
                           
 

２０１９年４月１９日 

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 

 

外貨建保険に適用される積立利率および「実質的な利回り」について 

   （2019 年 4 月 22 日～2019 年 5 月 5 日適用分） 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上プライマリー生命保険株式会社（取締役社長：永井 泰浩）は、 
2019 年 4 月 22 日～2019 年 5 月 5 日に外貨建保険に適用される積立利率および「実質的な利回り」について、以下の
とおりお知らせいたします。 
これからも、当社が掲げる「お客さま第一の業務運営に関する方針」に則り、お客さまの視点に立った業務運営を一

層推進してまいります。 
 

■対象商品 

商品名 販売名称 内容の詳細 

円建終身移行特約付 

通貨選択利率更改型終身保険 

「しあわせ、ずっと」 

「GROWING LIFE」 

「しあわせの架け橋」 

詳しくはこちらをご参照ください。 

目標設定円建終身移行特約付 

利率更改型終身保険（通貨選択型） 
「しあわせ、ずっと NZ」 詳しくはこちらをご参照ください。 

死亡保障充実特約付 

通貨選択利率更改型終身保険 

（定期支払特約付） 

「たのしみ、ずっと」 

「しあわせの架け橋（定期支払プラン）」 
詳しくはこちらをご参照ください。 

通貨選択利率更改型逓増終身保険 「おおきな、まごころ」 詳しくはこちらをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ お問合わせ ＞ 

ご不明な点は当社お客さまサービスセンターまでご連絡をお願いいたします。 

 
              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  0120-125-104 

                 受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く） 9：00～17：00 

MSPL-1903-D-0155-00 
                                                                            

                                                       





１.販売名称

「しあわせ、ずっと」 「GROWING LIFE」 「しあわせの架け橋」

２.積立利率ならびに実質的な利回り

【積立利率について】

【実質的な利回りについて】

※

作成日：

10年後、または12年後の契約応当日以外の日付で解約した場合に支払われる解約払戻金の利回りを保証するものではあ

りません。

ご契約の全ての期間において、解約払戻金を円で受取る場合、為替レートの影響により、元本割れすることがあります。

解約日までの期間が短い場合、解約控除額が大きいため、元本割れする可能性が高くなります。

積立利率及び実質的な利回り（年複利）は外貨建ての利回りであり、円建ての利回りではありません。●

1.45%

●

この資料は、商品内容すべてを記載したものではありません。この保険のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書面(契約概要／注意

喚起情報) 兼 商品パンフレット」等を必ずご確認ください。

0.09%

●

0.01%

0歳～80歳

MSPL-1903-B-0306-00

81歳～87歳

0歳～80歳

※

81歳～87歳

豪ドル

ユーロ
0.01%

「実質的な利回り(年複利)」は小数点第3位を四捨五入しています。

契約日または更改日における被保険者の年齢が81歳以上の場合、以後、3年ごとの年単位の契約応当日に更改します。

81歳～87歳 0.21%

●

●

0.33%

0.01%

0.01%

2019/4/19

●

0.80%

積立利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。

●

1.45%

積立利率適用期間3年（被保険者の契約年齢が81歳以上）の場合、解約控除の適用期間終了後の最初に到来する更改日で

ある12年後の契約応当日における解約払戻金額（契約通貨建て）を一時払保険料で除することで収益率を算出し、それを年複

利換算により算出した利回りを実質的な利回りとします。実質的な利回り＜積立利率となります。

なお、当初3年間は表示の積立利率、それ以降は最低保証積立利率の0.01%が適用されたと仮定して計算しています。ただし、この

仮定の条件において、当初3年間の積立利率が最低保証積立利率と同率の場合は、実質的な利回り＝積立利率となります。

積立利率適用期間10年（被保険者の契約年齢が80歳以下）の場合、10年後の契約応当日における解約払戻金額（契約通

貨建て）を一時払保険料で除することで収益率を算出し、それを年複利換算により算出した利回りを実質的な利回りとします。実質

的な利回り＝積立利率となります。

契約通貨

～

ご参考

積立利率

2.35%

積立利率ならびに実質的な利回りのお知らせ

米ドル

積立利率ならびに実質的な利回り

「円建終身移行特約付通貨選択利率更改型終身保険」

実質的な利回り(年複利)

2019/4/22 2019/5/5 に保険料が三井住友海上プライマリー生命に着金したご契約

2.35%

契約日の被保険者の満年齢

●

積立利率は、一時払保険料に適用される利率（契約通貨に応じて、指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生

命が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率）をいいます。

0歳～80歳



預金等との違いについて

※

・

・

年金管理費として、年金額に対して1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。

(年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。)

＊2 円建終身への移行が行われる場合の解約払戻金額の計算の際、解約控除が適用されます。なお、円建終身への移行日以後に解約した場合、解約控除の適用はあり

ません。

募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。

引受保険会社募集代理店

金利変動リスクについて

この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度

ならびに投資者保護基金の対象になりません。

■

■ お客さまにご負担いただく費用について

・

解約・円建終身

への移行時*2

契約日から解約日(移行日)までの年数が10年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じた解約控除率(10％～1％)を基本保険金額に

乗じ、その金額(解約控除額)を市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格から控除します。

＊1

遺族年金支払特約および

年金移行特約による

年金支払期間中

MSPL-1903-B-0306-00

為替リスクについて●

ご契約時 なし

その他ご留意いただきたい事項

ご契約に際しては、必ず生命保険募集人資格を持つ募集人にご相談下さい。なお、生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保

険契約の締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライ

マリー生命が承諾したときに成立します。

・

保険関係費とは、死亡保障に備えるための死亡保障費率、積立利率を保証するための積立利率保証費率、新契約の締結に必要な費用と

して新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。

・

■ この保険のご検討にあたってご確認いただきたい事項

保険期間中

●

この保険を解約または円建終身へ移行する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場調

整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。具体的には、契約時点よりも市場金利が高く

なると市場価格は下落し、逆に、契約時点よりも市場金利が低くなると市場価格は上昇します。したがって、解約払戻金は市場金利の状況により増減

することとなります。

項目 費用

この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等(以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険

料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額

が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替

レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。

保険期間中に適用される積立利率適用期間ごとの積立利率は、契約通貨に応じて、指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマ

リー生命が定める利率から、保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。したがって、保険期間中に直接ご負担いただく費用はありません。なお、こ

の積立利率は、契約日および更改日における契約通貨ならびに積立利率適用期間によって異なります。

●

外貨で契約を締結する

ことで生じる費用

一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合がありま

す。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。

一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合のレートと保険金等を円で受取る場合、または円建終身へ移行する場合のレート

は、仲値(TTM)に対し、次のとおりとなります。

外貨入金特約*1により、保険料を契約通貨と異なる外貨で入金する場合の外貨入金特約レートは、(契約通貨の仲値(TTM)+25銭)

÷(払込通貨の仲値(TTM)-25銭)で計算されたレートとなります。

円支払特約により、保険金等を円で受取る場合、または円建終身へ移行する場合の円支払特約レート(TTB)は、仲値(TTM)に対して

50銭を差引いたレートとなります。

円入金特約*1により、保険料を円で入金する場合の円入金特約レート(TTS)は、仲値(TTM)に対して50銭を加えたレートとなります。



１.販売名称

２.予定利率ならびに実質的な利回り

【予定利率について】

【実質的な利回りについて】

「目標設定円建終身移行特約付利率更改型終身保険（通貨選択型）」

実質的な利回り（年複利）

2019/5/5～
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予定利率契約通貨

●

作成日： 2019/4/19

「しあわせ、ずっとNZ」 

予定利率適用期間10年（被保険者の契約年齢が80歳以下）の場合、10年後の契約応当日における解約払戻金額

（契約通貨建て）を一時払保険料で除することで収益率を算出し、それを年複利換算により算出した利回りを実質的な利

回りとします。実質的な利回り＝予定利率となります。

予定利率適用期間3年（被保険者の契約年齢が81歳以上）の場合、解約控除の適用期間終了後の最初に到来する更

改日である12年後の契約応当日における解約払戻金額（契約通貨建て）を一時払保険料で除することで収益率を算出

し、それを年複利換算により算出した利回りを実質的な利回りとします。実質的な利回り＜予定利率となります。

なお、当初3年間は表示の予定利率、それ以降は最低保証予定利率の0.01%が適用されたと仮定して計算しています。ただ

し、この仮定の条件において、当初3年間の予定利率が最低保証予定利率と同率の場合は、実質的な利回り＝予定利率と

なります。

予定利率ならびに実質的な利回りのお知らせ

に保険料が三井住友海上プライマリー生命に着金した契約

ご契約の全ての期間において、解約払戻金を円で受取る場合、為替レートの影響により、元本割れすることがあります。

予定利率は、一時払保険料に適用される利率（契約通貨に応じて、指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライ

マリー生命が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率）をいいます。

予定利率ならびに実質的な利回りの例

契約日または更改日における被保険者の年齢が81歳以上の場合、以後、3年ごとの年単位の契約応当日に更改します。

10年後、または12年後の契約応当日以外の日付で解約した場合に支払われる解約払戻金の利回りを保証するもので

はありません。

●

※

0.45%

ニュージーランド

ドル

「実質的な利回り（年複利）」は小数点第3位を四捨五入しています。※

15歳～80歳

予定利率及び実質的な利回り（年複利）は外貨建ての利回りであり、円建ての利回りではありません。

●

●

解約日までの期間が短い場合、解約控除額が大きいため、元本割れする可能性が高くなります。

●

●

この資料は、商品内容すべてを記載したものではありません。この保険のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書面(契約概要

／注意喚起情報) 兼 商品パンフレット」等を必ずご確認ください。

1.00%

ご参考

1.00%

81歳～87歳 0.12%

2019/4/22

●

● 予定利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。

契約日の被保険者の満年齢



為替リスクについて

金利変動リスクについて

預金等との違いについて

※

・

・

・

・

・

募集代理店

この保険を解約または円建終身保障へ移行する場合、運用資産（債券など）の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、市場金利に連

動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。具体的には、契約時点よ

りも市場金利が高くなると市場価格は下落し、逆に、契約時点よりも市場金利が低くなると市場価格は上昇します。したがって、解約払戻金は市

場金利の状況により増減することとなります。

■ お客さまにご負担いただく費用について

●

保険期間中に適用される予定利率適用期間ごとの予定利率は、指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定

める利率から、保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。したがって、保険期間中にご負担いただく費用はありません。なお、この予定利

率は、予定利率適用期間によって異なります。

なし

一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合のレートと保険金等を円で受取る場合、または円建終身保障へ移行する場

合のレートは、仲値（TTM）に対し、次のとおりとなります。

保険関係費とは、死亡保障に備えるための死亡保障費率、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必

要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。

ご契約時

項目 費用

この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保

険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。

保険期間中

募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。

円入金特約＊2により、円で保険料を入金する場合の円入金特約レート(TTS)は、仲値（TTM）に対して50銭を加えたレートと

なります。

外貨入金特約＊2により、契約通貨と異なる外貨で保険料を入金する場合の外貨入金特約レートは、（契約通貨の仲値

（TTM）+25銭）÷（払込通貨の仲値（TTM）-25銭）で計算されたレートとなります。

■ 本商品の主なリスク

●

この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等（以下、保険金等）受取時の通貨が一時

払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算し

た場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった

場合（契約時の為替レートと同じ）でも、為替手数料分の負担が生じます。

●

＊1 目標達成後に解約した場合、解約控除の適用はありません。

＊2

外貨で契約を締結する

ことで生じる費用

一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合が

あります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。

MSPL-1903-B-0309-00

引受保険会社

契約日から目標達成した日までの年数、または契約日から解約日までの年数が10年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じた

解約控除率（10％～1％）を基本保険金額に乗じ、その金額（解約控除額）を市場金利の変動状況を反映させて計算した市場

調整価格から控除します。

遺族年金支払特約および

年金移行特約による

年金支払期間中

年金管理費として、年金額に対して1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。

（年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。）

円支払特約により、円で保険金等を受取る場合、または円建終身保障へ移行する場合の円支払特約レート(TTB)は、仲値

（TTM）に対して50銭を差引いたレートとなります。

目標達成・解約*1時



１.販売名称

２.積立利率ならびに実質的な利回り

【積立利率について】

【実質的な利回りについて】

「実質的な利回り（年複利）」は小数点第3位を四捨五入しています。

～ に保険料が三井住友海上プライマリー生命に着金した契約

●

解約日までの期間が短い場合、解約控除額が大きいため、元本割れする可能性が高くなります。

作成日：

積立利率

2.35%

実質的な利回り（年複利）

●

契約通貨

10年後の契約応当日以外の日付で解約した場合に支払われる解約払戻金の利回りを保証するものではありません。

米ドル 2.13%

豪ドル 1.23%

ご契約の全ての期間において、解約払戻金を円で受取る場合、為替レートの影響により、元本割れすることがあります。

この資料は、商品内容すべてを記載したものではありません。この保険のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書面(契約概要

／注意喚起情報) 兼 商品パンフレット」等を必ずご確認ください。

1.30%

0.01%

積立利率及び実質的な利回り（年複利）は外貨建ての利回りであり、円建ての利回りではありません。

積立利率は、一時払保険料に適用される利率（契約通貨に応じて、指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プラ

イマリー生命が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率）をいいます。

ご参考

MSPL-1903-B-0308-00

積立利率ならびに実質的な利回り

※

積立利率ならびに実質的な利回りのお知らせ

「死亡保障充実特約付通貨選択利率更改型終身保険（定期支払特約付）」

ユーロ

●

●

2019/4/19

2019/4/22 2019/5/5

● 10年後の契約応当日における解約払戻金額（契約通貨建て）と10年間の定期支払金の受取累計額の合計を一時払

保険料で除することで収益率を算出し、それを年複利換算により算出した利回りを実質的な利回りとします。実質的な利回り

＜積立利率となります。

0.01%

●

「たのしみ、ずっと」　「しあわせの架け橋（定期支払プラン）」

積立利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。

●



預金等との違いについて

・

・

・

・

・

・

・

MSPL-1903-B-0308-00

この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等（以下、保険金等）受取時の通貨が一時払

保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合

の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合（契

約時の為替レートと同じ）でも、為替手数料分の負担が生じます。

● 金利変動リスクについて

この保険を解約する場合、運用資産（債券など）の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場調整を行うことにより

解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。具体的には、契約時点よりも市場金利が高くなると市場価格

は下落し、逆に、契約時点よりも市場金利が低くなると市場価格は上昇します。したがって、解約払戻金は市場金利の状況により増減することとなり

ます。

●
この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険

制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。

■ お客さまにご負担いただく費用について

ご契約時

■ この保険のご検討にあたってご確認いただきたい事項

● 為替リスクについて

項目 費用

なし

保険期間中

死亡保障充実開始日前まで適用する積立利率は、契約通貨に応じて、指標金利の上下1.0％の範囲で三井住友海上プライマリー生命が

定める利率から、保険関係費をあらかじめ差引いた利率となります。したがって、保険期間中にご負担いただく費用はありません。なお、この積

立利率は、契約日および更改日における契約通貨ならびに積立利率適用期間によって異なります。

※ 保険関係費とは、死亡保障に備えるための死亡保障費率、積立利率を保証するための積立利率保証費率、新契約の締結に必要な

費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率、定期支

払金のお支払いのための保険関係費率をいいます。

死亡保障充実開始日以後の保険金額は、死亡保険金を支払うための費用および保険契約の維持などに必要な費用を控除する前提で算

出されます。これらの費用については、死亡保障充実開始日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等（予定利

率、予定死亡率等）に基づいたものとなるため、ご契約時には定まっていません。

一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合のレートと保険金等を円で受取る場合のレートは、仲値（TTM）に対し、次のとお

りとなります。

円入金特約*により、保険料を円で入金する場合の円入金特約レート(TTS)は、仲値(TTM)に対して50銭を加えたレートとなります。

外貨入金特約*により、保険料を契約通貨と異なる外貨で入金する場合の外貨入金特約レートは、（契約通貨の仲値（TTM）+25

銭）÷（払込通貨の仲値（TTM）-25銭）で計算されたレートとなります。

円支払特約により、保険金等を円で受取る場合の円支払特約レート(TTB)は、仲値(TTM)に対して50銭を差引いたレートとなります。

解約時
契約日から解約日までの年数が10年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じた解約控除率（10％～1％）を契約日の基本保険金

額に乗じ、その金額（解約控除額）を市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格から控除します。

遺族年金支払特約による

年金支払期間中

年金管理費として、年金額に対して1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。

（年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。）

外貨で契約を締結する

ことで生じる費用

一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合がありま

す。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。

募集代理店 引受保険会社

■ その他ご留意いただきたい事項

ご契約に際しては、必ず生命保険募集人資格を持つ募集人にご相談下さい。なお、生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の

保険契約の締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上

プライマリー生命が承諾したときに成立します。

＊ 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。



１、販売名称

２、積⽴利率ならびに実質的な利回り

【積⽴利率について】

【実質的な利回りについて】

作成⽇： 2019/4/19

「おおきな、まごころ」

●

初回更改⽇＊以外の⽇付で解約した場合に⽀払われる解約払戻⾦の利回りを保証するものではありません。
ご契約の全ての期間において、解約払戻⾦を円で受取る場合、為替レートの影響により、元本割れすることがあります。
解約⽇までの期間が短い場合、解約控除額が⼤きいため、元本割れする可能性が⾼くなります。
積⽴利率及び実質的な利回り（年複利）は外貨建ての利回りであり、円建ての利回りではありません。

※
「実質的な利回り（年複利）」は⼩数点第3位を四捨五⼊しています

男性
⼥性
男性

0.56% 1.05%

0.83% 1.50%
1.05%

0.59%
0.51%

0.65% 1.50% 0.82%

0.48%

70歳

実質的な利回り
（年複利） 積⽴利率

⼥性
男性
⼥性

80歳

90歳

●

1.84% 1.10% 1.00%

1.50%1.03%
0.82% 1.50%

1.00%

〜 に保険料が三井住友海上プライマリー⽣命に着⾦した契約

ご参考

MSPL-1903-B-0310-00

積⽴利率ならびに実質的な利回りのお知らせ
「通貨選択利率更改型逓増終⾝保険」

2019/4/22 2019/5/5

募集代理店によっては、⼀部の契約通貨をお取扱いしないことがあります。
※

2.46%
1.90%

0.95%

1.37%

1.40%
1.26% 1.50%

⼥性

2.70% 2.30% 1.50%

2.70% 1.33%
1.50%

この資料は、商品内容すべてを記載したものではありません。この保険のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書⾯(契約概要／
注意喚起情報) 兼 商品パンフレット」等を必ずご確認ください。

⽶ドル 豪ドル ニュージーランドドル
性別 積⽴利率

●
●

実質的な利回り
（年複利） 積⽴利率 実質的な利回り

（年複利）
男性
⼥性
男性

1.50% 1.40%
1.50% 1.43%

2.70% 2.21%

1.84%

2.70%

積⽴利率ならびに実質的な利回り

1.15%
2.70% 1.66% 1.50% 1.18%

1.00%

1.29%
2.70%

2.70%

1.50%

1.50% 1.36% 1.50%
1.50%

1.50%
1.42%

1.00%1.32% 1.50%

2.70%

年齢

50歳

60歳

●

＊

●

●

●

この保険は、積⽴利率にしたがって積⽴⾦額をふやします。なお、死亡保険⾦を⽀払うための費⽤（初期死亡円保証特
約を付加した場合には、死亡保険⾦を円で最低保証するための費⽤を加算）を積⽴⾦から控除します。
保険期間中に適⽤される積⽴利率は、契約通貨および積⽴利率適⽤期間に応じて、指標⾦利の－1.0%〜＋1.5％の
範囲で三井住友海上プライマリー⽣命が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
積⽴利率は、三井住友海上プライマリー⽣命所定の⽇に設定されます。

初回更改⽇＊における解約払戻⾦額を⼀時払保険料で除することで収益率を算出し、それを年複利換算により算出した利
回りを実質的な利回りとします。実質的な利回り＜積⽴利率となります。
契約通貨が⽶ドルの場合は30年後の契約応当⽇、豪ドルの場合は20年後の契約応当⽇、ニュージーランドドルの場合は15年後の契約
応当⽇となります。また、契約⽇における被保険者の年齢が81歳以上の場合、契約通貨にかかわらず10年となります。



・

・

・

・

・

・

・

■

円⼊⾦特約*1により、保険料を円で⼊⾦する場合の円⼊⾦特約レート(TTS)は、仲値（TTM）に対して50銭を加えたレートとなり
ます。

積⽴⾦から死亡保険⾦を⽀払うための費⽤を控除します。この費⽤は、被保険者の年齢および性別等によって異なるため、その計算⽅
法は表⽰することができません。

募集代理店 引受保険会社

ご契約時

保険期間中

年⾦管理費として、年⾦額に対して1%を上限に毎年の年⾦⽀払⽇に責任準備⾦から控除します。
（年⾦⽀払開始⽇時点の費⽤を年⾦⽀払期間を通じて適⽤します。）

外貨で契約を締結する
ことで⽣じる費⽤

為替リスクについて

⾦利変動リスクについて

預⾦等との違いについて

お客さまにご負担いただく費⽤について

＊2

契約⽇から解約⽇（移⾏⽇または介護年⾦の年⾦⽀払開始⽇）までの年数が10年未満の場合には、契約⽇からの経過年数に応じた解
約控除率（6％〜0.6％）を⼀時払保険料に乗じ、その⾦額（解約控除額）を市場⾦利の変動状況を反映させて計算した市場調整価
格から控除します。なお、円建終⾝保障への移⾏後に介護年⾦へ移⾏する場合には、解約控除はかかりません。

初期死亡円保証特約による
保証期間中

保証期間中、死亡保険⾦を円で最低保証するための費⽤を積⽴⾦から控除します。この費⽤は、被保険者の年齢および性別等によって異
なるため、その計算⽅法は表⽰することができません。

＊1 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。

外貨⼊⾦特約*1により、保険料を契約通貨と異なる外貨で⼊⾦する場合の外貨⼊⾦特約レートは、（契約通貨の仲値（TTM）
+25銭）÷（払込通貨の仲値（TTM）-25銭）で計算されたレートとなります。
円⽀払特約により保険⾦等を円で受取る場合、介護年⾦を円で受取る場合、または円建終⾝保障へ移⾏する場合の円⽀払特約
レート（TTB）は、仲値(TTM)に対して50銭を差引いたレートとなります。

保険関係費とは、新契約の締結に必要な費⽤として新契約費率、保険契約の維持に必要な費⽤として維持費率、運⽤債券の債
務不履⾏に備えるための信⽤コスト率をいいます。

年⾦⽀払期間中*2

解約・円建終⾝保障または
介護年⾦への移⾏時

項⽬

MSPL-1903-B-0310-00

遺族年⾦⽀払特約、介護年⾦移⾏特約または年⾦移⾏特約の年⾦⽀払期間中を指します。

■ 本商品の主なリスク
●

●

●

費⽤

※

なし
保険期間中に適⽤される積⽴利率は、契約通貨および積⽴利率適⽤期間に応じて、指標⾦利の－1.0%〜＋1.5％の範囲で三井
住友海上プライマリー⽣命が定める利率から、保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。なお、この積⽴利率は、契約⽇、更改⽇、契
約通貨、積⽴利率適⽤期間によって異なります。

⼀時払保険料の振込み、保険⾦等の受取りを外貨で⾏う場合、送⾦⼿数料、⼝座引出⼿数料等の費⽤が別途必要となる場合があ
ります。また、当該費⽤は取扱⾦融機関によって異なります。

⼀時払保険料を契約通貨と異なる通貨で⼊⾦する場合のレートと保険⾦等を円で受取る場合、または円建終⾝へ移⾏する場合のレー
トは、仲値（TTM）に対し、次のとおりとなります。

この保険は、三井住友海上プライマリー⽣命を引受保険会社とする⽣命保険商品です。預⾦とは異なり、元本保証はありません。また、預⾦保険制
度ならびに投資者保護基⾦の対象になりません。

この保険は、⼀時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険⾦、解約払戻⾦、介護年⾦等(以下、保険⾦等)受取時の通貨が
⼀時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険⾦等を⼀時払保険料の払込通貨で換算し
た場合の⾦額が、ご契約時にお払込みいただいた⾦額を下回る可能性があり、損失が⽣じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場
合（契約時の為替レートと同じ）でも、為替⼿数料分の負担が⽣じます。

この保険を解約、円建終⾝保障または介護年⾦へ移⾏する場合、運⽤資産（債券など）の価値の変化を解約払戻⾦や介護年⾦の年⾦原資
（以下、解約払戻⾦等）に反映させるため、市場⾦利に連動した市場調整を⾏うことにより解約払戻⾦等が⼀時払保険料を下回る可能性があ
り、損失が⽣じるおそれがあります。具体的には、契約時点よりも市場⾦利が⾼くなると市場価格は下落し、逆に、契約時点よりも市場⾦利が低くな
ると市場価格は上昇します。したがって、解約払戻⾦等は市場⾦利の状況により増減することとなります。なお、円建終⾝保障への移⾏後に介護年
⾦に移⾏した場合には、市場調整は⾏われません。
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