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当商品は新規のご契約のお取り扱いをしておりません。

変額個人年金保険（年金原資保証型）

Victory Run

ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社は、2021年４月1日にソニー生命保険株式会社と合併いたしました。
それに伴い、本文中に記載の旧社名は合併後の社名に読み替えていただきますよう、お願いいたします。商品性に関する記載内容は
制作当時のまま変更しておりません。

その他ご注意いただきたい点について

●変額個人年金保険（年金原資保証型）
「ヴィクトリーラン」
の引受保険会社はソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社です。
ソニー生命保険株式会社は、
ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社の募集代理店です。
●この保険にご契約いただくか否かが、募集代理店におけるお客さまの他の取引に影響を及ぼすことは一切ありません。

●ご検討・お申し込みに際しましては、
この
「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼商品パンフレット」
のほか、
「ご契約の
しおり・約款」
「特別勘定のしおり」
を必ずご確認ください。
●募集代理店では、複数の保険会社の商品をお取り扱いしている場合があります。詳しくは募集代理店にお問い合わせください。

契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼 商品パンフレット

募集代理店

引受保険会社

ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社
〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5-52-2
青山オーバルビル
ホームページ https://www.sonylifewith.co.jp

お客さまサービスセンター 0120-966-066（通話料無料）

《受付時間》月曜日から金曜日
（祝日・年末年始を除く）
午前9時～午後5時30分
FV11-03

SNV4SL02 OT 2011

この
「契約締結前交付書面
（契約概要／注意喚起情報）
兼商品パンフレット」
は、
ご契約のお申し込みに
際しての重要な事項を
「契約概要」
および
「注意喚起情報」
に分類のうえ記載しています。
ご契約前に
十分にお読みいただき、
内容をご確認・ご了解のうえ、
お申し込みいただきますようお願いいたします。

募集代理店

引受保険会社

商品パンフレット…P1
契約概要……………P9
注意喚起情報………P15

Q.

取り崩して使うことについて、不安に思いますか ?（※3）

Q.

不安に思わない

18.1 %

お 金が 幸 福に占める割合は人によって違うかもしれないけれど、

（不 安のある方にお 聞きします）
不 安に思う最 大の理由は何ですか?（※ 4）
毎日の生活費が
不足してしまう
かもしれないから

不安に思う

81.9 %

これからの長い道のりを、ゆとりをもって歩いていきたい。
でも経 験したことのない未 来をどのように歩いていけばいいのでしょう。

その他・不明

14.4 %

1.3 %

病気や介護など、
不意の支出が
あるかも
しれないから

84.3 %
将来、あるかもしれない不意の支出が気になって、

セカンドライフについての調査では…

多くの方が貯蓄を取り崩すことを不安に思われているようです。

Q.

セカンドライフのための生活資金を準備するのは

貯まったお 金を取り崩すには不 安 がある…
セカンドライフ資 金を考えるには、長 期 的 視 野 が 欠 かせないようです。

5.8 %

多くの方 が、自助 努 力によって

そこで…

セカンドライフの生 活 資 金を確 保する
当然である

ことが 当 然とお 答えになりました。

94.2 %

Q.

では…

Q.

年間手取り収入（臨時収入含む）から何％を貯蓄しましたか？（※ 2）

5〜10%未満

6.5 %

10〜15%未満
15〜20%未満
20〜25%未満
25〜30%未満
30〜35%未満
35%以上
貯蓄しなかった
無回答

4.5 %
3.9 %
0.2 %
1.2 %
1.5 %
2.6 %

７０歳以上の約 半 数の方 が
14.0 %
18.8 %

貯 蓄をされているようです。

個 人 年 金 保 険 商 品を選ぶ時、
最も重 視するのは何ですか？（※5）
（ 複 数 回答）

払込金額より
多く給付してほしい

50.6 %

41.5 %

一生涯給付金を
受け取る

41.2 %

将来のために保険料を
毎月積み立てられる
一括して給付金全額を
受け取る

46.7 %

多少リスクはあるが運用により
高いリターンを期待したい

出所
※1,3,4,5：金融商品に関する調査
（調査手法／WEB調査、対象者総数／50～69歳の男女3,017人、世帯保有金融資産(不動産除く)／
1,000万円以上１億円未満、居住エリア／全国、調査実施日／2009年5月9日～5月17日、調査主体／株式会社博報堂）
※2：金融広報中央委員会
「家計の金融資産に関する世論調査
（二人以上世帯調査）
」 平成20年

53.6 %

運用により増える可能性よりも
確実に増えて給付金を受け取る

10年間で給付金
全額を受け取る

しかし…
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これからの暮らしを楽しみにするために…。
その手段の一つに「個人年金保険」があります。

（7 0 歳以上の方にうかがいました。）

5%未満

つまり…

70歳以上の約 半 数の方 が 貯 蓄をされている…

当 然だと思いますか ?（※1）

当然ではない

商品パンフレット

あなたの将来を、
楽しみにできるのはあなたです。

まとまったお 金を、毎日の生 活 費や娯 楽 費として

17.2 %
16.0 %
10.7 %
9.4 %

「払い込み額より給付金が多いこと」
「一生涯受け取れること」への
関心が高いようです。

あなたの楽しい将 来のために…
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変額個人年金保険（年金原資保証型）

Victory Run

「ヴィクトリーラン」は長い人生のための

マネープランをサポートする変額個人年金保険です
商品パンフレット

長い人生 のための 大 切な資 金だから
ふやしたい

守りたい

●一時払保険料は契約初期費用を差し引いたのち、 ●特別勘定の運用実績に関わらず年金支払開始日
特別勘定で運用されます。特別勘定は投資信託を
前は死亡給付金額として、年金支払開始時は年金
主な投資対象としており、特別勘定の積立金額は
原資額として、
基本給付金額が最低保証されます。
運用実績により毎日変動します。
・ご 契約を解約された場合の解約返戻金額は
解 約日の 積 立 金 額となり、解 約 返 戻 金 額に
特別勘定への繰入日は
「契約日」
「ご契約のお申
込日からその日を含めて8日目に該当する日」
最低保証はありません。
または
「当社がご契約のお申し込みを承諾した
・ご契約の一部解約をされた場合、最低保証さ
日」
のいずれか遅い日の翌日
（その日が営業日
れる基本給付金額が減額されます。
でない場合は翌営業日）
となります。

イメージ図：据置期間15年型の場合

（10年型もご選択いただけます。）

契約初期費用
（一時払保険料の5％）

死亡給付金額

基本給付金額
（5年ごとステップアップ）

※ステップアップについて詳しくはP.5を
ご確認ください。

10年後

据置期間
（15年）

 金額は年金原資額に基づき、
年
年金支払開始日の
基礎率（予定利率、予定死亡率等）により計算
されますので、
ご契約時には定まっておりません。

その他の特徴
年金原資額の
最低保証

■ 据置期間は10年型と15年型があります。

年金支払開始日

受取方法の選択

5年後

 金 原 資 額を一 括でお受け取りいただいた
年
場合、
ご契約は消滅します。

年金原資額
（ケース2）

特別勘定繰入日

●保証金額付終身年金または確定年金をご選択いただ
けます。
●保証金額付終身年金をご選択された場合、被保険
者が生存されている間、生涯にわたって毎年定額
の年金をお受け取りいただけます。

年金での受取

ケース1
積立金額が基本給付金額を
下回った場合

わたり毎年定額の年金をお受け取りいただけます

●年金支払開始時に年金原資を一括でお受け取り
いただく場合でも年金原資額は基本給付金額が
最低保証されます。
（据置期間10年型をご選択
いただいた場合、基本給付金額は一時払保険料と
同額になります。）

年金原資額
（ケース1）

特別勘定繰入額

一時払保険料
（基本給付金額）
契約日

積立金額

ケース2
積立金額が基本給付金額を
上回った場合

お受け取りいただくことができます

保証金額付終身年金をご選択いただくと生涯に

４

に関わらず基本給付金額が最低保証されます

生涯にわたり使いたい
特徴

安定的な運用成果を目指します

年金開始時に年金原資を一括で

３

２

年金原資額および死亡給付金額は、運用実績

特徴

特徴

１

特徴

特別勘定による長期分散投資で

一括で受け取りたい

○確定年金
または
○保証金額付終身年金

一括での受取
年金でのお受け取りに
代えて年金原資額を一
括でお受け取りいただ
けます。

■ 据 置 期 間 1 5 年 型 をご 選 択 い た だ い た
場合、運用実績によって5年後と10年後に
基本給付金額を改定します。
（基本給付金
額のステップアップ）
据置期間10年型には基本給付金額のス
テップアップはありません。
■ 遺族年金支払特約を付加した場合、死亡
給付金または死亡一時金を年金でお支払い
します。
■ ご契約日から3年経過以後であれば、一時払
定額年金へ移行することができます。

特別勘定で運用
※このイメージ図は据置期間15年型のイメージであり、将来の運用実績および積立金額や死亡給付金額等を保証するものではありません。実績の
積立金額、死亡給付金額等は運用実績によって変動します。
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ご負担いただく費用について

投資リスクについて

この保険では、
ご契約時には
「契約初期費用
（一時払保険料の5％）
」
、特別勘定での運用期間中は
「保険関係費用
（積立金比例、基本
給付金額比例）
」
および
「資産運用関係費用」
がかかります。また、
年金支払期間中には
「年金管理費用」
がかかります。詳しくは注意喚起
情報
「ご負担いただく費用について」
（P.15）
をご確認ください。

この保険は、
特別勘定の運用実績に基づき、
積立金額、
将来の年金額、
死亡給付金額および解約返戻金額等が変動
（増減）
するしくみの
保険料一時払の変額個人年金保険です。特別勘定の資産運用には、株式や債券の価格や為替の変動等にともなう、価格変動リスク、
金利変動リスク、
為替リスク、
信用リスク等の投資リスクがあり、
運用実績によっては積立金額、
解約返戻金額等がお払い込みいただい
た一時払保険料を下回ることがあります。これらのリスクはすべてご契約者に帰属することになります。
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年金原資額の最低保証について

年金と死亡保障について

お受け取りいただく年金種類

●積立金額は各特別勘定の運用実績により毎日変動します。
●年金支払開始時の年金原資額は年金支払開始日前日の積立金額または基本給付金額のいずれか大きい額となり、
基本給付金額が最低保証されます。
●年金原資額の最低保証は、年金で受け取る場合のほか、年金支払開始時に年金原資を一括でお受け取りいただく
場合にも適用されます。
●据置期間10年型の場合、基本給付金額は一時払保険料と同額です。据置期間15年型の場合、運用実績によって、
基本給付金額がステップアップすることがあります。

・ご契約を解約された場合の解約返戻金額は解約日の積立金額となり、解約返戻金額に最低保証はありません。
・ご契約の一部解約をされた場合、最低保証される基本給付金額が減額されます。

基本給付金額のステップアップ（据置期間15年型）
●据置期間15年型をご選択いただいた場合、運用実績に応じて、基本給付金額がステップアップします。
●契約日から5年後と10年後の契約応当日の前日の積立金額がそれまでの基本給付金額を超えていた場合、その
積立金額を新たな基本給付金額とします。
●基本給付金額がステップアップした場合、最低保証される年金原資額および死亡給付金額も増加します。
●一度ステップアップした基本給付金額はその後の運用実績に関わらず、減額されることはありません。

5年後

10年後

受取方法の選択

積立金額

生涯にわたり毎年定額の年金をお受け取りいただけ
ます。

●年金支払開始日以後、
あらかじめ設定された期間中、
毎年定額の年金をお受け取りいただけます。
●年金支払期間を5年～40年
（5年単位）
の範囲でご指定

●ご選択いただける被保険者の年金支払開始年齢は
50歳から90歳までとなります。

いただけます。
ただし、最終の年金支払日における年齢を105歳

●被保険者が死亡一時金保証期間 中にお亡くなりに
※1

以下となるように設定いただきます。

なった場合、
年金原資額から、
既払年金合計額を差し

●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった

引いた額を死亡一時金としてお支払いします。ただし

とき、年金支払期間の残存期間に対応する年金の

その残額がないときはお支払いはありません。

現価を死亡一時金としてお支払いします。

※1 死亡一時金保証期間とは、
死亡一時金をお支払いする期間を
いい、
年金支払開始日以後にお支払いするべき年金の合計額
がはじめて年金支払開始時の年金原資額を超えることとなる
年金支払日の前日までの期間となります。

［イメージ図］

［イメージ図］

年
年金での受取

ケース1
積立金額が基本給付金額を
下回った場合

●年金支払開始日以後、
被保険者が生存されている間、

年金原資額の
最低保証

年金原資額
（ケース2）

契約日 特別勘定繰入日

）

■確定年金

年金額

年金原資額
（ケース1）

特別勘定繰入額

一時払保険料
（基本給付金額）

（

基本給付金額
5年ごと
ステップアップ

■保証金額付終身年金

○確定年金
または
○保証金額付終身年金

年金原資額

契約初期費用
（一時払保険料の5％）

年金の種類は
「確定年金」
または
「保証金額付終身年金」
のいずれかとなります。

年金原資額

イメージ図：据置期間15年型の場合

死亡給付金額

この保険ではご契約時にお受け取りいただく年金の種類をご選択いただきます。

死亡一時金保証期間

据置期間１０年型には基本給付金額のステップアップはありません。

ケース2
積立金額が基本給付金額を
上回った場合

商品パンフレット

年金原資額の最低保証

年金額

既払年金合計額

金

年金支払開始日

支

払

期

年金支払期間終了後
ご契約は消滅します

年

間

金

支

払

期

間

年金支払開始日

年金の分割支払
年金の分割支払をお取り扱いします。分割回数は年2回、
4回、
6回、
12回からご指定いただきます。
ただし、
分割後の受取額が2万円に満たない場合はお取り扱いできません。

一括での受取
年金でのお受け取りに
代えて 年 金 原 資 額を
一括でお受け取りいた
だけます。

年金支払開始日

据置期間
（15年）
特別勘定で運用
※このイメージ図は据置期間15年型のイメージであり、将来の運用実績および積立金額や死亡給付金額等を保証するものではありません。実績の
積立金額、死亡給付金額等は運用実績によって変動します。

死亡保障
年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになったとき、
死亡給付金をお支払いします。
●死亡給付金額は被保険者がお亡くなりになった日における下記のいずれか大きい金額となります。
◦積立金額
◦基本給付金額
●積立金額が基本給付金額を下回った場合、
死亡給付金額は基本給付金額が最低保証されます。
◦据置期間10年型の場合：基本給付金額は一時払保険料と同額です。
◦据置期間15年型の場合：基本給付金額は、
ご契約時は一時払保険料と同額ですが、契約日から5年後と10年後の
契約応当日に運用実績に応じてステップアップすることがあります。基本給付金額がステップ
アップした場合、最低保証される死亡給付金額も増加します。一度ステップアップした基本
給付金額は、その後の運用実績に関わらず、減額されることはありません。
ご契約の一部解約をされた場合には、死亡給付金も減額されます。
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特別勘定について

税務のお取り扱いについて

特別勘定の種類

主な投資信託と運用会社

資産運用関係費用※1

国内株式型

ブラックロック・インデックス・ファンド国内株式Ⅰ
（適格機関投資家専用）
ブラックロック・ジャパン株式会社

年率0.1575%
（税抜年率0.15%）
程度

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンドⅠ-3
（適格機関投資家専用）
インベスコ投信投資顧問株式会社

年率0.252%
（税抜年率0.24%）
程度

ステート・ストリート日本債券インデックス・ファンドVA1〈適格機関投資家限定〉
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

年率0.1995%
（税抜年率0.19%）
程度

ブラックロック・インデックス・ファンド外国債券Ⅰ
（適格機関投資家専用）
ブラックロック・ジャパン株式会社

年率0.1365%
（税抜年率0.13%）
程度

（1A-1）
海外株式型
（1A-2）
国内債券型
（1A-3）
海外債券型
（1A-4）

※1 資
 産運用関係費用は、主たる投資対象である投資信託の信託報酬を記載しております。このほか、信託財産留保金や信託事務の処理等に要する
諸費用、
監査費用等がかかる場合がありますが、
費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。
これらの費用は
特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることになります。
したがって、
お客さまにはこれらの費用を
間接的にご負担いただくことになります。資産運用関係費用は運用手法の変更や運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性が
あります。資産運用関係費用につきまして、
詳しくは
「特別勘定のしおり」
をご確認ください。

特別勘定の繰入割合

以下の内容は、2011年7月現在における税務取り扱いに基づいて作成しております。将来、税制の変更により、
ご契約後の各種お手続き、給付金等のお受け取り、相続等に関する税務取り扱いが変わる場合があります。個別の
税務取り扱いについては、所轄の税務署または税理士等の専門家にご確認ください。

ご契約時の税務
■一時払保険料の税務
お払い込みいただいた保険料は、
ご契約いただいた年の
「一般の生命保険料控除」
の対象となります。
※その年
（1月1日～12月31日）
に支払った生命保険の保険料総額に応じ、
一定の金額がその年の所得から控除されます。
この保険の
場合、一時払保険料をお払い込みいただいた初年度のみ控除が適用されます。なお、個人年金保険料控除の対象とはなりません。
※ご契約者
（保険料負担者）
が納税者本人であり、年金受取人および死亡給付金受取人がご契約者本人、配偶者またはその他の親族
（6親等以内の血族および3親等以内の姻族）
である場合に適用されます。

年金支払開始日前の税務
■解約時の差益に対する課税
解約時の差益とは解約返戻金額と一時払保険料との差額で、以下の税金の課税対象となります。
年金種類

税金の種類

確定年金を選択して契約日から5年以内で解約した場合

20%の源泉分離課税

それ以外の場合

所得税
（一時所得）
＋住民税

●ご契約時にご選択いただいた据置期間に応じて、
各特別勘定への繰入割合が決まります。
据置期間10年型の場合

国内債券型
40%

据置期間15年型の場合

国内株式型
10％
海外株式型
10%

国内債券型
35%

海外債券型
40%

国内株式型
15%
海外株式型
15%

海外債券型
35%

資産運用関係費用の概算
年率0.1754%
（税抜年率0.1670%）
程度

資産運用関係費用の概算
年率0.1790%
（税抜年率0.1705%）
程度

※上記繰入割合における資産運用関係費用の概算は小数第5位を四捨五入して、小数第4位までを表示しています。据置期間10年型の場合、
年率0.1754%
（税抜年率0.1670%）
程度、据置期間15年型の場合、年率0.1790%
（税抜年率0.1705%）
程度となります。上記費用の概算は
各特別勘定の構成割合の変動にともない変わります。

■死亡給付金受取時の課税
契約者

被保険者

死亡給付金受取人

税金の種類

本人

本人

配偶者または子

相続税

本人

配偶者または子

本人

所得税
（一時所得）
＋
住民税

本人

配偶者
（または子）

子
（または配偶者）

贈与税

年金支払開始日以後の税務
■年金支払開始日以後の課税
契約形態

積立金の自動定期移転と自動定期移転割合の変更
●各特別勘定で運用する積立金は日々変動するため、各特別勘定の積立金の構成割合は、
ご契約時に設定された繰入
割合から変動します。
●各特別勘定の構成割合を一定に保つため、
当社は毎月1回、
契約日の月単位の契約応当日の前日に各特別勘定間の積立金
の移転
（自動定期移転）
を行います。
これにより、
各特別勘定の積立金の構成割合を、
当初設定した割合に戻します。
●ご契約者は、
積立金の構成割合を、
年金支払開始日前に限り、
いつでも変更することができます。
（これを自動定期移転
割合の変更といいます。）
自動定期移転割合を変更したときは、当社は、変更後の構成割合で、以後の自動定期移転を
行います。
●自動定期移転割合を変更する場合、
据置期間に応じて、
ご指定可能な株式型の割合
（国内株式型と海外株式型の合計）
に
制限があります。
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据置期間

据置期間10年型

据置期間15年型

ご指定可能な株式型の割合

10％・20％

10％・20％・30％

商品パンフレット

特別勘定の詳細

契約者＝年金受取人の場合

契約者≠年金受取人の場合

課税時

税金の種類

毎年の年金受取時

所得税
（雑所得）
＋住民税

確定年金受取中の一括受取時

所得税
（一時所得）
＋住民税

保証金額付終身年金受取中の一括受取時

所得税
（雑所得）
＋住民税※1

年金受取開始時

贈与税

毎年の年金受取時

所得税
（雑所得）
＋住民税

※1 一括受取後、死亡一時金保証期間終了後に被保険者が生存されていた場合、年金が存続しますので、毎年の年金受取時の税金[所得税
（雑所得）
＋住民税]が課税されます。
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契

約

概

商品の概要

要

この保険は、特別勘定の運用実績に基づき、積立金額、将来の年金額、死亡給付金額および解約返戻金額等が変動
（増減）
するしくみの保険料一時払の変額個人年金保険です。

1

 別勘定の資産運用は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されますので、株価や債券価格の下落・
特
為替の変動等により、積立金額、解約返戻金額等が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあり
ます。
これらのリスクはすべてご契約者に帰属することになります。
●年金原資額および死亡給付金額は、運用実績により変動しますが、基本給付金額が最低保証されます。
この保険では、
特別勘定への繰入日から年金支払開始日の前日までの期間、
保険料は特別勘定で運用され、
積立金額は
運用実績により毎日変動
（増減）
します。
年金支払開始日以後は特別勘定による運用は行わず、
一般勘定において運用を
行います。
「基本給付金額」
とは、年金原資額および死亡給付金額を最低保証する際の基準となる金額のことをいいます。
この保険では、特別勘定の運用実績に関わらず、年金支払開始日前は死亡給付金額として、年金支払開始時は年金原

引受保険会社の商号と住所について

資額として、基本給付金額が最低保証されます。年金支払開始時に年金原資額を一括でお受け取りいただく場合にも
年金原資額は最低保証されます。
ご契約時の基本給付金額は一時払保険料と同額です。

■商号

ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社

■住所

〒150-0001

■お問い合わせ窓口

ソニーライフ・ウィズ生命 お客様サービスセンター

東京都渋谷区神宮前5-52-2

●据置期間は10年または15年のいずれかをご指定いただきます。

青山オーバルビル

この保険の保険期間は
「据置期間」
と
「年金支払期間」
の２つに分けられます。
「据置期間」
とは、
契約日から年金支払開始日の前日までの期間のことをいい、
この保険では、
ご契約時に
「据置期間10年型」

0120-966-066
（通話料無料）

または
「据置期間15年型」
のいずれかをご指定いただきます。

受付時間：月曜日から金曜日
（祝日・年末年始を除く）

「年金支払期間」
とは、年金支払開始日から年金を支払い終わるまでの期間のことをいい、
ご指定いただく年金の種類

午前9時～午後5時30分

2

によって異なります。年金種類は
「確定年金」
または
「保証金額付終身年金」
のいずれかをご指定いただきます。

https://www.sonylifewith.co.jp

■ホームページ

契約概要

この
「契約概要」
は、
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を記載
しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、
ご了解のうえ、お申し込みいただき
ますようお願いいたします。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。
お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については
「ご契約の
しおり・約款」
に記載しておりますのでご確認ください。
また
「契約概要」
に記載する資産運用に関する事項は概要を示しています。資産運用に関する事項の
詳細については
「特別勘定のしおり」
に記載しておりますのでご確認ください。

●据置期間15年型をご指定の場合、運用実績に応じて基本給付金額が増加します。
「据置期間15年型」
をご指定いただいた場合、
契約日から5年後と10年後の契約応当日に基本給付金額が改定されます。

商品の特徴としくみについて

5年後と10年後の契約応当日の前日の積立金額がそれまでの基本給付金額を超えた場合、基本給付金額がステップ
アップし、
その積立金額を新たな基本給付金額とします。
積立金額がそれまでの基本給付金額以下となる場合はステップ

保険商品の名称

アップしません。また、一度ステップアップした基本給付金額は、その後の運用実績に関わらず減額されることは

変額個人年金保険（年金原資保証型）
「ヴィクトリーラン」

ありません。基本給付金額がステップアップした場合、最低保証される年金原資額および死亡給付金額も増加します。
「据置期間10年型」
には基本給付金額のステップアップはありません。

イメージ図：据置期間15年型の場合

ケース2
積立金額が基本給付金額を
上回った場合

（10年型もご選択いただけます。）

契約初期費用
（一時払保険料の5％）

積立金額

5年後

10年後

据置期間
（15年）
特別勘定で運用

9

ケース1
積立金額が基本給付金額を
下回った場合

年金支払開始日

受取方法の選択

特別勘定繰入日

）

年金原資額
（ケース2）

（

基本給付金額
5年ごと
ステップアップ

年金での受取

年金原資額
（ケース1）

特別勘定繰入額

一時払保険料
（基本給付金額）
契約日

死亡給付金額

年金原資額の
最低保証
○確定年金
または
○保証金額付終身年金

用語説明

【基本給付金額】
年金原資額および死亡給付金額を最低保証する際の
基準となる金額のことで、ご契約時は一時払保険料と
同額となります。

【据置期間】

一括での受取
年金でのお受け取りに
代えて年金原資額を一
括でお受け取りいただ
けます。

※このイメージ図は据置期間15年型のイメージであり、将来の運用実績
および積立金額や死亡給付金額等を保証するものではありません。
実績の積立金額、死亡給付金額等は運用実績によって変動します。

契約日から年金支払開始日の前日までの期間をいいます。

【積立金】
特別勘定で管理・運用されている資産のうち個々のご契
約に関わる部分のことで、特別勘定の運用実績により毎
日増減します。

【特別勘定】
変額個人年金保険に関わる資産の管理・運用を行う勘定
をいい、他の保険種類に関わる資産とは区別され独立
して管理・運用を行います。
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3

5

年金のお受け取りについて

契約日から3年経過以後、一時払定額年金へ移行することができます

■この保険では、
年金支払開始日以後は特別勘定による運用は行わず、
一般勘定において運用を行います。

■契約日から3年経過以後、特別勘定による運用を行わない定額年金への移行をお取り扱いします。

■年金の種類は、
「確定年金」
または
「保証金額付終身年金」
のいずれかとし、
毎年所定の年金をお受け取りいただけます。

■移行の際は、新たに年金の種類を確定年金または保証金額付終身年金からご選択いただきます。確定年金をご選択い

年金種類

支払期間

お支払事由

確定年金

保証金額付
終身年金

年齢が105歳以下であることが必要です。
■一時払定額年金へ移行した後の年金額は、移行日前日の積立金額に基づき、移行日における所定の基礎率で計算した
金額となります。

年金受取人

被保険者が年金支払日に生存されてい
るとき

終身

■年金額は、
年金原資額に基づき、
年金支払開始日の基礎率
（予定利率、
予定死亡率等）
により計算されますので、
ご契約時
には定まっておりません。
年金原資額は、
年金支払開始日の前日の積立金額または基本給付金額のいずれか大きい額と
します。
（年金原資額の最低保証）
 金額が最低年金額（確定年金10万円、保証金額付終身年金5万円）
年
に満たない場合、年金のお支払いを行わず、年金
原資額をご契約者にお支払いし、
ご契約は消滅します。
■年金の一括支払および分割支払もお取り扱いします。
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死亡
給付金

お支払事由
被保険者が年金支払開始日前に
お亡くなりになったとき

お支払金額

受取人

被保険者がお亡くなりになった日における次の
いずれか大きい額
（1）積立金額
（2）基本給付金額※1

死亡給付金
受取人

※1 ご契約の一部解約をされた場合には、基本給付金額は一部解約後の金額になります。

■年金支払開始日以後（年金支払期間中）
被保険者が年金支払開始日以後にお亡くなりになったときは、
ご指定いただく年金種類によって、次の死亡一時金を
お支払いします。
名称

死亡
一時金

年金種類

お支払事由

お支払金額

確定年金

被保険者が年金支払開始日以後、年金
支払期間中の最終の年金支払日の前日
までの間にお亡くなりになったとき

年金支払期間の残存期間に
対する年金の現価

被保険者が死亡一時金保証期間※1中に
お亡くなりになったとき

年金支払開始時の年金原資
額から既払年金合計額を差
し引いた額※2

保証金額付
終身年金

6 ご契約のお取り扱いについて
一時払保険料
（基本給付金額）

告知方法

■年金支払開始日前（据置期間中）
被保険者が年金支払開始日前（据置期間中）
にお亡くなりになったときは、次の死亡給付金をお支払いします。
名称

・一時払定額年金へ移行する場合、基本給付金額の最低保証はなくなります。
・年金額が確定年金10万円、保証金額付終身年金5万円に満たない場合はお取り扱いできません。

保険料払込方法

保障内容について

200万円以上

5億円以下 （1万円単位）

※同一被保険者で、ソニーライフ・ウィズ生命の定める個人年金保険を複数ご契約の場合、
それぞれの一時払保険料（基本給付金額）
を通算し、5億円を超えることはできません。

一時払のみ
告知不要

据置期間

10年

15年

契約年齢
（被保険者のご契約時の年齢）

20歳～80歳

20歳～75歳

年金種類

年金支払開始年齢
（被保険者の
年金支払開始日の年齢）

受取人

確定年金または保証金額付終身年金
確定年金

30歳～90歳

保証金額付
終身年金

50歳～90歳

確定年金
年金支払期間
※3

年金受取人

※1 死亡一時金保証期間とは、死亡一時金が支払われる期間をいい、年金支払開始日以後にお支払いするべき年金の合計額がはじめて年金支払
開始時の年金原資額を超えることとなる年金支払日の前日までの期間をいいます。
※2 残額がない場合、死亡一時金のお支払いはありません。
※3 あらかじめ後継年金受取人をご指定いただくことで、年金支払開始日以後に年金受取人がお亡くなりになった場合に、後継年金受取人に年金を
お支払いします。
また、年金受取人が被保険者の場合には、死亡一時金を後継年金受取人にお支払いします。

契約概要

年金支払開始日前に限り、5年～40年（5年
単位）
の範囲でご指定いただけます。
ただし、 被保険者が年金支払期間中の年金支
最終の年金支払日における被 保険者の 払日に生存されているとき
年齢は105歳以下であることが必要です。

ただいた場合、
年金支払期間を5年～40年
（5年単位）
でご指定ください。
ただし、
最終の年金支払日における被保険者の

受取人

保証金額付
終身年金

5年～40年（5年単位）
※最終の年金支払日における被保険者の年齢が105歳以下で
あることが必要です。

終身

 記のほか、具体的なご契約の内容につきましては、
上
「 意向確認書兼適合性確認書」により、お客さまのご意向を
確認させていただいたうえで、
「契約申込書」
に記入していただきますので、
お申し込みの際には、
「契約申込書」
にて、
必ずご確認ください。

・契約日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合など、所定の事由に該当するときは、死亡給付金等の
お支払いができません。詳しくは、注意喚起情報の「5.死亡給付金等をお支払いできない場合」
（ P.18）をご確認
ください。
・ご契約の一部解約をされた場合には、死亡給付金額等も減額されます。
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契約概要

7

■積立金の自動定期移転と自動定期移転割合の変更

特別勘定による運用について

●各特別勘定の積立金の構成割合は運用実績により日々変動しますので、ソニーライフ・ウィズ生命が毎月1回、

■お払い込みいただいた一時払保険料から契約初期費用を差し引いた額を次のいずれか遅い日の翌日（その日が営
業日でない場合は翌営業日）
に特別勘定に繰り入れます。

各特別勘定間の積立金の移転（自動定期移転）
を行うことで、構成割合を一定に保ちます。
●ご契約者は年金支払開始日前に限り、
いつでも自動定期移転の割合を変更することができます。
この自動定期移転
割合を変更することにより各特別勘定の積立金の構成割合が変更され、
以後は変更後の自動定期移転割合に基づき

・契約日

自動定期移転が行われます。

・ご契約のお申込日からその日を含めて8日目に該当する日

■特別勘定の評価方法

・ソニーライフ・ウィズ生命がご契約のお申し込みを承諾した日

●特別勘定資産の評価は毎日行い、
その結果を積立金の増減に反映します。

■特別勘定の種類、各特別勘定で利用する主な投資信託およびその投資方針等は次のとおりです。

国内株式型
（1A-1）

主な投資信託/運用会社
ブラックロック・インデックス・
ファンド国内株式Ⅰ
（適格機関投資家専用）

資産運用関係費用
（投資信託の信託報酬）

主な投資信託の投資方針

年率0.1575%
（税抜年率0.15%）
程度

この投資信託は、信託財産の中長
期的な成長を目標として、運用を行
うことを基本とします。
ブラックロッ
ク・インデックス・マザー・ファンド国
内株式の受益証券を主要投資対
象とします。なお、株式等に直接投
資することがあります。

ブラックロック・ジャパン株式会社

インベスコ MSCI コクサイ・
インデックス・ファンドⅠ-3
（適格機関投資家専用）

海外株式型
（1A-2）

年率0.252%
（税抜年率0.24%）
程度

投資信託財産の長期的な成長を図
ることを目的として、積極的な運用
を行うことを基本とし、MSCIコク
サイ・インデックス・マザーファンド
を主要な投資対象とします。

年率0.1995%
（税抜年率0.19%）
程度

ステート・ストリート日本債券イン
デックス・マザーファンドに投資す
ることにより、中長期的にわが国の
債券市場（NOMURA-BPI総合指
数）の動きに連動した投資成果の
獲得をめざして運用することを基
本とします。

年率0.1365%
（税抜年率0.13%）
程度

この投資信託は、信託財産の中長
期的な成長を目標として、運用を
行うことを基本とします。ブラック
ロック外債インデックス・マザー・
ファンドの 受 益 証 券を主 要 投 資
対象とします。なお、有価証券等に
直接投資することがあります。

インベスコ投信投資顧問株式会社

国内債券型
（1A-3）

ステート・ストリート日本債券
インデックス・ファンドVA1
〈適格機関投資家限定〉
ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ株式会社
ブラックロック・インデックス・
ファンド外国債券Ⅰ
（適格機関投資家専用）

海外債券型
（1A-4）

●特別勘定資産の評価方法は次のとおりとします。
ただし、将来変更されることがあります。

ブラックロック・ジャパン株式会社

※1 資産運用関係費用は、
主たる投資対象である投資信託の信託報酬を記載しております。
このほか、
信託財産留保金や信託事務の処理等に要する諸費用、
監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。
これらの費用は特別
勘定がその保有資産から負担するため、
特別勘定のユニットプライスに反映されることになります。
したがって、
お客さまにはこれらの費用を間接的に
ご負担いただくことになります。
資産運用関係費用は運用手法の変更や運用資産額の変動等の理由により、
将来変更される可能性があります。
資産
運用関係費用につきまして、
詳しくは
「特別勘定のしおり」
をご確認ください。

■ご契約時にご指定いただいた据置期間に応じて、次のとおり各特別勘定への繰入割合が決まります。
また、
この割合は
所定の範囲内で、年金支払開始日前に限り、
いつでも変更することができます。
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据置期間

国内株式型

海外株式型

国内債券型

海外債券型

据置期間10年型

10%

10％

40%

40%

据置期間15年型

15%

15%

35%

35%

契約概要

特別勘定の種類

※1

・有価証券については時価評価するものとし、
それ以外の資産については原価法で評価します。
・デリバティブ取引については、時価評価するものとし、
その評価差額は損益に計上するものとします。
・外貨建資産および負債の換算方法については、期末時換算法によるものとします。

8

付加できる特約について
名称

概要

遺族年金支払特約

死亡給付金または死亡一時金を一括でのお支払いに代えて、
その全額または一部を年金形式で
お支払いする特約です。
年金の種類は確定年金となり、
年金支払期間を5年〜40年
（5年単位）
でご選択いただきます。

9

解約について

■この保険は契約日以後、年金支払開始日前であれば、
いつでもご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。
ご契約を解約された場合、
この保険の持つ効力はすべて失われます。
■解約日が特別勘定への繰入日前の場合、
解約返戻金額は一時払保険料と同額となります。
・解約返戻金額は、解約日における積立金額となり、運用実績に応じて増減します。
なお、最低保証はありませんので、         
ご契約を解約した場合の解約返戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。
・解約にかかる手数料（解約控除等）
はありません。

年金支払開始日前はご契約の一部解約もお取り扱いします。
●一部解約は10万円以上のお取り扱いとなります。
ただし、一部解約後の基本給付金額が200万円に満たない場合、
または一部解約後の積立金額が50万円に満たない場合は、
お取り扱いできません。
 部解約後は、一部解約前の積立金額に対する一部解約請求金額の割合に応じて、基本給付金額が減額されます。
一
また、最低保証される死亡給付金額および年金原資額も減額されます。

10 配当金について
この保険は、無配当保険ですので、配当金はありません。

11 諸費用について
この保険にかかる据置期間中の諸費用は、
「契約初期費用」
「保険関係費用
（積立金比例、基本給付金額比例）」
「資産運用
関係費用」の合計額となります。詳細につきましては、注意喚起情報「ご負担いただく費用について」
（ P.15）をご確認
ください。
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注意喚起情報

注 意 喚 起 情 報
この
「注意喚起情報」
はご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約
前に十分にお読みいただき、
内容をご確認、
ご了解のうえ、
お申し込みいただきますようお願いいたします。
この
「注意喚起情報」
のほか、
お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、
「ご契約のしおり・約款」
に記載しておりますのでご確認ください。
また
「注意喚起情報」
に記載する資産運用に関する事項は概要を示しています。
資産運用に関する事項の
詳細については
「特別勘定のしおり」
に記載しておりますのでご確認ください。

ご負担いただく費用について

■ご契約時にご負担いただく費用
項目
契約初期
費用

目的

費用

時期

ご契約の締結等に 一時払保険料に対して 特別勘定への繰り入れ前に、一
かかる費用です。
時払保険料から差し引きます。
5.0%

■据置期間中にご負担いただく費用
項目

目的

費用

積立金額に対して、左記の年率
の1／365日を乗じた額を積立
金から毎日差し引きます。

保険関係費用
（基本給付金額比例）
基本給付金額に対して
年率1.20%

基本給付金額に対して、左記の
年率の1／12か月を乗じた額を
契約日の月単位の応当日の前日
の積立金から差し引きます。

保険関係費用
（積立金比例）
積立金額に対して
年率1.75%

積立金額に対して、左記の年率
の1／365日を乗じた額を積立
金から毎日差し引きます。

保険関係費用
（基本給付金額比例）
基本給付金額に対して
年率1.00%

基本給付金額に対して、左記の
年率の1／12か月を乗じた額を
契約日の月単位の応当日の前日
の積立金から差し引きます。

特別勘定の運用 各特別勘定において主に
資産運用 に関わる費用で、 利用する投資信託により異
関係費用 特別勘定で主に なりますので、詳細は契約
（投資信託の 利用する投資信 概要「7.特別勘定による運
※1 託の信託報酬等 用について」
（P.13）
をご確
信託報酬）
が含まれます。 認ください。

各特別勘定において主に利用
する投 資 信 託 の 純 資 産 総 額
に、特別勘定ごとに設定された
資産運用関係費用の年率を日
割りで毎日差し引きます。

据置期間

保険関係費用
（積立金比例）
積立金額に対して
年率1.75%

10

据置期間

ご 契 約 の 締 結・
維持等に必要な
費 用 、年 金 原 資
および死亡給付
金を最低保証す
るための費用で
す。

年型

保険関係
費用

年型

15

15

時期

■年金支払期間中にご負担いただく費用
一時払定額年金への移行による年金支払を行う場合および遺族年金支払特約による年金支
払を行う場合を含みます。
項目

費用

時期

年金管理費用※2

支払年金額に対して
1.0％

年金支払開始日以後、年金支払日に保険料
積立金から差し引きます。

注意喚起情報

この保険にかかる費用はご契約時にご負担いただく費用、据置期間中にご負担いただく費用、
年金支払期間中にご負担いただく費用の合計額となります。

※1 資産運用関係費用は、
主たる投資対象である投資信託の信託報酬を記載しております。
こ
のほか、信託財産留保金や信託事務の処理等に要する諸費用、監査費用等がかかる場合
がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することが
できません。
これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニ
ットプライスに反映されることになります。
したがって、
お客さまにはこれらの費用を間接
的にご負担いただくことになります。資産運用関係費用は運用手法の変更や運用資産額
の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。資産運用関係費用につきまし
て、詳しくは
「特別勘定のしおり」
をご確認ください。

※2 年金管理費用は、将来変更されることがあります。

投資リスクについて
■この保険は、特別勘定の運用実績に基づき、積立金額、将来の年金額、死亡給付金額およ
び解約返戻金額等が変動（増減）するしくみの保険料一時払の変額個人年金保険です。
特別勘定資産は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されますので、株価や債
券価格の下落・為替の変動等により、お受け取りになる解約返戻金額等が一時払保険
料を下回る可能性があります。
■この保険では、死亡給付金額および年金原資額について基本給付金額と同額が最低保証
されますが、
ご契約の一部解約をされた場合には、一部解約分の解約返戻金額および一
部解約後の年金原資額の合計額が一時払保険料の額を下回る可能性があります。
また、
一時払定額年金に移行した場合には最低保証がありませんので、
お受け取りになる年金
等の合計額が一時払保険料の額を下回る可能性があります。
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注意喚起情報

1 クーリング・オフの対象となります
お申込者またはご契約者は、
ご契約のお申込日または「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」の交付日の
いずれか遅い日から、
その日を含めて8日以内であれば、書面によりクーリング・オフ
（ご契約のお申し込みの撤回または
ご契約の解除）
をすることができます。
この場合には、
お払い込みいただいた金額を全額お返しします。
■クーリング・オフができない場合

5

死亡給付金等をお支払いできない場合

■免責事由に該当した場合
（契約日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき、
ご契約者、
死亡給付金受取人、
または年金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき）
■ご契約者、被保険者または死亡給付金受取人の詐欺により、締結されたご契約が取り消しとなった場合
■死亡給付金等の不法取得目的により締結されたご契約が無効となった場合

・債務履行の担保のための保険契約である場合
・すでに成立したご契約の内容変更である場合

■死亡給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど重大事由によりご契約が解除された場合

・書面の発信時に死亡給付金のお支払事由が発生している場合
（ただし、
お申込者またはご契約者がその事実を知って

■その他、死亡給付金等をお支払いできない場合について、詳しくは
「ご契約のしおり・約款」
をご確認ください。

いる場合を除きます。
）
■クーリング・オフのお申し出方法
した書面を、
ソニーライフ・ウィズ生命の契約サービス部宛に郵送してください。
書面に記載する必要事項およびお手続きの詳細は
「ご契約のしおり・約款」
をご確認ください。

＜書面の郵送先＞
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-52-2
ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社

注意喚起情報

クーリング・オフは、
書面の発信時
（郵便の消印日付）
に効力を生じますので、
お申込者またはご契約者が必要事項を記載

6 ご契約の解約等に関して、以下の点にご注意ください
■契約日以後、年金支払開始日前であれば、
いつでもご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。
ご契約の
全部を解約された場合、
その保険の持つ効力はすべて失われます。

青山オーバルビル

契約サービス部

■解約返戻金額は、
解約日における積立金額となり、
運用実績に応じて増減します。
解約返戻金額に最低保証はありません
ので、
ご契約を解約した場合の解約返戻金額が、一時払保険料を下回ることがあります。
■解約日が特別勘定繰入日前の場合、解約返戻金額は一時払保険料と同額となります。
■この保険には解約にかかる手数料（解約控除等）
はありません。

2

生命保険募集人について

■生命保険募集人（募集代理店および募集代理店の担当者を含みます。）
は、
お客さまとソニーライフ・ウィズ生命の
保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの

■ご契約の一部解約をされた場合、
基本給付金額は一部解約前の積立金額に対する、
一部解約請求金額の割合に応じて
減額されます。
この保険では、死亡給付金額および年金原資額は基本給付金額が最低保証されていますが、一部解約
後は減額された基本給付金額が最低保証されます。

お申し込みに対してソニーライフ・ウィズ生命が承諾したときに有効に成立します。また、
ご契約の成立後にご契約

■一時払定額年金へ移行する際の年金原資額には、基本給付金額の最低保証はありません。

内容の変更等をされる場合にも、
ソニーライフ・ウィズ生命の承諾が必要になることがあります。

■一時払定額年金への移行、一部解約などの最低取扱金額は将来変更される場合があります。

■この商品は、
社団法人 生命保険協会が実施する
「変額保険販売資格試験」
に合格し、
生命保険協会に登録された者のみが
募集を行うことができます。
ソニーライフ・ウィズ生命の生命保険募集人の権限等、変額保険販売資格に関して確認を
ご要望の場合は、
ソニーライフ・ウィズ生命のお客様サービスセンター（0120-966-066）
までご連絡ください。

3

告知は不要です

■この保険のご契約の締結に際して、
ソニーライフ・ウィズ生命は、
ご契約者および被保険者に対し、
告知を求めません。

7 ソニーライフ・ウィズ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています
■ソニーライフ・ウィズ生命は「生命保険契約者保護機構」に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員で
ある生命保険会社が破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構によって、保険契約者保護の措置が図られる
ことがありますが、
この場合にも、
ご契約者の死亡給付金額、積立金額、解約返戻金額および将来の年金額等が削減
されることがあります。
■詳細については
「生命保険契約者保護機構」
までお問い合わせください。

4

保障の開始日
（責任開始期）
について

生命保険契約者保護機構

TEL 03（3286）
2820

ホームページアドレス

http://www.seihohogo.jp/

■ご契約のお申し込みをソニーライフ・ウィズ生命が承諾した場合、ソニーライフ・ウィズ生命は一時払保険料
（相当額）を受領した時から、
ご契約上の責任を開始します。
■この保険では、
ソニーライフ・ウィズ生命が責任を開始する日を契約日とし、保険期間の計算は、契約日からその日を
含めて計算します。
なお、被保険者の契約年齢は、契約日における満年齢となります。
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8

現在ご加入中の保険契約を解約や減額すると、ご契約者に不利益になることがあります

ソニーライフ・ウィズ生命または他社で現在ご加入中の保険契約を解約・減額し、新たにご契約のお申し込みをされる

12 税金のお取り扱いについて
■お払い込みいただいた保険料は
「一般の生命保険料控除」
の対象となります。
（個人年金保険料控除の対象とはなりま

場合、一般的に、次のような不利益となることがあります。

せん。）
ただし、
この保険の保険料の払込方法は一時払に限定されていますので、
ご契約いただいた年のみ控除が適用

■多くの場合、
現在ご加入中の保険契約を解約・減額した際の解約返戻金は払込保険料の合計額
（減額の場合は減額部分に

されます。

対応する払込保険料）
より少ない金額となります。特に保険契約を締結されてから短期間で解約されたときの解約
返戻金はまったくないか、
あってもごくわずかとなる可能性があります。
■いったん解約した保険契約を元に戻すことはできません。
また、
ご加入中の保険契約を減額した場合、元の保険契約に
戻す取り扱いに制限を受けることがあります。
■新たなご契約については、現在の保険契約のままであればお支払いできる場合であっても、契約日から3年以内の
被保険者の自殺の場合等には、死亡給付金または死亡一時金が支払われないことがあります。

■確定年金を選択されている場合で、
ご契約から５年以内に解約された場合には、解約差益に対し、一律20％の源泉
分離課税が適用されます。
それ以外の場合、
または５年を超えて解約した場合には、
所得税
（一時所得）
が適用されます。
■死亡給付金のお受け取り時の課税については、
ご契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって、
相続税、
所得税
（一時所得）、贈与税が適用されます。
■年金お受け取り時の課税については、年金受取人がご契約者と同一人か別人かによって所得税（雑所得）、贈与税が
適用されます。
注意喚起情報

「ご契約のしおり・約款」
をご確認ください。
また、上記の税務に関わる説明は2011年7月現在の内容で、将来
■詳しくは、
変更されることがあります。なお、個別の税務取り扱いについては、所轄の税務署または税理士等の専門家にご確認

9

この保険は特別勘定による運用を行う生命保険商品です

ください。

■この保険では、特別勘定繰入日から年金支払開始日の前日までの期間、投資信託を主な投資対象とする特別勘定で
積立金を運用します。
■特別勘定の種類・詳細は契約概要
「7.特別勘定による運用について」
（P.13）
および
「特別勘定のしおり」
をご確認ください。

13 ご契約に関するお手続きやお問い合わせ窓口について

■この保険はソニーライフ･ウィズ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。

■ソニーライフ・ウィズ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、
ご
契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
■ご契約内容に関するご照会、
ご契約の各種お手続きに関するお問い合わせおよびご契約に関する苦情やご相談につき

10 年金・給付金等のお受け取りについて
■死亡給付金・年金・死亡一時金のお支払いは、請求書類がソニーライフ・ウィズ生命に到着した日の翌日から起算して5
営業日以内の送金を原則としますが、
お支払事由に関する確認および特別な照会・調査が必要となる場合はお支払期限を
延期する場合があります。
■ご契約者は、
被保険者の同意を得て、
ソニーライフ・ウィズ生命に対する通知により受取人を変更することができます。
■お客さまからのご請求に応じて、死亡給付金・死亡一時金等のお支払いを行う必要がありますので、死亡給付

ましては、
ソニーライフ・ウィズ生命お客様サービスセンターへご連絡ください。

お客様サービスセンター

0120-955-900
≪受付時間≫

※通話料無料
※携帯電話･PHSもご利用可能

午前9時〜午後5時30分
月曜日から金曜日
（祝日・年末年始を除く）

金・死亡一時金等のお支払事由が生じた場合には、すみやかにソニーライフ・ウィズ生命 お客様サービスセンター
（0120-955-900）
にご連絡ください。
■年金の分割支払の最低金額は、将来変更される場合があります。

11 借入金を前提としたお申し込みはお引き受けできません
■保険料を借入金で調達した場合、運用実績によっては解約返戻金等が、借入元利金を下回り、借入元利金を返済で
きなくなるおそれがあります。
このため、
ソニーライフ・ウィズ生命では借入金を保険料に充当することを前提とし
たお申し込みはお引き受けできません。
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14 その他、お申し込みに際し、ご注意いただきたい事項
■ソニーライフ・ウィズ生命の組織形態について
保険会社の会社組織形態には、
「相互会社」
と
「株式会社」がありますが、
ソニーライフ・ウィズ生命は株式会社です。
株式会社とは、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように
「社員」
（構成員）
として会社の運営に参加することはできません。
■債権者等による解約
ご契約者の債権者等がご契約を解約しようとした場合でも、
解約通知がソニーライフ・ウィズ生命に到着したときから、
1か月以内であれば、死亡給付金受取人が所定の金額を債権者等に支払うことによって、
ご契約を継続させることが

情報提供とサービスについて

できます。
■被保険者によるご契約の解約請求
ご契約者に対し、
ご契約の解約を請求することができます。
ご契約の解約手続きはご契約者からの請求によるお取り扱い

電話

ご契約の存続を困難とする重大な事由およびご契約の基礎となる事情が変化するような事由が生じた場合、
被保険者は
となり、被保険者から直接当社に解約の請求をいただいた場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。

各 種 、情 報 提 供でご不 明な点や、ご契 約内容 等に関するご質 問は、
下記のお客様サービスセンターにお問い合わせください。
ソニーライフ・ウィズ生命 お客様サービスセンター

■遺言による受取人の変更

0120-955-900

ご契約者は、死亡給付金または年金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人、
年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
この場合、被保険者の同意がなければ変更の効力は

※通話料無料
※携帯電話・PHS もご利用可能

≪受付時間≫  午前9時〜午後5時30分 月曜日から金曜日
（祝日・年末年始を除く）

生じません。
■この商品に係る指定紛争解決機関は社団法人生命保険協会です。
さまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。
また、
全国各地に
「連絡所」
を設置し、
電話にてお受けしております。
（ ホームページアドレス http：//www.seiho.or. jp/）
なお、
「 生命保険相談所」が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、
ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、

インターネット

（社）生命保険協会の「生命保険相談所」
では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）
・来訪により生命保険に関する

「生命保険相談所」
内に裁定審査会を設け、
ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。

ソニーライフ・ウィズ生命のホームページにて、下記の内容をご確認いただけます。
● ご契約内容

● 運用実績レポート

● 各特別勘定の運用実績

ソニーライフ・ウィズ生命 ホームページ

https://www.sonylifewith.co.jp

「ご契約者様向けインターネットサービス」
のお申し込みにつきましては、
お客様サービスセンター
までお問い合わせください。

郵送

ご契約内容、特別勘定の運用状況などについて下記の書類を郵送でお届けいたします。
● ご契約状況のお知らせ……年4回

年に4回
（3月、
6月、
9月、
12月末時点）
のご契約内容、
特別勘定の現状および保障内容につきまして、
それぞれの翌月
（4月、
7月、
10月、
1月）
に発送いたします。

● 特別勘定の現況
（決算のお知らせ）
……年1回

事業年度末における特別勘定資産の内訳および運用実績を、事業年度ごとに年１回お知らせ
いたします。
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