
大切な将来に向けて安心を積み上げる

2020年 8月改訂

<引受保険会社>

幸せのつながり
米国ドル建終身保険 無配当

Ⓡ

この保険には、為替リスクおよびお客さまに
ご負担いただく費用があります。ご注意

ください

詳しくは、
5・６ページを
ご確認ください。
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「自分らしい人生」を送るために望むこと

万一のとき、遺された家族に
生活の心配をさせたくない

米ドル建の
資産も形成したい

子や孫に
幸せな人生を歩んでほしい

退職後に行ってみたかった場所へ
旅行したい
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大切な子や孫のために遺したいもの

相続に関する意識調査
【子どもに財産を残したいか】

子どもに「財産を残したい」と考えて
いる親が8割以上を占めています。

また、「なるべく多くの財産を残した
い」とする人の割合が増えてきてい
ます。

< エフピー教育出版「サラリーマン世帯生活意識調査」>

日米の10年国債利回り と 米ドルの為替レート の推移

◦日米の10 年国債利回り推移

◦米ドルの為替レートの推移

※上記は1993年1月～2020年5月の月初（1日）の利回り・為替レートをもとに作成しています。
※上記は過去の数値を示したもので、将来における利回り・為替相場を保証または示唆するものではありません。

<Bloomberg の情報に基づきジブラルタ生命で作成 >

このパンフレットには、商品のしくみや特徴をわかりやすくご案内するために商品の概要を記載しています。
商品の詳細については、必ず『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』をご覧ください。
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ご注意

－3－ －4－

一生涯の保障を準備できるだけでなく、
「米ドル」による資産形成も可能な保険です

死亡されたときに 死亡保険金 を、
高度障害状態になられたときに 高度障害保険金 をお受取りいただけます。

一生涯の保障にかえて解約返戻金を セカンドライフに活用 することも可能です。

「保険金等の支払方法の選択に関する特約」を付加することで

保険金または解約返戻金の全部または一部を「年金」としてお受取りいただけます。

１

3

2

ご契約例 ◦契約年齢（被保険者）：30歳（男性） ◦保険期間：終身
 ◦保険料払込期間：60歳まで ◦死亡・高度障害保険金：100,000米ドル

 ◦月払保険料（口座振替扱）：165.60米ドル（1米ドル＝100円と仮定した場合の円換算保険料：16,560円）
（イメージ）

※死亡保険金および高度障害保険金は重複してお支払いしません。
※この保険の保険料は、ご契約時における予定利率（2020年8月3日時点で年2.5%（＊））

およびその他ジブラルタ生命所定の基礎率等を用いて計算しています。
予定利率とは、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引く際に用いる利率のことをいいます。
なお、この保険に適用される予定利率はいわゆる利回りとは異なります。

（＊）保険料払込期間が10年未満の場合は年2.3%となります。

  為替リスクがあります
為替相場の変動により、保険金等の受取時の円換算額
が、円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることが
あり、損失が生じるおそれがあります。

  所定の費用・手数料がかかります
為替交換時（外貨⇔円）には為替交換手数料がかかりま
す。その他、ご契約にかかる費用が発生する場合があり
ます。

▶▶詳しくは、5・6ページ

 保険金等の受取方法について

■ 保険金・払込保険料累計・解約返戻金推移表（3ページに記載の ご契約例 の場合）

経過年数 年齢 Ａ.死亡・高度障害保険金
米ドル

B.払込保険料累計
米ドル

C.解約返戻金
米ドル

D.解約返戻率
約（C÷B）％

 5年 35歳 100,000 9,936 6,040 60.7
10年 40歳 100,000 19,872 15,990 80.4
15年 45歳 100,000 29,808 25,400 85.2
20年 50歳 100,000 39,744 35,840 90.1
25年 55歳 100,000 49,680 47,420 95.4
30年 60歳 100,000 59,616 60,340 101.2
35年 65歳 100,000 59,616 65,800 110.3
40年 70歳 100,000 59,616 71,520 119.9
45年 75歳 100,000 59,616 77,360 129.7
50年 80歳 100,000 59,616 82,870 139.0
55年 85歳 100,000 59,616 87,540 146.8
60年 90歳 100,000 59,616 91,230 153.0

※ 経過年数は、契約日から毎年の契約応当日までの年数を、年齢は契約応当日における被保険者の年齢を表示しています。
※ 払込保険料累計・解約返戻金は、毎年の契約応当日の前日における金額を表示しています。
※ 実際の解約返戻金額等は、払込方法<回数>、経過年月数、払込年月数等によって、表中の金額とは異なる場合がありますのでご注意ください。

「保険金等の支払方法の選択に関する特約」を付加することにより、
保険金や解約返戻金を「年金」で受取ることができます。

※年金額は、年金基金設定時の予定利率等により計算されます。
※上記の年金受取りに加えて、据置受取りもご選択いただけます。
※「保険金等の支払方法の選択に関する特約」について、詳しくは『ご契約のしおり・約款』をご覧ください。

 「米国ドル建終身保険」の特徴としくみ

特約保険料は
必要

ありません

▲
30歳

（ご契約）

▲
60歳

（保険料払込期間満了）

死亡・高度障害保険金
100,000米ドル

解約返戻金

一
生
涯
保
障

保険料払込期間

指定した年金支払期間に応
じた年金額をお受取りいた
だけます。

確定年金
（年金支払期間指定型）

決まった期間
受取りたい

指定した年金額を一定期間
お受取りいただけます。

確定年金
（年金額指定型）

決まった金額を
受取りたい

年金受取人が生存されている場
合、年金を受取り続けることが
できます。

保証期間：
5年・10年・15年・20年（ ） （ ）

保証期間付
終身年金

生きている限り
ずっと 受取りたい

年金受取人またはその配偶者が
生存されている場合、年金を受
取り続けることができます。

保証期間：
5年・10年・15年・20年

保証期間付
夫婦連生終身年金

夫婦のどちらかが
生きている限り
ずっと 受取りたい

選べる年金種類

30歳　▶ご契約

保険料　▶払込満了
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■ 「円」でお取扱いする場合の為替レートについて
特　約 対　象 換算基準日 適用する為替レート

1  円換算
 払込特約

第1回保険料 保険料払込日（着金日）の前日

円入金用の為替レート第2回以後の保険料 保険料払込日の属する月の前月末日

前納保険料（＊7） ジブラルタ生命受領日（着金日）

2  円換算
 支払特約

保険金・解約返戻金

所定の必要書類をジブラルタ生命にて受理した日の前日

円支払用の為替レート

介護前払特約による介護年金

保険金等の支払方法の選択に
関する特約による据置支払

据置期間満了前

据置期間満了時 据置期間満了日の前日

保険金等の支払方法の選択に関する特約による
年金（年金原資が米ドル建の場合） 年金支払日の前日

3  円換算
 貸付特約

契約者貸付
借り入れ 所定の必要書類をジブラルタ生命にて受理した日の前日 円支払用の為替レート

返済
返済日の前日 円入金用の為替レート

自動振替貸付の返済

（＊7）将来の保険料の全部または一部を前もってお払込みいただくことができます（前納）。詳しくは『ご契約のしおり・約款』をご覧ください。
※上記の換算基準日が、指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前の営業日とします。

この保険は米ドル建であり、米ドルを円に換算するときに為替相場の変動による影響を受けます。
したがって、保険金額等（米ドル）を円に換算した場合の金額が、
お払込みいただいた保険料総額（円）を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。

◦ この保険にかかる為替リスクは、契約者および受取
人に帰属します。

◦ 円で保険料等をお払込みいただく場合の為替レートと円で保
険金・解約返戻金をお受取りになる場合等の為替レートに

は為替交換手数料が含まれています。したがって、為替相場
に変動がない場合でも、お受取りになる円換算の金額
がお払込みになった円換算の金額を下回ることが
あり、損失が生じるおそれがあります。

◦保険関係費用
お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締
結・維持、死亡保障等にかかる費用等に充てられ、それらを
除いた金額が積立金等で運用されます。また、ご契約後も定
期的に保険契約の締結・維持、死亡保障等にかかる費用等が
控除されます。なお、これらの費用については、契約年齢等
によって異なるため、一律には記載できません。

◦外国通貨の取扱いによりご負担いただく費用
【円で保険料等をお払込みいただく場合の費用】

ジブラルタ生命所定の為替レートには為替交換手数料
（0.5円（＊1）／1米ドル）が含まれています。
【円で保険金・解約返戻金をお受取りになる場合等の費用】

ジブラルタ生命所定の為替レートには為替交換手数料
（0.01円（＊1）／1米ドル）が含まれています。
【米ドルで保険金・解約返戻金をお受取りになる場合等の費用】

お取扱いの金融機関により、ジブラルタ生命が負担する送
金手数料とは別に、お客さま負担となる諸手数料が必要な
場合があります。（金融機関ごとに諸手数料は異なるため、
一律に記載できません。詳しくは取扱金融機関にご確認く
ださい。）

◦保険金・解約返戻金を年金で受取る場合にご負担
いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0％（＊1）を年金支
払日の年金原資から控除します。
※「保険金等の支払方法の選択に関する特約」によるお取扱い

◦解約（減額）の際にご負担いただく費用
契約日から経過10年未満かつ保険料払込期間中に解約（減
額）された場合、解約（減額）する責任準備金額から経過年数
に応じた所定の金額（解約控除（＊2））をご負担いただきます。

（＊1） 2020年8月3日現在の費用です。将来変更される可能
性もあります。

（＊2） 解約控除の金額は契約年齢・性別・保険料払込期間・保
険料払込方法<回数>・保険金額等により契約ごとに異
なるため、その数値や計算方法を記載できません。

※ ジブラルタ生命所定の為替レートは、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行の為替レートを基準としています。
また、TTMとTTS ・ TTBとの幅は各金融機関によって異なります。

※換算の基準となる日が、指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前の営業日とします。
※TTSまたはTTBは、1日のうちに公示の変更があった場合、その日の最初の公示値とします。

■ ジブラルタ生命所定の為替レートについて

■ 「円」でお取扱いする場合の為替レートは、次の方法でご確認いただけます
ジブラルタ生命コールセンター

0120--7
ナ ン

8
バ ー

--2
ジ ブ

26
ロ ッ ク

9
  （通話料無料）

[受付時間]
平日 9：00～18：00
土曜 9：00～17：00

（日・祝・12/31～1/3を除く）

インターネット（ホームページ）

https://www.gib-life.co.jp/
営業日ごとに、当日午前0時に公開します。

必ずご一読ください

 為替リスクについて（「円」でお取扱いする際の注意事項）

 ご契約にかかる費用について

1  「円」でお払込みいただく
保険料 は、お払込みのたびに
毎回変動（増減）します。

（円換算払込特約）

2  「円」で 保険金・解約返戻金
等をお受取りになる場合、
お受取金額は変動します。

（円換算支払特約）

3  「円」での 貸付金 のお受取り
または 元利金 のご返済を
される場合、お受取金額または
ご返済金額は変動します。

（円換算貸付特約）

※上記の数値はあくまで為替レートの変動をわかりやすく説明するための例示であり、実際の数値とは異なります。

1米ドル＝100円の時
1米ドル＝120円の時

1米ドル＝  80円の時例）毎月の払込保険料

1,000米ドル

円高

円安

80,000円

120,000円
100,000円

+0.5円（＊4）

-0.01円（＊4）

お客さま ジブラルタ生命

ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTS（対顧客電信売相場）（＊3）を上限とします。

ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTB（対顧客電信買相場）（＊6）を下限とします。

円入金用の
為替レート

ジブラルタ生命が指標として指定する銀行の
TTS を上回らない所定の換算レート

円支払用の
為替レート

ジブラルタ生命が指標として指定する銀行の
TTB を下回らない所定の換算レート

適用する為替レートの基準値

＝

ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM（対顧客電信仲値）（＊5）

お払込み

●保険料のお払込み

●貸付金の元利金返済

お受取り
●保険金・解約返戻金等
　のお受取り

●貸付金のお受取り

（＊3）一般的にお客さまが円を米ドルに換える際のレート
（＊4）2020 年 8 月 3 日現在。 将来変更される可能性もあります。
（＊5) 銀行間の取引レート（為替相場の基準値）
（＊6）一般的にお客さまが米ドルを円に換える際のレート

米ドル￥ ＄

米ドル￥ ＄

外貨建保険にかかる、為替リスクおよびお客さまにご負担いただく費用については、
　動画　でもご確認いただけます。



＜募集代理店＞ ＜引受保険会社＞

ジブラルタ生命保険株式会社
本社／〒 100-8953 東京都千代田区永田町 2-13-10

0120--7
ナン バー

8--2
ジ

2
ブ

6
ロ ッ ク

9（通話料無料）
【ジブラルタ生命のホームページ】https://www.gib-life.co.jp/
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 お取扱いについて

・契約概要
ご契約のお申込みを検討いただく際に、保険商品の内容な
どをご理解いただくために必要な情報を記載したものです。

・注意喚起情報
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事
項を記載したものです。

・ご契約のしおり・約款
ご契約についての大切な事項（「契約申込の撤回など
（クーリング・オフ）」、「健康状態・職業などの告知義務」
などについて）およびご契約者に必要な保険の知識を記
載したものです。

●このパンフレットに記載している様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、
ジブラルタ生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。

●この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。

募集代理店の販売の担当者（生命保険募集人）は、お客さま
とジブラルタ生命の保険契約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、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、ジブラ
ルタ生命が承諾したときに有効に成立します。

●生命保険募集人について

●ご契約の際には『契約概要』『注意喚起情報』『ご契約のしおり・約款』を必ずご覧ください。

●契約年齢範囲・保険料払込期間
保険料払込期間は、年齢または年数で設定いただけます。
契約年齢範囲（被保険者） 保険料払込期間

0～45歳 55歳まで

0～50歳 60歳まで

0～55歳 65歳まで

0～60歳 70歳まで

0～65歳 75歳まで

0～70歳 80歳まで

0～75歳
85歳まで

終身払

契約年齢範囲（被保険者） 保険料払込期間

0～75歳

 5年

10年

15年

0～70歳 20年

0～65歳 25年

0～60歳 30年

●保険料払込方法＜回数＞
月払・半年払・年払

●付加できる主な特約
・リビング・ニーズ特約
・指定代理請求特約
・疾病障害による保険料払込免除特約
・介護前払特約（＊1）
・保険金等の支払方法の選択に関する特約（＊2）

（＊1）保険料払込期間が終身払の場合は付加できません。
（＊2）ご契約時に付加することはできません。

※ 詳しくは『ご契約のしおり・約款』をご覧ください。




