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平 成 2 7 年 5 月  7 日 

各 位 

株 式 会 社  北 都 銀 行 

 

三井住友海上プライマリー生命変額終身保険 

「かがやき、つづく」「えがお、ひろがる」の取扱開始について 

 

  株式会社 北都銀行(頭取 斉藤 永吉)では、多様化するお客さまのニーズにお応えするため、平成 27 年 5

月 7 日(木)より、変額終身保険の新商品の取扱を、下記のとおり開始しますのでお知らせいたします。 

当行では、今後も保険商品の品揃えの充実を図り、お客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、サービスの

向上に努めてまいります。 

記 

１. 取扱開始商品 

商品名 引受保険会社 

「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）  
三井住友海上プライマリー生命 

保険株式会社 
「えがお、ひろがる」 

（積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険） 

 

２. 取扱開始日 

平成 27 年 5 月 7 日（木） 

 

３. 商品概要 
（１）「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） 
 

一時払保険料 
（基本保険金額） 

200 万円以上 5 億円以下（1 万円単位） 

※同一被保険者で本商品以外に三井住友海上プライマリー生命の変額商

品のご契約がある場合には、合算して 5 億円を超えることはできません。 

契約年齢 

（契約日における被保険者

の満年齢） 

15 歳～80 歳 

契約日 

三井住友海上プライマリー生命の申込書受付日（不備があった場合は、不

備解消日）、または着金日のいずれか遅い日。（申込日とは異なることがあ

ります。） 

契約者 
被保険者の 2 親等以内の血族（父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹）または配

偶者 
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死亡保険金受取人 被保険者の 3 親等以内の親族 

特別勘定運用期間 15 年 

保険期間 終 身 

保険料の払込方法 一時払のみ 

クーリング・オフの取扱い クーリング・オフ制度（お申込みの撤回・契約の解除）の対象です。 

目標設定特則 

ご契約時に目標値を設定していただくことで、契約日からその日を含めて 1

年経過以後に積立金額が目標達成した場合、特別勘定での運用を終了

し、一般勘定に振替えて移行日まで運用します。 

 

 

目標値の設定 

110%、120％、130％から設定いただきます。目標値を設定しないこともでき

ます。 

契約後は目標値の設定・変更・解除ができません。 

目標達成の 

判定 

契約日からその日を含めて 1 年経過以後、毎日目標達成の判定を行いま

す。 

死亡保険金 
保険期間中に被保険者が死亡された場合、次の額を死亡保険金として死

亡保険金受取人にお受取りいただきます。 

 移行日前 

被保険者が死亡された日における積立金額と基本保険金額のいずれか大

きい額をお受取りいただきます。 

振替日以後は、被保険者が死亡された日における積立金額をお受取りい

ただきます。 

 移行日以後 

移行日前日における積立金額と基本保険金額のいずれか大きい額（目標

達成した場合は、移行日における積立金額）に基づき、移行日における被

保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等（予定利率、予定

死亡率等）により計算した額をお受取りいただきます。 

 

災害死亡保険金 

振替日以後、移行日前までに被保険者が次のいずれかの理由で死亡され

た場合、災害死亡保険金として、その時点の積立金額の 10％を死亡保険

金に加えて、死亡保険金受取人にお受取りいただきます。 

①被保険者が振替日以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因とし

て、その日から 180 日以内に死亡されたとき 

②被保険者が振替日以後に発病した所定の特定感染症を直接の原因とし

て死亡されたとき 
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付加でき

る主な特

約 

遺族年金支払 

特約 

保険金の全部または一部を、一括でのお受取りにかえて年金形式で受取

ることができます。 

 

年金移行特約 
契約日から 3 年経過以後、移行日前において、年金支払に移行することが

できます。 

指定代理請求 

特約 

あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を

請求することができます。 

【この保険のご検討にあたってご確認いただきたい事項】 
 

■市場リスクについて 

特別勘定での運用期間は、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動 

（増減）します。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用される 

ため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が 

払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。 

■預金などとの違いについて 

この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、 

元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。 

■お客さまにご負担いただく費用について  

この保険に係る費用の合計は、以下の費用の合計となります。 

●ご契約時にご負担いただく費用 

契約初期費用として、一時払保険料の 5％を特別勘定への繰入前に一時払保険料から控除します。 

●特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用 

・ 保険関係費＊として、積立金額に対して契約年齢が 15～60 歳の場合「年率 2.43％／365」、契約 

年齢が 61～70 歳の場合「年率 2.50％／365」、契約年齢が 71～80 歳の場合「年率 2.66％／365」を 

乗じた金額を毎日控除します。 

・ 資産運用関係費として、 特別勘定の資産残高に対して年率 0.18％程度（消費税抜）／365 を 

乗じた金額を毎日控除します。なお、資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、 

信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がかかる場合が 

ありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。 

これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映 

されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。 

また、資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更 

される可能性があります。 

＜＊＞保険関係費は、契約年齢（契約日における被保険者の満年齢）によって異なります。 

そのため、申込日における被保険者の満年齢と契約年齢が異なる場合、お申込みの際に 

ご確認いただいた保険関係費と、実際にご負担いただく保険関係費が異なる場合があります。 
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※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』の主な特徴を記載したものです。詳しくは 

「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報） 兼 商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定の 

しおり」をご確認ください。 

※上記保険商品に関する詳細な情報については、三井住友海上プライマリー生命ホームページ 

（http://www.ms-primary.com）をご確認ください。 

 
 

（２)「えがお、ひろがる」（積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険） 

 

契約通貨 豪ドル 米ドル 
ニュージーランド 

(ＮＺ)ドル 

一時払保険料 
（ 基 本 保 険 金
額） 

最低 
2万豪ドル 

（1豪ドル単位） 
2万米ドル 

（1米ドル単位） 
2万ＮＺドル 

（1ＮＺドル単位） 

最高 
5億円 

（保険料受領日の換算レートによる円換算額） 
円入金特約を 
付加した場合 

200万円以上5億円以下（1万円単位） 

外貨入金特約を 
付加した場合 

払込通貨により上記最高額、最低額を適用します。 
※ お取扱いは、米ドル→豪ドル、豪ドル→米ドル、米ドル→ニュ

ージーランドドル、豪ドル→ニュージーランドドルに限ります。 

契約年齢 
（契約日における被保険者の満年齢） 

15歳～80歳 

保険期間 終身 

目標値の設定 
105％～200％（1％単位で選択可能）、設定なし 

※ 目標値は、特別勘定での運用期間中の変更が可能です。 

死亡保険 
金額 

移行日前日まで 
目標達成前または 
目標値を設定して 
いない場合 

積立金額＊1および最低死亡保障金額のうち大きい額 
＊1 特別勘定への繰入日の前日までの期間においては、積立

金額を特別勘定繰入金額と読み替えます。 

目標達成の翌日か
ら移行日前日まで 

死亡日における積立金額 

移行日以後 
移行日前日の積立金額と最低移行原資金額のいずれか大き
い額を基準に、移行日における計算基礎率により算出します。 

●一般勘定での運用期間中にご負担いただく費用 

移行日以後の死亡保険金額は、死亡保険金を支払うための費用および保険契約の維持など 

に必要な費用を控除する前提で算出されます。これらの費用については、移行日における 

被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に 

基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。 

●遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用 

年金管理費として、年金額に対して 1％を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。

年金額を算出する際の費用は、「遺族年金支払特約」の場合は年金基金設定時、「年金移行 

特約」の場合は特約付加日の基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいたものとなるため、 

ご加入時には定まっていません。 
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災害死亡保険金 
目標達成した場合に目標達成の翌日から移行日前日まで適
用し、積立金額の10％を死亡保険金に加えてお受取りいただ
きます。 

目標設定特則 

目標達成の判
定 

契約日より1年経過以後、特別勘定での運用期間中に毎営業
日目標達成の判定を行います。 
解約払戻金の円換算額が、円換算基本保険金額＊2×目標値
以上となった場合、目標達成したといいます。 
＊2 一部解約された場合は、一部解約の割合に応じて円換算

基本保険金額も減額されます。 

目標達成によ
る振替 

目標達成した場合、翌日始に解約払戻金の円換算額を一般
勘定に振り替え、移行日まで積み立てます。 

振替後の 
適用利率 

振替日の毎年の応当日に設定し、利息を毎日付利します。 

解約払戻金 

移行日前 

解約日における積立金額＊3から解約控除額を差し引いた金額
となります。 
＊3 特別勘定への繰入日の前日までの期間においては、積立

金額を特別勘定繰入金額と読み替えます。 

移行日以後 
移行後保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年数
により計算した金額（責任準備金額）となります。 

一部解約 

目標達成前 
または 
目標値を設定 
していない場
合 

1,000ドル以上（100ドル単位） 
※ 移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が2万ド

ル、または積立金額が2,000ドルを下回る場合には、一部解
約をお取扱いできません。 

※ 移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が2
万ドルを下回る場合には、一部解約をお取扱いできませ
ん。 

目標達成後 

10万円以上（1万円単位） 
※ 移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が200

万円、または積立金額が20万円を下回る場合には、一部解
約をお取扱いできません。 

※ 移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が
200万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできませ
ん。 

増額 お取扱いいたしません。 

解約控除 
一時払保険料に経過年数に応じた解約控除率を乗じた額とな
ります。 

保険料の払込方法 一時払のみ 

クーリング・オフの取扱い 
クーリング・オフ制度（お申込みの撤回・契約の解除）の対象で
す。 

 
 
 
 
 
付加できる主な特約 
 
 
 
 
 

遺族年金支払
特約 

保険金の全部または一部を、一括でのお受取りにかえて年金
形式で受取ることができます。 

年金移行特約 
円建終身保障への移行後（目標達成後）かつ契約日から3年
経過以後、移行日前において、ご契約の全部を将来の死亡保
障にかえて、年金支払に移行することができます。 

指定代理請求
特約 

あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわ
って年金を請求することができます。 

円入金特約 一時払保険料を円で入金することができます。 
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付加できる主な特約 
 
 
 
 

円支払特約 死亡保険金、解約払戻金などを円で受取ることができます。 

外貨入金特約 

一時払保険料を契約通貨と異なる外貨で入金することが 
できます。 
※ お取扱いは、米ドル→豪ドル、豪ドル→米ドル、米ドル→ニュ

ージーランドドル、豪ドル→ニュージーランドドルに限ります。 

※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の変額商品のご契約がある場合、基本保険金
額は、合算して5億円を超えることができません。なお、既契約の換算レートはその保険料受領日時
点のレートを適用します。 

 
 

 
【この保険のご検討にあたってご確認いただきたい事項】 

■市場リスクについて 
特別勘定での運用期間は、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動（増減）します。 
特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の 
下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、 
損失が生じるおそれがあります。 

■為替リスクについて 
一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等（以下、保険金等）受取時の 
通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を 
一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額がご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、 
損失が生じる恐れがあります。 

■預金等との違いについて 
この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証は 
ありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。 

【お客さまにご負担いただく費用について】 

●ご契約時にご負担いただく費用 
ご契約時にご負担いただく費用はありません。 

●外貨で契約を締結することで生じる費用 
一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途 
必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。一時払保険料を契約通貨と 
異なる通貨で入金する場合のレートと保険金等を円で受取る場合、または円建終身保障へ移行する場合の 
レートは、仲値（TTM）に対し、次のとおりとなります。 
 

 

 

 

 

円入金特約により、円で保険料を入金する場合の円入金特約レート
（TTS） 

TTM＋50 銭 

外貨入金特約により、契約通貨と異なる外貨で保険料を入金する場

合の外貨入金特約レート 
（契約通貨の TTM＋25 銭）÷（払込通貨の TTM－25 銭） 

円支払特約により、円で保険金等を受取る場合、または円建終身保
障へ移行する場合の円支払特約レート（TTB） 

TTM－50 銭 
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●最低運用目標設定型特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用 
項目 目的 費用 時期 

保険関係費 
ご契約の締結および維持等に必要な費
用ならびに死亡保険金等を支払うための

費用 

積立金額に対して 
最大年率 2.40％＊ 

左記の年率の 1/12 を乗じた
金額を毎月 15 日末に控除 

資産運用関係費 特別勘定の運用にかかわる費用 
特別勘定の資産残高に対して
年率 0.20％程度（消費税抜） 

左記の年率の 1/365 を乗じた
金額を毎日控除 

* 最低運用目標設定型特別勘定に繰り入れる際に、金利の低下など取引条件等が一定以上悪化した場合には、募集時に予定し
た最低運用目標の確保を目的に保険関係費を年率 2.40％から一定程度引き下げて適用することがあります。保険関係費を引

き下げた場合には、当該保険関係費は特別勘定繰入日の 1年後の応当日から適用するものとし、以後最低運用目標設定型特
別勘定での運用期間中に変更されることはありません。 

・ 資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、
監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができ
ません。これらの費用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに
反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。 

・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。 

●短期資金型特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用 
項目 費用 

保険関係費 保険関係費はかかりません。 

資産運用関係費 
元本確保を目標とした安定的な運用を目指すため、外貨預金、外貨建て MMF 等で運用を行う予定です。具
体的な運用資産を確定していないため、特別勘定の運用にかかわる費用は未定です。 

・ 短期資金型特別勘定は 2030 年 4 月を目途に設定する予定です。詳細については設定した際に公表します。 
・ 資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。 

●移行日以後にご負担いただく費用 
・ 移行日以後の死亡保険金額は、死亡保険金を支払うための費用および保険契約の維持などに必要な費用を控除する
前提で算出されます。これらの費用については、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎
率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。 

●遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用 
項目 目的 費用 時期 

年金管理費 
ご契約の維持に必要な費用ならびに年

金等を支払うための費用 
年金額に対して 1％ 

年金支払日に責任準備金か

ら控除 

※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。 

※ 年金額を算出する際の費用は、「遺族年金支払特約」の場合は年金基金設定時、「年金移行特約」の場合は特約付加日の基礎率

等（予定利率、予定死亡率等）に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。 

●目標達成・解約・一部解約時にご負担いただく費用 
・ 契約日から目標達成した日までの年数、または契約日から解約日もしくは一部解約日までの年数が 10 年未満の場合
には、契約日からの経過年数に応じて解約控除対象額（目標達成・解約の場合は一時払保険料、一部解約の場合は
一部解約請求金額）に解約控除率を乗じた金額（解約控除額）が積立金額から差引かれます。 

■解約控除率 

契約日からの 
経過年数 

１年未満 
１年以上 
２年未満 

２年以上 
３年未満 

３年以上 
４年未満 

４年以上 
５年未満 

５年以上 
６年未満 

６年以上 
７年未満 

７年以上 
８年未満 

８年以上 
９年未満 

９年以上 
10 年未満 

10 年 
以上 

解約控除対象額に 

対する解約控除率 
10％ ９％ ８％ ７％ ６％ ５％ ４％ ３％ ２％ １％ ０％ 

 
 

 

 

※積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険『えがお、ひろがる』の主な特徴を記載したものです。 

詳しくは「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報） 兼 商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」等を 

ご確認ください。 

※上記保険商品に関する詳細な情報については、三井住友海上プライマリー生命ホームページ 

（http://www.ms-primary.com）をご確認ください。 
 



 
 

 

                                                  
〒010-0001 秋田県秋田市中通 3－1－41 
TEL.018-833-4211（代）http://www.hokutobank.co.jp 

４．留意事項 

・保険商品は預金ではありません。したがって預金保険の対象ではありません。 

・保険商品は元本（払込保険料）の返済が保証されておりません。 

  ・保険商品は各保険会社を引受会社とする商品で、お客さまと保険会社との契約になります。 

・保険契約のお申込みの有無が当行とのその他の取引に影響を与えることはありません。 

 

     《本件に関する問い合わせ先》 

ライフプランアドバイス部資産運用グループ（担当：大信田） 

   内線 3576 

 


