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●この資料は、2ページ構成です。他のページも必ずご覧ください。  1/2ページ

契約年齢範囲※4 取扱最低基準保険金額 取扱最高基準保険金額契約者 被保険者
18歳～99歳 0歳～10歳 30万円 500万円

※4 契約の型によります。裏面をご確認ください。
保険料払込方法 配当 付加できる特約
年一括払・

半年一括払・月払
有配当（積立配当方式）

※詳しくは裏面をご確認ください。 指定代理請求特約

こども学資保険（2018） 契約例  
契約者：個人
被保険者：お子さま（0歳）
死亡保険金受取人：個人

特 徴  

1  大学進学にかかる教育資金を準備できます。
 大学入学の時期から毎年、学資金・満期保険金を通算5回受け取れます。※1
2   お子さまが0歳から加入できるため、大学進学までの期間を利用して計画的な
積み立てができます。※2

 「出生前加入特則」により、お子さまが生まれる前でも、出産予定日の140日前から加入できます。

3   の場合 契約者が次の6つの事由のいずれかに該当したとき、
以後の保険料の払い込みは不要になり、学資金・満期保険金は予定通り
受け取れます。※3

4   の場合 契約者が 66
事由事由死亡したとき、以後の保険料の払い込みは不要

になり、学資金・満期保険金は予定通り受け取れます。※3  
契約者の保障（保険料払込の免除保障）がない型もあります。

18歳払込満了
22歳満期

※1 学資金は「学資金の支払日」に、満期保険金は保険期間満了時に、被保険者が生存している場合に受け取れます。
※2  学資金・満期保険金の受取総額が保険料の総額を下回る場合があります。また、解約返還金は多くの場合、保険料の累計
額を下回ります。

※3  保険料払込の免除の対象とならない場合があります。くわしくは裏面「ご確認ください」および「ご契約のしおり」「約款」
を必ずお読みください。

「計画的な教育資金準備」と「もしものときの
教育資金準備」をサポートする学資保険です

こども学資保険（2018）

契約者の6つのリスクに備える
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引受保険会社

〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1

◎ホームページ   http://www.dai-ichi-life.co.jp/
電話（03）3216-1211（大代表）

お届けしたのは…

ご
確
認
く
だ
さ
い

「こども応援団・Mickey」の取り扱い等について

商
品
の
特
徴

販売名称

契約の型 A型 B型 C型
契約者の契約年齢 18歳～65歳 18歳～99歳
契約者の範囲 被保険者の父母または祖父母

契約者の告知・診査 必要 不要
契約者の保障範囲 保険料払込免除保障 あり 保険料払込免除保障 なし

保険料払込の
免除事由

・所定のがん
・ 急性心筋梗塞・脳卒中による所定の状態
または治療のために手術を受けたとき
・所定の要介護状態　・所定の身体障害状態　・死亡

・死亡 ー

●  ｢こども応援団・Mickey｣はこども学資保険（2018）の販売名称です。

【解約返還金について】
●  解約返還金は、経過年月数等によって異なり、年々増加するものとは限りません。契約によっては減少することがあります。
● 多くの場合、保険料の累計額よりも少ない金額となります。特に契約後短期間で解約されたときは、全くないか、あってもごくわずかです。

・  保険加入の検討にあたっては「保障設計書（契約概要）」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書（注意喚起情
報）」「ご契約のしおり」「約款」を必ずお読みください。
・取り扱う保険金額・保険期間などの詳細については、担当者または第一生命窓口にお問い合わせください。

学資金支払開始年齢と被保険者の契約年齢範囲
学資金支払開始年齢 払込満了・満期 被保険者の

契約年齢範囲

17歳

17歳払込満了21歳満期
0歳 ～10歳15歳払込満了21歳満期

5年払込満了21歳満期
10年払込満了21歳満期 0歳 ～ 6歳

18歳

18歳払込満了22歳満期
0歳 ～10歳15歳払込満了22歳満期

5年払込満了22歳満期
10年払込満了22歳満期 0歳 ～ 7歳

学資金の支払開始は、被保険者の年齢が17歳または18歳となる年単位の契約応当日となります。

死亡給付金のお支払い
保険期間中に被保険者（お子さま）が死亡されたとき、
所定の死亡給付金をお支払いして契約は消滅します。

【契約者配当金について】
契約者配当金は変動〈増減〉し、決算実績によっては、0〈ゼロ〉
となることもあります。
●  毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、契
約後2年目から毎年お支払いします。毎年の決算の状況によっ
ては配当金が支払われないこともあります。

●  第一生命所定の利率（金利水準などにより変更することがあり
ます）による利息をつけて積み立てておき、契約者からの請求
時や、保険金等の支払時にあわせてお支払いします。

●この資料は、2ページ構成です。他のページも必ずご覧ください。  2/2ページ
C17P5051（2018.3.23）
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事由事由

22
事由事由

33
事由事由
のとき こども応援団の保険料払込の免除事由および対象とならない場合

▶ 所定のがん 〈約款に定める悪性新生物（がん）〉
  契約者が、責任開始期以後、生まれて初めて「所定のがん」と医師により診断確定されたとき。ただし、責任開始の日から数えて90日以内にがん
と診断確定されたときや、上皮内がん・非浸潤がん・大腸粘膜内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん等は対象となりません。

▶ 急性心筋梗塞
  契約者が、責任開始期以後、急性心筋梗塞を発病し、治療のために手術を受けたとき、または初診日から数えて60日以上、労働の制限を必要と
する状態が継続したと医師により診断されたとき。

 ● 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞が対象となります。狭心症などは対象となりません。
▶ 脳卒中
  契約者が、責任開始期以後、脳卒中を発病し、治療のために手術を受けたとき、または初診日から数えて60日以上、言語障害、歩行障害、まひなど
の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき。

 ● くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象となります。ただし、外傷性脳内出血などは対象となりません。

 2018年1月時点の介護保険法・身体障害者福祉法等にもとづいて記載しています。将来、法令等が改正された場合、これらの表現が当てはまら
なくなることがあります。

66
事由事由
のとき 

▶ 死亡されたとき
55
事由事由
のとき

▶ 身体障害状態
  身体障害者福祉法における1級から3級まで
の身体障害者手帳が交付されたとき。

44
事由事由
のとき

▶ 要介護状態
  公的介護保険の要介護2以上と認定されたとき。または、第一生命が
定める要介護状態が180日間継続した（要介護2以上に相当）とき。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e30593002004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


