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Dual Language: Japanese/English 
 

2018年 10月 26日 

メットライフ生命保険株式会社 

 

特約を拡充した USドル建 終身保険「ドル Smart S」を発売 
～三大疾病や介護などの保障を追加～ 

 

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 サシン･Ｎ･シャー）は、2018

年 11月 1日より、US ドル建 終身保険「ドルスマート」（正式名称：積立利率変動型終身保険（米国通

貨建 2002）、以下「ドルスマート」）に「三大疾病・介護給付終身保険特約（米ドル建）」を新たに追加する

など保障を拡充し、商品名を新たに「ドル Smart S」と改称いたします。 

また、外貨建て商品の円入金取扱いの諸改定を行います。 

 

ドルスマートは、「万一」に備えながら、将来に備えた資産形成ができる米ドル建て終身保険で、1999

年の発売以来、当社はお客さまのニーズに合わせて様々な商品改定を行い、累計販売件数が 87万件

を超え、当社の主力商品の一つとしてご支持をいただいております。 

今般、ガンなどの三大疾病や介護状態になった場合に備える「三大疾病・介護給付終身保険特約

（米ドル建）」を追加し、さらに現行の三大疾病保険料払込免除特約（2016）には、保険料払込免除事由

に所定の要介護状態であることを追加して「三大疾病・介護保険料払込免除特約」として、保障を拡充さ

せました。 

 

今年 6月に当社が行った調査*2によると、20代から 70代の男女とも大半が「老後」に不安を感じて

おり、その要因として「お金」「健康」のほか、「介護」についても多くの方が不安と感じています。本保障

の拡充は、こうした不安に備えるもので、三大疾病給付や介護給付などの生前給付特約を加えることで、

安心して老後を過ごしていただく支援ができるものと考えております。 

 

また、お客さまの利便性を向上させるため、ドル Smart Sを含む外貨建て商品について、休業日でも

コンビニエンスストアや J-Debitで初回保険料を円でお支払いいただけるようにいたします。また、2回

目以降保険料お支払いの際の為替手数料を引き下げいたします。なお、この為替手数料の引き下げは、

既契約のお客さまも対象になります。 

 

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、次のように述べて 

います。「『人生 100年時代』の到来といわれる昨今では、老後の不安の一つとして挙げられる『健康寿

命』と『平均寿命』の間（男性約 9年、女性約 12年*
3）の備えも重要です。このたび発売するドル Smart 

Sの特約は、三大疾病や介護の際に大型の保障を提供でき、お客さまに老後を安心してお過ごしいた

だくための支援ができる商品と考えております。当社はこれからも時代の変化に応じ、新たな商品やサ

ービスの提供をしてまいります。」 
 

当社では、お客さまが明るく豊かな老後を過ごせるよう、昨年より「#老後を変える」というテーマのも

と、様々な取り組みを行っています。今年は、老後に関する幅広い年代を対象とした全国規模の意識調

査の実施や、9月からは全国 7都市で「老後を変える地域研究会」を開催いたしました。お客さまに寄り

添い、さらなるサービス向上と、「老後」をより豊かなものにするために引き続き尽力してまいります。 

 
*1: 1999年 4月～2018年 7月の累計販売件数 

*2: メットライフ生命実施 「『老後を変える』全国 47 都道府県大調査」(2018年 6月、調査対象：全国の 20~79歳の  

男女 14,100人) 

*3: 厚生労働省 第 11回健康日本２１（第二次）推進専門委員会（2018年 3月 9日）資料より 2016年データ 

 

以上 

 
 

*1 
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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、現在は世界有数の生

命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人として、お客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお

手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応でき

る、革新的な商品の提供につとめています。 http://www.metlife.co.jp 

 
  

http://www.metlife.co.jp/
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商品概要 

三大疾病・介護給付終身保険特約（米ドル建） 

および 三大疾病・介護保険料払込免除特約 
 

1. 三大疾病・介護給付終身保険特約（米ドル建）《新規》 
 

■保障の幅を広げることがことができます 

この特約を付加した場合、生涯を通じた死亡・高度障害保障に加えて、診断確定された悪性新生物

や心疾患、脳血管疾患、要介護により所定の支払事由に該当されたときに、米ドルで一時金を受け

取ることができます。またこの特約には、保険期間を通じて所定の解約返戻金があります。 

 

■低解約返戻金特則を付加することにより保険料は低く抑えられます 

主契約および三大疾病・介護給付終身保険特約（米ドル建）については、この特則を付加することに

より、保険料払込期間中の解約返戻金の水準は低く設定されますが、特則を付加しない場合に比べ

て、同じ保険金額に割安な保険料でご契約いただけます。 

 

《保険金支払事由》 
保険金の種類 支払事由 支払額 受取人 

特約死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 

特約 

保険金額 

主契約の死亡

保険金受取人 

特約高度障害 

保険金 

被保険者がこの特約の責任開始時以後の傷害または疾病を原因とし

て、所定の高度障害状態に該当されたとき 

主契約の高度

障害保険金 

受取人 

三大疾病・ 

介護保険金 

被保険者が次の(ア)から( ウ) のいずれかの事由に該当されたとき 

(ア)この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて 90 日を経

過した日の翌日（悪性新生物責任開始日）以後に、悪性新生物責任

開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき 

※上皮内新生物は対象となりません。 

 

(イ)この特約の責任開始時以後に発病した心疾患または脳血管疾患に

より、所定の手術(※1)を受けられたとき、または継続して 20 日以上

入院されたとき 

 

(ウ)この特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により、次

のいずれかに該当されたとき 

①公的介護保険制度に定める要介護 2 以上の状態に該当していると

認定(※2)されたとき 

②認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当

した日からその日を含めて 180 日継続したとき（医師による診断確

定を要します） 

③寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該

当した日からその日を含めて 180 日継続したとき（医師による診断

確定を要します） 

被保険者 

(※3) 

※1  開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術が対象となります。 

※2  公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。 

        ① 満 65 歳以上の方〔第 1 号被保険者〕 ②満 40 歳～満 64 歳までの公的医療保険に加入している方〔第２号被保険者〕 

※②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第２条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります 

※3  保険契約者が法人で、かつ保険契約者が主契約の死亡保険金受取人の場合には、保険契約者を三大疾病・介護保険金の受

取人とすることができます。 

 ・いずれかの保険金が支払われた場合には、この特約は消滅したものとします。（保険金は重複してお支払しません） 

  

別紙 1 
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《保険料率水準（代表例）》 

契約条件：保険金額 5万 US ドル・男性・月払 ※特約単体の保険料/返戻率  保険期間 終身 

払込期間 年齢 

低解約返戻金特則なし 低解約返戻金特則あり 

月払保険料($) 
払込完了時 

返戻率 
月払保険料($) 

払込完了時 

返戻率 

払込完了 1年経過時 

返戻率 

10年払 

30歳 210.50 93.4% 205.95 88.3% 97.6% 

40歳 263.40 92.2% 257.35 87.3% 96.2% 

50歳 334.30 86.8% 326.70 82.1% 90.1% 

15年払 

30歳 152.05 96.1% 146.85 92.0% 101.6% 

40歳 192.20 92.6% 185.45 88.8% 97.7% 

50歳 251.55 82.2% 243.45 78.5% 85.9% 

60歳払 

30歳 96.75 99.9% 90.85 98.4% 108.0% 

40歳 158.30 91.6% 151.15 88.7% 97.3% 

50歳 334.30 86.8% 326.70 82.1% 90.1% 

 

契約条件：保険金額 5万 US ドル・女性・月払 ※特約単体の保険料/返戻率  保険期間 終身 

払込期間 年齢 

低解約返戻金特則なし 低解約返戻金特則あり 

月払保険料($) 
払込完了時 

返戻率 
月払保険料($) 

払込完了時 

返戻率 

払込完了 1年経過時 

返戻率 

10年払 

30歳 205.70 90.9% 201.55 85.8% 94.5% 

40歳 253.00 88.6% 247.65 83.7% 92.1% 

50歳 307.75 86.2% 301.05 81.5% 89.6% 

15年払 

30歳 149.15 91.7% 144.35 87.6% 96.5% 

40歳 185.20 88.0% 179.25 84.1% 92.4% 

50歳 228.65 83.6% 221.55 79.8% 87.5% 

60歳払 

30歳 95.50 92.6% 90.50 90.4% 99.3% 

40歳 152.35 87.1% 146.25 83.9% 92.2% 

50歳 307.75 86.2% 301.05 81.5% 89.6% 

 

  ※上記の表は、保険商品の内容のすべてが記載されているものではありませんので、参考情報とし  

    てご利用ください。 

年齢・性別などの前提条件により保険料が異なりますので、実際に適用される保険料についてお

問い合わせの上ご検討ください。 

保険料だけでなく保障内容などの他の要素も考慮した上で比較・検討してください。 

  ※上記の表における返戻率は、小数第 2位を切り捨てて表示しています。 
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2. 三大疾病・介護保険料払込免除特約 《新規》 
 

■保険料の払込免除を取扱います 

この特約を付加した契約は、診断確定された悪性新生物、心疾患、脳血管疾患や要介護により、所

定の保険料の払込免除事由に該当された場合、以後の保険料の払い込みが免除され、保障は生涯

継続します。 

 
《保険料支払免除事由》 

悪性新生物 

この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて 91日目(悪性新生物責任開始日)以後に、 

悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき 

※上皮内新生物は対象になりません。 

心疾患 
この特約の責任開始時以後に発病した心疾患により、この特約の保険期間中に、所定の治療を目的

として、所定の手術(※1)を受けられたとき、または継続 20日以上入院されたとき 

脳血管疾患 
この特約の責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、この特約の保険期間中に所

定の手術(※1)を受けられたとき、または継続 20日以上入院されたとき 

要介護  

（新規追加） 

この特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により、この特約の保険期間中に次のいずれ

かに該当されたとき 

①公的介護保険制度に定める要介護 2以上の状態に該当していると認定(※2)されたとき 

②認知症による所定の要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含め

て 180日継続したとき(医師による診断確定を要します) 

③寝たきりによる所定の要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含

めて 180 日継続したとき(医師による診断確定を要します) 

  ※1  開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術が対象となります。 

  ※2  公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。 

   ①満 65 歳以上の方〔第１号被保険者〕 ②満 40 歳～満 64 歳までの公的医療保険に加入している方〔第２号被保険者〕 

    ※②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第２条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。 

 
 

《保険料率水準（代表例）》  ※主契約に三大疾病・介護保険料払込免除特約を付加した場合の保険料 

  契約条件：保険金額 10万 US ドル・男性・月払  保険期間 終身 

払込期間 年齢 
低解約返戻金特則なし 低解約返戻金特則あり 

(新)*月払保険料($) (現行)*月払保険料($) (新)*月払保険料($) (現行)*月払保険料($) 

10年払 

30歳 340.20 339.90 332.00 331.80 

40歳 424.20 423.60 412.70 412.20 

50歳 544.30 542.80 528.10 526.70 

15年払 

30歳 246.80 246.60 236.90 236.70 

40歳 311.20 310.60 297.90 297.40 

50歳 411.90 409.90 394.10 392.30 

60歳払 

30歳 159.50 159.00 146.10 145.80 

40歳 257.60 256.80 242.40 241.70 

50歳 544.30 542.80 528.10 526.70 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

*現行：三大疾病保険料払込免除特約（2016） 

*新 ：三大疾病・介護保険料払込免除特約 



 

Page 6 of 10 

 

契約条件：保険金額 10万 US ドル・女性・月払  保険期間 終身 

払込期間 年齢 
低解約返戻金特則なし 低解約返戻金特則あり 

(新)*月払保険料($) (現行)*月払保険料($) (新)*月払保険料($) (現行)*月払保険料($) 

10年払 

30歳 298.00 297.90 291.30 291.20 

40歳 370.50 370.00 360.80 360.30 

50歳 467.20 465.90 453.60 452.30 

15年払 

30歳 217.00 216.80 208.70 208.50 

40歳 272.40 271.90 261.00 260.60 

50歳 348.80 346.80 334.10 332.40 

60歳払 

30歳 141.10 140.70 129.40 129.20 

40歳 225.20 224.50 212.20 211.60 

50歳 467.20 465.90 453.60 452.30 

 
 
  ※上記の表は、保険商品の内容のすべてが記載されているものではありませんので、参考情報とし   

    てご利用ください。 

年齢・性別などの前提条件により保険料が異なりますので、実際に適用される保険料について 

お問い合わせの上ご検討ください。 

保険料だけでなく保障内容などの他の要素も考慮した上で比較・検討してください。 

  ※上記の表における返戻率は、小数第 2位を切り捨てて表示しています。 

 

  

*現行：三大疾病保険料払込免除特約（2016） 

*新 ：三大疾病・介護保険料払込免除特約 
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外貨建商品の円入金取扱い 

諸改定の概要 
 
 

1. 休業日※における初回保険料コンビニ入金 

取扱開始日 2018年 11月 1日（木）申込分より取扱開始 

対象商品 平準払外貨建商品（一時払商品は対象外） 

対象入金種類 初回保険料（前納を行う場合は取扱不可） 

適用為替レート 
入金日（コンビニで支払う日）前営業日の最初の公示レート 

（営業日の支払は従前どおり入金日当日の最初の公示レート） 

※休業日は当社ではなく、会社が指標として指定する金融機関の休業日を意味します 

 

2. 休業日※における初回保険料 J-Debit入金 

取扱開始日 2018年 11月 1日（木）申込分より取扱開始 

対象商品 平準払外貨建商品（一時払商品は対象外） 

対象入金種類 初回保険料（前納を行う場合は取扱不可） 

適用為替レート 
入金日（J-Debitでの引落確認日）前営業日の最初の公示レート 

（営業日の支払は従前どおり入金日当日の最初の公示レート） 

     ※休業日は当社ではなく、会社が指標として指定する金融機関の休業日を意味します 

 

3. 2回目以降保険料為替手数料引き下げ 

取扱開始日 2018年 11月 1日（木）領収分の保険料より取扱開始 

対象商品 既契約を含む円入金特約で入金を行う米ドル建商品 

対象入金種類 2回目以降保険料/復活保険料/APL・PL返済 等 

適用為替レート 
米ドル：TTM+50銭 

※ユーロ・豪ドルは引き下げの対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

別紙 2 
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お客さまにご負担いただく各種費用と為替リスクについて 

 

この保険には、お客さまにご負担いただく各種費用があります。 

また、外貨建の保険のため為替リスクがあります。 

 

◆各種費用について 

 

＜！＞ご契約にかかる諸費用について 

ご契約にかかる諸費用とは、契約の締結・維持に必要な費用、死亡・高度障害保障などに備えるのた

めの費用、および資産運用のための運営費、保証費、その他費用の合計をいい、それぞれ下記のとお

り控除することによりご負担いただきます。 

 

■払い込みいただいた保険料からは、契約の締結・維持に必要な費用などが控除されます。 

■保険期間中、死亡・高度障害保障などのための費用が毎月控除されます。 

■積立利率を計算する際には、この保険の前々月の運用実績から資産運用のための運営費率、積立

金を最低保証するための保証費率、その他費用のための所定の率が控除されます。 

 

これらの費用は、保険金額・契約年齢・性別・経過期間などによって異なりますので、一律には記載でき

ません。 

 

＜！＞年金を管理するための費用について 

年金支払特約・年金移行特約を付加し、死亡保険金・解約返戻金などを年金で受け取られる場合、毎

年の年金受取時に年金を管理するための費用（年金額の 1.00%）が控除されます（費用の割合は将来

変更されることがあります）。 

 

＜！＞解約控除 

解約控除とは、解約時、減額時および払済終身保険への変更時にご負担いただく費用です。 

保険契約を解約、減額または払済終身保険に変更される場合には、保険料払込期間または契約日か

ら 10年間のいずれか短い期間は、経過期間（保険料をお払い込みいただいた年月数）などに応じて、

積立金から所定の金額を控除します。この控除額については、経過期間などにより異なるため、一律に

は記載できません。 

 

＜！＞外貨建保険のお取り扱いの際にかかる為替手数料について 

通貨交換時に生じる手数料をご負担いただきます。 

 

■銀行などの金融機関で通貨交換される場合 

各金融機関所定の手数料をご負担いただきます。詳しくはご利用の金融機関にお問い合わせください。 

※ 保険料を米ドルで払い込む際には、振込手数料以外にも手数料をご負担いただく場合があります。

また、当社からお支払いする保険金などを米ドルでお受け取りになる際や、その米ドルを円に交換して

引き出しされる際にも手数料をご負担いただく場合があります。詳しくはご利用の金融機関にお問い合

わせください。 

 

■円入金特約をご利用の場合 

外貨建の保険料を円にて払い込む特約をご利用の場合、為替レートは下記の TTM（対顧客電信売買

相場仲値）を基準に当社が定めるレート（具体的には当該 TTM＋50銭としますが、下記の TTS(外貨

交換レート、対顧客電信売相場)を上回ることはありません）とし、この当社所定の為替レートと当該

TTMとの差額をご負担いただきます。 
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■クレジットカード払をご利用の場合 

クレジットカード払をご利用の場合、カード会社が定める、通貨交換時の手数料が含まれた換算レート

が適用されます。これは当社が定めるレートとは異なります。 

詳しくはクレジットカード会社にご確認ください。 

 

■円支払特約をご利用の場合 

外貨建の保険金などを円にて受け取る特約をご利用の場合、為替レートは下記の TTMを基準に当社

が定めるレート（具体的には当該 TTM－50銭としますが、下記の TTB（円交換レート、対顧客電信買

相場）を下回ることはありません）とし、この当社所定の為替レートと当該 TTMとの差額をご負担いただ

きます。 

※ 円入金特約および円支払特約における当社所定の各為替レートの上限または下限となる TTSおよ

び TTBは三菱 UFJ銀行が換算基準日時点のものとして当該日の最初に公示する TTSおよび TTBと

しますが、将来変更することもあります。 

また、当社所定の各為替レートの基準となる TTMは、当該 TTSおよび TTBの中間の値とします。な

お、当社が定めるレートは 2018年 11月現在のものであり、将来変更されることがあります。 

 

◆為替リスクについて 

 

＜！＞外貨建保険には、為替相場の変動によるリスクがあります。 

この保険の保険金額および解約返戻金額については、為替相場の変動により、受取時における為替相

場により円に換算した金額が、契約時における為替相場により円に換算した金額を下回ることがあります。 

また、保険金などの受取時の円換算額が、保険料の払込時の円換算額の累計を下回り、損失が生じる

おそれがあります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

補 1810-0285  

このプレスリリースは、保険募集を目的としたものではなく、商品の概要のみを説明したものです。 

ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「ご契約に際しての重要事項（契約概要・注意喚起情報）」

をご覧ください。 

また、ご契約の際は、「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。 



              For Immediate Release │Public Relations│MetLife Insurance K.K. 
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MetLife Japan Launches $Smart S  

Featuring Expanded Rider Options for Nursing Care 

 
TOKYO, Oct. 26, 2018 – On Nov.1, 2018, MetLife Insurance K.K. will expand the coverage provided by its 
U.S. dollar-denominated whole life insurance product, $Smart (officially called US$ Interest Sensitive 
Whole Life; hereafter referred to as “$Smart”), under the name $Smart S. $Smart S includes the option to 
add whole life insurance riders for the three major diseases (cancer, stroke and heart disease) and nursing 
care.  
 
MetLife Japan will also improve the handling of Japanese yen deposits for foreign currency-denominated 
products for a smoother, easier customer experience. 

 
$Smart prepares policyholders for the unexpected while building their assets for the future. Since launching 
$Smart in 1999, MetLife Japan has made various updates in line with the changing needs of customers. 
With more than 870,000

1
 $Smart policies sold to date, the product has become a popular flagship.  

 
The new $Smart S U.S. dollar-denominated whole life insurance riders now provide benefits for the three 
major diseases and nursing care. MetLife Japan has also expanded the product to include a special 
provision that triggers a premium waiver when nursing care is required, in addition to the three major 
diseases. 
 
According to a MetLife Japan study conducted in June 2018

2
, more than half of men and women in their 

20s to 70s feel uneasy about rougo, or the post-retirement years. This sense of unease centers around 
issues of wealth and health, especially the prospect of nursing care. 
 
“In the era of the 100-year life, it’s important to prepare for extended periods of illness, which last nine 
years on average for men and 12 years for women

3
,” said MetLife Japan Statutory Executive Officer 

Takashi Hashiguchi, who serves as chief product & value management officer. “That’s why the new $Smart 
S riders provide extensive coverage for the three major diseases and other illnesses requiring nursing care. 
We believe this will help our customers to live out their post-retirement years with peace of mind.” 
 
Also from November, MetLife Japan will enable payments of a policy’s initial premium in Japanese yen at 
convenience stores or using J-Debit (even on bank holidays) for products denominated in a foreign 
currency, including $Smart S. MetLife Japan will also lower the applicable forex fees on subsequent 
premium payments in the case of customers who already have in-force policies. 
 
Since 2017, MetLife Japan has advanced multiple initiatives as part of its #Change Rougo campaign to 
facilitate vibrant and productive post-retirement lives for customers. This year, MetLife Japan 
commissioned a nationwide survey on rougo, which targeted a broad demographic range. Starting in 
September, the company also began holding Change Rougo Regional Workshops in seven cities around 
the country. MetLife Japan remains committed to being a partner people can trust to navigate life together 
in the retirement years. 

 
1: Total sales from April 1999 to July 2018. 
2: MetLife Japan’s #ChangeRougo Survey in All Japan’s 47 Prefectures, conducted in June 2018. Survey targeted 14,100 
men and women aged 20 to 79 nationwide.  
3:  Materials from meeting #11 of the MHLW’s Specialized Committee on the Promotion of Health Japan 21 (The Second 
Term) held on March 9, 2018. Data from 2016. 

 
 

About MetLife Insurance K.K. 
MetLife Japan started operations in 1973 as the first foreign life insurance company in Japan and currently 
operates as a Japanese corporation and an affiliate of MetLife, Inc., a leading global financial services 
company that aims to help people become more self-reliant and able to pursue more from life. MetLife 
Japan provides a broad, innovative range of products through diverse distribution channels to individual 
and institutional customers.  For more information, visit http://www.metlife.co.jp. 

 

http://www.metlife.co.jp./

