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■当資料は、『ニッセイ投資型年金ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資
料です。

■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証す
るものではありません。

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。
これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有していることや、ユ
ニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■お受取りいただく合計額が一時払保険料を下回ることがあります。
当商品は、年金額、給付金額、解約払戻金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの
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、特別勘定
の資産運用には、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ます。株
価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる金額の合計が、一時払保険
料を下回る可能性があります。

■当商品の年金額はご加入時点で定まるものではありません。
将来お受取りになる年金額は年金支払開始日の前日の積立金額に基づき、年金支払開始日の基礎率（予
定利率、予定死亡率等）によって計算されます。したがって、将来お支払いする年金総額は一時払保険料を
下回ることがあります。

■当商品にかかる費用については、《４ お客さまにご負担いただく費用について》をご覧ください。

他のページもご覧ください。 
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＜ﾉﾑﾗ日本株戦略ﾌｧﾝﾄﾞVA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。

＜ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｵｰﾌﾟﾝVA※１　／ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ投信＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。

＜ﾏｲｽﾄｰﾘｰ･日本株100VA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。

＜ｲﾝﾍﾞｽｺ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｴｸｲﾃｨ・ｵｰﾌﾟﾝVA※１　／ｲﾝﾍﾞｽｺ・ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

＜ﾏｲｽﾄｰﾘｰ･株100VA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

＜ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽｵｰﾌﾟﾝ(標準型)VA※１　／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】
主に「株式の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

特　別　勘　定　の　運　用　概　況
＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞

１　特別勘定のラインアップ

ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名
＜主たる投資対象となる投資信託／投資信託委託会社＞

投資信託の運用方針／投資リスク
ベンチマーク 信託報酬率

2131
日本株式型 　ＴＯＰＩＸ

　（東証株価指数）

年率１．１５５％
（税抜１．０５％）

以内※２

日本の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的に国内株式市場全体のパフォーマンスを上
回る投資成果を目指して、積極的な運用を行なうことを基本とします。「大中型バリュー」「大中型
グロース」「小型ブレンド」の3つの投資スタイルに応じた専門の運用チームが、株式の個別投資銘
柄の選定等を行ない、各スタイル運用チームへの資産配分は専用の投資政策委員会により行な
います。株式の実質組入は、高位を基本とします。

（Ａ)

2132
日本株式型 　ＴＯＰＩＸ

　（配当金込）

年率０．９６８％
（税抜０．８８％）

以内※２

主として国内証券取引所に上場されている株式に投資を行ない、TOPIX（東証株価指数）をベンチ
マークとして積極的な運用を行ないます。運用にあたっては、フィデリティ・グループの日本および
世界主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、現在と将来の勝ち組企業を長期
的な観点から選別し、投資を行ないます。

（Ｂ)

2133
日本株式型 　ＴＯＰＩＸ

　（東証株価指数）

年率０．３８５％
（税抜０．３５％）

実質年率
１．１５％

±０．１５％

程度※３

定性評価、定量評価等を勘案して選定した、国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証
券に主として投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。投資信託証券へ
の投資は、高位を維持することを基本とします。投資信託証券への投資を通じて、実質的な国内
の株式の組入れがおおむねフルインベストメント（95％～100％程度）となることを目途として、投
資信託証券への投資を行なうことを基本とします。

（Ｃ)

2151
世界株式型 　ＭＳＣＩワールド・

　インデックス
　（円ヘッジ指数）

年率０．９９％
（税抜０．９％）

日本を含む世界各国の株式の中から、委託会社独自のバリュー･アプローチによりグローバル比
較でみた割安銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。銘柄選定は財務分
析、経営力分析、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等ボトム・アップ・
アプローチにより行ないます。ファンドのベンチマークはMSCIワールド･インデックス（円ヘッジ指
数）とします。外貨建資産は原則、為替ヘッジを行ないます。

（Ａ）

2152
世界株式型

■国内株式
  ＴＯＰＩＸ
  （東証株価指数）
■海外株式
  ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ
  インデックス
  （日本を除く
  世界先進国）
  （円ヘッジベース）

年率０．３８５％
（税抜０．３５％）

実質年率
１．１５％

±０．１５％

程度※３

定性評価、定量評価等を勘案して選定した、国内の株式および世界の株式を実質的な投資対象
とする投資信託証券に主として投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。当面、投資信託証券への投資を
通じて実質的に保有する国内の株式が60％程度、外国株式が40％程度となることを目途として、
投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。なお、投資信託証券の選定の際、為替ヘッ
ジにより為替変動リスクの低減または限定を図ることを一つの基準としております。

（Ｂ）

《１　特別勘定のラインアップ》に記載の事項は概要を示しています。詳細については、別途ご提供する「特別勘定のしおり」をご確認ください。

2101
バランス型

【各マザーファンド】
■国内株式
  ＴＯＰＩＸ
  （東証株価指数）
■国内債券
  ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
■海外株式
  ＭＳＣＩコクサイ指数
  （円ベース）
■海外債券
  ＦＴＳＥ世界国債
  インデックス
  （除く日本、円ベース）

年率０．９３５％
（税抜０．８５％）

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資します。国内株式・国内債券・海外株式・海外債券
などへ分散投資することにより、リスクを低減しつつ中長期的な収益の獲得を目指します。株式・
債券へおおむね50%ずつ投資を行ない、外貨建資産の実質組入比率を30%程度に保ち、中位のリ
スク・リターンを目指します。外貨建資産については原則為替ヘッジは行ないません。

（Ａ）

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の

   異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

※１適格機関投資家専用に設定される私募投資信託です。適格機関投資家向けであることを示す名称（適格機関投資家限定など）は省略して表記しています。

■ 主たる投資対象となる投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。

■

他のページもご覧ください。 
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＜ﾏｲｽﾄｰﾘｰ･株50VA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】
主に「株式の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

＜ﾉﾑﾗ米国短期ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝVA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「信用リスク」などがあります。

特　別　勘　定　の　運　用　概　況
＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞

１　特別勘定のラインアップ（続き）

ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名
＜主たる投資対象となる投資信託／投資信託委託会社＞

投資信託の運用方針／投資リスク
ベンチマーク 信託報酬率

2102

バランス型

■国内株式
  ＴＯＰＩＸ
  （東証株価指数）
■海外株式
  ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ
  インデックス
  （日本を除く
  世界先進国）
  （円ヘッジベース）
■国内債券・海外債券
  ブルームバーグ・
　グローバル総合
　インデックス
　（円ヘッジベース）

年率０．３８５％
（税抜０．３５％）

実質年率
０．９５％

±０．１５％

程度※３

定性評価、定量評価等を勘案して選定した、国内の株式、世界の株式、国内の債券および世界の
債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に主として投資し、安定した収益の確保と中長期的
な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。投資信託証券への投資は、
高位を維持することを基本とします。投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式への
配分比率は、おおむね50％程度となることを目途とします。なお、投資信託証券の選定の際、為
替ヘッジにより為替変動リスクの低減または限定を図ることを一つの基準としております。

（Ｂ）

2141
外国マネー型

－
年率０．３３％
（税抜０．３％）

高い信用格付けと流動性を有する米国ドル建の米国短期財務省証券を主要投資対象とし、安定
した収益の確保を目指して運用を行ないます。投資時点において12カ月以下の残存期間を有す
るものに投資し、通常、保有資産の加重平均残存日数は90日以下とします。米国ドル建資産への
投資は、取得時に最上位（A-1格相当）の格付を得ているもの（同等と判断するものを含む）に限
定します。ファンドは、原則として為替ヘッジを行ないません。

（Ａ）

2161 日本マネー型
コールローンや預金などの短期金融商品に投資し、安定したインカムゲインを追求します。
なお、当特別勘定では、日本生命が直接運用します。 － －

（Ａ）

※１適格機関投資家専用に設定される私募投資信託です。適格機関投資家向けであることを示す名称（適格機関投資家限定など）は省略して表記しています。

■ 主たる投資対象となる投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。

■ 《１　特別勘定のラインアップ》に記載の事項は概要を示しています。詳細については、別途ご提供する「特別勘定のしおり」をご確認ください。

   異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

　

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の

　

　　１．１０％±０．１５％程度となります。

●日本株式型（C）1.15％±0.15％程度　　●世界株式型（B）1.15％±0.15％程度　●バランス型（B）0.95％±0.15％程度

　　世界株式型（B）の投資対象となる投資信託（マイストーリー・株100VA）について、指定投資信託証券の見直しにより、実質的な信託報酬率は

【変更のお知らせ】（変更予定日：２０２３年５月２６日）

純資産総額が５００億円以上１，０００億円未満の部分 年率０．９４０５％（税抜０．８５５％）

純資産総額が１，０００億円以上の部分 年率０．９３５％（税抜０．８５％）

※３ 日本株式型（C）、世界株式型（B）、バランス型（B）の投資対象となる各投資信託（マイストーリー・日本株100VA、マイストーリー・株100VA、マイス

トーリー・株50VA）は、私募投資信託を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ」であるため、ファンド・オブ・ファンズ自身の信託報酬に加え、主要な

投資対象である各私募投資信託の信託報酬（消費税含む）も考慮した場合の実質的な信託報酬率は以下のとおりとなります。なお、以下の実質的な

信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更になる場合があります。

純資産総額が１，０００億円超の部分 年率１．０４５％（税抜０．９５％）

●フィデリティ・ジャパン・オープンVA

純資産総額が５０億円未満の部分 年率０．９６８％（税抜０．８８％）

純資産総額が５０億円以上５００億円未満の部分 年率０．９４６％（税抜０．８６％）

※２ 以下の投資信託については、信託報酬率の上限値が記載されています。実際の信託報酬率は以下のようになります。

●ノムラ日本株戦略ファンドVA

純資産総額が５００億円以下の部分 年率１．１５５％（税抜１．０５％）

純資産総額が５００億円超１，０００億円以下の部分 年率１．１％（税抜１．００％）

他のページもご覧ください。 
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0.0%

１２２ 

※　ユニット価格（１万口当り）は、円未満を切り捨てて表示しています。

2161
日本マネー型

６，９８８

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

現預金・ｺｰﾙﾛｰﾝ等 100.0%

合計 100.0%

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

（Ａ）
６，９９８ （当特別勘定は日本生命が直接運用します） － 

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の

   異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

※　資産残高の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

※　投資信託の組入比率は、発注等を加味した各特別勘定の実質的な組入比率です。

※　日本マネー型（Ａ）の資産の内訳

国債

（Ａ） マネジメント
１１９ 

７４ 
（Ｂ） マネジメント

９７．０％

マネジメント

１６，３７５
インベスコ・

－０．１４％

野村アセット

１３，７２６０．７２％
野村アセット

－

2101
バランス型

１３，７０８ １．４７％

2152
世界株式型

１８，６７７ １．５１％
（Ｂ）

１１０ 
（Ａ） マネジメント

１３，５０９
ニッセイアセット

１８，４００

９７．１％

野村アセット
９７．０％ ４０ 

９６．９％

９７．１％2132
フィデリティ

１７，７５８

１，３７６ 
（Ｂ） 投信

９７．０％2151
世界株式型

１６，３５８ －０．１１％

１８，０９８ １．９２％

１０９ 
（Ａ） アセット・マネジメント

９６．９％

2133
日本株式型

９３ 
（Ｃ） マネジメント

野村アセット
９７．２％

資産残高
（百万円）

１５１ 
（Ａ） マネジメント

前月末 投信会社 組入比率騰落率

１９，６７９
野村アセット

ニッセイ／パトナム・グローバルバランス
オープン（標準型）ＶＡ（適格機関投資家専用）

ノムラ日本株戦略ファンドＶＡ
（適格機関投資家専用）

＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞
特　別　勘　定　の　運　用　概　況

２　特別勘定の運用状況　（ユニット価格および資産残高） (2023年4月30日現在)

ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名
ユニット価格（円）

主たる投資対象となる投資信託

２５，９７６

今月末

フィデリティ・ジャパン・オープンＶＡ
（適格機関投資家専用）

マイストーリー・日本株１００ＶＡ
（適格機関投資家専用）

インベスコ グローバル・バリュー・
エクイティ・オープンVA（適格機関投資家専用）

マイストーリー・株１００ＶA
（適格機関投資家専用）

2131
日本株式型

２０，０００ １．６３％

日本株式型
２６，５８７ ２．３５％

2141
外国マネー型

９，２５６ ０．５８％ ９，２０３

マイストーリー・株５０ＶＡ
（適格機関投資家専用）

ノムラ米国短期インカムオープンＶＡ
（適格機関投資家専用）

2102
バランス型

１３，８２５
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－３０．１１－８．３４ ４．４５ －７．４３ －０．１４

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の

   異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

－０．４３

６ヵ月 １年 設定来

０．７２ －０．０２ ３．５３ －１．３０ ３８．２６ ０．５８ ３．３２

３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月 ３ヵ月１ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月

－０．８６ －１．７３

2023.4.30: 6,988円

ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％）

2023.4.30: 13,825円 2023.4.30: 9,256円

バランス型（Ｂ） 外国マネー型（Ａ） 日本マネー型（Ａ）

設定日：2001.10.5 設定日：2001.10.2 設定日：2001.10.3

６．０３ ３．８５ ８６．７８ １．４７ ２．９６ ０．６０

６ヵ月 １年 設定来

－０．１１ ０．４９ １５．５９ ５．５１ ６３．５８ １．５１ ０．９８

３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月 ３ヵ月１ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月

２．４５ ３７．０８

2023.4.30: 13,708円

ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％）

2023.4.30: 16,358円 2023.4.30: 18,677円

世界株式型（Ａ） 世界株式型（Ｂ） バランス型（Ａ）

設定日：2001.10.24 設定日：2001.10.5 設定日：2001.10.5

１６５．８７ １．９２ ２．７６ ７．５８ １０．８８ ８０．９９１．６３ ３．８５ ５．３１ ６．４２ １００．０１ ２．３５ ５．３８ ５．３６ ９．４６

１ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 設定来１年 設定来 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年

＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞

2023.4.30: 18,098円

ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％）

2023.4.30: 20,000円 2023.4.30: 26,587円

設定日：2001.10.31 設定日：2001.10.2 設定日：2001.10.18

(2023年4月30日現在)

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

３　ユニット価格とユニット価格騰落率の状況

日本株式型（Ａ） 日本株式型（Ｂ） 日本株式型（Ｃ）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
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■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の

   異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

＊ 年金支払期間中の費用は、将来変更される可能性があります。

当商品に係る費用の合計額は《据置（運用）期間中の費用（「保険契約関係費」・「資産運用関係費」）》《年金支払期間中にかかる費用（保険契約関係
費）》の合計となります。また、特定のお客様には《保険契約維持費》《貸付利息》《解約控除》がかかります。

ご契約に際しては、「特に重要なお知らせ（契約概要・注意喚起情報）」「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。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

保険契約関係費 支払年金額に対して・・・０．５８％ 支払年金額に対して・・・１．００％

年金支払開始日以降、年１回の年金支払日に責任準備金から控除されます。
＊ 年金特約の年金については２０１７年４月１日以降、主契約の年金については２０１７年７月１日以降、上記の率が適用されます。

※４ 増額が行われたご契約の減額については、契約日からの基本給付金額部分、増額日の古い基本給付金額部分の順で減額を行い、
それぞれの経過年数に応じた解約控除を積立金から差引きます。

■ 年金支払期間中にかかる費用

  ・次の費用を控除したうえで年金額は計算されます。年金特約付加による年金支払の場合も同様です。

年金種類 ５年確定年金 左記以外

※２ なお、保険契約維持費をご負担いただく場合に該当し、かつ「ニッセイ投資型年金」を複数回に分けてご契約いただいているときは、
各ご契約ごとに毎月４００円が控除されます。

※３ 既に成立が確認されている契約および増額に基づいて判定を行います。

＜解約時にかかる費用＞

解約控除

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から解約日までの年数が１０年未満の場合に、
契約日からの経過年数に応じ、基本給付金額に対して・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　８．０％～０．８％（下表参照）

解約時に積立金から控除します。

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から減額日までの年数が１０年未満の場合に、
契約日からの経過年数に応じ、減額する基本給付金額（※４）に対して・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０％～０．８％（下表参照）

減額時に基本給付金額の減額分に
対応する積立金から控除します。

保険契約維持費
（※２）

日本生命でご加入いただいているニッセイ投資型年金[無配当変額年金保険（H13）]の基本給付金額
の合計額が２００万円未満のとき（※３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      各契約から毎月・・・４００円

契約時および月ごとの応当日の翌営
業日に積立金から控除します。

貸付利息 日本生命所定の利率
契約応当日の翌営業日に積立金か
ら控除します。

※１ その他お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金がかかります
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。また、お客様はこれらの費用を間接的に負担す
ることとなります。資産運用関係費は、運用手法の変更、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。

＜特定のご契約者にご負担いただく費用＞

  ・特別勘定のユニット価格を計算した後に特定のご契約者にご負担いただきます。

項目 費用 時期

保険契約関係費
当保険契約の締結および維持などに必要な費用な
らびに基本給付金額を最低保証するための費用お
よび災害死亡給付金を支払うための費用。

特別勘定の資産総額に対して
                             　・・・年率１．７５％

特別勘定の資産総額に対して年率
１．７５％／３６５日を毎日控除しま
す。

資産運用関係費
（※１）

特別勘定の運用にかかわる費用。
特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬な
どが含まれます。

特別勘定ごとに異なります。
信託報酬率については、《１ 特別勘定のライン
アップ（Ｐ２）》をご参照ください。

各特別勘定の資産総額から所定の
金額を毎日控除します。

＜すべてのご契約者にご負担いただく費用＞

  ・次の費用を控除したうえでユニット価格は計算されます。

項目 目的 費用 時期

特　別　勘　定　の　運　用　概　況
＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞

４　お客様にご負担いただく費用について

＊以下内容は将来変更されることがあります。

■ 据置（運用）期間中にかかる費用

10年以上

0%

　解約控除＝基本給付金額×解約控除率解約控除率

契約日からの
経過年数

基本給付金額に
対する解約控除率

8.0%

１年未満 10年未満９年未満

0.8%

２年未満 ８年未満７年未満６年未満５年未満４年未満３年未満

1.6%7.2% 6.4% 5.6% 4.8% 4.0% 3.2% 2.4%
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