
 

 

News Release 
2012 年 11 月 29 日 

アイリオ生命保険株式会社 

 

アイリオ生命 長期逓減定期保険(払戻金なし) を代理店で販売開始 

～ ライフステージに合わせた保障をお求めやすい保険料で実現します。 ～ 

 

 

アイリオ生命保険株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：米田光生、以下 アイリオ生命)は、 

長期逓減定期保険を、2012 年 12 月 1 日より、当社の代理店で販売を開始いたします。 

 

長期逓減定期保険は、定期保険よりも割安な保険料で加入できることがメリットで、働きざかりで支出の 

かさむライフステージのお客さまに、お求めやすい保険料で十分な死亡保険金額を確保していただくこと 

を目的として開発された商品です。 

この商品は、ライフステージの経過とともに保険金額が逓減する仕組みで、お客さまのライフスタイルや 

年齢に合わせてプランを選ぶことができ、90 歳まで死亡保障を確保できるのが特徴です。また、保険期間 

の途中で解約した場合の払戻金や保険期間満了時の満期保険金をなくすことで、よりお求めやすい 

保険料としました。 

 

アイリオ生命は、死亡保障商品として定期保険及び重度障害保険を販売しておりますが、今般、長期 

逓減定期保険を商品ラインナップに加えることで、今まで以上にお客さまの様々なニーズに応えられる 

ものと考えております。 

 

 

商品のポイント 

長期逓減定期保険（払戻金なし） 

 死亡されたとき、または高度障害状態に該当されたとき、死亡保険金または高度障害保険金をお支払

いします。保険期間は 90 歳満了です。 

 お支払いする保険金額は、あらかじめ設定された期間が経過するごとに減少する仕組みで、保険料

は保険期間が満了時まで一定です。 

 死亡･高度障害時の保障を目的とした掛け捨てタイプの保険で、解約時に支払う払戻金をなくす仕組

みをしており、この仕組みで保険料を計算していますので、その分保険料は割安になっています。 

 リビング・ニーズ特約※1)、指定代理請求特約※2)を付加することができます。 

 

※1)  リビング・ニーズ特約が付加されている場合、被保険者の余命が 6 ヶ月と判断されるときに死亡保険金の全部または一部を被

保険者にお支払いすることができます。 

 

※2) 指定代理請求特約が付加されている場合、高度障害保険金・リビング・ニーズ保険金のお支払事由や保険料の払込み免除事由

が生じたときに、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は、あらかじめご契約者が指定した指定代理請求人

が保険金等を請求することができます。 

 
以上 

～～ 本件に関するお問い合せ先～～ 

アイリオ生命保険株式会社 総務部 電話番号:03-5520-1694 

URL:  http://www.airio.co.jp/ 
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商品概要 

 

長期逓減定期保険 

（ 正式名称：長期逓減定期保険（払戻金なし） ） 

 

１．特徴・しくみ 

◇保険期間は 90 歳まで、死亡時または高度障害時の保障を目的とした、掛け捨てタイプの保険です。 

◇保険契約の型(※1)により 2 から 4 の期間に分け、各期間が経過するごとに保険金額が減少します。 

◇死亡した日または高度障害状態に該当した日の属する期間における保険金額をお支払いします。 

◇解約時の払戻金、保険期間満了時の満期保険金はありません。 

Ⅰ型 ： 保険期間は、第一期間と第二期間の 2 期間  

Ⅱ型 ： 保険期間は、第一期間・第二期間・第三期間の 3 期間 

Ⅲ型 ： 保険期間は、第一期間・第二期間・第三期間・第四期間の 4 期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2 各期間はプランにより異なります。各プランの詳細については長期逓減定期保険パンフレットおよび契約概要を 

ご覧ください。 

 

 

２．保障内容 

 

給付金の種類 お支払事由 お支払額 

死亡保険金(※3) 死亡されたとき 
保険金額(※4) 

（死亡した日の属する期間の支払割合×基本保険金額） 

高度障害保険金(※3) 

責任開始期以後に生じた傷害または疾病

より、約款に定める高度障害状態に該当さ

れたとき 

保険金額(※4) 

（高度障害状態に該当した日の属する期間の支払割合×

基本保険金額） 

保険料の払込免除 

責任開始期以後に生じた不慮の事故によ

る障害により、約款に定める身体障害の状

態に該当されたとき 

 

将来に向かって保険料の払込みを免除します。 

 

※3 死亡保険金と高度障害保険は重複してお支払いしません。いずれかの保険金をお支払いした場合には、 

保険契約は消滅します。 

※4 各期間の保険金額はプランにより異なります。各プランの詳細については長期逓減定期保険パンフレット 

および契約概要をご覧ください。 

第一期間 

 

死亡・高度障害保険金 

100 万円 

第二期間 第四期間 

死亡・高度障害保険金 

500 万円 

第三期間 

死亡・高度障害保険金 

1,000 万円 

死亡・高度障害保険金 

3,000 万円 

満了 

（90 歳） 

（下図はⅢ型の場合） 

※1 
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３．保険料例 

 

Ⅲ型／基本保険金額：3,000 万円(男性・月払・口座振替扱･90 歳満了) 

第一期間 第二期間 第三期間 第四期間 
年齢 男性 プラン 

保険金額 保険金額 保険金額 保険金額 

25 年 10 年 10 年 25 年 
20 歳 3,540 円 Ｗプラン 

3,000 万円 1,000 万円 500 万円 100 万円 

15 年 10 年 10 年 25 年 
30 歳 4,110 円 Ｗプラン 

3,000 万円 1,000 万円 500 万円 100 万円 

10 年 10 年 10 年 20 年 
40 歳 6,640 円 Ｘプラン 

3,000 万円 1,000 万円 500 万円 100 万円 

 

Ⅲ型／基本保険金額：2,000 万円(女性・月払・口座振替扱･90 歳満了) 

第一期間 第二期間 第三期間 第四期間 
年齢 女性 プラン 

保険金額 保険金額 保険金額 保険金額 

25 年 10 年 10 年 25 年 
20 歳 1,710 円 Ｙプラン 

2,000 万円 1,000 万円 500 万円 100 万円 

15 年 10 年 10 年 25 年 
30 歳 2,160 円 Ｙプラン 

2,000 万円 1,000 万円 500 万円 100 万円 

10 年 10 年 10 年 20 年 
40 歳 3,210 円 Ｚプラン 

2,000 万円 1,000 万円 500 万円 100 万円 

 

 

４．取扱内容 

 

契約年齢 16 歳～75 歳（契約年齢により加入できるプランが異なります。） 

販売範囲 商品パンフレットに記載の販売プランのみ取扱 

保険期間 90 歳満了 

保険料払込期間 保険期間と同じ 

保険料払込方法（回数・経路） 月払・口座振替扱 

解約時の払戻金 なし（解約時に支払う払戻金をなくす仕組みとしており、この仕組みで保険料の計算をし

ていますので、その分保険料は割安になっています。） 

付加できる特約 リビング・ニーズ特約 

指定代理請求特約 

 

 

５．お申込方法 

 

アイリオ生命の代理店を通じてお申込みいただけます。 

 

 

この資料は商品の概要を説明するものです。 

本商品のご検討、お申込みにあたっては、「商品パンフレット」「ご契約のしおり－約款」「商品サイト」等をご確認ください。 

 

 

以上 

 




