ご契約に際して
この商品について

契約者配当金について
この保険に配当金はありません。

解約返戻金について

保障内容変更制度について
解約されると解約返戻金額は多くの場合、
払込保険料の合計額より少ない金額に
なります。
特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、 ＜年金支払への移行＞
あってもごくわずかです。なお、解約返戻金額は、契約年齢・保険料払込期間・ ［移行する際に、5年ごと利差配当付年金支払移行特約を付加いただきます。］
経過年月数・払込年月数等により異なります。
保険料払込期間満了後、
一生涯の死亡・高度障害保障の全部または一部を、
年金
支払に変更することができます。
契約者貸付制度について

＜介護保障への移行＞

一時的に資金がご入用のときは、
解約返戻金額の90％
（保険料払込済の場合は ［移行する際に、5年ごと利差配当付介護保障移行特約を付加いただきます。］
一生涯の死亡・高度障害保障の全部または一部を、
介護
80％）以内で貸付制度がご利用いただけます。なお、貸付金には所定の利率で 保険料払込期間満了後、
保障に変更することができます。
計算された利息がつきます。
【電話完結型契約者貸付サービス】
※移行に際しては所定の条件等がありますので、保障内容変更制度の詳細は
契約者ご本人様
（個人契約）
からのお電話で貸付制度がご利用いただけます。
「保障内容変更制度」パンフレットおよび「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
※お取扱いには条件がありますので、下欄の「総合サービスセンター」へご確認
ください。
リビング・ニーズ特約について

＜特定状態保険金のお支払事由＞

保険料振替貸付制度について
保険料のお払込みがないまま保険料払込猶予期間を経過した場合でも、あらか
じめお申出がない限り、解約返戻金額の範囲内で保険料を自動的にお立替え
することにより、保険契約を有効に継続することができます。

保険料払込みの免除について

被保険者が余命6か月以内と判断されるときに特定状態保険金をお支払いします。

＜特定状態保険金のお支払額＞

被保険者が指定した金額（指定保険金額）から6か月間の指定保険金額に対応
する利息および保険料に相当する金額を差し引いた金額をお支払いします。
（指定
保険金額は、死亡保険金額の範囲内かつ同一被保険者について他のご契約の
指定保険金額と通算して3,000万円以内で設定できます。
）

被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、 ＜特定状態保険金の受取人＞
その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害の 被保険者とします。
状態に該当したときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。

指定代理請求人特約について

付加される特約の自動更新について
●主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了する場合、保険期間
満了日の翌日に特約は自動更新されます。
●特約の自動更新をご希望にならない場合は、特約の保険期間満了日前に
AIG富士生命よりお送りする所定の書類にて、
その旨お申し出ください。
●更新後の各特約の保険料は、
更新日時点の被保険者の年齢、
保険料率により
計算します。
●次の場合には自動更新は取扱いません。
・更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が99歳を
こえるとき
・更新後の特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日をこえる
とき（災害割増特約および傷害特約については、お申出があれば保険料払
込期間満了日の翌日に更新することができます。この場合、更新する特約の
保険料を一括してお払込みいただきます。）
●既に給付金等をお支払いしているときは、そのお支払額を更新後の特約の
支払限度に通算します。

保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない特別な事情が
あるときに、保険金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求
人（1名）が請求を行うことができる特約です。詳細は、
「指定代理請求人特約」
チラシおよび「ご契約のしおり・約款」
をご覧ください。

●このパンフレットは、2015年6月1日現在のお取扱い内容に基づき作成されています。
●AIG富士生命のお手続きに関する事項や保険契約の諸利率等の各種情報につきましては、
AIG富士生命のホームページをご覧ください。
●ご契約の際には
「重要事項説明書（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。
「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」、
「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等について説明して
います。必ず、ご一読のうえ、大切に保存してください。

●保険種類をお選びいただく際には「保険種類のご案内」をご覧ください。

この保険は「保険種類のご案内」に記載されている「終身保険」です。
「保険種類のご案内」はAIG富士生命の代理店または最寄りの支店にご請求
ください。

●生命保険募集人について

生命保険の募集は、
保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
引受保険会社における生命保険募集人は、
お客様と
引受保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約の
お申込みに対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、原則として
ご契約内容の変更等に関する引受保険会社の承諾が必要になります。生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、下欄の
「総合サービスセンター」までご連絡願います。
【募集代理店】

【引受保険会社】

〒105-8633
ホームページ

東京都港区虎ノ門4-3-20

神谷町MTビル

http://www.aig-fuji-life.co.jp/

総合サービスセンター
0120-211-901
受付時間：月〜金（祝日・年末年始を除く）9：00〜17：00

2015年6月改訂

払済保険・延長定期保険について
●この保険は払済保険への変更を取扱っています。
払済保険とは、
将来の保険料のお払込みを中止し、
変更時の解約返戻金をもと
に、
今までのご契約の保険期間を変えずに保障額の少ない同じ種類の保険に
変更できる制度です。
●この保険は延長定期保険への変更を取扱っています。
延長定期保険とは、将来の保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金
をもとに、今までのご契約の保険金額を変えずに定期保険に変更できる制度
です。保険期間は変更時の解約返戻金額によって決まります。

保険期間：終身
保険料払込期間：10年以上かつ90歳以下・終身払
契約年齢範囲：6歳〜75歳

登録No.AFL15A030

'15.5.40,000（W3145）TF

終身保険

終身保険
〈終身保険（無配当）〉

安心の明日のために。充実の未来のために。
前向きなあなたの生き方、しっかり見守ります。

終身保険（無配当）

〔ご契約例〕・ご契約年齢：35歳

・性別：男性
・保険金額：500万円
・保険料払込期間：60歳 ・月払保険料（口座振替扱）
：13,695円

一生涯保障

死亡・高度障害保険金額

保障は一生涯続きます。
保険料 払 込 期間満了後も、一 生 涯に
わたり死 亡・高 度 障 害 状 態に備 える
ことができます。

・保険期間：終身

500 万円

各種特約を付加することで、
ご自分に合った保障を
組み合わせることができます。

解約返戻金額

各種特約を付加することで、不慮の事故に対する
保障を充実させたり、所定の身体障害状態等に
備えることもできます。
保 険 期間：終 身
35歳

年金や介護保障に
移行することが可能です。

保障だけでなく、
貯蓄機能も備えていますので、
急に資金が必要になった
ときにも安心です。

保険料払込期間満了後、一生涯の保障（全部
または一部）を、年金や介護保障へ移行する
ことができますので、ライフスタイルや生活
設計に合わせて老後の生活費や介護費用に
も備えられます。

ご 存じ
で すか

責任の重さってどのくらい？（世帯主が万一の場合の家族の必要生活資金総額）
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●月払保険料例（口座振替扱）＜保険金額：500万円 保険期間：終身＞
男性
保険料払込期間

女性

60歳

65歳

8,135 円

7,475 円

20歳

25歳

9,445 円

8,560 円

30歳

11,215 円

9,960 円

35歳

13,695 円

11,850 円

40歳

17,420 円

14,500 円

45歳

23,590 円

50歳

35,755 円

20歳

60歳

65歳

7,595 円

6,950 円

25歳

8,830 円

7,960 円

30歳

10,485 円

9,265 円

35歳

12,800 円

11,010 円

40歳

16,265 円

13,450 円

18,445 円

45歳

22,030 円

17,090 円

24,940 円

50歳

33,445 円

23,110 円

▶ ニーズに合わせて、各種特約を付加できます。

ライフプラン例

3大疾病に備えて
世帯主の年齢

29歳以下

7,084 万円

30〜
34歳

7,670 万円

1 特定疾病保障定期保険特約
35〜
39歳

40〜
44歳

45〜
49歳

50〜
54歳

55〜
59歳

60〜
64歳

65〜
69歳

6,611 万円 6,606 万円 6,010 万円
5,710 万円 5,414 万円 5,481 万円 5,136 万円

家庭の土台をつくる時代

子供の成長を見守る時代

悠々自適の時代

不慮の事故による死亡・高度障害に対する保障をさらに厚く
70歳
以上

3,824

2 災害割増特約
万円

不慮の事故による死亡保障をさらに厚く
不慮の事故による身体障害状態に備えて

3 傷害特約
子供誕生

保険料払込期間

ご契約年齢

〔注〕ご契約後短期間で解約された場合、
解約返戻金はまったく
ないか、あってもごくわずかとなります。また、解約された
場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。

60歳

〈30年経過時（65歳時）に解約した場合〉 〔注1〕
「解約返戻率」とは解約返戻金額を保険料払込累計額で除したものです。
〔注2〕解約された場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
保険料払込累計額 約411万円
〔注3〕
「解約返戻金額」は、30年経過時における年単位の契約日の応当日前日時点の金額を表示
解約返戻金額 約422万円
しています。実際にお支払いする解約返戻金額は、経過年月数や保険料の払込年月数により
変動しますのでご注意ください。
解約返戻率 約
％
〔注4〕ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、
あってもごくわずかとなります。

ご契約年齢

解約された場合には、解約返戻金をお支払いし
ます。
また、
急に資金が必要になった時には、
解約
返戻金の一定範囲内で契約者貸付制度をご利用
いただくこともできますので、安心です。

保険料払込期間：60歳

入学・進学

子供結婚・独立

5 5年ごと利差配当付年金支払移行特約
主契約の死亡保障を介護保障に移行

6 5年ごと利差配当付介護保障移行特約
保険金の全部または一部を年金支払に変更

7 5年ごと利差配当付年金払特約

定年

余命6か月以内と判断されたとき、生存中に保険金をお支払い

マイホーム取得
※上記におけるライフプランはイメージを記した一例です。
世帯主が万一の場合の家族の必要生活資金総額の数値：生命保険文化センター「平成24年

主契約の死亡保障を年金支払に移行

生命保険に関する全国実態調査」

4 リビング・ニーズ特約

※詳しくは「特約のご案内」パンフレットおよび「ご契約のしおり・約款」を
ご覧ください。

