
もしもに備える かしこく備える

2020年８月改訂

<引受保険会社>

米国ドル建終身保険
（低解約返戻金型）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、
9・10ページを
ご確認ください。
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1.まもる
“万が一”のときのために …………… 3ページ

米国ドル建終身保険（低解約返戻金型）で
できること

2.たのしむ
“セカンドライフ”のために ………… 4ページ

3.そなえる
もしもの“三大疾病”のために …… 5、6ページ

人生にリスクはつきもの
備えるチカラ が今の私に必要です

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。



※ 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。

万が一 人生100年

ご注意

－3－ －4－

■ 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 8,880 4,230 47.6
10年 40歳 100,000 17,760 11,190 63.0
15年 45歳 100,000 26,640 17,780 66.7
20年 50歳 100,000 35,520 25,090 70.6
25年 55歳 100,000 44,400 33,190 74.7
30年 60歳 100,000 53,280 42,240 79.2
35年 65歳 100,000 53,280 65,800 123.4
40年 70歳 100,000 53,280 71,520 134.2
45年 75歳 100,000 53,280 77,360 145.1
50年 80歳 100,000 53,280 82,870 155.5
55年 85歳 100,000 53,280 87,540 164.3
60年 90歳 100,000 53,280 91,230 171.2

※ 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。

※ 表中のＣの項目に「＊」印が表示されている場合は、低解約返
戻金期間中（低解約返戻金割合70％）の解約返戻金額を表示し
ています。

※ 低解約返戻金期間満了直後の契約応当日における解約返戻金額
は、60,340米ドルです。

※ 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。

　　　　　    を見据えた資金計画を立てることが大切です。

● 楽しむためのお金と必要な支出（年間）

 ＜（公財）日本生産性本部「レジャー白書2019」、総務省「家計調査年報（平成30年）」＞

　　　　  のときにご家族を守るための資金。あなたは準備できていますか？

● 世帯主が万一の場合に必要と考える家族の生活資金総額

  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、9・10ページ

一生涯の保障を「米ドル建」で準備できる保険です。
また、低解約返戻金型なので保険料が割安です。

保険料払込期間満了後の解約返戻金を、 
セカンドライフに活用することも可能です。

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）：148.00米ドル（1米ドル＝100円と仮定した場合の円換算保険料：14,800円）

低
て い か い や く へ ん れ い き ん が た

解約返戻金型 の保険とは…
低解約返戻金期間中の解約返戻金を低く抑える かわりに、保険料を割安 にした保険のことです。

?

＜（公財）生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」＞

（＊）サンプル毎の総額（年間必要額×必要年数）
の平均値として算出しています。

  住宅改築

  車の買い替え

  田舎暮らし

  海外移住

8ページ「低解約返戻金期間中の解約返戻金額について」をあわせてご認確ください。

▲

▲

保険料払込期間（低解約返戻金期間）

解約返戻金

一
生
涯
保
障

死亡・高度障害保険金
100,000 米ドル

▲
30歳

（ご契約）

▲
60歳

（保険料払込期間満了）

万が一、死亡または高度障害状態
になられた場合、死亡・高度障害
保険金をお受取りいただけます。

解約された場合、解約
返戻金をお受取りいた
だけます。

1.まもる 2. たのしむ

30歳　▶ご契約

保険料　▶払込満了

約30.9万円 約16.3万円 約15.8万円

約10.4万円 約4.5万円 約11.6万円

＊
＊
＊
＊
＊
＊

社会保険料 こんな使いみちも…

所得税などの税金

ゴルフ
（練習場・コース）

海外旅行

ペット
（遊ぶ・世話する）

国内観光旅行
（避暑・避寒・温泉など）

準備しておきたい金額
世帯主が万一の場合の

家族の必要生活資金総額（＊）

保険で準備している金額
世帯主の平均加入普通死亡保険金額

（全生保・平均値）

5,560万円

1,406
万円

4,154万円の差額

準備しておきたい金額の 約4分の 1
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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
（主契約）

米ドル

D.解約返戻金
（特約）

米ドル

E.解約返戻率
（C+D）÷B

約　  ％

10年 40歳 100,000.00 19,983.60 7,833.00 4,329.00 60.8

20年 50歳 100,000.00 39,967.20 17,563.00 9,426.00 67.5

30年 60歳 100,000.00 59,950.80 29,568.00 15,420.00 75.0

35年 65歳 100,000.00 59,950.80 46,060.00 23,409.00 115.8

40年 70歳 100,000.00 59,950.80 50,064.00 24,669.00 124.6

45年 75歳 100,000.00 59,950.80 54,152.00 25,761.00 133.2

50年 80歳 100,000.00 59,950.80 58,009.00 26,679.00 141.2

55年 85歳 100,000.00 59,950.80 61,278.00 27,489.00 148.0

60年 90歳 100,000.00 59,950.80 63,861.00 28,173.00 153.5

※ 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。

※ 表中のCおよびDの項目に「＊」印が表示されている場合は、低
解約返戻金期間中（低解約返戻金割合70％）の解約返戻金額を表
示しています。

※ 低解約返戻金期間満了直後の契約応当日における解約返戻金額
は、主契約42,238米ドル、特約22,029米ドルです。

※ 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・払込保険料累計・解約返戻金推移表

（イメージ）

■ 特徴としくみ図

のリスクは、働き盛りの40歳代から増加していきます。

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 
●[主契約] 死亡・高度障害保険金：70,000米ドル 
●[特　約] 特約特定疾病・特約死亡・特約高度障害保険金：30,000米ドル 
●月払保険料（口座振替扱）：166.53米ドル（1米ドル＝100円と仮定した場合の円換算保険料：16,653円）

●特約特定疾病保険金：三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）により、所定のお支払事由に該当されたとき、
お受取りいただけます。

●特約死亡・高度障害保険金：死亡・高度障害状態になられたとき、原因が三大疾病でなくてもお受取りいただけます。
●保険料払込期間満了後の解約返戻金：三大疾病や死亡・高度障害の保障にかえて、活用することも可能です。

■ 特約特定疾病保険金のお支払事由
▼ 次のいずれかに該当された場合、特約特定疾病保険金をお受取りいただけます。

がん（悪性新生物） 急性心筋梗塞 脳卒中

がんの責任開始期以後、初めてがん（悪性新
生物）にかかったと医師によって診断確定さ
れたとき
（がんの責任開始期とは、責任開始日からその
日を含めて90日目の日の翌日をいいます。）

＜次のいずれかに該当された場合＞
・ 急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受
けた日からその日を含めて60日以上、労働
の制限を必要とする状態が継続したと医師
によって診断されたとき

・ 急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、
病院または診療所で公的医療保険の医科診
療報酬点数で算定される手術を受けたとき

＜次のいずれかに該当された場合＞
・ 脳卒中により初めて医師の診療を受けた日
からその日を含めて60日以上、言語障害な
どの他覚的な神経学的後遺症が継続したと
医師によって診断されたとき

・ 脳卒中の治療を直接の目的として、病院ま
たは診療所で公的医療保険の医科診療報酬
点数で算定される手術を受けたとき

[対象]
悪性新生物（上皮内新生物、悪性黒色腫以外
の皮膚癌は対象外）

[対象]
虚血性心疾患のうち、
急性心筋梗塞（狭心症などは対象外）

[対象]
脳血管疾患のうち、
くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞

※特約特定疾病保険金・特約死亡保険金・特約高度障害保険金の
いずれかをお受取りいただいた場合、この特約は消滅し、以後
の保障はなくなります。

※癌の進行度を示す指標（＊）においてステージ０（０期）の病期分
類となっている疾病は、特約特定疾病保険金のお支払対象では

ありません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌（非浸潤性乳管
癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等）や大腸の粘
膜内癌等は、特約特定疾病保険金のお支払対象ではありません。
（＊）癌の進行度を示す指標：国際対がん連合（UICC）により発行さ

れた「TNM悪性腫瘍の分類」のことをいいます。

三大疾病

● 三大疾病の年齢階級別の総患者数

※悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中（くも膜下出血、脳内出血、
脳梗塞）の患者数の合計

<厚生労働省 「平成29年患者調査」をもとにジブラルタ生命作成＞

総患者数の
4人に1人が
現役世代（＊）

（＊）20～64歳

（＊）この特約におけるがんの保障については、この特約の責任開始日（責任開始期の
属する日）からその日を含めて90日目の日の翌日からとなります。

「米国ドル建特定疾病保障終身保険特約（低解約返戻金型）」を付加することで
三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）の
保障も準備できます。

「米国ドル建特定疾病保障終身保険特約（低解約返戻金型）」を付加した場合

8ページ「低解約返戻金期間中の解約返戻金額について」をあわせてご認確ください。

▲

▲

▲

▲ 解約返戻金

死亡・高度障害保険金

特約特定疾病保険金
（または特約死亡・特約高度障害保険金）

がんの
責任開始期（＊）

がん以外の
責任開始期

待ち期間
（90日）

解約返戻金

保険料払込期間（低解約返戻金期間）
▲
ご契約

▲
保険料払込期間満了

一
生
涯
保
障

治療費の
支出

収入の
減少・途絶

看病・看護

3. そなえる

主 契 約 と 特 約 は、
ニーズに合わせて
それぞれ保険金額を
設定いただけます。
※ジブラルタ生命所定の
範囲内でのお取扱いと
なります。

30歳▶ご契約

保険料 ▶払込満了

＊

＊

＊

＊

＊

＊

三大疾病になったとき不安なこと
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※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。

「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
保険金や解約返戻金を
「年金」でお受取りいただけます。 ● 低解約返戻金期間は、保険料払込期間と同一であ

り、その期間中の解約返戻金額は、この保険また
は特約を低解約返戻金型としなかった場合の解約
返戻金額の70％に相当する金額となります。円
で受取る場合には、さらに為替変動の影響も受け
ることとなります。

● 保険料払込期間（低解約返戻金期間）満了後の解
約返戻金額は、この保険または特約を低解約返戻
金型としなかった場合の解約返戻金額と同額にな
ります。

<参考>
● 日米の10年国債利回り推移
アメリカの長期金利は日本よりも相対的に高い水準で推移しています。

● 米ドルの為替レートの推移
為替相場は常に変動していますが、
通貨交換のタイミングを分散させることで為替リスクの軽減が期待できます。

※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＞

低解約返戻金期間中の解約返戻金額について受取方法
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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

選べる年金種類

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

特約保険料は
必要

ありません

1993年1月～2020年5月の為替レート
平均 最大値 最小値

108.07円 143.85円 76.14円
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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（＊5） 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

（＊5）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％（＊）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

（＊）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。

※ 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（＊2）

-0.01円（＊2）

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）（＊1）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）（＊4）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）（＊3）

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

（＊1）一般的にお客さまが円を米ドルに換える際のレート
（＊2）2020年 8月 3日現在。 将来変更される可能性もあります。
（＊3) 銀行間の取引レート（為替相場の基準値）
（＊4）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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●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
0～69歳 80歳まで

契約年齢範囲（被保険者） 保険料払込期間
0～69歳 10年
0～65歳 15年
0～60歳 20年
0～55歳 25年
0～50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
・米国ドル建特定疾病保障終身保険特約（低解約返戻金型）
・介護前払特約
・保険金等の支払方法の選択に関する特約（＊）

（＊）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。

 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。




