２０２０年５月１日

「新型コロナウイルス感染症」に関する災害死亡保険金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
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、
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、約款・特約条項を改定し、災害死亡保険金の支払対象となる感染症の範
囲に「新型コロナウイルス感染症」を追加するお取扱いを実施いたしますので、以下のとおりお知らせいたします。

１．取扱いの内容
○災害死亡保険金の支払対象となる感染症の範囲を拡大し、「新型コロナウイルス感染症※１」を直接の原
因としてお亡くなりになった場合、災害死亡保険金をお支払いします。
○死亡保険金ご請求時の必要書類（請求書・死亡診断書等）に記載された病名等で、災害死亡保険金のお
支払いを判断します。
２．適用時期など
○２０２０年２月１日以降に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因としてお亡くなりになった場合に、上
記取扱いを適用※２いたします。
○現在ご契約いただいているご契約を含めて適用いたします。なお、お客さまによるご契約内容変更のお
手続きは不要です。
３．対象となる商品
○災害死亡保険金をお支払いする全商品が対象となります。対象となる商品につきましては、別紙１をご参
照ください。
〇対象となる約款、特約条項の新旧対比表、対象となる約款、特約条項は別紙２をご参照ください。

※１ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に定める
新型コロナウイルス感染症をいいます。
※２ 新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条
第２項、第３項または第４項の疾病に指定された場合（「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」に
指定された場合）、その指定が解除された日以降は、対象外となります。
以 上

＜本件に関するお問合わせ先＞
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 経営企画部 広報担当 電話 ０３－３２７９－９００１
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別 紙１

対象となる商品
商品正式名称

商品名称

変額個人年金保険

・PRIMARY

（災害死亡１０％型）

・夢咲かせ

変額個人年金保険
（災害死亡５０％型）
変額個人年金保険
（災害死亡１０％・解約控除免除型）
変額個人年金保険
（災害死亡２０％・介護保障型）
変額個人年金保険（災害死亡３０％型）

・倶楽部オーキッド GW
・ライフデッサン
・藍・彩・花
・DIGNITY
・生涯快晴
・ダブルウィング
・ブリリアントエージ STB
・MS プライマリー投資型年金（年金原資保証型）u
・スペクタクル
・PREVALENT
・Reliable

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
・スィートハーモニーSTB
・Sweet Memory
・CRESCER
・CREDENCE
・悠悠紀行
・未来航路
・未来航路 Next
・スィート＆スィート
・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

・スィート＆スィート STB AG シリーズ

変額個人年金保険（２００５）

・Broadway
・Broadway Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型
・Broadway Ⅱ
・Broadway Ⅲ
・Sweet Smile
・未来航路 Two
・スィート＆スィート Two

変額個人年金保険（２００５）
＜年金総額保証型特別勘定年金特約／
保証金額付特別勘定終身年金特約＞

・Marvelous
・Broadway（年金受取総額保証プラン）
・Broadway（早期受取終身年金プラン）
・スィート＆スィート STB（年金受取総額保証プラン）
・スィート＆スィート STB（早期受取終身年金プラン）
・Sweet Smile

変額個人年金保険（２００５）

・未来航路 Two プレミアム

＜保証金額付特別勘定終身年金特約／加算年

・未来航路 Two プレミアム TT

金 1 年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金

・スィート＆スィート Two プレミアム

特約／年金総額保証型特別勘定年金特約＞

・Sweet Smile
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商品正式名称
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）
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＞

商品名称
・百花凛々
・フローラル
・スィート＆スィート STB LG シリーズ
・百花凛々 プレミアム
・フローラル プレミアム
・Broadway Ⅲ LG 型
・Marvelous Ⅱ
・Marvelous Ⅲ
・エバーリーフ

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）

・エバーリーフセレクト
・エバーリーフ セレクト ネオ
・記・年・樹
・記・年・樹Ⅱ
・スィート＆スィート LG ネクスト
・プライムウェイ LG 型

加算年金 1 年更新特則付特別勘定終身年金
特約（０７）付変額個人年金保険（２００５）
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）＞
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）

・Orchard
・Orchard TT
・アグレスタ
・Broadway LG 型
・Broadway Ⅱ LG 型
・スィート＆スィート STB LG シリーズ
・My Design
・Over Drive
・Over Drive TT
・Destination
・かがやき、つづく

目標設定特則付一般勘定移行型変額終身保険

・かがやき、つづく２
・三井住友プライマリー投資型終身保険（ターゲット型）

死亡保障充実特約付通貨選択利率更改型終身
保険

・プライムハート

積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行

・えがお、ひろがる

型変額終身保険

・BLOOMING LIFE
・プライムチャンス

通貨選択一般勘定移行型変額終身保険

・ラップギフト
・おもい、ふくらむ

目標設定円建終身移行特約付利率更改型終身

・しあわせの架け橋（ニュージーランド）

保険（通貨選択型）

・しあわせ、ずっとＮＺ

通貨選択利率更改型逓増終身保険

・おおきな、まごころ
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別 紙２
対象となる約款、特約条項の新旧対比表
改定後
（前略）
第〇条△項●号
責任開始時以後に発病した特定感染症（別表３）
（中略）

改定前
【ケース１】
（前略）
第〇条△項●号
責任開始時以後に発病した感染症の予防及び感染症

別表３ 特定感染症

の患者に対する医療に関する法律第６条第２項から

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

第４項に規定する疾病（1999 年４月１日現在）※

る法律（平成十年十月二日法律第百十四号）第６条第 （以下略）
２項から第４項または第８項に規定する疾病のうち 【ケース２】
次のもの

（前略）

(1) エボラ出血熱

第〇条△項●号

(2) クリミア・コンゴ出血熱

責任開始時以後に発病した特定感染症（別表３）

(3) ペスト

（中略）

(4) マールブルグ病

別表３ 特定感染症

(5) ラッサ熱

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

(6) 急性灰白髄炎

る法律（平成十年十月二日法律第百十四号）に規定す

(7) コレラ

る疾病のうち次のもの

(8) 細菌性赤痢

(1) エボラ出血熱

(9) ジフテリア

(2) クリミア・コンゴ出血熱

(10) 腸チフス

(3) ペスト

(11) パラチフス

(4) マールブルグ病

(12) 腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ157）

(5) ラッサ熱

(13) 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコ

(6) 急性灰白髄炎

ロナウイルス(令和２年１月に、中華人民共和国

(7) コレラ

から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を

(8) 細菌性赤痢

有することが新たに報告されたものに限る。)で

(9) ジフテリア

あるものに限る。
）

(10) 腸チフス

（以下略）

(11) パラチフス
(12) 腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ157）
（以下略）

※1999 年４月１日時点の同法第６条第２項から第４項に規定する疾病は、ケース２に規定する(1)から(12)
の疾病と同じです。したがって、支払対象となる疾病はケース１、ケース２共に同様です。
（注）契約日・普通保険約款・特約条項によりケース１の場合、ケース２の場合があります。また、該当す
る条・項・号は各普通保険約款・特約条項・契約日により異なるため、〇、△、●と表記しています。
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対象となる約款、特約条項
普通保険約款・特約条項の別
普通保険約款

名称
・変額個人年金保険（災害死亡１０％型）
・変額個人年金保険（災害死亡５０％型）
・変額個人年金保険（災害死亡１０％・解約控除免除型）
・変額個人年金保険（災害死亡２０％・介護保障型）
・変額個人年金保険（災害死亡３０％型）
・新変額個人年金保険
・変額個人年金保険（２００５）
・一般勘定移行型変額終身保険
・通貨選択一般勘定移行型変額終身保険

特約条項

・目標設定円建終身移行特約条項
・円建定額終身移行特約条項

MSPL-2004-D-0032-00

