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Dual Language: Japanese/English 

2018年 4月 16日 

メットライフ生命保険株式会社 

 

収入保障保険「MYDEAREST（マイディアレスト）」の 

保険料率の改定について 

 
 
メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 サシン･Ｎ･シャー）は、2018年6月より収入保

障保険「MYDEAREST（マイディアレスト）」（正式名称：収入保障保険（月払給付・無解約返戻金型））の

保険料率を以下のとおり改定いたします。 

 

保険料率改定の概要 

MYDEAREST（マイディアレスト）は、幅広い保障を合理的な保険料でご提供し、万一のときでも愛す

る家族を守る、家族のきずなを深める保険としてお役立ていただいております。今回の保険料率の改定

は、2018 年 4 月に「標準生命表*」が改定されたことに伴うもので、平均寿命の延びによる最新の死亡

率実績を反映した「標準生命表」を基準とし保険料率を改定いたします。なお、本改定においては、予定

死亡率の引き下げにより保険料は下がる傾向にありますが、予定利率の引き下げをあわせて行うこと

から、性別・契約年齢・販売プランによっては保険料が引き上げとなる場合があります。 

 

*標準生命表：保険業法により定められている、生命保険会社が積み立てる責任準備金の計算に用いる予定死亡率

等を記載した表 

 
【新保険料率の適用商品・時期】 

保険種類 新契約 既契約（更新契約） 

収入保障保険「MYDEAREST」 

（月払給付・無解約返戻金型） 

契約日が 2018年 6月 2日 

以降の契約に適用 

2018年 6月 2日以降の 

最初に到来する更新日より適用 

 
当社の執行役 常務 チーフプロダクト・バリューマネジメントオフィサーの橋口隆は、次のようにコメント

しています。「MYDEARESTは、万一のときに収入が途絶えるリスクへの備えとして保障を確保したい

というお客さまのニーズにお応えした商品で、2015年の発売以降、子育て世代を中心に支持をいただ

いております。お客さまが不安から解消され、前向きでより充実した人生を歩んでいただけるよう、当社

は経済や社会環境の変化に対応しながら、引き続きお客さまのニーズに即した商品とサービスを提供し

てまいります」 

以上 

 
 
メットライフ生命について 

メットライフ生命は、日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、多様な販売チャネル

を通して、個人・法人のお客さまに革新的かつ幅広いリスクに対応できる商品を提供してまいりました。

現在は日本法人「メットライフ生命保険株式会社」として、お客さまに常に寄り添い、お客さま自らが自信

を持って最適な保障を選ぶお手伝いをし続けることに努めています。 http://www.metlife.co.jp 

 
 

  

http://www.metlife.co.jp/
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＜保険料例＞ 
 
収入保障保険（月払給付・無解約返戻金型） 
 
非喫煙保険料率・Ⅰ型（死亡のみ） 

保険期間/保険料払込期間：60歳満了、確定保証期間 5年・月払給付金額 10万円の場合 

性別 契約年齢 
月払保険料 

①改定前 ②改定後 ②÷① 

男性 

30歳 2,690円 2,470円 91.8% 

40歳 3,060円 2,710円 88.6% 

50歳 3,100円 2,630円 84.8% 

女性 

30歳 1,960円 2,050円 104.6% 

40歳 2,140円 2,220円 103.7% 

50歳 -* 2,110円 - 
*保険料改定前においては取扱範囲外の販売プランとなります。 
 
非喫煙保険料率・Ⅱ型（死亡＋三大疾病） 

保険期間/保険料払込期間：60歳満了、確定保証期間 5年・月払給付金額 10万円の場合 

性別 契約年齢 
月払保険料 

①改定前 ②改定後 ②÷① 

男性 

30歳 3,970円 3,940円 99.2% 

40歳 5,020円 4,930円 98.2% 

50歳 6,170円 6,050円 98.1% 

女性 

30歳 3,570円 3,890円 109.0% 

40歳 4,420円 4,790円 108.4% 

50歳 4,890円 5,260円 107.6% 
 
 
  

別紙 
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METLIFE JAPAN TO REVISE PREMIUM RATES  
FOR MULTIPLE INCOME BENEFIT OF “MYDEAREST” 

 
 

TOKYO, April 16, 2018 –MetLife Insurance K.K. (Representative Statutory Executive Officer, 
Chairman, and President Sachin N. Shah) announced today that it will revise the premiums for 
Multiple Income Benefit “MYDEAREST” (Filed name: Multiple Income Benefit (Monthly Benefit / 
No-CSV)) from June 2018. 
 

Outline of the re-pricing 

“MYDEAREST” offers a wide range of coverage at reasonable premiums, as an insurance 
product that deepens the bonds of family and protects those who are dearest in case of 
emergency. The revision of the insurance premium rates is due to revision in April 2018 of the 
“standard mortality table,”* which provides up-to-date mortality rates reflecting the increased 
average longevity. In this revision, insurance premiums will generally go down, reflecting 
increased longevity in the assumed mortality rates. However, since assumed interest rates will 
also be reduced in the revision, premiums may rise depending on gender, age at time of issue, or 
sales plan. 
 
*Standard mortality table: A table with figures such as assumed mortality rates that life insurance companies use 
to calculate reserves as stipulated in the Insurance Business Act. 

 
Applicable product and date 

Insurance Type New Business In-force Policy (Renewal Policy) 

Multiple Income Benefit 

“MYDEAREST” 

(Monthly Benefit / No-CSV) 

New premium rates will be 

applied to policies issued 

on/after June 2, 2018  

New premium rates will be 

applied from the first renewal 

date arriving on/after June 2, 

2018 

 

“MYDEAREST is a product that came out of customers’ need to protect against the risk of 
income loss,” said Takashi Hashiguchi, MetLife Japan statutory executive officer, SVP and chief 
product and value management officer. “Since its launch in 2015, MYDEAREST has been 
embraced mainly by people of childrearing age. We will continue to provide products and 
services that match customers’ needs, while responding to changes in the economy and the 
social environment, so that customers can be relieved of anxiety and lead a positive and more 
fulfilling life.” 

END 

About MetLife Japan 

MetLife started operations in 1973 as the first foreign life insurance company in Japan. Since 
then, it has provided an innovative and broad range of products through diverse distribution 
channels to individual and institutional customers. It currently operates as a Japanese 
corporation, “MetLife Insurance K.K.” MetLife is committed to providing trusted navigation to help 
people become more self-reliant and able to pursue more from life. For more information, visit 
http://www.metlife.co.jp. 
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<PREMIUMS EXAMPLE> 

Multiple Income Benefit (Monthly Benefit / Nov-CSV) 

Non-smoker premiums: Type I (Death only) 
Policy term/premium payment period: Maturity at age 60; 5-year term certain; monthly benefit of 
¥100,000  

Sex Issue age 
Monthly premium 

①Before re-pricing (JPY) ②After re-pricing (JPY)  ②÷① 

Male 

30 2,690 2,470 91.8% 

40 3,060 2,710 88.6% 

50 3,100 2,630 84.8% 

Female 

30 1,960 2,050 104.6% 

40 2,140 2,220 103.7% 

50 -* 2,110 - 
*Prior to the revision, it is outside the sales plan. 
 
Non-smoker premiums: Type II (Death + 3DD) 
Policy term/premium payment period: Maturity at age 60; 5-year term certain; monthly 
benefit of ¥100,000  

Sex Issue age 
Monthly premium 

①Before re-pricing (JPY) ②After re-pricing (JPY) ②÷① 

Male 

30 3,970 3,940 99.2% 

40 5,020 4,930 98.2% 

50 6,170 6,050 98.1% 

Female 

30 3,570 3,890 109.0% 

40 4,420 4,790 108.4% 

50 4,890 5,260 107.6% 
 
 
 

APPENDIX 


