
●担当は

〒163-1430　東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー30階
投資型商品カスタマーセンター 0120-925-008
受付時間／月～金 9：00～17：00 (祝日・12/31～1/3を除く)
www.manulife.co.jp

マニュライフ生命の担当者・募集代理店（生命保険募集人）は、お客さまとマニュライフ生命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。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が
承諾したときに有効に成立します。また、この保険は、生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき
変額保険販売資格を登録した募集人のみが取り扱いを行うことができます。なお、お客さまが募集人の権限等および変額保険販売
資格に関して確認をご希望される場合は、ご遠慮なくマニュライフ生命の投資型商品カスタマーセンターまでご連絡ください。

ご契約のご検討・お申し込みに際してはこの商品パンフレットのほか、「設計書」「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」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。

0120-925-008マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンター
月～金曜日　9：00～17：00（祝日および12月31日～1月3日は休業とさせていただきます）
●積立利率、「保険料米ドル入金特約B型」等の為替レート、「円支払特約D型」の為替レート
●契約内容のご照会、ご変更　●各種お手続きのご案内　●各種お手続き書類のご請求　等

●積立利率等の利率、「保険料米ドル入金特約B型」等の為替レート、「円支払特約D型」の為替レート　等
●住所変更のお手続き、改姓や控除証明書再発行等に必要な書類のご請求
●死亡保険金ご請求のための請求書類のダウンロード、または郵送のお申し込み　等

マニュライフ生命のホームページ www.manulife.co.jp

●「四半期運用実績のお知らせ」（年4回：3月・6月・9月・12月末の情報）
●「クォータリーパフォーマンスレポート」（年4回：3月・6月・9月・12月末の情報）
●「（特別勘定）決算のお知らせ」（年1回：3月末の情報）

各種レポートを契約者に郵送 〈運用レポート〉

終身

※マニュライフ生命が指定する金融機関の口座への送金に限定しています。一時払のみ

※保険料の払込通貨が契約通貨と異なる場合、契約通貨の一時払保険料の取扱単位は米ドルのときが
　1米ドル、豪ドルのときが1豪ドルとなります。

※マニュライフ生命の定める為替レートで基本保険金額（一時払保険料）を円に換算し、
　5億円を超えることはできません。

米ドル／20,000米ドル　　豪ドル／20,000豪ドル

タイプ ターゲットタイプ 定期引出タイプ

保険料の払込通貨の
取扱単位

一時払保険料最低保証割合
積立利率適用期間
被保険者の契約年齢

保険料の払込方法
保険期間

最高保険料

最低保険料

5億円相当額

100％ 110％ 105％

円 米ドル ユーロ 豪ドル ニュージーランドドル
10,000円 100米ドル 100豪ドル 100ニュージーランドドル100ユーロ

引き受け条件

アフターサービス

ご確認ください

10年または15年 15年 15年

15歳～80歳 15歳～87歳 15歳～75歳

インター
ネットで

郵送で

お電話で

※ハイブリッドとは、異なるものを組み合わせることをいいます。

2020年3月版

通貨選択型変額終身保険（積立利率更改型定額部分付）

商品パンフレット

2020年3月版 MLJ(STD)20010022(330084)

「楽しみ」と「確かさ」の
ハイブリッド。

この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。

● 特別勘定の運用実績や解約時の市場金利、為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
● 契約通貨建てで最低保証されている金額が、為替レートの変動により、円建てでは元本割れする可能性があります。
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変額部分
積極的に運用する部分

〈基本イメージ〉

定額部分
積立利率で運用する部分

お払い込みいただいた保険料を「変額部分」と
「定額部分」に分けて運用するハイブリッド型＊の
外貨建ての一時払終身保険です。

積立利率適用期間
▲
契約日

▲
積立利率適用期間満了日

＊「ターゲットタイプ」または「定期引出タイプ」のいずれかをお選びいただきます。
　くわしくは3～4ページをご覧ください。

「定額部分」だけで一時払保険料相当額
（契約通貨建て）が最低保証＊されています。

「楽しみ」がある。

「確かさ」がある。
ご契約時に「米ドル」または
「豪ドル」のうち、いずれかを
お選びいただきます。

契約通貨について

「定額部分」で一時払保険料最低保証割合を保証しながら、「変額部分」でプラスαの運用成果を期待することができます。

「未来を楽しむ終身保険」は、お払い込みいただいた保険料を変額部分と
定額部分に分け、米ドル建てまたは豪ドル建てで運用する一時払終身保険です。
お客さまのニーズにあわせて２つのタイプ＊から選択いただけます。

＊当パンフレットにおいて、ハイブリッド型の終身保険とは一時払保険料を「変額部分」と「定額部分」に分けて運用する終身保険をさしています。

または

 「変額部分」は、特別勘定で運用し、積立金額が、その特別勘定の
運用実績により増減します。

 「定額部分」は、積立利率適用期間満了日の積立金額が、契約日
または積立利率更改日の積立利率に基づいて確定します。

＊P.3～P.4、P.9の「ご注意」および「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」P.1～ P.2「2.この保険の
しくみと特徴」（契約概要）で、「最低保証」についての注意点をご確認ください。
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解約返戻金額の円換算額

円建ての目標額

円建ての目標額を設定、目標に到達したら「円」で運用成果を確保することができ、
さらに万一の場合の保障も確保できます。

「変額部分」の毎年の運用成果に応じた「定期引出金」を毎年お受け取りいただく
ことができ、さらに万一の場合の保障も確保できます。

●契約日から１年経過後の契約応当日以降に、解約返戻金額の円換算額が円建ての目標額に到達した場合、
自動的に運用成果を確保し、円建終身保険へ移行します。
●最初の積立利率適用期間満了日（契約日から10年後または15年後）の定額部分の積立金額は、一時払保険料
（契約通貨建て）の100％または110％を最低保証します。
●万一の場合の死亡保険金は、運用成果にかかわらず基本保険金額＊（契約通貨建て）の100％を最低保証します。

●変額部分（特別勘定）の運用成果に応じた定期引出金（契約通貨建て）を毎年お支払いします。
●最初の積立利率適用期間満了日（契約日から15年後）の定額部分の積立金額は、定期引出金とは別に、一時払
保険料（契約通貨建て）の105％を最低保証します。

●万一の場合の死亡保険金は、運用成果にかかわらず基本保険金額＊（契約通貨建て）の100％を最低保証します。

株価や債券価格の下落等による損失のおそれがあります。
株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額や解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり
ます。

金利変動による損失のおそれがあります。
市場価格調整を行うため、金利変動により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあります。

為替変動による損失のおそれがあります。
保険料の払込通貨で換算した死亡保険金額等が、為替変動により、お払い込みいただいた金額を下回ることが
あります。

ご負担いただく主な費用について
この保険にかかる費用は、保険関係費（定額部分の保険関係費および変額部分の保険関係費）および運用
関係費の合計額になります。そのほか、解約計算基準日が契約日から最初の積立利率適用期間の満了日までの
解約には解約控除がかかります。また、外貨のお取り扱いにより費用をご負担いただく場合があります。

2つのタイプをご用意しています。お客様のニーズ にあわせてお選びください。

〈イメージ図〉

この保険にかかわるリスクと費用について

［「円」の目標をしっかり立てて、運用したい方は］ ［毎年、運用成果を受け取りたい方は］

定期引出タイプターゲットタイプ

定額部分

変額部分
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解約返戻金額の円換算額

円建ての目標額

円建ての目標額を設定 目標に到達したら「円」で運用成果を確保することができ円建ての目標額を設定、目標に到達したら「円」で運用成果を確保することができ、
さらに万一の場合の保障も確保できます。

● た場合、契約日から１年経過後の契約応当日以降に、解約返戻金額の円換算額が円建ての目標額に到達した
自動的に運用成果を確保し、円建終身保険へ移行します。
●最初の積立利率適用期間満了日（契約日から10年後または15年後）の定額部分の積立金額は、一時払保険料
（契約通貨建て）の100％または110％を最低保証します。
●万一の場合の死亡保険金は、運用成果にかかわらず基本保険金額＊（契約通貨建て）の100％を最低保証します。

〈イメージ図〉
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ターゲットタイプ

●最初の積立利率適用期間満了日（契約日から15年後）の定額部分の積立金額は、定期引出金とは別に、 時払
保険料（契約通貨建て）の105％を最低保証します。

●万一の場合の死亡保険金は、運用成果にかかわらず基本保険金額＊（契約通貨建て）の100％を最低保証します。

「変額部分」の毎年の運用成果に応じた「定期引出金」を毎年お受け取りいただく

定期引出タイプ

くわしくはP13をご覧ください。参照

▲
契約日

＊基本保険金額は、死亡保険金をお支払いする際に基準となる金額で、一時払保険料と同額になります。 ＊基本保険金額は、死亡保険金をお支払いする際に基準となる金額で、一時払保険料と同額になります。

円建ての目標額に到達した場合、外貨建ての
運用を停止し、「円」で運用成果を確保します。

「変額部分」の毎年の運用成果に応じた「定期引出金」を毎年お受け取りいただく
ことができ、さらに万一の場合の保障も確保できます。

一時払

一
時
払
保
険
料

●変額部分（特別勘定）の運用成果に応じた定期引出金（契約通貨建て）を毎年お支払いします。
●最初の積立利率適用期間満了日（契約日から15年後）の定額部分の積立金額は、定期引出金とは別に、一

変額部分の運用成果に応じた定期引出金〈イメージ図〉

定額部分

変額部分

▲
契約日

ご注意
！ 最初の積立利率適用期間満了日の積立金額および死亡保険金は、契約通貨建てで最低保証されています。そ のため、円に換算した場合、為替レートによってはお払い込みいただいた金額の円換算額（円でお払い込みいただいた

場合はその金額）を下回り、元本割れする可能性があります。
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ターゲットタイプ 円建ての目標額を 設定し、目標に到達したら
「円」で運用成果を 確保するタイプです。

＊

を選択した場合の　イメージ図】【

●契約時に次のいずれかの目標値を選択いただくことで、円建ての
目標額を設定します。

●契約日の１年経過後以降、解約返戻金額の円換算額が目標額に
到達したかをマニュライフ生命が毎日判定します。
※判定は、マニュライフ生命が指定する金融機関の営業日に行います。
●解約返戻金額の円換算額が目標額に到達した場合、到達日の
翌日を移行日として自動的に円建終身保険へ移行します。

●目標額に到達せず、積立利率適用期間が満了した場合、定額部分の
積立金額は、一時払保険料（契約通貨建て）の100％または110％を
最低保証＊3します。

【積立利率適用期間満了時の取り扱い】
●定額部分の積立金は、積立利率更改日以降、積立利率更改日に
適用される積立利率で運用を継続します。変額部分の積立金は、
積立利率更改日以降も、特別勘定で運用を継続します。
※積立利率更改時に定額部分と変額部分の積立金の再配分は行いません。
●積立利率適用期間満了日に、積立金の全額払出を選択できます。
解約控除、市場価格調整は適用されません。
※積立金の全額払出を行った場合、ご契約は消滅します。

●死亡保険金は、運用成果にかかわらず基本保険金額（契約
通貨建て）の100％を最低保証＊3します。

▲移行日（目標額到達日の翌日）▲移行日（（目標額到達日の翌日）（目標

運用
継続

積立金の全額払出

契約日
▲
1年 目標額到達日 積立積立積立利率利率利率利率利率更改更改更更更改更改更更改日日日日

積立利率適用期間（15年）

▲
契約日

（
基
本
保
険
金
額
）

一
時
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米ドル

豪ドル

▲
1年 目標額到達日

▲▲▲
利率更改日達日達日達日達日達日

円建ての目標額
解約返戻金額の
円換算額＊4

目標額に到達
しなかった場合

日
▲
額到達達日日

目標額到達
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の
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身
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契約初期費用は
かかりません。

定
額
部
分

一
時
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の
110％

定
額
部
分

円

円

積立利率適用期間（15年）

一生涯の保障

積立金額

積立金

死亡保険金額

解約返戻金
（契約通貨建て）

死亡保険金
（契約通貨建て）

被保険者死亡日の
積立金額

被保険者死亡日の
積立金の1.1倍相当額

一生涯の保障

契約日は、一時払保険料相当額のお払い込みが完了した日です。積立利率更改日は、契約日から積立利率適用期間ごとの契約応当日です。
一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を契約日から契約日を含めて8日目末に特別勘定に繰り入れます。
＊4 解約返戻金額に対して、マニュライフ生命の定める為替レートを用いて計算した金額
※上図は将来の積立金額や解約返戻金額等を保証するものではありません。
※解約返戻金額等の試算額等は、最新の「設計書」をご確認ください。

米ドル米 豪ドル豪
15年

10年
契約通貨、積立利率適用期間および一時払保険料最低保証
割合を契約時に右記のいずれかから選択いただきます。
一時払保険料を定額部分と変額部分に分けて運用します。

万一の場合の最低保証＊3が一生涯続きます。

最初の積立利率適用期間満了日（契約日から10年後
または15年後）の積立金額を最低保証＊3します。

約 年 後 降 解約 金 算 が

＊2 保険料の払込通貨が円の場合は払い込まれた金額、外貨の
場合は、その払い込まれた金額にマニュライフ生命所定の
為替レートを乗じた金額となります。

110% 120% 130% 140% 150% 200%

目標額 ＝ 円換算一時払保険料＊2 × 目標値

ご注意
！ 契約日から1年以内は目標額に到達しても、 

円建終身保険へ移行しません。

＊1 積立利率適用期間満了日における
一時払保険料に対する積立金額の
最低保証割合のことです。

10年

契約通貨 積立利率適用期間 一時払保険料最低保証割合＊1

110%最低保証

110%最低保証

100%最低保証

変額部分

目標額に到達した場合、
自動的に運用成果を
「円建て」で確保します。

同額を移行

100%最低保証

変額部分

災害死亡保険金額

くわしくはP14「保障内容」をご覧ください。参照

契約日の1年経過後から、目標額に
到達した場合、運用成果を確保します。

●契約時
目標額

約契約
到達1

POINT

●目標額
積立金
最低保

最初
また2

POINT

●死亡保
通貨建

万一

●

3
POINT

※くわしくは14ページ
「解約返戻金」をご覧ください。

豪ドル

米ドル

豪ドル米ドル

解約計算基準日の定額部分の
積立金額に市場価格調整率を
乗じた金額に変額部分の
積立金額を加え、解約控除額を
差し引いた金額

被保険者死亡日の被
積積立金額、基本保険金額、
解約返戻金額のいずれか解
大きい金額大

＊3 P.3～P.4、P.9の「ご注意」および「契約締結前交付書面（契約概要/
注意喚起情報）」P.1～P.2「2.この保険のしくみと特徴」（契約概要）で、
「最低保証」についての注意点をご確認ください。



❼ ❽

＊

105％

解約計算基準日の定額部分の
積立金額に市場価格調整率を
乗じた金額に変額部分の
積立金額を加え、解約控除額を
差し引いた金額

被保険者死亡日の
積立金額、基本保険金額、
解約返戻金額のいずれか
大きい金額

定期引出金額 ＝ 
定期引出金支払日前日の変額部分の積立金額

（定期引出金支払日＊3から積立利率適用期間満了日までの年数+1）

【イメージ図】

米ドル米 豪ドル豪 15年

契約通貨を右記のいずれかから選択いただきます。積立利率適用
期間、一時払保険料最低保証割合はあらかじめ決められています。
一時払保険料を定額部分と変額部分に分けて運用します。

契約通貨 積立利率適用期間 一時払保険料最低保証割合＊1

105%最低保証

定期引出タイプ　　 「変額部分」の運用 成果に応じた「定期引出金」を
毎年お受け取りい ただくタイプです。

●契約日の１年経過後の契約応当日以降、被保険者が生存
されている限り、変額部分の積立金から運用実績に応じた
定期引出金を毎年受け取ることができます。

●積立利率適用期間が満了した場合の定額部分の積立
金額は、定期引出金とは別に、一時払保険料（契約通貨
建て）の105％を最低保証＊2します。

【積立利率適用期間満了時の取り扱い】
●積立利率適用期間満了日の積立金額は、積立利率更改日の
積立利率と一時払保険料最低保証割合に基づき、定額
部分と変額部分に再度分けて、運用を継続します。
※積立利率更改日前にマニュライフ生命の定める取扱範囲で、次に到来する
積立利率適用期間に適用する一時払保険料最低保証割合を契約者に
再指定いただきます。ただし、積立利率更改後の積立利率適用期間
満了日における一時払保険料に対する積立金額の最低保証割合は、
105％を下回りません。

●積立利率適用期間満了日に、積立金の全額払出を選択
できます。解約控除、市場価格調整は適用されません。
※積立金の全額払出を行った場合、ご契約は消滅します。

契約日の１年経過後の契約応当日以降、被保険者が生

変額部分（特別勘定）の運用成果に
応じた定期引出金（契約通貨建て）を
受け取れます。

万一の場合の最低保証＊2が一生涯続きます。

最初の積立利率適用期間満了日
（契約日から15年後）の積立金額を
最低保証＊2します。

料の払料の払込通貨込通貨はは※保険※保険料料
「米「米ドル」ドル」「豪ド「豪ドル」ル」「円「円」「」「
ージージーランーランドドルドドル」」「ニ「ニ「 ュュ
ーロ」ーロ」のいずのいずれかをれかを「ユ「ユ「ユ「ユ「ユーー
いただいただけますけます。。選択選択選択選択選択選選 いい

運用
継続

契約初期費用は
かかりません。

一
時
払
保
険
料
の

契約日は、一時払保険料相当額のお払い込みが完了した日です。積立利率更改日は、契約日から積立利率適用期間ごとの契約応当日です。
一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を契約日から契約日を含めて8日目末に特別勘定に繰り入れます。
※上図は将来の積立金額や解約返戻金額等を保証するものではありません。
※解約返戻金額等の試算額等は、最新の「設計書」をご確認ください。

▲▲
契約契約日日契約日 積立積立積立積立利率利率利率利率更改更改更改更改日日日日積

（
基
本
保
険
金
額
）

一
時
払
保
険
料 定

額
部
分

変額部分

【定期引出金のお支払いの例】
●契約日から1年経過後の契約応当日前日の
変額部分の積立金額が22,500豪ドルの場合

●契約日から2年経過後の契約応当日前日の
変額部分の積立金額が22,400豪ドルの場合

（15回支払のうちの）
1回目の

定期引出金額
1,500豪ドル22,500豪ドル

15＝ ＝

（15回支払のうちの）
2回目の

定期引出金額
1,600豪ドル22,400豪ドル

14＝ ＝

解約返戻金
（契約通貨建て）

死亡保険金
（契約通貨建て）

積立利率適用期間（15年）

▲▲▲▲
率率更改日

定
額
部
分

変額部分

積立利率適用期間（15年5年5年年）））

一生涯の保障

くわしくはP14「保障内容」をご覧ください。参照

積立金の全額払出

＊1 積立利率適用期間満了日における
一時払保険料に対する積立金額の
最低保証割合のことです。

＊3 定期引出金支払日は、契約日の1年経過後以降の毎年の年単位の契約応当日です。

●契契約

変額
応じ
受け

1
POINT

●積立

最初
（契
最低

2
POINT

万一3
POINT

●死亡保険金は、運用成果にかかわらず基本保険金額
（契約通貨建て）の100％を最低保証＊2します。
※定期引出金の受取に関係なく、死亡保険金は、基本保険金額の100％が
　最低保証されます。

※くわしくは14ページ
「解約返戻金」をご覧ください。

積立金額

米ドル

豪ドル

米ドル

豪ドル

豪ドル米ドル

＊2 P.3～P.4、P.9の「ご注意」および「契約締結前交付書面（契約概要/
注意喚起情報）」P.1～P.2「2.この保険のしくみと特徴」（契約概要）で、
「最低保証」についての注意点をご確認ください。



下記のデータは、2015年10月を100として2019年9月まで運用した場合における過去の各ポートフォリオの運用
実績の推移とその配分割合の推移を示しています。
なお、指数連動債券と配分割合は、レバレッジ取引（最大約3倍）を活用した形で表記しています。

■ご参考データ   特別勘定における各ポートフォリオの運用実績と配分割合の推移

上記のデータは、あくまで過去の数値であり、将来において同様の数値を示すことを保証、
示唆するものではありません。

最初の積立利率適用期間満了日の積立金額および死亡保険金は、契約通貨建てで最低保証されています。そのため、
円に換算した場合、為替レートによってはお払い込みいただいた金額の円換算額（円でお払い込みいただいた場合は
その金額）を下回り、元本割れする可能性があります。

積立利率とは、一時払保険料を変額部分の積立金と定額部分の積立金に分けたうちの、定額部分の積立金に適用される
利率をいいます。定額部分の積立金が積立利率で運用されます。また、積立利率は積立利率適用期間が満了するたびに
更改されます。したがって、積立利率は一時払保険料に対する実質的な利回りではありません。

資産分散ポートフォリオへ配分 株式ポートフォリオへ配分
320%
280%
240%
200%
160%
120%
80%
40%
2015年10月 2017年10月2017年4月2016年10月2016年4月 2018年10月 2019年4月2018年4月

2015年10月 2017年10月2017年4月2016年10月2016年4月 2018年10月 2019年4月2018年4月

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

基本ポートフォリオ（豪ドル建て）
株式ポートフォリオ（豪ドル建て）
資産分散ポートフォリオ（豪ドル建て）

指数連動債券（豪ドル建て）
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特別勘定のご参考データ

ご注意
！ 上記のデータは、あくまで仮定の数値であり、「未来を楽しむ終身保険」の運用実績を示すものではありません。 また、表示されたデータの確実性を保証するものではなく、将来において同様の数値を示すことを保証、示唆するものでは

ありません。なお、取引にかかる費用や税金は考慮していません。

ターゲットタイプ についてのご参考データ

下記のデータは、1994年12月から2004年9月の毎月末に運用を開始し、「定期引出タイプ」の商品性にそって運用を行ったと仮定
してシミュレーションしたものです。15年の運用期間が取れる118個のデータで一時払保険料を100とした場合の定期引出金
（契約通貨建て）の累計額と経過年数ごとの平均を表しています。15年後に最低保証される定額部分の積立金額（一時払保険料の
105%）とは別に受け取れる金額です。

下記のデータは、1994年12月から2009年9月の毎月末に運用を開始し、「ターゲットタイプ」の商品性にそって運用を行ったと仮定
してシミュレーションしたものです。10年・15年の運用期間が取れるそれぞれ178個および118個のデータで、一時払保険料の
円換算額を100とした場合の解約返戻金額の円換算額が、目標額に到達したデータの個数および到達した場合の平均運用期間を
表しています。なお、目標額に到達していないデータの運用期間は考慮していません。

定額部分88.5％・変額部分11.5％

定額部分93.9％・変額部分6.1％

（一時払保険料を100とした場合）

※実際の目標額到達の判定は、マニュライフ生命の定める為替レートで解約返戻金額の円換算額を算出して行います。

定期引出タイプ についてのご参考データ

投資環境により、「定期引出金」は大きく変動（増減）することがあります。運用実績によっては、定期引出金が受け取れないこともあります。

【前提条件】積立利率 ： 積立利率適用期間10年…米ドル：年0.40％、  豪ドル：年0.15％
 積立利率適用期間15年…米ドル：年1.15％、  豪ドル：年0.75％
  為替レート ：  Bloombergのデータを使用

最初の積立利率適用期間（15年）の定期引出金（契約通貨建て）の累計額と経過年数ごとの平均目標額に到達したデータ数および到達までの平均運用期間

■最初の積立利率適用期間（15年）の定期引出金（契約通貨建て）の累計額

■定期引出金（契約通貨建て）の経過年数ごとの平均

米ドル建て105％最低保証・積立利率適用期間15年
定額部分96.1％・変額部分3.9％

目標額に到達したデータ数

目標額に到達したデータの平均運用期間

目標値 110％ 120％ 130％ 140％ 150％ 200％

153/178

5年8ヵ月

133/178

6年9ヵ月

85/178

7年0ヵ月

51/178

7年6ヵ月

28/178

7年2ヵ月

8/178

9年5ヵ月

米ドル建て100％最低保証・積立利率適用期間10年

定額部分84.2％・変額部分15.8％

目標額に到達したデータ数

目標額に到達したデータの平均運用期間

目標値 110％ 120％ 130％ 140％ 150％ 200％

118/118 118/118 118/118 118/118 118/118 118/118

2年7ヵ月 3年9ヵ月 4年11ヵ月 6年0ヵ月 7年0ヵ月 9年3ヵ月

米ドル建て100％最低保証・積立利率適用期間15年

定額部分92.7％・変額部分7.3％

目標額に到達したデータ数

目標額に到達したデータの平均運用期間

目標値 110％ 120％ 130％ 140％ 150％ 200％

118/118 118/118 118/118 118/118 118/118 114/118

4年5ヵ月 6年8ヵ月 7年6ヵ月 8年2ヵ月 9年6ヵ月 12年4ヵ月

米ドル建て110％最低保証・積立利率適用期間15年

豪ドル建て105％最低保証・積立利率適用期間15年

定額部分98.5％・変額部分1.5％

目標額に到達したデータ数

目標額に到達したデータの平均運用期間

目標値 110％ 120％ 130％ 140％ 150％ 200％

158/178 142/178 122/178 95/178 63/178 0/178

4年3ヵ月 5年4ヵ月 6年7ヵ月 6年10ヵ月 6年8ヵ月 ―

豪ドル建て100％最低保証・積立利率適用期間10年

定額部分89.4％・変額部分10.6％

目標額に到達したデータ数

目標額に到達したデータの平均運用期間

目標値 110％ 120％ 130％ 140％ 150％ 200％

118/118 118/118 118/118 118/118 118/118 118/118

3年3ヵ月 3年9ヵ月 4年4ヵ月 5年1ヵ月 5年7ヵ月 7年8ヵ月

豪ドル建て100％最低保証・積立利率適用期間15年

定額部分98.3％・変額部分1.7％

目標額に到達したデータ数

目標額に到達したデータの平均運用期間

目標値 110％ 120％ 130％ 140％ 150％ 200％

118/118 118/118 118/118 118/118 107/118 59/118

4年5ヵ月 5年7ヵ月 7年0ヵ月 7年11ヵ月 9年3ヵ月 12年7ヵ月

豪ドル建て110％最低保証・積立利率適用期間15年
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1994年12月～
2009年12月

1995年12月～
2010年12月

19996年16年122月～月～
201011年11年122月月

1991997年17年122月～月～
2012012年12年122月月

1991998年1年118年1122222月～月月月～月～月～月月
2012013年1年113年1122222月月月月月月月

199199199999年19年19年19年1年1222222月～月～月～月
20120020120120 4年14年4年年年年4年11222月月月

2002002000年10年10年1222月～月～月～
2012012015年15年15年1222月月月

2002002001年11年11年1222月～月～月～月～
2012012016年16年16年1222月月月月

最高累計額 242.8
平均累計額 99.8
最低累計額 56.3

2002002002002年12年12年12年12222月～月～月～月
2012012012017年17年17年17年12222月月月月

2002002002003年13年13年13年12222月～月～月～月
2012012012018年18年18年18年12222月月月月

200200200200200200444444年９年９年９年９月～月～月～月
2012012012019999年９年９年９年９月月月月

月～
2009年12月

1995年1年122月～月～
2010年1年122月月

1991996年16年122月～月～
2012011年11年122月月

1991997年17年122月～月～
2012012年12年122月月

199199999991991999 8年8年18年18年年8年12222月～月～月月
2012020101012012012 33年13年13年1222月月月

1991991999年19年19年1222月～月～月～
20120120122014年14年14年14 222月月月

2002002002002000年10年10年10年年年年 22222月～月～月～
2012012015年15年15年1222月月月

20002002000 1年11年11年11年12222月～月～月～月～
20120120116年16年16年16年12222月月月月

最高累計額 143.8
平均累計額 62.1
最低累計額 35.2
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2012012012017年17年17年17年12222月月月月
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2002002002003年13年13年13年12222月～月～月～月～
2012012012018年18年18年18年12222月月月月

2002002002004年4年4年4年９月９月９月９月～～～～
202020201９年1９年1９年1９年９９９９月月月月

経過年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目11年目12年目13年目14年目15年目

0.9 1.3 1.7 2.1 2.7 3.3 4.0 5.0 6.3 7.6 9.4 10.6 12.6 14.8 17.5

豪ドル建て 0.5 0.7 0.9 1.1 1.5 1.8 2.3 2.9 3.7 4.7 5.8 6.8 8.1 9.7 11.6

15年後に最低保証される定額部分の積立金額（一時払保険料の105％）とは別に、
契約日から15年間の平均累計額で99.8を受け取れることを表しています。

15年後に最低保証される定額部分の積立金額（一時払保険料の105％）とは別に、
契約日から15年間の平均累計額で62.1を受け取れることを表しています。



●定額部分の保険関係費とは、死亡保険金の最低保証のための費用および保険契約の締結・維持に必要な費用です。
積立利率を決定する際に定額部分の保険関係費をあらかじめ差し引きます。
●変額部分における費用
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■積立利率適用期間中にご負担いただく費用（保険関係費および運用関係費） 

■解約時にご負担いただく費用

■外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用

＊上記の管理費用以外に、金融派生商品の取引にかかる費用がかかります。金融派生商品の取引にかかる費用の内訳は、レバレッジ取引にかかる費用
（特別勘定の投資対象となる指数連動債券の純資産総額を最大約3倍にふやした実質運用資産に対して年率1.40％以内）および参照指数の構成
要素に配分する際に必要となる取引費用等（実質的に有価証券等を売買・保有することに伴う費用）となります。また、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、債券の価格に反映することとなります。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。

※解約控除に関するくわしい内容については、「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。
※円建終身保険への移行が行われる場合の解約返戻金額の計算の際、解約控除をご負担いただきます。
※円建終身保険への移行後の解約時に解約控除のご負担はありません。

※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。

A 市場価格調整率

Ｂ 解約控除額

＊対顧客電信売買相場の仲値（TTM）は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。

1「保険料米ドル入金特約Ｂ型」等を付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合
2「保険料円入金特約Ｂ型」を付加し、一時払保険料を円でお払い込みいただく場合
3「円支払特約Ｄ型」を付加し、死亡保険金等を円でお支払いする場合
4「変額部分積立金定期引出特約」および「円支払特約Ｄ型」を付加し、定期引出金を円でお支払いする場合
5「円支払特約Ｄ型」を付加し、解約返戻金を円でお支払いする場合
6「目標到達時円建終身保険移行特約」を付加し、円建終身保険への移行に際して、解約返戻金額を円に換算する場合

※2020年3月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。

＊くわしくは、「ご契約のしおり/約款」をご確認ください。
※死亡保険金と災害死亡保険金は、重複してお支払いしません。
※支払事由に該当し、死亡保険金または災害死亡保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
※保険金をお支払いできない場合については、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」および「ご契約のしおり/約款」に記載して
いますのでご確認ください。

ご確認ください

解約返戻金

この保険にかかる費用は、保険関係費（定額部分の保険関係費および変額部分の保険関係費）および運用関係費の合計額に
なります。そのほか、解約計算基準日が契約日から最初の積立利率適用期間の満了日までの解約には解約控除がかかります。
また、外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用がかかる場合があります。

●契約者は、いつでも将来に向かってご契約を解約することができます。その場合には、解約返戻金をお支払いします。
ただし、解約した場合、ご契約は消滅します。
●解約返戻金額は、解約計算基準日（マニュライフ生命が解約の請求書類を受け付けた日＊）における積立金額、市場価格
調整率および解約控除額に基づいて計算します。
＊書類の提出以外の方法（マニュライフ生命の定める方法に限ります）により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日

保障内容

●被保険者が責任開始期以後に次の支払事由に該当された場合、保険金をお支払いします。

●解約計算基準日が契約日から最初の積立利率適用期間の満了日までの場合、解約時に以下の解約控除をご負担いただきます。

●一時払保険料を外貨でお払い込みいただく際には、取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場合があります
（くわしくは取扱金融機関にご確認ください）。
●死亡保険金等を外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料（リフティングチャージ等）をご負担いただく場合が
あります（くわしくは取扱金融機関にご確認ください）。

●次の1の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので費用が発生します。なお、保険料の
払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）＊との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。 

　また、2ないし6の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値（TTM）＊との差額は、為替手数料として通貨
交換時にご負担いただきます。

この保険にかかる費用は次のとおりです

解約返戻金額 定額部分の積立金額 A 市場価格調整率 Ｂ 解約控除額変額部分の積立金額＝ × ＋ －

●「ターゲットタイプ」で、被保険者が円建終身保険への移行後に次の支払事由に該当された場合、保険金をお支払いします。

＊1 契約日または積立利率更改日の積立利率となります。
＊2 解約計算基準日を契約日として、このご契約と同一の新たなご契約を締結すると仮定した場合に、その新たなご契約の契約日に
適用される積立利率を指します。

＊3 残存月数は、解約計算基準日からその日を含めて次に到来する積立利率更改日の前日までの月数（月数未満切り上げ）となります。

市場価格調整率 ＝
1 ＋ 解約計算基準日の積立利率＊2 ＋ 0.4％

1 ＋ 適用される積立利率＊1
残存月数＊3
12

運用資産（債券等）の価格変動を解約返戻金額に反映させるために用いるもので、経過年数や市場金利により変動します。
市場価格調整率に上限、下限はありません。

解約時に、積立利率適用期間および契約日からの経過年数に応じて、基本保険金額に下表の解約控除率を乗じた解約控除が
かかります。
〈積立利率適用期間10年の場合〉

8.7％10.0％ 9.3％ 6.7％8.0％ 7.3％ 5.3％6.0％ 4.7％ 4.0％ 2.7％3.3％ 1.3％2.0％ 0.7％ 0.0％

解約時 積立利率適適 期 び契約 経 年数 応

解約控除額 基本保険金額 解約控除率＝ ×

契約日からの
経過年数

2年超
3年以内1年以内 1年超

2年以内
5年超
6年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

7年超
8年以内

6年超
7年以内 10年超8年超

9年以内
9年超
10年以内

解約控除率 8.0％10.0％ 9.0％ 5.0％7.0％ 6.0％ 3.0％4.0％ 0.0％2.0％ 1.0％

〈積立利率適用期間15年の場合〉
契約日からの
経過年数

解約控除率

2年超
3年以内1年以内 1年超

2年以内
5年超
6年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

7年超
8年以内

6年超
7年以内

8年超
9年以内

9年超
10年以内

11年超
12年以内

10年超
11年以内

13年超
14年以内

12年超
13年以内

14年超
15年以内 15年超

解約控除
この保険の基本保険金額に対して、
積立利率適用期間および契約日からの
経過年数に応じて

10.0%～0.7%
解約計算基準日における、定額部分の積立金額に
市場価格調整率を乗じた金額と変額部分の積立
金額を合計した金額から控除します。

項目 費用 時期

被保険者が支払事由に該当した日の積立金額死亡保険金

死亡保険金受取人

死亡されたとき

名称 支払事由 支払金額 受取人

災害死亡保険金
不慮の事故＊を直接の原因として
その事故の日を含めて180日以内に
死亡されたとき、または感染症＊に
より死亡されたとき

被保険者が支払事由に該当した日の積立金の
1.1倍相当額

死亡保険金 死亡保険金受取人死亡されたとき

名称 支払事由 支払金額 受取人

被保険者が支払事由に該当した日の基本保険金額、
積立金額または解約返戻金額のいずれか大きい額

変額部分の保険関係費
（死亡保険金の最低保証のための費用、
 保険契約の締結・維持に必要な費用）

運用関係費
（特別勘定の運用にかかわる費用）

特別勘定の資産総額に対して

特別勘定の投資対象となる指数連動
債券の純資産総額に対して（管理費用＊）

年率1.85%

年率0.20%

左記の年率の1/365を乗じた
金額を毎日変額部分の積立金
から控除します。

項目 費用 時期

契約通貨のTTM－1銭

契約通貨のTTM＋50銭

契約通貨のTTM－50銭
契約通貨のTTM－50銭

契約通貨のTTM－3銭

「保険料米ドル入金特約Ｂ型」等の為替レート
「保険料円入金特約Ｂ型」の為替レート

「円支払特約Ｄ型」の為替レート

「目標到達時円建終身保険移行特約」の為替レート

項目 米ドル 豪ドル
契約通貨

（契約通貨のTTM） ÷ （保険料の払込通貨のTTM － 50銭）■
■
■
■
■
■

1
2
3
4
5
6
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