
2021年11月改訂

16,500

（2021年11月2日現在）

22,000

2.2

MAS-L-211101

障がいのあるお子さまの親御さまは、「親なきあと」の生活がご心配のことかと思います。
『未来あんしんサポート』は、“親あるあいだ”に“親なきあと”をご準備いただくためのご提案です。

“生命保険信託”の仕組みによって、親御さまがお亡くなりになられた場合に生命保険会社がお支払いする保険金を、
みずほ信託銀行がお子さまのための財産として管理しながら、定期的にお子さまにお届けします。

第一フロンティア生命保険株式会社

www.d-frontier-l i fe.co.jp/www.mizuho-tb.co.jp

●現在、FWD生命を引受保険会社とする生命保険信託は、新規のお申込みを停止しております。ご契約済みのお客さまへは、引き続き所定の
サービスを提供してまいりますのでご安心ください。
●（株）ジェイアイシー（みずほ信託銀行　信託契約代理店）は、生命保険信託の信託契約締結の媒介（商品説明・勧誘、みずほ信託銀行への
　媒介）を行います。
●生命保険信託は、（株）ジェイアイシーにおける専門の担当者のみが取扱可能な商品ですので、ご契約時の手数料等の詳細については、当該
専門担当者が別途商品説明書を用いて直接ご説明いたします。
●生命保険信託に関して、ご興味・ご不明な点等がございましたら、〈生命保険信託相談ダイヤル〉へお問い合わせください。
●（株）ジェイアイシーは「個人情報保護方針」と題するプライバシーポリシーを策定し、これに基づいて個人情報の取扱いを行っています。その
内容は、（株）ジェイアイシーのホームページにてご確認ください。
●当資料は、2021年11月2日時点のお取扱い内容に基づき作成しています。
●当資料に記載されている税務上の取扱いに関する内容等は、2021年11月2日時点で施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更
となる場合がありますので、ご注意ください。個別の具体的な税務上の取扱いについては、所轄の税務署、税理士等の専門家にご相談くだ
　さい。

『未来あんしんサポート』は、（株）ジェイアイシーがご提案する生命保険と生命保険信託をあわせたサービスの総称です。

2021年4月、“認知症・介護プラン”が新たに追加
人生100年時代に対応する新しい生命保険信託のかたちをお届けします
2021年4月、“認知症・介護プラン”が新たに追加
人生100年時代に対応する新しい生命保険信託のかたちをお届けしますNEW



①親御さまは、「ジェイアイシー」を通じて、ご自身を契約者・被保険者とする生命保険（生命保険引受保険会社：第一
フロンティア生命）のお申込みを行います。

②親御さまは、「ジェイアイシー」を通じて、お子さまを受益者とする「みずほ信託銀行」の生命保険信託のお申込みを
行い、“親なきあと”に保険金をどのようにお子さまに届けるかを生命保険信託契約にて指定します。

③親御さまがお亡くなりになられた場合、「みずほ信託銀行」は「生命保険引受保険会社（第一フロンティア生命）」に
保険金の請求を行います。

④「生命保険引受保険会社」は「みずほ信託銀行」に保険金を支払います。
⑤「みずほ信託銀行」は、生命保険信託契約に基づいて、所定の金額を指定された方法（毎年や毎月等）にて、お子さま
（受益者）に振り込みます。

親御さまの想いを後見人等の方へ
引き継ぐためのノートをご提供します。

生命保険引受保険会社
（第一フロンティア生命）の

生命保険のお申込み

みずほ信託銀行による
お申込内容の審査・承諾

生命保険引受保険会社による
お申込内容の審査・承諾

この子が経済的に困らない
ようにしてあげたい。

この子が経済的に困らない
ようにしてあげたい。障がいのあるこの子が

お金の管理をできるか心配…
障がいのあるこの子が

お金の管理をできるか心配…

のこしたお金をこの子が
使い切れない時の

ことも考えておきたい。

のこしたお金をこの子が
使い切れない時の

ことも考えておきたい。

この子への想いを
誰かに引き継ぎたい。
この子への想いを
誰かに引き継ぎたい。

自身が認知症や
介護状態になった時の
備えもしておきたい。
この子にもしっかり
お金はのこしたい・・・

自身が認知症や
介護状態になった時の
備えもしておきたい。
この子にもしっかり
お金はのこしたい・・・

誕生日など、決まった日に
好きなことをしてほしい…
誕生日など、決まった日に
好きなことをしてほしい…

特徴

1 みずほ信託銀行が保険金をお子さまの財産として安全に管理します。

特徴

6
「ジェイアイシー」がご提供する『未来あんしんサポートノート（後見人等への引継書）』は、
お子さまへの想いを記録することができますので、お子さまが将来お世話になる後見人
等の方へ親御さまの想いを引き継ぐことができます。 

特徴

5
人生100年時代にも対応。親御さまご自身の認知症や介護状態への備えをしながら、お子さまへ
財産をのこすことができます。＊認知症・介護プランをご利用の場合。

特徴

4
もしも財産が余ったままお子さまがお亡くなりになられた場合は、予め「残余財産の帰属先」
を指定しておくことにより、お金の行き先を決めておくことができます。
●お世話になった施設を運営する社会福祉法人等を指定することも可能です。

特徴

3
お子さまのご兄弟等、法定相続人が他にいらっしゃる場合であっても、保険金は遺産分割協議の
対象ではありませんので、お子さま固有の財産としてのこすことができます。

特徴

2
みずほ信託銀行が指定された金額をお子さまへ定期的（毎年や毎月等）にお届けしますので、
お子さまが定期的な収入を一定期間得ることができます。
●医療費等の支出に対応するため、臨時のご請求も可能です。 

NEW

生命保険と生命保険信託の
お申込みや保険金請求等の
各種手続きをサポートします

0120-580-503
＜生命保険信託相談ダイヤル＞

［生命保険引受保険会社］

［死亡保障プランの
　ご利用イメージ］
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●当資料に記載されている税務上の取扱いに関する内容等は、2021年11月2日時点で施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更
となる場合がありますので、ご注意ください。個別の具体的な税務上の取扱いについては、所轄の税務署、税理士等の専門家にご相談くだ
　さい。

『未来あんしんサポート』は、（株）ジェイアイシーがご提案する生命保険と生命保険信託をあわせたサービスの総称です。

2021年4月、“認知症・介護プラン”が新たに追加
人生100年時代に対応する新しい生命保険信託のかたちをお届けします
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