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契約年齢範囲 保険料
払込期間

月払保険料
（　）は年一括払

年金額 年金額の最高限度5年確定 10年確定 15年確定

0歳～80歳
5年～14年 10,000円

（120,000円）以上

年金受取開始年齢85歳以上の場合

3,000万円
※ 他の既契約年金額と
通算し、最高限度の範
囲内で取り扱います。

63万円以上 32万円以上 30万円以上
年金受取開始年齢85歳未満の場合
58万円以上 30万円以上

15年～29年 10,000円（120,000円）以上 58万円以上 30万円以上
30年以上 5,000円（60,000円）以上 23万円以上 12万円以上

保険料払込方法 配当 付加できる特約

月払・年一括払
ボーナス払

有配当（積立配当方式）
※詳しくは裏面をご確認ください。

個人年金保険料税制適格特約（S60）
終身年金特約（2018）
指定代理請求特約

個人年金保険（2018）

特 徴
1   年金額が確定していますので、公的年金の上乗せなど、将来に向けて計画的な準備ができます。
2  医師の診査は不要。健康状態の告知なしで申し込めます。
3  所定の要件を満たすことで、「個人年金保険料控除」が受けられます。※4
  個人年金保険料税制適格特約（S60）※5を付加することにより、所得税で最高40,000円、住民税で
最高28,000円までの所得控除が受けられ、税負担が軽減されます。

※1 被保険者が年金支払開始日前に死亡したときは、保険料の累計額を死亡給付金としてお支払いします。
※2 解約返還金は、死亡給付金を上限としてお支払いします。
※3  年金原資とは、将来の年金をお受け取りいただくために保険料の中から積み立てた金額等（年金支払開始日の前日における責任準備金相当額）のことです。
※4 保険料から契約者配当金を差し引いた額が対象となります。なお、複数の個人年金保険に加入の場合、保険料は合算されます。
※5  個人年金保険料税制適格特約（S60）を付加した場合、保険料の減額などの場合にお支払いする返還金は、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）で積み立てておき、年金支払開始日に年金の増額のための一時払保険料に充当します。また、積み立てられた契約者配当金は、
途中で引き出せません。

● 解約すると多くの場合、受取金額が保険料の累計額を下回ります。

豊かな老後に向けた計画的な準備ができる
個人年金保険です

個人年金保険（2018）

契約例 
保 険料払込期間  60歳まで
年金受取開始年齢  60歳から
年 金 受 取 期 間  10年間（10年確定年金）



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…

積立年金「しあわせ物語」の取り扱い等について

個人年金保険料税制適格特約（S60）について
●  年金受取人が契約者（保険料負担者）または契約者の
配偶者であること。

●  年金受取人が被保険者であること。
●  保険料払込期間が10年以上あること。
●  年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上、かつ年
金支払期間が10年以上であること。

・  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。
・  取り扱う保険料・保険料払込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。
・ 税務の取り扱いについては、2018年1月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更
後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

●  積立年金 ｢しあわせ物語｣は個人年金保険（2018）の販売名称です。
●  被保険者が年金支払開始日前に死亡した場合は、保険料の累計額を死亡給付金とし
てお支払いします。

●  被保険者が年金支払期間中に死亡した場合（確定年金の場合）は、残りの年金支払
期間の未払年金の現価を一括してお支払いするか、もしくは年金を継続してお支払い
します。
●  契約者貸付は、年金支払開始日前に限り所定の範囲内で取り扱います。保険料の自
動貸付は、取り扱いません。

個人年金保険料税制適格特約（S60）
の付加は右記の要件を満たす場合のみ
取り扱います。

ご意向に応じて柔軟な設計ができます。

保 険 料 払 込 期 間  最短で5年から選べます。
年金受取開始年齢  10歳～90歳の範囲で選べます。
年 金 受 取 期 間  5年・10年・15年いずれかの確定年金から選べます。
● 確定年金は、定められた年金受取期間中、毎年年金を受け取れます。
● 契約年齢等によって、選択できる保険料払込期間や年金受取開始年齢に所定の制限があります。

【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いきます。
●  年金支払開始日後の配当金支払方法については、個人年金保険料税制適格特約（S60）が付加されていない場合、「利息をつけ
て積立」ではなく、「現金支払」を選択することができます。その際には、年金支払開始日前に別途お手続きが必要になります。

【解約返還金について】
●   契約の解約は、年金支払開始日前であればいつでもできます。
●  多くの場合、保険料の累計額を下回ります。また、契約後短期間で解約したときは、全くないか、あってもごくわずかです。

C17P5054（2018.3.26）
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