスファンド VA3 

 

（5）  

・スィート＆スィート〔年金総額保証型特別勘定年金特約付変額個人年金保険（2005）〕 
・スィート＆スィートTwo〔変額個人年金保険（2005）〕 
・スィート＆スィートTwo プレミアム 
〔変額個人年金保険（2005）＜保証金額付特別勘定終身年金特約／加算年金 
１年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約／年金総額保証型特別勘定年金特約＞〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス A（25） すみしん バランス A（25）VA1 バランス A（25）VA1 

バランス B(37.5） すみしん バランス B（37.5）VA1 バランス B（37.5）VA1 

バランス C(50） すみしん バランス C（50）VA1 バランス C（50）VA1 

 

（6）  

・スィート＆スィートSTB〔年金総額保証型特別勘定年金特約付変額個人年金保険（2005）〕 

・スィート＆スィートSTB〔変額個人年金保険（2005）〕 

・スィート＆スィートSTB LG シリーズ 

〔変額個人年金保険（2005）＜保証金額付特別勘定終身年金特約／加算年金1年更新特則付特別勘定終身年金特約（07）＞〕 

・スィート＆スィートSTB AG シリーズ〔年金総額保証型特別勘定年金特約付変額個人年金保険（2005）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス A（25） すみしん バランス A（25）VA1 バランス A（25）VA1 

バランスＤ（35） すみしん バランスＤ（35）ＶＡ1 バランスＤ（35）ＶＡ1 

バランス B(37.5） すみしん バランス B（37.5）VA1 バランス B（37.5）VA1 

バランス C(50） すみしん バランス C（50）VA1 バランス C（50）VA1 

＊バランスＤ（35）はスィート＆スィート STB LG シリーズのみの特別勘定になります。 



（7） スィート＆スィート STB LG Ⅱ〔変額個人年金保険(08)〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス E（25） すみしん バランス E（25）VA1 バランス E（25）VA1 

 

（8） スィート＆スィート STB LG Ⅲ〔変額個人年金保険(08)〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

世界投資 25 すみしん バランス F(25）VA1 バランス F(25）VA1 

日本投資 25 すみしん 国内バランス 25VA1 国内バランス 25VA1 

 
（9）  

・スィートハーモニーSTB〔年金原資保証特約付新変額個人年金保険〕 

・スィートハーモニー〔年金原資保証特約付新変額個人年金保険〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 30 すみしんバランス 30VA1 バランス 30VA1 

バランス 50 すみしんバランス 50VA1 バランス 50VA1 

 

（10） ディスティネーション 

〔運用成果自動確保特則付年金総額保証型特別勘定年金特約付変額個人年金保険（2005）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 40 中央三井バランスＶＡ40 バランスＶＡ40 

 

（11） ハートフルワン〔変額終身保険（09）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

日本投資 25 中央三井国内バランス VA25 国内バランス VA25 

 

（12） ハッピーレター〔目標達成型変額個人年金保険（08）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 20 中央三井バランスＶＡ20 バランスＶＡ20 

 

（13） ハッピーレターⅡ〔目標達成型変額個人年金保険(08)〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 20 中央三井バランスＶＡ20L バランスＶＡ20L 

 

（14） ハッピーレターⅢ〔目標達成型変額個人年金保険（08）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 20 中央三井世界バランス VA20 世界バランス VA20 

 

（15） プライマリー〔変額個人年金保険（災害死亡 10％型）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

日本株式インデックス 1 型 中央三井日本株式インデックスファンド VA 日本株式インデックスファンド VA 

外国株式インデックス 1 型 中央三井外国株式インデックスファンド VA 外国株式インデックスファンド VA 

外国債券インデックス 1 型 中央三井外国債券インデックスファンド VA 外国債券インデックスファンド VA 

バランス 1 型 中央三井バランス VA50 バランス VA50 

 

 



（16） ブリリアントエージ STB〔変額個人年金保険（災害死亡 30％型）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

外国株式（A） すみしん 外国株式インデックス・オープン VA1 外国株式インデックス・オープン VA1

外国債券（A） すみしん 外国債券インデックス・オープン VA1 外国債券インデックス・オープン VA1

バランス（A） すみしん マイセレクション 50VA1 マイセレクション 50VA1 

 

（17）  

・フローラル〔保証金額付特別勘定終身年金特約付変額個人年金保険（2005）〕 

・フローラル プレミアム〔変額個人年金保険（2005）＜保証金額付特別勘定終身年金特約／加算年金 1 年更新特

則付保証金額付特別勘定終身年金特約＞〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス A（25） すみしん バランス A（25）VA1 バランス A（25）VA1 

バランス B(37.5） すみしん バランス B（37.5）VA1 バランス B（37.5）VA1 

バランス C(50） すみしん バランス C（50）VA1 バランス C（50）VA1 

 

（18） フローラルⅡ〔変額個人年金保険(08) 〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス E（25） すみしん バランス E（25）VA1 バランス E（25）VA1 

 

（19） マーベラス〔変額個人年金保険（2005）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 25 中央三井バランス VA25 バランス VA25 

バランス 37.5 中央三井バランス VA37.5 バランス VA37.5 

バランス 50 中央三井バランス VA50L バランス VA50L 

 

（20） マーベラスⅡ〔加算年金 1 年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約付変額個人年金保険（2005）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス 25 中央三井バランス VA25L バランス VA25L 

 

（21） マーベラスⅢ〔加算年金１年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約付変額個人年金保険（2005）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

世界投資 25 中央三井世界バランス VA25 世界バランス VA25 

日本投資 30 中央三井国内バランス VA30 国内バランス VA30 

 

（22） 夢咲かせ〔変額個人年金保険（災害死亡 10％型）〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス型 30 中央三井バランス VA30 バランス VA30 

バランス型 50 中央三井バランス VA50 バランス VA50 

 

（23） リライアブル〔年金原資保証特約付新変額個人年金保険〕 

特別勘定の名称 変更前 変更後 

バランス型 30 中央三井バランス VA30 バランス VA30 

バランス型 50 中央三井バランス VA50 バランス VA50 

 

 


