
お子さまの
夢を応援す

る

米国ドル建
保険

生 存 給 付 金 特 則 付 米 国ドル 建 終 身 保 険［ 無 配 当 ］

くわしくは・・・

保険料例（月払・口座振替扱）保険金額70,000米国ドルの場合 ［保険期間：終身 保険料払込期間：20歳まで］  2020年8月3日現在

生存給付金について

◆この保険には生存給付金特則が付加されています。
◆生存給付金額は、被保険者が17歳の契約応当日（契約日と同じ月日）以後最初に到来する生存給付金
支払日においては死亡保険金額の15％、被保険者が18、19、20歳の契約応当日以後最初に到来する
生存給付金支払日においては死亡保険金額の5％となります。
◆生存給付金はお支払事由が生じたときから、当社所定の利率により自動的に据置かれます。なお、契約
者から支払請求があったときは一部または全部を、最後に到来する生存給付金支払日から10年が経過
したときは全部をお支払いします。
◆生存給付金特則を解約することはできません。

男性

契約年齢（被保険者）
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳

女性

高額割引制度について
◆ご契約の保険金額が5万米国ドル以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されます。

契約年齢等について

その他
◆このパンフレットに記載されている主契約および特約はすべて無配当です。

※契約形態・保険料払込期間等によりお取扱いが異なる場合があります。
契約年齢範囲（被保険者）

０～１０歳 
保険料払込方法
月払・半年払・年払

※ご契約からの経過期間、あるいは貸付金の有無等により、お取扱いできない場合があります。

保険料の自動振替貸付1 延長定期保険2 払済保険3 保険金額等の減額4

一時的に保険料のご都合が
つかないとき

▼

保険料のお払込みをやめて、
ご契約を続けたいとき

▼

保険料のご負担を軽くして
ご契約を続けたいとき

▼

こんなときには、こんな方法が…

◆取扱範囲

単位：米国ドル
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Gi-J-2020-184（YK:2023.9.30）見やすいユニバーサルデザイン

フォントを採用しています。

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

コールセンター 0120-37-2269（通話料無料）
ミ    ナ     ジ   ブ    ロック

ジブラルタ生命のホームページ
ジブラルタ生命は
ベルマーク運動に
協賛しています

ご注
意ください 外貨建保険にかかる為替相

場の変動リスク等やご契約
にかかる費用について、動画
でご確認いただけます。

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。
詳しくは5・6ページをご確認ください。

2020.8改訂
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出典：Bloombergの情報に基づき当社で作成※このグラフは過去の数値を示したもので、将来を示唆するものではありません。

当パンフレットには、商品の仕組みや特徴をわかり易くご案内するために商品の概要を記載してい
ます。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。
なお、当パンフレットに記載している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、
当社所定の範囲内でのお取扱いとなります。
「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」は、商品内容の詳細や
“保険金等をお支払いできない場合”などのお客さまにとって不利益となる事項、ご契約についての
大切な事項などを記載したものです。

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。
この保険は米国ドル建であり、円で払込まれ、または円で受取る場合、為替相場の変動による影響を
受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金等の額が、保険料払込時の為替
相場で円に換算した既払込保険料総額を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。

お子さまの将来に視点を置いた、
ジブラルタ生命の「米国ドル建保険」

信頼される国際通貨
米国ドルは世界の基軸通貨としての存在感があり、
経済力のある国の通貨です。

名目GDＰが世界一の米国

魅力的な10年国債の利回り

外国為替市場に占める
取引高No.1の米国ドル

特約を付加することで、「ドリーム・ボーナス」・保険金・
解約返戻金のお受取りなどを「円」でご利用いただけます。

詳しくは5・6ページの「為替リスクについて」「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。詳しくは5・6ページの「為替リスクについて」「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。

詳しくは5ページをご覧ください。詳しくは5ページをご覧ください。

大切なお子さまのために、将来必要となる“2大資金”を、米国ドルで備えませんか？

出典：ゼクシィ 結婚トレンド調査2019調べ

教育費は、大学入学時が支出のピークとなります。
■大学4年間の費用平均額
　（子ども1人当たり）

■教育資金の準備開始時期

約半数の親が子どもの誕生時に教育資金の準備を
始めています。

出典：エフピー教育出版「平成30年 サラリーマン世帯生活意識調査」

親・親族からの
援助あり
77.8％

親・親族からの
援助なし
22.2%

国公立大学 私立大学文系 私立大学理系

結納・婚約～新婚旅行までにかかった費用の平均額 総額461.8万円

新生活準備のためにかかった費用の平均額 総額  52.1万円

総額 計513.9万円
入学費用

在学費用

出典：日本政策金融公庫（国民生活事業）
令和元年度「教育費負担の実態調査結果」

結婚や住宅購入など、お子さまに用意してあげたい
資金があります。
■結婚費用の総額

■費用援助があった人の割合
　（全国〈推計値〉）

7割以上の親・親族が結婚費用の援助をしています。

出典：ゼクシィ 結婚トレンド調査2019調べ
新婚生活実態調査2018（リクルートブライダル総研調べ）

428.0万円
630.4万円

737.2万円

84.5万円86.6万円71.4万円

合計717.0万円
合計821.7万円

誕生時
45.0％

その他 21.9%
中学生以降 4.0％
小学校4～6年生 2.4％
小学校1～3年生 4.9％
小学校入学前 6.0％
幼稚園・保育園入園前 15.9％

※この保険には円換算払込特約が付加されていますので、保険料は円でのお払込みになります。
この保険は「米国ドル」でお取扱いします。

大学入学費用と4年間の学費にあてられる
4回の「ドリーム・ボーナス」（生存給付金）をお受取りいただけます。

教育費の支出ピークに、
タイムリーな「ドリーム・ボーナス」！

お子さまの生涯保障とキャッシュバリューを確保！

1
Point

2
Point

3
Point

結婚などお子さまの自立を応援 独立資金希望の進路をバックアップ 教育資金 2大資金
とは？

合計499.4万円

米国ドルの
魅力

米国の
魅力

米国ドルは世界の基軸通貨としての存在感があり、

米国ドル米国ドル

Dream
BonusDreamBonus

Dream
Bonus

Dream
Bonus

金利の
魅力

必ず

ご確認ください

ご注
意ください 

28,553億米国ドル

39,476億米国ドル

49,713億米国ドル

136,082億米国ドル

205,443億米国ドル

出典：国際決済銀行資料（Triennial Central Bank Survey Report 
on foreign exchange turnover in 2019）をもとに当社で作成

※GDP（国内総生産）とは国内の経済活動全体を通じ、一定期間内に
どの程度の経済的な付加価値が生み出されたかを示すものです。

英  国

ドイツ

日  本

中  国

米国

出典：World Bank, World Development Indicators, 23 December 2019より

米国ドル
44.2％

その他
21.4%

ポンド 6.4%

豪ドル 3.4%

円 8.4%

ユーロ 16.2%

（2018年）

このマークがついたお取扱いにはご確認いただきたい事項がございます。
裏表紙の「くわしくは・・・」をご覧ください。
このマークがついたお取扱いにはご確認いただきたい事項がございます。
裏表紙の「くわしくは・・・」をご覧ください。
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※この保険の保険料は、2020年8月3日現在における予定利率（年2.5%）およびその他当社所定の基礎率等を用いて計算したものです。
　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
といわゆる利回りとは異なります。

●教育費支出のピークとなる、大学入学費用と4年間の在学費として
　タイムリーにご利用いただけます。
　生涯続く死亡保障を確保しながら、学資積立としても備えられます。
●受取日は、入学前などお好きな日をご指定いただけます。

大学学費にフォーカス！

円or米国ドルが自由に選べる！
●為替相場の動向から判断して、円でも、米国ドルでも、ご希望の通貨で
お受取りいただけます。
●お受取りにならない生存給付金は自動的に据置き、お好きなときに受取る
こともできます。

ご契約例 お父さま
30歳

¥＄¥＄ ¥＄¥＄¥＄¥＄¥＄¥＄

10,50010,500
米国ドル

死亡保険金額の
15％

3,5003,500
米国ドル

死亡保険金額の
5％

3,5003,500
米国ドル

死亡保険金額の
5％

3,5003,500
米国ドル

死亡保険金額の
5％

生存給付金特則付米国ドル建終身保険

※ご契約例の保険金額については、申込日の属する月の前月末日における当社が指標として指定する銀行のTTM（対顧客電信仲値）で円に換算し
た金額、また、ご契約されている他の保険契約との通算により、お引受けを制限する場合があります。

●契約年齢（被保険者） ： ０歳（女性）
●保険金額 ： 70,000米国ドル
●保険期間 ： 終身
●保険料払込期間 ： お子さまが20歳まで
●保険料（月払・口座振替扱） ： 171.64米国ドル

活用法いろいろ！
キャッシュバリュー（解約返戻金）お子さまが20歳になった保険料払込完了後も、

お子さまに一生涯の死亡・高度障害保障が続きます。

契 約 者

お子さま
0歳（女性）

被保険者

（全4回給付）

ドリーム・
ボーナス

教育
資金

独立
資金

たとえば、上記ご契約例の場合

たとえば、お子さまが成人されたときなど、将来の備えとしてプレゼントすることもできます。

￥or＄

●教育費支出のピークとなる、大学入学費用と4年間の在学費として
大学学費にフォーカス！出費大

保険料払込が完了した後も、年々積上がるキャッシュバリュー（解約返戻金）を
確保できるので、たとえば将来、お子さまの結婚資金や、新居の準備費用に役立
てるなど、自立するお子さまを応援することができます。

ココに

注目！

ココに

注目！

年金として受取ることもできます。 ※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です。
詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 

19歳18歳17歳

キャッシュバリュー（解約返戻金） 28歳で解約の場合
20,909米国ドル

生涯保障

こんなときには、
こんな方法が…

詳しくは裏表紙をご覧ください。詳しくは裏表紙をご覧ください。

こんなときには、

▲
0歳ご契約

保険料払込期間(お子さま20歳まで）

20歳

70,000
米国ドル

死亡・高度障害
保険金

受取日は、入学前などお好きな日をご指定いただけます。

お受取りにならない生存給付金は自動的に据置き、お好きなときに受取る

このマークがついたお取扱いにはご確認いただきたい事項がございます。
裏表紙の「くわしくは・・・」をご覧ください。
このマークがついたお取扱いにはご確認いただきたい事項がございます。
裏表紙の「くわしくは・・・」をご覧ください。
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毎営業日の当日午前0時に公開します。

この保険は米国ドル建であり、米国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。
したがいまして、保険金額等（米国ドル）を円に換算した場合の金額が、お払込みいただいた既払込保険料総額（円）
を下回ることがあり、損失を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おります。したがいまして、為替相場に変動がない場合であっても、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、損失を生じるおそれがあります。

●保険金・解約返戻金等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取扱いです。

●解約（減額）の際にご負担いただく費用
契約日から経過10年未満で解約(減額)された場合、解約(減額) 
する日の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
や計算方法を記載することができませんのでご了承ください。

●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、死亡保障などに係る費用等に充てられ、それらを除いた金額
が積立金などで運用されます。また、ご契約後も定期的に保険契約
の締結・維持、死亡保障などに係る費用等が控除されます。なお、
これらの費用については、契約年齢など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】

●当社所定の為替レートには為替交換手数料（0.5円＊1／1米国
ドル）が含まれております。

【円で保険金・解約返戻金をお受取りになる場合等の費用】
●当社所定の為替レートには為替交換手数料（0.01円＊1／1米国
ドル）が含まれております。

【米国ドルで保険金・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、当社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。）

※当社所定の為替レートは、当社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。　

当社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について

※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。
※詳しくは5ページの「当社所定の為替レートについて」をご覧ください。

特約 対象 換算の基準となる日 適用する為替レート

据置期間満了前
据置期間満了時

借入れ

円換算払込特約

円換算支払特約

円換算貸付特約

●第1回保険料
●第2回以後の保険料
●死亡保険金 
●高度障害保険金
●生存給付金

●生存給付金の自動据置後の支払

●解約返戻金

●リビング・ニーズ特約による保険金
●介護前払特約による介護年金
●死亡保険金即日支払サービスによる死亡保険金 

●契約者貸付

据置期間満了前
据置期間満了時

●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

●保険金等の支払方法の選択に関する特約による年金
　（年金原資が米国ドル建の場合）

保険料払込日（着金日）の前日
保険料払込日の属する月の前月末日

所定の必要書類を当社にて受理した日の前日

生存給付金支払日の前日
所定の必要書類を当社にて受理した日の前日
据置期間満了日の前日

所定の必要書類を当社にて受理した日の前日

据置期間満了日の前日

年金支払日の前日

所定の必要書類を当社にて受理した日の前日

所定の必要書類を当社の本社にて受理した日の前日

返済
●自動振替貸付の返済

返済日の前日

https://www.gib-life.co.jp/
コールセンター（通話料無料） インターネット（ホームページ）平日9:00～18:00

土曜9:00～17:00
（日・祝・12/31～1/3を除く）

ミ　 ナ　　 ジ　 ブ  ロック

0120-37-2269
受付
時間

＊3 2020年8月3日現在。将来変更される可能性もあります。

当社が指標として指定する銀行のTTB（対顧客電信買相場）＊5を下限とします。
＊5 一般的にお客さまが米国ドルを円に換える際のレート

当社所定の
為替レート

当社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

－0.01円＊3

￥

￥

＄ 米国ドル

＄ 米国ドル

適用する為替レートの基準値＝当社が指標として指定する銀行のTTM（対顧客電信仲値）＊4
＊4 銀行間の取引レート（為替相場の基準値）

当社所定の
為替レート

当社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＋0.5円＊3

当社が指標として指定する銀行のTTS（対顧客電信売相場）＊2を上限とします。
＊2 一般的にお客さまが円を米国ドルに換える際のレート

ジブラルタ生命お客さま

●この保険を円でお取扱いする際、米国ドルを円に換算するために用いるレート
は、時々刻々と変化する為替レートに基づき日々当社が設定するものです。「円」でお取扱いする際の注意事項

円高

円安

12,015円
17,164円
22,313円

1米国ドル＝  70円の時
1米国ドル＝100円の時
1米国ドル＝130円の時

返済金額 5,175米国ドル＊1

保険料は「円」でお払込みいただきます（円換算払込特約）
お払込みのたびに毎回変動（増減）します。

お受取金額は変動します。

返済金額は変動します。

当社所定の為替レートの変動に応じて、
保険料は毎回増減します。

例）毎月の払込保険料

171.64米国ドル

1

円高

円安

362,250円
517,500円
672,750円

1米国ドル＝  70円の時
1米国ドル＝100円の時
1米国ドル＝130円の時

「円」で貸付金の返済をする場合（円換算貸付特約）

当社所定の為替レートの変動に応じて、
返済する金額は増減します。

例）貸付金額 5,000米国ドル

 500,000円

3

円高

円安

4,900,000円
7,000,000円
9,100,000円

1米国ドル＝  70円の時
1米国ドル＝100円の時
1米国ドル＝130円の時

「円」で生存給付金・保険金・解約返戻金をお受取りになる場合（円換算支払特約）

当社所定の為替レートの変動に応じて、
保険金額は増減します。

例）保険金額

70,000米国ドル

2
円高

円安

735,000円
1,050,000円
1,365,000円

1米国ドル＝  70円の時
1米国ドル＝100円の時
1米国ドル＝130円の時

当社所定の為替レートの変動に応じて、
生存給付金額は増減します。

例）お子さま17歳時の生存給付金額

10,500米国ドル

円高

円安

1,463,630円
2,090,900円
2,718,170円

1米国ドル＝  70円の時
1米国ドル＝100円の時
1米国ドル＝130円の時

当社所定の為替レートの変動に応じて、
解約返戻金額は増減します。

例）お子さま28歳時に解約した場合の
　 解約返戻金額
20,909米国ドル

貸付を受ける時 1米国ドル＝100円

1
年
後
、返
済
す
る
時
に…

＊1 2020年8月3日現在の当社所定の利率で計算し
     ており、将来変更される可能性もあります。

円で保険料等を
お払込みいただく

場合

円で保険金・
解約返戻金を
お受取りになる
場合等

円で保険料等をお払込み
いただく場合の為替レート

円で保険料等をお払込み
いただく場合の為替レート

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

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

為替リスクについて

ご注
意ください 

ご契約にかかる費用について

ご注
意ください 
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