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（平成27年９月25日発売）

ライブワン　未来デザイン１UP［最低保証付３年ごと利率変動型積立保険］
ライブワン　スクエアライン１UP［最低保証付３年ごと利率変動型積立保険］

　住友生命では、平成27年９月25日からスミ
セイの利率変動型積立保険「ライブワン未来
デザイン１UP（ワンアップ）」およびスミセ
イの利率変動型積立保険「ライブワンスクエ
アライン１UP（ワンアップ）」を発売してい
る。これは、保険ファンド［06］（スミセイの
利率変動型積立保険ライブワン）に生活障害
収入保障特約（逓減型・固定型）を付加した
商品。生活障害収入保障特約（逓減型）付加
の場合を「未来デザイン１UP」、生活障害収
入保障特約（固定型）付加の場合を「スクエ
アライン１UP」の愛称で販売。「がん」をは
じめとする「重度の生活習慣病」の保障範囲

を拡大した「特定重度生活習慣病保障特約
（愛称：LiV（リブ）ガード）」、保険料払込免
除の保障範囲を拡大した「保険料払込免除特
約（15）」をそれぞれ付加できる。
※ 「１UP」とは生活障害収入保障特約（逓減
型および固定型）の付加された商品に追加
で付与する愛称。さらに、「未来デザイン１
UP」の加入者等を対象に専用付帯サービ
ス「スミセイ １UPコンシェル」を導入した。

■「１UP」の特長
⑴　これまで介護保障等の生前保障と一体で
提供してきた死亡保障を分離することで、
リスクごとに必要な保障額を合理的に準備

発売の趣旨と仕組み

特　　長

住友生命

ライブワン　未来デザイン１UP　の仕組み図

終身保障に移行

80歳まで

30歳 65歳特別保障期間

＋3年ごと積立配当金

65歳まで

最低5回保証

一時金額500万円

災害で死亡・高度障害のとき一時金額500万円
自動更新

80歳まで
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日本／ニッセイ長寿生存保険（低解約払戻金型）Gran Age

（平成28年 4月 2日発売）

ニッセイ長寿生存保険（低解約払戻金型）“Gran Age（グランエイジ）”

　日本生命では平成28年４月２日から「ニッ
セイ長寿生存保険（低解約払戻金型）“Gran 
Age（グランエイジ）”」を発売している。こ
の商品は、死亡時に保険金を支払うという従
来の死亡保障の考え方とは異なり、死亡時の
支払金を抑え、長生きした際に大きな金額を
支払うという考え方に基づき開発された「長
生きのための新しい保険」。死亡保障を行わ
ず、解約払戻金を低く設定することで、年金
の財源となる金額（年金原資）を大きくした。
契約時に５年保証期間付終身年金と10年確定
年金を選択でき、50歳～87歳を対象に無告知

で加入できる。

⑴ 　死亡保障を行わず、年金開始日前の死亡
払戻金を、支払った保険料よりも小さくし、
かつ、解約払戻金を低く設定することで、
年金の財源となる金額（年金原資）を大き
くした。
⑵ 　契約時に５年保証期間付終身年金と10年
確定年金を選択できる。（年金額は、契約時
に確定する）
⑶ 　契約年齢範囲は、50歳～87歳となってお
り、無告知で加入できる。

発売の趣旨と仕組み
特　　長

日本生命

仕　組　み　図

契約例
契約時に選択する年金の種類：５年保証期間付終身年金
年払保険料（口座振替扱）： 〈男性〉47,946円〈女性〉58,680円
年金開始時の累計保険料：〈男性〉11,507,040円〈女性〉14,083,200円

累計保険料

年金開始時の
状況にあわせ、
年金種類や
受取方法を変更
できる※３

保険料払込期間50歳
契約

70歳
払込満了

５年間分の年金は
最低保証される。

５年保証期間付終身年金５年保証期間付終身年金

10年確定年金10年確定年金

一括受取一括受取

99歳時点の返戻率
（＝年金累計額／累計保険料）

年金累計額：1,800万円
（60万円×30年）

男性：約156.4％

女性：約127.8％
保証期間（５年）

70歳年金開始

70歳年金開始 10年間、確実に年金を受け取ることができる。※４

年金累計額
男性：約1,271万円
（約127.1万円×10年）
女性：約1,540万円
（約154.0万円×10年）

一括受取額※５

男性：約1,220万円
女性：約1,479万円

10回年金を受取った場合の
返戻率（＝年金累計額／累計保険料）
男性約110.4％／女性約109.4％

年金を一括で受取ることができる。

一括で受取った場合の返戻率
（＝一括受取額／累計保険料）※５
男性約106.0％／女性105.0％

年金額：
60万円

解約払戻金※１

（死亡払戻金※２）

抑
え
て

大
き
く

年
金
の
財
源

（
年
金
原
資
）

⎭
―
⎫

⎫
｜
⎭

年金累計額：1,800万円
（60万円×30年）

⎭
―
⎫

⎫
｜
⎭

※１ 　解約払戻金は、低く設定しており、低く設定する割合を70％としているため、保険料払込期間中どの時点で
解約しても、払込保険料の合計額よりも少ない金額となる。

※２ 　年金開始日前に被保険者が死亡したときは、解約払戻金と同額の死亡払戻金しか支払われない。
※３　申出時に同社が取扱っている年金種類に限る。
※４　加入時に10年確定年金を選択することもできる。
※５ 　10年確定年金に変更のうえ、70歳時に一括で受取った場合の金額等を表示している。
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生保各社　変額・定額（金融窓販）、利率変動型年金保険内容一覧⑴

会社名 商　品　名 発売日 取扱金融機関 一時払保険料および
基本年金額 年金の種類

日　本

マイドリームプラス
（ニッセイ積立利率
変動型年金・
固定金利型）

18.8.1 全国の金融機関

50万円以上（10万円単
位）
（ただし年金年額6000

万円まで）

・ 確定年金（10年）
　 （年金受取開始日の前日に変
更可能）

・ 確定年金（5・15・20・25年）
・ 10年保証期間付終身年金

ラップドリーム
（ニッセイ指定通貨建
年金原資確定部分付変

額年金保険）

28.4.1 三菱UFJ信託銀行

最低…１万米ドル、１
万豪ドル（円入金特約
を付加する場合は100

万円）
最高…７億円（円換算
額）

・ 確定年金（５・10・15年）

明　治
安　田

5年ごと利差配当付
利率変動型一時払
個人年金保険
（堅実ねんきん）
（ゆめの羅針盤）

21.3.2 全国の金融機関
100万円以上
5億円以下
（10万円単位）

・ 確定年金（5・10・15年）

5年ごと利差配当付
利率変動型一時払
個人年金保険
（たしかな計画）

21.10.1 ―
100万円以上
5億円以下
（10万円単位）

・確定年金（5･10･15年）

５年ごと利差配当付一
時払変額個人年金保険
（年金原資保証型2012）
（年金果実NEO［V3］）
（収穫名人Ⅲ）

（ゆめの彩園［V3］）

24.11.1 全国の金融機関

標準型
300万円以上５億円以
下（10万円単位）
超過給付金型
100万円以上５億円以
下（10万円単位）

・ 確定年金（５・10・15年）

生保各社　変額・定額（金融窓販）、利率変動型年金保険内容一覧
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