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入力必須項目 

《プロフィール》 

本人プロフィールの入力画面です。上記の画像をクリックすると入力画面が表示されます。 

①性別 
あなたの性別を選択してください。 
 
②生年月日 
　　　左記画像をクリックすることにより生年月
日をカレンダーより選択することができます。また、
空白のボックス内をクリックすることにより直接
生年月日を入力することができます。 
※直接入力を行う場合は「西暦ー月ー日」の形式
で入力をしてください。例：西暦1970年01月01日
生まれの場合1970-01-01と入力してください。 

③家計の主宰者 
家計の主宰者とは、扶養義務者のうち最多収入者のことを示します。本人または配偶者のどちらか一方を必
ず選択してください。 

④年金加入種別 
自営業・会社員・扶養のうちどれかを選択してください。 

⑤就職時年齢 
就労開始年齢を選択してください。※就職時年齢が20歳未満の場合は、20歳を選択してください。 

⑥退職時年齢 
退職予定年齢を選択してください。※未定の場合は、60歳を選択してください。 

⑦配偶者の有無 
現在配偶者がいる場合はチェックを入力してください。 

⑧子供の人数 
子供の人数（将来、誕生の予定を含む）を選択してください。 
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《収入》 

本人の現在～将来にかけての給与の入力画面です。上記画像をクリックすると入力画面が表示されます。 
※年収額は全て◯◯万円で入力してください。（端数は四捨五入） 

①年収（現時点） 
現在の給与の総支給額を入力してください。 
※総支給額とは、社会保険料や税金等が控除され
る前の金額です。 

 

 

 
 

②退職金 
退職時に受け取り予定となっている退職金の金額（予想額）を入力してください。 

③計算方法 
「現時点の年収から計算をする」を選択した場合、①に入力した年収から自動で今後の年収を計算し反映し
ます。「各年代の年収を入力する」を選択した場合、空白のボックスをクリックすることによって現在～将
来の収入を入力することができます。 

④再就職・再雇用     
定年後または一定期間の再就職の予定がある場合、年齢を再就職予定年齢を入力してください。 

⑤年収 
再就職時に想定される年収を入力してください。（任意入力） 
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源泉徴収票

ここの「⽀支払⾦金金額」を	  
年年収に⼊入⼒力力する。



本人の厚生年金に関する情報を入力する項目です。上記画像をクリックすると入力画面が表示されます。 
※平均年収金額や年金金額に関しては◯◯万円で入力をしてください。（端数は四捨五入） 

①厚生年金加入期間 
会社員としての就労期間がある場合、厚生年金の加
入期間と、加入期間中の平均年収を入力してくださ
い。現在も加入中でなおかつ60歳まで厚生年金に
加入する予定がある場合、「40歳の年収」が目安
金額となります。 

②年金金額 
50歳以上の方で、すでに年金金額が分かっている方はこちらに年金金額を入力してください。 
※年金金額は「ねんきん定期便」に記載されております。（見方についてはP21をご参考ください。） 
 

現時点で保有をしている資産を入力する項目です。上記画像をクリックすると入力画面が表示されます。 
※金額は全て◯◯万円で入力をしてください。（端数は四捨五入） 

①流動性資産 
普通預金や通常貯金などペナルティや元本割れする
ことなく、すぐに現金に換えやすい金融商品が流
動性資産に分類されます。 

②確実性資産 
定期預金や定期貯金、個人向け国債など元本が減
りにくい金融商品が確実性資産に分類されます。 

③収益性資産 
投資信託や株式投資などの資産運用目的の金融商
品等が収益性資産に分類されます。 

④その他資産 
ローンの残っていない車や、不動産などの時価がその他資産として分類されます。 

※資産が無い場合または不明な場合は”0”を入力してください。 
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給与以外で一時的・定期的な収入がある方はこち
らで入力いただけます。 

特に、各種手当は受け取られている場合は、入力
してください。 
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《その他の収⼊入》

各種⼿手当の中でも、住居費関係の⼿手当など、毎⽉月受け取ることが確実となっているものは、	  
「継続収⼊入」として⼊入⼒力力してください。	  

例例えば、賃貸の⽅方で「賃貸補助⾦金金」等がある場合、給与明細には⽉月額で表⽰示されているので、
12倍した⾦金金額を、今の年年齢から賃貸が終了了すると予想される年年齢か、60歳までとして⼊入⼒力力
してください。

50〜～60歳まで、年年間36万円（⽉月額３万円）	  
受け取る場合の⼊入⼒力力例例



《支出》 

就労時の生活費と退職後の生活費を入力する項目です。上記画像をクリックすると入力画面が表示されます。
※生活費は全て◯◯万円で入力してください。（端数は四捨五入） 

①就労時 
「月額の生活費を直接設定する」を選択した場合、
月額生活費として入力した値が毎月の生活費として
シミュレーションに反映されます。 
「年間貯蓄額から算出する」を選択した場合、年
間貯蓄額に入力された値から、月額の生活費が自
動的に算出されます。 

②退職後 
退職後の生活費は３期間設定することができます。設定した年齢が最終的に99歳になるよう退職後の生活費
を設定してください。 

 

現在の住宅状況を入力する項目です。上記画像をクリックすると入力画面が表示されます。「持ち家」「賃
貸」「同居」の三種類に状況が分かれているので、ご自身の現状にあった項目に入力をしてください。 
※金額は全て◯◯万円で入力をしてください。（端数は四捨五入） 
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給与明細を確認し、住宅宅に関する「各種⼿手当」を受け取っている⽅方は、「その他収⼊入（6
ページ参照）」の箇所で⼊入⼒力力します。よって、ここでは⼿手当を受け取る前の⾦金金額（毎⽉月の
返済額・毎⽉月の家賃等）を⼊入⼒力力してください。



『持ち家』の方 
①ローン 
ローンが残っている場合は、必ず「あり」を選択し
てください。また、ローンが完済している場合は、
「なし」を選択してください。 

②取得時期 
住宅購入時の年齢を入力してください。 

③費用 
物件価格と頭金に充当した金額、また、諸費用額
を入力してください。諸費用額の詳細が不明の場合、
諸費用金額を”0”と入力し、おおよその金額を住宅
取得時の価格に加えて入力してください。 

④借入内容 
「ローンあり」の場合、借入当初の金額と借入期間を入力してください。また、ボーナス払いがある場合は、
その返済金額も合わせて入力してください。 
金利１、金利２、金利３、には借入当初～の金利を入力してください。金利が不明な場合は”２％”と入力し
てください。 

⑤計算方法 
借入をしている場合、ローン返済方法が「元利均等返済」なのか「元金均等返済」なのか選択をしてくださ
い。返済方法が不明の場合、「元利均等返済」を選択してください。 

⑥繰上げ返済実績 
すでに、繰上げ返済を行ったことがある場合は、繰上げ返済時の年齢と金額を入力してください。 
また、期間圧縮型の繰上げ返済の場合は「返済を早めにすませる」を、返済額圧縮型の場合は「月々の返済
額を小さくする」を選択してください。 

⑦売却 
持ち家の売却予定がある場合は、売却予定時期と売却予定価格を入力してください。 
また、合わせて《ライフイベント》の「住居」に売却後の住居予定を入力してください。 
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『賃貸』の方 
①家賃 
現在の年齢から賃貸に住み続ける予定期間の年齢
を入力してください。また、一年間の家賃（管理費
等含む）を入力してください。 
※一生涯賃貸生活予定の場合は、「99歳」までと
設定してください。 
 

『同居』の方 
①負担 
現在の年齢から同居を続ける予定期間の年齢を入
力してください。また、一年間の負担金額がある場
合は、その負担額をを入力してください。負担がな
い場合は、”0”を入力してください。 
※一生涯同居生活予定の場合は、「99歳」までと
設定してください。 
 

生活費・教育費・住居費・保険料以外で現在、定期的・継続的に発生している支出を入力できます。 
※金額は全て年額で◯◯万円で入力をしてください。（端数は四捨五入） 
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記載されている「住宅宅維持費」「⾞車車両維持
費」以外にも、例例えば以下の⽀支出も⼊入⼒力力で
きます。	  
なお、「その他⽀支出」の⼊入⼒力力箇所は１箇所
ですが、住宅宅維持費や⾞車車両維持費の箇所に
⼊入⼒力力いただいても結構です。	  

※将来の⽀支出予定は、ライフイベントの	  
「⾃自⼰己設定」にて⼊入⼒力力してください。

•毎年年「帰省省費⽤用」が発⽣生する。	  
•現在「親の介護費⽤用」や「親への仕送り」
が発⽣生している。	  
•現在「⼦子供への仕送り」が発⽣生している。



シングル・カップル・ファミリー入力項目 

《支出》 

現在加入中の生命保険の内容を入力する項目です。入力することにより、現在加入している保険の内容がご
自身のライフスタイルにあっているのか判別することができます。各項目にあった保険を入力してくださ
い。 
※保険証券の読み方がわからない場合、P20の「保険証券の読み取り方」を参考にしてください。 
※加入中の保障内容が不明な場合は、年間の支払い保険料のみ各項目に入力してください。 
※保険料は全て年間の保険料を◯◯万円で入力してください。（端数は四捨五入） 

◎個人年金保険／養老保険 

①保険料支払 
現在～保険料支払いの終わる年齢と、保険料支
払い期間中の保険料を入力してください。もし
複数の個人年金保険／養老保険に加入されてい
る場合で加入期間が同じ場合は、合算した保険
料を入力してください。 

②満期保険金受取 
満期保険金を受取る予定期間の年齢と年間の受取り金額を入力してください。満期保険金を一時金で受取る
場合は、開始年齢と終了年齢を同じ年齢に設定してください。一生涯受取りの場合は、終了年齢を”99歳”と
設定してください。 

◎死亡保険 
①保険料支払 
現在～保険料支払いの終わる年齢と、保険料支払
い期間中の保険料を入力してください。もし2つ
以上の死亡保険に加入されている場合で加入期間
が同じ死亡保険がある場合は、合算した保険料を
入力してください。 

②保険金受取 
全ての加入中の死亡保険金額の合算値（現時点の
死亡保険金額）を入力してください。 

※災害死亡保険金の金額は除いて入力をしてください。 
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例例えば「グループ保険」等、社内で加⼊入した保険や、各種保険料料を給与天引きで⽀支払って
いる場合は、給与明細に毎⽉月の保険料料が記載されている場合があります。	  
⼊入⼒力力は年年額ですので、表⽰示されている⾦金金額を12倍して⼊入⼒力力してください。



◎生存保険 

生存保険とは、医療保険やがん保険、介護保険などの生存中の疾病などを支払い対象とした保険のことです。 

※保障内容が不明な場合は、年間の保険料（掛け金）のみの入力でも結構です。
 

①保険料支払 
現在～保険料支払いの終わる年齢と、保険料支払
い期間中の保険料を入力してください。もし２種類
以上の生存保険にご加入している場合で加入期間
が同じ生存保険に加入されている場合は合算した
保険料を入力してください。保険料が終身払いの場
合は、保険料支払いの終わる年齢を”99歳”と入力
してください。 

②給付金受け取り 
　入院時 - 疾病入院給付金など入院の原因が疾病による場合に支払われる給付金を入力してください。 
　がん入院時 - がんを原因とする入院の場合に支払われる給付金を入力してください。 
   がん一時金 - がんと診断された場合に支払われる給付金を入力してください。 
   介護年金 - 所定の介護状態に該当した場合に支給される年金額を◯◯万円単位で入力してください。ま　 
　　　　　　た、支払い期間が一定期間で定められている場合はその期間を、支払が終了する年齢が定めら 
　　　　　　れている場合は、その年齢を入力してください。 
　介護一時金 - 介護が必要となった時に支払われる一時金額を入力してください。 
　休業時 - けがや疾病などを原因として、休業した場合に支払われる保険金額を入力してください。また、 
　　　　　支払い期間が一定期間で定められている場合はその期間を、支払が終了する年齢が定められてい 
　　　　　る場合は、その年齢を入力してください。 
　けが - 傷害を原因とする入院の場合に支払われる給付金を入力してください。 

 11



《ライフイベント》 

将来の結婚費用を入力する項目です。 
①予定時期 
結婚を予定している時期を入力してください。 

②費用 
結婚の際に発生するであろう費用がデフォルトで
入力してありますが、「結婚費用」を参考にご自
身の場合に発生するであろう費用を再度入力してく
ださい。 

 
 

 

将来の住居状況を入力する項目です。将来的に現在の住居から移転を考えている
場合は、こちらに予定を入力してください。 

※入力項目はP7～9「住居費」を参考に入力してください。 
 
 

将来の自動車の購入予定を入力する項目です。 
①予定時期 
自動車の購入予定る年齢を入力してください。 

②車両価格 
購入を予定している自動車の価格を入力してください。 

③費用 
ローンを予定している場合は、支払い期間と年間
の支払い額を入力してください。また、一括での
購入を予定している場合、ローンの頭金を用意す
る場合はその金額を現金の欄に入力してください 

④売却 
購入した自動車に売却の予定がある場合は、売却予定時期と売却予定価格を入力してください。 
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《シングルの⽅方のみ》



カップル・ファミリー入力項目 

《プロフィール》 

配偶者のプロフィール情報の入力項目です。 

①性別 
自動で本人のプロフィールに登録された性別とは別
の性別を入力されます。 
 
②生年月日 
　　　左記画像をクリックすることにより生年月
日をカレンダーより選択することができます。また、
空白のボックス内をクリックすることにより直接
生年月日を入力することができます。 

※直接入力を行う場合は「西暦ー月ー日」の形式で入力をしてください。 
例：西暦1970年01月01日生まれの場合1970-01-01と入力してください。 

③家計の主宰者 
家計の主宰者とは、扶養義務者のうち最多収入者のことを示します。本人または配偶者のどちらか一方を必
ず選択してください。 

④年金加入種別 
自営業／学生・会社員・扶養（パート含む）のうち配偶者の現在の状況を入力してください。 

⑤就職時年齢 
配偶者の現在就労されている場合就職時の年齢を入力してください。また、就職時年齢が20歳未満の場合、
20歳と入力してください。（現在パート勤務の場合は次ページ参照） 

⑥退職時年齢 
配偶者の退職予定年齢を入力してください。（現在パート勤務の場合は次ページ参照） 
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《収入》 

配偶者の現在～将来にかけての給与の入力画面です。 
※年収額は全て◯◯万円で入力してください。（端数は四捨五入） 

①年収（現時点） 
現在の給与の総支給額を入力してください。 
※就職時年齢と退職時年齢が入力されていない場
合、こちらの項目は入力できません。 
※総支給額とは、社会保険料や税金等が控除され
る前の金額です。 

 

②退職金 
退職時に受け取り予定となっている退職金の金額を入力してください。 

③計算方法 
「現時点の年収から計算をする」を選択した場合、①に入力した年収から自動で今後の年収を計算し反映し
ます。「各年代の年収を入力する」を選択した場合、空白のボックスをクリックすることによって現在～将
来の収入を入力することができます。 
※就職時年齢と退職時年齢が入力されていない場合、こちらの項目は入力できません。 

④再就職・再雇用 
定年後または一定期間の再就職の予定がある場合、年齢を再就職予定年齢を入力してください。 

⑤年収 
再就職時に想定される年収を入力してください。 
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4ページ参照

■配偶者にパート収⼊入がある場合	  
配偶者が、会社員ではなくパート勤務をしており、⼀一定の収⼊入がある場合は、ここの「再就職・
再雇⽤用」の箇所に⼊入⼒力力することができます。※扶養外の場合は会社員として⼊入⼒力力。	  

「現在の年年齢」から「退職予定年年齢」を設定し、年年間の収⼊入額を⼊入⼒力力してください。
﹅ ﹅ ﹅



 

配偶者の厚生年金に関する情報を入力する項目です。 

※平均年収金額や年金金額に関しては◯◯万円で入力をしてください。（端数は四捨五入） 

①厚生年金加入期間 
配偶者に会社員としての就労期間がある場合、厚生年金の
加入期間と、加入期間中の平均年収入力してください。現
在も加入中でなおかつ60歳まで厚生年金に加入する予定
がある場合、「40歳の年収」が目安金額となります。 

②年金金額 
50歳以上で、すでに年金金額が分かっている方はこちらに年金金額を入力してください。 
※年金金額は「ねんきん定期便」に記載されております。見方についてはP21をご参考ください。 
 
《支出》 

配偶者の現在加入中の生命保険の内容を入力する項目です。入力することにより、現在ご加入している保険
の内容がライフスタイルにあっているのか判別することができます。各項目にあった保険を入力してくださ
い。 
※入力方法はP10～11の「保険料（本人）」を参考にしてください。 
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《セカンドライフ》 

セカンドライフの老人ホーム入居等の設定項目です。「サービス付き高齢者向け住居」「介護付き有料老人
ホーム」「老人ホーム」の三種類から一つを選択して入力してください。 

 

①予定時期 
老人ホーム等施設に入居予定の年齢を設定してくだ
さい。 
※入居終了時の年齢は”99歳”と入力してください。 

②入居者 
老人ホーム等施設に入居予定の組合せを選択してく
ださい。 

③入居費／利用料 
入居費と利用料の値はデフォルト値が入力されておりますが、ご自身で直接入力をすることもできます。 

老後の住宅予定を入力する項目です。老後に備え現在の住居から移転を考えている場合はこちらに予定を入
力してください。※入力項目はP7～9の「住居費」を参考に入力してください。 
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ファミリー入力項目 

《プロフィール》 

子供のプロフィールの入力画面です。 
※プロフィール（本人）で子供の人数を入力してからご利用ください。 

①性別 
子供の性別を入力してください。 
※子供の性別が未だ不明の場合、「男」を選択してくだ
さい。 
 
②生年月日 
　　　左記画像をクリックすることにより生年月日をカ
レンダーより選択することができます。また、空白のボッ
クス内をクリックすることにより直接生年月日を入力す
ることができます。 

※直接入力を行う場合は「西暦ー月ー日」の形式で入力をしてください。例：西暦1970年01月01日生まれ
の場合1970-01-01と入力してください。 

③出産費用（予定） 
出産予定の子供の出産費用を入力する項目です。すでにご出産の終えたお子様に関しましては”0”を入力し
てください。 

④自立年齢の自動設定反映 
自立年齢の自動設定反映とは、子供が自立する時期以降、生活費を子供一人あたりの生活費を自動で差し引
くかを「あり」「なし」で設定します。 

例：大卒で自立年齢の自動設定をありとする。 
　　→子供が大学卒業以降、子供の生活費はかからないこととし、自動的に生活費を引き下げる。 

⑤自立年齢 
④を「あり」で設定をした場合必ず高卒・大卒・院卒の３つから選択してください。 
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《支出》 

子供の現在～将来にかけての教育費入力項目です。子供の進学予定に合わせた入力をしてください。 
※授業料等の金額は全て◯◯万円で入力をしてください。 

◎幼稚園／小学校／中学校／高校／大学 

①公立・私立 
各年代の公立・私立の選択項目です。どちら
か一方を選択してください。 
※幼稚園／高校／大学に進学の予定がない場
合には、行かないを選択してください。 

②学校教育費 
①を選択したことにより、学校教育費が自動
で入力されます。また、ご自身で値を変更す
ることも可能です。 

③学校外教育費 
学校以外にかかる塾や習い事の年間費用を入
力してください。 

④受験料等 
受験の際に発生をする費用を入力してくださ
い。 

⑤仕送り 
子供への年間仕送り金額を入力してください。
 

◎留学 

①留学目的 
留学の目的を「語学留学」「大学留学」のう
ちどちらかを選択してください。 

②留学先 
子供の行かれる予定の留学先を選択してくだ
さい。 

③留学費用 
①・②の両方を設定したことにより、留学費用が自動で入力されます。また、ご自身で値を変更することも
可能です。留学予定の期間を子供の年齢で設定をしてください。 
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子供の学資保険の設定項目です。 
※保険料（子ども）ではなく保険料（本人）で学資保険の設定を行うことができます。 
※保険料、学資金受取ともに◯◯万円で入力をしてください。 

①保険料支払 
学資保険加入中の保険料支払期間を現在～支払い
終了までの年齢で設定をしてください。また、年間
の保険料を入力してください。 

②学資金受取 
将来受取り予定の学資金（満期金）を入力してくだ
さい。また、複数年での受取りの場合、合計金額
を入力してください。 

 

子供が加入している保険の入力項目です。 
※保険料、学資金受取ともに◯◯万円で入力をしてください。 

①保険料支払 
現在、子供が加入中の保険料支払期間を現在～支
払い終了までの年齢で設定をしてください。また、
年間の保険料を入力してください。 

 
 

 

ライフイベントの箇所にある「自己設定」は、将
来の支出予定を自由に入力することができますが、
例えば「子供の結婚資金を援助する」ことを入力
することも可能です。 
想定されるご自身の年齢と資金援助額を入力して
ください。 
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《ライフイベント》



データ入力補助資料 

《保険証券の読み取り方》 

①契約者・被保険者・受取人 

【契約者】 
保険料の支払いを行っている
人物。契約内容などの際に主
たる権利を持つ人。 

【被保険者】 
保険の対象となる人物。 

【受取人】 
⒈死亡保険金受け取り人 
被保険者が死亡した際の保険
金を受け取る人物。 

⒉介護保険金受け取り人 
所定の介護状態になった際の
保険金を受け取る人物。 
※例の場合は被保険者 

②保険料内訳 

【毎回保険料合計額】 
一度の支払での主契約と特約
保険料の合計金額。 

【主契約保険料】 
主契約部分の保険料。 

【特約保険料】 
特約部分の保険料。 
 
【主契約保険料払込期間】 
主契約保険料を支払う期間 
※例の場合「終身」なので一生涯 
支払いが必要よなる。 

【保険料払込回数】 
一年間のうちに保険料を支払う回 
数※例の場合「年12回」なので 
毎年12回払つまり月払いである。 
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証券作成日　◯◯年◯月◯日
証券番号　第◯◯◯◯◯◯号 ３年ごと利率変動型積立保険
保
険
契
約
者 

◯◯　◯◯　様

被
保
険
者

◯◯　◯◯　様 
◯◯年◯月◯日生　契約年齢　◯◯歳（満年齢方式）

受
取
人

死亡保険金受け取り人 
◯◯　◯◯　様 
介護保険金受取人 
被保険者　様 

契約日（始期） 
◯◯年◯月◯日

保険契約者印 

保険料内訳

毎回保険料合計額　　　　　　　　　35,765円 
・うち主契約保険料（保険ファンド部分）　　　　　　 1,000円 
・うち特約保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　  34,765円 

主契約保険料払込期間 
終　身

保険料払込回数 
年12回

保険料払込期月 
毎年１日から末日まで

保険料払込方法 
新団体扱い特約

《主契約・特約欄》
主契約・特約名 保険金額・年金額・給付金額 保険期間

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13

主契約 
新介護逓減定期保険特約 
特定疾病保障定期保険特約 
重度慢性疾患保障保険特約 
災害割増特約 
傷害特約　　　　　　　　　　　　　　　　本人型 
傷害損傷特約 
入院治療重点保障特約　　　　　　　　　　本人型 
災害入院特約　　　　　　　　　　　　　　本人型 
疾病医療特約 
通院特約　　　　　　　　　　　　　　　　本人型 
成人病医療特約 
先進医療特約

死亡給付金額等（注１） 
基本保険金額　　　　　　2.600万円 
死亡保険金額　　　　　　　200万円 
死亡保険金額　　　　　　　200万円 
災害死亡保険金額　　　　　500万円 
災害保険金額　　　　　　　500万円 
運動機器損傷給付金額　　 50,000円 
基本給付金額　　　　　　 10,000円 
災害入院給付日額　　　　 10,000円 
疾病入院給付日額　　　　 10,000円 
通院給付金日額　　　　　　3,000円 
成人病入院給付日額　　　　5,000円 
先進医療給付金額（注２）

終　身 
18年間60際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 
38年間80際まで 

（注１）死亡給付金額は死亡時の積立金額とします。災害死亡給付金額は死亡時の積立金の1.1倍相当額とします。 
（注２）先進医療給付金額は、被保険者が受けた先進医療に関わる技術料に応じて定める金額とします。

《その他特約・その他契約内容欄》
◯　主契約の積立利率は0.5%です。（積立利率は0.5%を最低保障します。) 
◯　◯◯年◯月◯日を指定日とします。 
　（指定日における被保険者の年齢は60歳となります。） 
◯　主契約・特約欄に記載の特約（一時払の特約を覗きます）の保険料振込期間は各特約の保険期間と同一です。 
◯　主契約・特約欄に※のある特約は給付限度（特約）の方を180日型とします。 
◯　主契約・特約欄に◎のある特約には「特約の解約返戻金に関する特約」が付加されています。 
◯　リビング・ニーズ特約（「契約内容の説明」も合わせてごらんください） 
◯　がん長期サポート特約（「契約内容の説明」も合わせてごらんください） 
◯　指定代理請求特約 
◯　保険料払込免除特約（「契約内容の説明」も合わせてごらんください） 
◯　転換特約 
　　　　主契約に充当される転換価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◯◯,◯◯◯円 
◯　配当金支払方法　　積立

①
②

③

③主契約・特約 
【死亡保障】 
保険金額に死亡保険金額と書かれているものもしくは◯◯定期保険特約と記
載されているものが死亡保障となる。 
また、死亡保障には病気死亡での保険金と災害死亡（交通事故等）での保
険金があり、死亡保障額を計算する場合は災害死亡等の金額は除く。 
※例の場合　１～４番の金額の合計額です。 

【保険期間】 
保険期間は主契約と特約のそれぞれの有効期間です。 
※例の場合、主契約は終身の保障だが、特約は80歳までの保障である。



《ねんきん定期便の読み取り方》 
50歳以上59歳未満の方を対象に下記のような、ねんきん定期便が発行されます。 
※50歳未満の方は老齢年金の見込み額の記載はないので年金加入期間と平均年収を入力してください。 

「2.　老齢年金の見込額」を参考に年金の受給開始年齢と厚生年金の年金金額を入力してください。
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