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●主な保険用語のご説明…………………………………………………………………… 8

ご契約のしおり

ご契約のしおり

「EVER」について
「EVER」の特長としくみについて ………………………………………………… 12
●
●
「通院特約」について ………………………………………………………………… 21

主契約

●
「EVER」のお支払について ………………………………………………………… 14
●
「女性疾病入院特約」について ……………………………………………………… 23
●
「総合先進医療特約」について ……………………………………………………… 24
●お支払の対象となる「三大疾病」について………………………………………… 25
●
「三大疾病一時金特約」について …………………………………………………… 26
●
「三大疾病無制限型長期入院特約」について ……………………………………… 28
●がんの責任開始日より前にがんと診断確定されていた場合のお取扱について… 32

特約

●
「三大疾病保険料払込免除特約」について ………………………………………… 31
●
「生存祝金特約」について …………………………………………………………… 33
●特約の更新について…………………………………………………………………… 34
●法令等の改正に伴う給付金の支払事由などの変更について……………………… 35
●対象となる不慮の事故について……………………………………………………… 36
お支払いできない場合について

お支払いできる場合、またはお支払いできない場合の具体的事例
●お支払いできる場合、またはお支払いできない場合の具体的事例……………… 39
お申込にあたって
●申込書・告知書はご自身で正確にご記入ください………………………………… 42
●生命保険募集人について……………………………………………………………… 42
●クーリング・オフ制度（お申込の撤回または解除について） ……………………… 43
●保険証券などについて………………………………………………………………… 44
●現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申
込をご検討されている方へ…………………………………………………………… 44
●告知と告知義務について……………………………………………………………… 45
●告知が事実と相違する場合…………………………………………………………… 46
●保障の開始……………………………………………………………………………… 47

―1―

別表

●お支払いできない場合について……………………………………………………… 37

ご契約のしおり

保険料のお払込について
●保険料のお払込方法（回数）………………………………………………………… 48
●保険料のお払込方法（経路）………………………………………………………… 48
●保険料の前納…………………………………………………………………………… 49
●保険料のお払込が不要となった場合のお取扱……………………………………… 49
●保険料払込の猶予期間と失効………………………………………………………… 50

主契約

●ご契約の復活…………………………………………………………………………… 51
●主契約の保険料払込期間満了後の特約保険料について…………………………… 51
●お支払事由などが生じた際に、未払込保険料がある場合………………………… 52
●保険料のお払込が困難な場合（減額）……………………………………………… 53
ご契約後について
●解約と解約払戻金について…………………………………………………………… 54
●給付金等のご請求手続について……………………………………………………… 54

特約

●給付金等のお支払の時期について…………………………………………………… 55
●
「指定代理請求特約」について ……………………………………………………… 56
●ご契約の内容の変更…………………………………………………………………… 58
●管轄裁判所について…………………………………………………………………… 58
その他生命保険に関するお知らせ
●被保険者による解約請求について…………………………………………………… 59

別表

●お受取人による保険契約の存続（介入権）について……………………………… 59
●個人情報の取扱いについて…………………………………………………………… 60
●
「米国内国歳入法」（米国税法）の対応について…………………………………… 63
●
「契約内容登録制度」、
「契約内容照会制度」、
「支払査定時照会制度」にもとづく、
他の生命保険会社などとの保険契約などに関する情報の共同利用について…… 64
●
「生命保険契約者保護機構」について ……………………………………………… 67
●税法上のお取扱について……………………………………………………………… 70

―2―

「ＥＶＥＲ」

ご契約のしおり

約款・特約条項

医療保険〔無解約払戻金〕 普通保険約款 …………………………………………… 74
通院特約〔2013〕………………………………………………………………………… 92
女性疾病入院特約〔2013〕……………………………………………………………… 98
三大疾病一時金特約……………………………………………………………………… 109

主契約

総合先進医療特約〔2012〕……………………………………………………………… 103
三大疾病無制限型長期入院特約………………………………………………………… 115
三大疾病保険料払込免除特約…………………………………………………………… 122
生存祝金特約〔2013〕…………………………………………………………………… 126
その他特約条項
指定代理請求特約………………………………………………………………………… 129

特約

団体取扱特約〔Ａ〕……………………………………………………………………… 131
団体取扱特約〔Ｂ〕……………………………………………………………………… 133
集団取扱特約〔医療保険〕……………………………………………………………… 135
特別集団取扱特約〔医療保険〕………………………………………………………… 137
保険料口座振替特約……………………………………………………………………… 139
保険料クレジットカード支払特約……………………………………………………… 143
別表

―3―

別表

別表………………………………………………………………………………………… 146

保険用語の意味を
知りたい

主な保険用語のご説明

申込を撤回したい

クーリング・オフ制度

P43

健康状態などの
告知について知りたい

告知と告知義務について

P45

いつから保障が開始
するのか知りたい

保障の開始

P47

この保険のしくみが
知りたい

「EVER」

P12

「通院特約」

P21

「女性疾病入院特約」

P23

「総合先進医療特約」

P24

「三大疾病一時金特約」

P26

「三大疾病無制限型
長期入院特約」

P28
P47

「三大疾病保険料
払込免除特約」

P31

「生存祝金特約」

P33
P47
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P8

保険料のお払込方法（回数）

P48

保険料のお払込方法（経路）

P48

効力を失った保険を
もとに戻したい

ご契約の復活

P51

給付金等の請求手続に
ついて知りたい

給付金等のご請求手続
について

P54

お支払いできない場合
について

P37

お支払いできる場合、
またはお支払いできない
場合の具体的事例

P39

「指定代理請求特約」
について

P56

保険料の払込方法を変えたい

給付金などが受取れないケー
スについて知りたい

受取人が請求できない場合の
給付金などの受取りについて
知りたい

保険を解約したい

解約と解約払戻金について

P54

保険料や給付金などにかかわ
る税金について知りたい

税法上のお取扱について

P70
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ご契約のしおり
ご契約についての重要事項、
お手続きなどを
わかりやすくご説明しています。
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ご契約のしおり

主な保険用語のご説明
この冊子をお読みいただくにあたって、
「主な保険用語のご説明」
をご覧ください。

あ

受取人【 うけとりにん 】

主な保険用語のご説明

給付金・保険金・年金などを受取る人のことをいいます。

か

解除【 かいじょ 】
告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、当社の意思でご契約を消
滅させることをいいます。この場合、以後の保障はなくなります。

解約【 かいやく 】
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。この
場合、以後の保障はなくなります。

解約払戻金【 かいやくはらいもどしきん 】
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。

給付金・保険金・年金など【 きゅうふきん・ほけんきん・ねんきんなど 】
被保険者が所定のお支払事由に該当したときにお支払いするお金のことをいいます。

契約応当日【 けいやくおうとうび 】
ご契約の後の保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。また、
契約日の年ごとの応当日を「年単位の契約応当日」、半年ごとの応当日を「半年単
位の契約応当日」、月ごとの応当日を「月単位の契約応当日」
といいます。
（例）契約日が2016年12月1日の場合
「年単位の契約応当日」は2017年12月1日、2018年12月1日、2019年
12月1日と、以後の毎年の12月1日が該当します。

契約年齢【 けいやくねんれい 】
契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。１年未満の
端数については、切り捨てて計算します。なお、ご契約後の被保険者の年齢は、
年単位の契約応当日ごとに契約年齢に１歳を加えて計算します。
（例）24歳７か月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。

契約日【 けいやくび 】
契約年齢や保険期間などの計算の基準日をいいます。
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保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば健康状態にかかわらず、原則と
してそれまでと同一の保障内容で保障を継続できる制度をいいます。（更新後の保
険料は、更新日現在の被保険者の満年齢・保険料率によって計算されるため、保
険料は通常高くなります。）

ご契約などに際して、ご契約者と被保険者には、過去の病歴、現在のご健康の状態、
ご職業など、当社がおたずねすることがらについて、ありのままを正しく告知して
いただく義務があります。その義務を告知義務といいます。

告知義務違反【 こくちぎむいはん 】
告知内容が事実と相違していた場合には、当社は「告知義務違反」として、ご契約
または特約を解除することがあります。

さ

失効【 しっこう 】
保険料のお払込の猶予期間を過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失
われることをいいます。ご契約が失効すると、保障が無い状態になり、給付金など
をお支払いできないことになります。

指定代理請求人【 していだいりせいきゅうにん 】
被保険者が受取人となる給付金などについて、被保険者が請求できない特別な事
情がある場合に、被保険者に代わって給付金などを請求できるよう、あらかじめ指
定された代理請求人です。（指定代理請求特約）

主契約【 しゅけいやく 】
約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約の内容のことをいいます。

準用【 じゅんよう 】
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、必要な変更を加
えてあてはめることをいいます。

診査【 しんさ 】
診査医扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診
をさせていただきます。
【 せきにんかいしき
（び）】
責任開始期（日）

当社がご契約上の保障を開始する時期（日）
をいいます。
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主な保険用語のご説明

告知義務【 こくちぎむ 】

ご契約のしおり

更新【 こうしん 】

ご契約のしおり

た

第１回保険料相当額【 だいいっかいほけんりょうそうとうがく 】
ご契約のお申込の際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合には
第１回保険料に充当されます。

特約【 とくやく 】
主な保険用語のご説明

主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料のお払込方法（経路）など主
契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。

は

払込期月【 はらいこみきげつ 】
毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいい、年払契約の場合は年単位の
契約応当日、半年払契約の場合は半年単位の契約応当日、月払契約の場合は月単
位の契約応当日の属する月の１日から末日までのことをいいます。

被保険者【 ひほけんしゃ 】
生命保険の対象として保険（保障）
がつけられている人のことをいいます。

復活【 ふっかつ 】
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知ま
たは診査が必要になり、健康状態によっては復活できないこともあります。

保険期間【 ほけんきかん 】
給付金・保険金などを保障する期間のことをいいます。
（例）60歳満期の場合の保険期間は、60歳に達する年単位の契約応当日の前日ま
でとなります。

保険契約者【 ほけんけいやくしゃ 】
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利（ご契約の内容の変更の請求権など）と義
務（保険料支払義務など）を持つ人のことをいいます。「ご契約のしおり」では、ご
契約者（ごけいやくしゃ）
と記載しています。

保険証券【 ほけんしょうけん 】
給付金額・保険金額・年金額、保険期間などのご契約の内容を具体的に記載した
ものです。

保険媒介者【 ほけんばいかいしゃ 】
募集代理店、保険募集人などの保険契約の締結の媒介を行うことができる者をい
います。保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。

保険料【 ほけんりょう 】
ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
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将来の給付金・保険金・年金などをお支払いするために保険料の中から積み立てる
積立金のことをいいます。

ご契約のしおり

保険料積立金【 ほけんりょうつみたてきん 】

保険料払込期間【 ほけんりょうはらいこみきかん 】

ま

待期間【 まちきかん 】
「三大疾病一時金特約」
「三大疾病保険料払込免除特約」の一部の保障において、
保険期間の始期から所定の期間経過後に保障を開始します。この期間を待期間と
いいます。

免責事由【 めんせきじゆう 】
当社は、ご契約成立後、被保険者の入院・手術・死亡などの支払事由に対して給
付金・保険金などをお支払いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる
特定の事由のことをいいます。

や

約款【 やっかん 】
ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款、特約条項、別表が
あります。
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主な保険用語のご説明

保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
（例）60歳払済の場合の保険料払込期間は、60歳に達する年単位の契約応当日の
前日までとなります。

ご契約のしおり

「ＥＶＥＲ」について
「ＥＶＥＲ」の特長としくみについて

﹁ＥＶＥＲ﹂
の特長としくみについて

特長
１ 「EVER(エヴァー)」
は、
病気・ケガを一生涯保障する医療保険です。
２ 病気・ケガによる入院を日帰り入院から保障します。入院５日目までは一律５日分の入院給
付金をお支払いします。
３ 病気・ケガによる手術や放射線治療を保障します。
４ 解約払戻金がないため、
保険料が割安になっています。
５ 主契約の保障に加え、
つぎの特約を付加することで保障内容を充実させることができま
す。
● 通院特約
入院給付金が支払われる病気・ケガによる入院の前後の通院を保障します。
● 女性疾病入院特約
女性特定疾病により入院した場合に、給付金をお支払いします。
● 総合先進医療特約
厚生労働大臣が認める「先進医療」を受けた場合に、自己負担した技術料と同額を保障し
ます。
● 三大疾病一時金特約
がん
（悪性新生物）
・急性心筋梗塞・脳卒中
（以下、
「三大疾病」
といいます）
により所定の状
態に該当した場合に、一時金をお支払いします。
（複数回）
● 三大疾病無制限型長期入院特約
主契約の１回の入院の支払限度を超えた病気・ケガによる入院を最高365日目まで保障
します。また、三大疾病による入院は、日数無制限で保障します。
● 三大疾病保険料払込免除特約
三大疾病により所定の状態に該当した場合に、主契約および特約の保険料のお払込を免
除します。
● 生存祝金特約
被保険者が生存している場合に３年ごとに
「生存祝金」
をお支払いします。
＊ お支払の対象となる給付金などの種類とその支払額は、お申込の内容によって異なります。
ご契約の内容については、申込書・保険証券にてご確認ください。
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主契約

保険期間：終身

通院特約
女性疾病入院特約

保険期間：終身

総合先進医療特約

終身更新（※１）

特

保険期間：10年

三大疾病一時金特約（※2）

保険期間：終身

約
三大疾病無制限型長期入院特約
保険期間：10年

終身更新（※１）

三大疾病保険料払込免除特約（※2）
生存祝金特約（※3）
保険期間：15年
※１：10年更新を続けた後、所定の年齢時に保険期間を終身に変更できます。
※２：がん（悪性新生物）については、責任開始期（日）からその日を含めて３か月を経過した
日の翌日から保障を開始します。
※３：
「生存祝金特約」
と
「三大疾病保険料払込免除特約」
は同時に付加できません。
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﹁ＥＶＥＲ﹂
の特長としくみについて

EVER

ご契約のしおり

しくみ

ご契約のしおり

「ＥＶＥＲ」のお支払について
・「EVER」の正式名称は、
「医療保険
〔無解約払戻金〕
」
です。
名称

支払事由

支払額

受取人

支払限度

疾病入院給付金

不慮の事故による ①入院日数が５日以内の場合
ケガによって1日以
入院給付金日額×5
上の入院をしたと ②入院日数が6日以上の場合
き
入院給付金日額×入院日数

・60日型の場合
1回の入院について
60日
（通算1,095日）
・120日型の場合
1回の入院について
120日
（通算1,095日）

手術給付金
放射線治療給付金

①重大手術を受け
たとき

入院給付金日額×40

②入院中に手術を
受けたとき
（①を
除く）

入院給付金日額×10

③外来による手術
を受けたとき
（①
を除く）

入院給付金日額×5

病気・ケガの治療
を直接の目的とし
て、放射線治療
（電
磁波温熱療法を含
む）
を受けたとき

入院給付金日額×10
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被保険者

災害入院給付金

﹁ＥＶＥＲ﹂
のお支払について

①入院日数が５日以内の場合
病気によって
入院給付金日額×5
1日以上の入院を
②入院日数が6日以上の場合
したとき
入院給付金日額×入院日数

・60日型の場合
1回の入院について
60日
（通算1,095日）
・120日型の場合
1回の入院について
120日
（通算1,095日）

なし

なし

i お支払の対象となる「入院」とは…

ご注意

疾病入院給付金と災害入院給付金の両方の支払事由に該当する場合には、いずれ
か一方の入院給付金をお支払いします。

i 入院給付金のお支払について
〈２回以上に分けて疾病入院給付金を請求した場合〉
（例）１回目の請求が入院10日時点のとき
入院
（30日間）

10日

20日
▲

▲

請求
（1回目）
10日分お支払

請求
（2回目）
20日分お支払

入院日数30日時点の２回目の請求では、1回目の請求ですでに10日分の入院給付金をお
支払いしているため、20日分
（30日 ─10日）
をお支払いします。
（例）１回目の請求が入院３日時点のとき
入院
（30日間）

3日

27日

▲

▲

請求
（1回目）
5日分お支払

請求
（2回目）
25日分お支払

１回目の請求では５日分の入院給付金をお支払いします。
入院日数30日時点の２回目の請求では、すでに５日分の入院給付金をお支払いしている
ため、25日分
（30日─５日）
をお支払いします。
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﹁ＥＶＥＲ﹂
のお支払について

お支払の対象となる「入院」とは、治療を目的とする入院です。健康診断、人間ドックなどの健
康管理や検査を目的とする入院は含まれません。入院料などのお支払があり、
約款に定める
「入
院」の規定に該当するものが対象となります。外来に通院し、病院のベッドに寝て透析、点滴、
手術などを行っても
「入院」
治療とはみなされません。

ご契約のしおり

疾病入院給付金・災害入院給付金

ご契約のしおり

i 支払限度の「1回の入院」について
● 疾病入院給付金
疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を２回以上した場合で、前回の入院の退院日
の翌日から180日以内に開始した入院は、同一の病気であるか否かにかかわらず「１回の
入院」
とみなして支払日数の限度を適用します。

﹁ＥＶＥＲ﹂
のお支払について

● 災害入院給付金
災害入院給付金の支払事由に該当する入院を２回以上した場合で、前回の入院の退院日
の翌日から180日以内に開始した入院は、同一の不慮の事故であるか否かにかかわらず
「1回の入院」
とみなして支払日数の限度を適用します。
〈病気による入院の退院の都度、入院給付金を請求した場合〉
請求時にすでにお支払いしている入院給付金があるときは、通算した入院日数からすでに
お支払いしている給付金支払日数を差し引いて入院給付金をお支払いします。
（例）

入院A

入院B
180日以内

2日

1日

入院C
180日以内

5日

▲

▲

▲

請求1

請求2

請求3

請求1 ５日分の入院給付金をお支払いします。
請求2

請求2の時点における通算入院日数は3日間です。
請求１で5日分の入院給付金をお支払いしているため、お支払いしません。

請求3

請求3の時点における通算入院日数は8日間です。
請求１で5日分の入院給付金をお支払いしているため、3日分をお支払いします。

〈新たな入院となる場合について〉
前回の入院の退院日の翌日から181日以上経過している場合は新たな入院となります。
（例）

入院A

2日

入院B
3日

2日

入院C
181日以上

5日

上記の例で、入院B
（※）
は入院給付金が支払われませんが、入院Cが新たな入院となるには、
入院Bの退院日の翌日から181日以上経過していることが必要です。
（※）入院Aで5日分の入院給付金を支払った後、再度入院したBは通算入院日数が5日以内
となる入院なので入院給付金は支払われません。
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ご契約のしおり

手術給付金
● お支払の対象となる手術はつぎのとおりです。
（A）
お支払の対象となる手術
（支払事由②③）

左記のうち除外される手術

（B）
お支払の対象となる重大手術
（支払事由①）

重大手術にならない手術の例

公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
に、手術料の算定対象として列挙されている診
療行為のうち、つぎに定めるもの
・悪性新生物に対する開頭・開胸・開腹手術およ
び四肢切断術
・脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦
隔腫瘍開胸摘出術
・心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に
対する、心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈
への開胸・開腹術
・日本国内でおこなわれた、心臓・肺・肝臓・膵臓・
腎臓
（それぞれ、人工臓器を除きます）の全体
または一部の移植手術。ただし、臓器移植法
に沿った場合に限る。

・ 腹腔鏡下手術
・胸腔鏡下手術
・穿頭によるもの
・ 臓器移植については、ドナー側は対
象外
・ 先進医療による療養

・レーザー屈折矯正手術（レーシック）等については、医科診療報酬点数表に手術料の算定対
象として列挙されている手術ではないため、手術給付金のお支払の対象となりません。
（平成27年12月現在）
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﹁ＥＶＥＲ﹂
のお支払について

公的医療保険制度における医科診療報酬点数表 ・（Ｂ）欄のお支払の対象となる重大手
に手術料の算定対象として列挙されている診療
術に該当するとき
行為
（先進医療による療養は除く）
・傷の処置
（創傷処理、デブリードマン）
・切開術
（皮膚、鼓膜）
・骨・関節の非観血的整復術、非観血
的整復固定術および非観血的授動術
・抜歯
・異物除去
（外耳、鼻腔内）
・鼻焼灼術
（鼻粘膜、下鼻甲介粘膜）
・魚の目・タコ手術
（鶏眼・胼胝切除術）

ご契約のしおり

・一連の手術については14日間に1回の支払限度となります。

i 「一連の手術」とは…

﹁ＥＶＥＲ﹂
のお支払について

同一の手術を複数回受けた場合で、
その手術が医科診療報酬点数表において、
一連の治療過
程に連続して受けた場合でも手術料が１回のみ算定される診療行為
（「下肢静脈瘤手術
（硬化
療法）
」、
「網膜光凝固術」など 平成27年12月現在）
に該当するときは、
それらの手術
（一連
の手術）
についてはつぎのとおり取扱います。
(1) 一連の手術のうち、
最初の手術を受けた日から14日間を同一手術期間とします。
(2) 各同一手術期間中に受けた一連の手術のうち、
手術給付金の金額の最も高いいずれか
１つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
(3) 同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合には、
直前の同一手術期間経過後最初
にその手術を受けた日から14日間を新たな同一手術期間とします。それ以後、
同一手術
期間経過後に一連の手術を受けた場合についても同様です。
〈一連の手術 お支払の例〉
手術1
▼

×

手術2

手術3

▼

▼

14日以内
▲

4月1日

▲

4月7日

▲

4月14日

▲

4月20日

・「手術1」
と
「手術2」
は14日以内に行われているため、1回のみお支払いの対象となります。
・「手術3」
は
「手術1」
から14日経過後のため、お支払いの対象となります。
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i 支払事由の「放射線治療
（電磁波温熱療法）
」
とは…

・放射線治療を複数回受けた場合は、放射線治療・電磁波温熱療法それぞれにつき施術の開
始日から60日に１回の限度となります。
● つぎの免責事由に該当した場合には、給付金をお支払いできません。
免責事由
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

契約者または被保険者の故意または重大な過失
被保険者の犯罪行為
被保険者の精神障害を原因とする事故
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故
(7) 被保険者の薬物依存
(8) 原因のいかんを問わず、
頚部症候群
（いわゆる
「むちうち症」）
または腰痛で他覚症
状のないもの
(9) 戦争その他の変乱、
地震、
噴火または津波
＊ 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による危険の増加が会社の計算の基礎におよぼ
す影響が少ない場合には、当社は給付金を全額または削減して支払います。
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﹁ＥＶＥＲ﹂
のお支払について

(1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、
放射線治療料の算定対象として列
挙されている診療行為をいいます。
（先進医療による療養は除きます。）
(2) 放射線照射の方法については、
体外照射・組織内照射・腔内照射に限ります。また、
血液照
射は除きます。
（「組織内照射・腔内照射」
とは、
密封した線源を刺入あるいは器具を使っ
て病巣に近づけ照射する方法です。放射線薬剤の内服、
坐薬、
点滴注射などによる投与
の場合は含みません。）

ご契約のしおり

放射線治療給付金

ご契約のしおり

●「EVER」の保険料の払込免除
・所定の高度障害状態になった場合、
または不慮の事故によるケガによって180日以内に
所定の身体障害状態になった場合には、次回の払込期月以後の保険料のお払込を免除し
ます。なお、払込期月の初日から契約応当日の前日までに該当したときはその払込期月以
後の保険料のお払込を免除します。

﹁ＥＶＥＲ﹂
のお支払について

・所定の高度障害状態については巻末の別表３を、所定の身体障害状態について
は巻末の別表４をご覧ください。
・不慮の事故については「対象となる不慮の事故について」の項をご覧ください。
・主契約の保険料のお払込が免除された場合には、付加されている特約の保険料もお払込を
免除します。
・保険料のお払込を免除している場合には、ご契約の内容の変更はお取扱いしません。
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・
「通院特約」
の正式名称は、
「通院特約
〔2013〕
」
です。
名称

支払事由

支払額

受取人

被保険者

災害通院給付金

災害入院給付金が支払われる入院の
原因となった不慮の事故によるケガ
の治療を目的として、つぎの①およ
び②を合わせた期間（災害通院期間） 通院1日あた
に、通院をしたとき
り、特 約 給 付
①入院開始日の前日から遡って60日 金額
以内の期間
②退院日の翌日から120日以内の期
間

疾病通院期間中の
通院について30日
（通算1,095日）

災害通院期間中の
通院について30日
（通算1,095日）

〈複数回入院をした場合で、ＥＶＥＲによってそれらの入院が「1回の入院」とみなされるときの
疾病
（災害）
通院期間について〉
疾病(災害）
通院期間は、つぎの①、②および③の期間です。
①最初の入院の入院開始日の前日から遡って60日間
②最初の入院の退院日の翌日から、最終の入院の入院開始日の前日までの期間
③最終の入院の退院日の翌日から120日間
（例）

入院A
①

2日

入院B
②

3日

60日

③
120日

入院Aで5日分の入院給付金がすでに支払われていることから、
入院Bでは入院給付金が支払
われない場合でも、
入院Bの退院日の翌日から120日間が疾病
（災害）
通院期間となります。
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﹁通院特約﹂
について

疾病通院給付金

疾病入院給付金が支払われる入院の
原因となった病気の治療を目的とし
て、
つぎの①および②を合わせた期間
通院1日あた
（疾病通院期間）
に、通院をしたとき
り、特 約 給 付
①入院開始日の前日から遡って60日
金額
以内の期間
②退院日の翌日から120日以内の期
間

支払限度

ご契約のしおり

「通院特約」について

ご契約のしおり

● つぎの免責事由に該当した場合には、給付金をお支払いできません。
免責事由

﹁通院特約﹂
について

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

契約者または被保険者の故意または重大な過失
被保険者の犯罪行為
被保険者の精神障害を原因とする事故
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故
(7) 被保険者の薬物依存
(8) 原因のいかんを問わず、
頚部症候群
（いわゆる
「むちうち症」）
または腰痛で他覚症
状のないもの
(9) 戦争その他の変乱、
地震、
噴火または津波
＊ 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による危険の増加が会社の計算の基礎におよぼ
す影響が少ない場合には、当社は給付金を全額または削減して支払います。

ご注意

①主契約の疾病入院給付金・災害入院給付金が支払われる日については、疾病通院
給付金・災害通院給付金をお支払いしません。
②疾病通院給付金と災害通院給付金の両方の支払事由に該当する場合には、災害通
院給付金をお支払いします。
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・
「女性疾病入院特約」
の正式名称は、
「女性疾病入院特約
〔2013〕
」
です。
名称

支払事由

支払限度

・60日型の場合
1回の入院について60日
（通算1,095日）
・120日型の場合
1回の入院について120日
（通算1,095日）

ご注意

「１回の入院」の女性疾病入院給付金支払限度には、60日型と120日型があります。
ただし、女性疾病入院給付金の支払限度は、主契約の入院給付金支払限度に連動し
ます。

i 1回の入院の支払限度とは…
支払事由に該当する入院を2回以上した場合で、入院の原因が同一かまたは医学上重要な関
係にあるときには、
「1回の入院」
とみなして、60日あるいは120日の支払限度を適用します。
ただし、女性疾病入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から180日経過後に
開始された入院は、新たな入院となります。

i お支払の対象となる「女性特定疾病」とは…
対象となる女性特定疾病

疾病の例と注意事項

乳房・女性性器の悪性新生物、良性
新生物、上皮内新生物

乳がん、子宮がん、卵巣がん、子宮筋腫など
※乳房にできた皮膚がんなどは含まれません。

卵巣機能障害

エストロゲン過剰、エストロゲン減少など卵巣
のホルモン機能の障害

関節リウマチ

関節リウマチ
※若年性関節炎（若年性関節リウマチなど）は含ま
れません。

乳房および女性性器の疾患と障害

子宮内膜症、乳腺症、チョコレートのう胞など

妊娠、分娩および産じょくの合併症

流産、妊娠中毒症（妊娠高血圧症候群）
、子宮外
妊娠など

詳細については、巻末の別表42をご覧ください。
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﹁女性疾病入院特約﹂
について

女性疾病入院
給付金日額
×
入院日数

受取人

被保険者

女性疾病入院給付金

女性特定疾病によって
1日以上の入院をしたとき

支払額

ご契約のしおり

「女性疾病入院特約」について

ご契約のしおり

「総合先進医療特約」について
・
「総合先進医療特約」
の正式名称は、
「総合先進医療特約
〔2012〕
」
です。
支払事由

支払額

「先進医療」にかか
病気・ケガによって所定の「先進医療」 る技術料のうち被
を受けたとき
保険者が負担した
費用と同額

受取人
被保険者

﹁総合先進医療特約﹂
について

先進医療給付金

名称

支払限度
すべての保険
期間を通算して
2,000万円

i 先進医療とは…
・公的医療保険の給付対象となっていない高度の医療技術を用いた療養のうち、厚生労働大
臣が認める医療技術をいいます。医療技術ごとに適応症（対象となる疾患・症状等）および
実施する医療機関
（厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所）
が限定さ
れています。
・先進医療の対象となる医療技術やその適応症、実施している医療機関は、随時見直しされ
ます。したがって、公的医療保険の給付対象となっている場合や、承認取消しなどのため
に先進医療ではなくなっている場合には、先進医療給付金のお支払はできません。
先進医療に該当するか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。
● つぎの免責事由に該当した場合には、給付金をお支払いできません。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

免責事由
契約者または被保険者の故意または重大な過失
被保険者の犯罪行為
被保険者の精神障害を原因とする事故
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故
被保険者の薬物依存
原因のいかんを問わず、
頚部症候群
（いわゆる
「むちうち症」）
または腰痛で他覚症
状のないもの
戦争その他の変乱、
地震、
噴火または津波

＊ 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による危険の増加が会社の計算の基礎におよぼ
す影響が少ない場合には、当社は給付金を全額または削減して支払います。
・当社「がん保険」
「医療保険」に付加する先進医療の特約（※）は、被保険者お１人につき１特
約のみご契約いただけます。
※がん高度先進医療特約は除きます。
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●「三大疾病一時金特約」
「三大疾病無制限型長期入院特約」
「三大疾病保険料払込免除特
約」の「三大疾病」
とはつぎの通りです。
対象となる疾病

ご契約のしおり

お支払の対象となる「三大疾病」について

疾病の例と注意事項
・巻末の別表27に分類されている悪性新生物。
・大腸の粘膜内がんなどの上皮内新生物、子宮筋腫などの良性
新生物は対象になりません。

②急性心筋梗塞

・巻末の別表59に定める急性心筋梗塞。
・虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞が対
象となります。
狭心症などはお支払の対象になりません。

③脳卒中

・巻末の別表59に定める脳卒中。
・ 脳卒中は、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞の3疾病で、
24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こし
たものが対象となります。
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お支払の対象となる
﹁三大疾病﹂
について

①がん
（悪性新生物）

ご契約のしおり

「三大疾病一時金特約」について
がん（悪性新生物）による三大疾病一時金のお支払には、保障開始まで３か月の待期間が
あります。
名称

支払事由

支払額 受取人 支払限度

無制限

被保険者

②２回目以降
前回の特約給付金のお支払から2年以上経過後に、つぎの
いずれかに該当したとき
(ｱ)つぎのいずれかに該当したとき
(a)初めてがんと診断確定された場合
がんと診断確定されたとき
(b)上記(a)以外の場合
がんと診断確定されていて、治療を直接の目的とし
て入院をしているとき
(ｲ)急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、
手術を受けたとき
(ｳ)急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、
継続20日以上の入院をしたとき

特約給付金額

三大疾病一時金

﹁三大疾病一時金特約﹂
について

①初回
つぎのいずれかに該当したとき
(ｱ)初めてがんと診断確定されたとき
(ｲ)急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、手
術を受けたとき
(ｳ)急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、継
続20日以上の入院をしたとき

i 支払事由の「手術」について
・支払事由の「手術」とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対
象として列挙されている診療行為です。

i 支払事由の「入院」について
・特約給付金のお支払が２回目以降の場合で、支払基準日(※)に急性心筋梗塞または脳卒中
により入院しているときは、「入院日数が継続して20日以上の入院」には、支払基準日前か
ら継続している入院を含みます。
※「支払基準日」とは、前回の特約給付金の支払事由該当日の属する月の初日からその日
を含めて2年を経過した日の翌日をいいます。
・急性心筋梗塞または脳卒中により入院をし、継続して20日を経過するまでに急性心筋梗塞
または脳卒中を直接の原因として死亡した場合には、その死亡日に入院日数が継続して20
日に達したものとみなして、特約給付金をお支払いします。
・脳卒中を原因とする血管性認知症の治療を目的とした精神病床における入院は、脳卒中の
再発に対する予防的措置等が行われているだけで、脳卒中の治療が行われていないため
「脳
卒中の治療を直接の目的とする入院」には該当しません。脳卒中を原因とする一般病床な
どにおける入院はお支払の対象になります。
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ご契約のしおり

＜お支払例①＞

䠎ᖺ㛫
䛜䜣䛻䜘䜛
ධ㝔
2018/7/10 2018/8/1
䠘䛜䜣䠚䛾 䛚ᨭᡶ
デ᩿☜ᐃ䛸
ධ㝔

䛚ᨭᡶ

◆解説◆
2018/7/10時点では、初回のお支払から２年以内のため、お支払の対象とはなりません。
初回のお支払から２年経過した支払基準日（上記の例では、2018/8/1）時点で、お支払の
対象となります。

＜お支払例②＞
ධ㝔᪥ᩘ䛜
20᪥䛻฿㐩

䠎ᖺ㛫
⬻༞୰䛻䜘䜛
ධ㝔

2016/8/21
䠘䛜䜣䠚
䛚ᨭᡶ
䛾デ᩿☜ᐃ

䠘⬻༞୰䠚 2018/8/1
䛷ධ㝔

䛚ᨭᡶ

䛚ᨭᡶ

䛚ᨭᡶ
◆解説◆
脳卒中により継続して入院している場合、支払事由に定める「入院日数が継続して20日以上
の入院」には、支払基準日
（上記の例では、2018/8/1）
より前から継続している入院を含み
ます。
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﹁三大疾病一時金特約﹂
について

2016/8/21
䠘䛜䜣䠚䛾
デ᩿☜ᐃ

ご契約のしおり

「三大疾病無制限型長期入院特約」について
＜疾病長期入院給付金＞
名称

支払額

受取人

「主契約」で支払われる１回の入院
の支払限度日数を超えた病気によ
る入院をしたとき

特約給付金額×（入院日数−「主契
約」の１回の入院の支払限度日数）

被保険者

疾病長期入院給付金

﹁三大疾病無制限型長期入院特約﹂
について

支払事由

● 支払限度について
主契約の
支払限度の型
60日型
120日型

三大疾病以外の原因による入院
この特約の１回の
通算支払限度
入院の支払限度日数
305日
245日

「主契約」の疾病入院給付金
とこの特約の疾病長期入院
給付金の支払日数を合算し
て1,095日

三大疾病に
よる入院

無制限

● 三大疾病による入院について
・
「この特約の１回の入院の支払限度日数」を超えて入院した場合でも、その入院が三大疾
病の治療を直接の目的とするときは、その超えた入院については、
「この特約の１回の入
院の支払限度日数」の規定を適用せずに疾病長期入院給付金をお支払いします。
・
「通算支払限度」を超えて入院した場合でも、その入院が三大疾病の治療を直接の目的
とするときは、その超えた入院については、
「通算支払限度」の規定を適用せずに疾病長
期入院給付金をお支払いします。
● 三大疾病のうち脳卒中の治療を直接の目的とする入院について
・脳卒中を原因とする血管性認知症の治療を目的とした精神病床における入院は、脳卒中
の再発に対する予防的措置等が行われているだけで、脳卒中の治療が行われていない
ため
「脳卒中の治療を直接の目的とする入院」
には該当しません。脳卒中を原因とする一
般病床などにおける入院はお支払の対象になります。
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名称

受取人

「主契約」で支払われる１回の入院
の支払限度日数を超えた不慮の事
故によるケガで入院をしたとき

特約給付金額×（入院日数−「主契
約」の１回の入院の支払限度日数）

● 支払限度について
主契約の
支払限度の型

この特約の１回の
入院の支払限度日数

60日型

305日

120日型

245日

通算支払限度
「主契約」の災害入院給付金の支払
日数とこの特約の災害長期入院給
付金の支払日数を合算して1,095
日

ご注意

①主契約の疾病・災害入院給付金が支払われる日については、疾病長期入院給付金・
災害長期入院給付金はお支払いしません。
②疾病長期入院給付金と災害長期入院給付金の両方の支払事由に該当する場合に
は、いずれか一方の長期入院給付金をお支払いします。
③「主契約」に定める疾病入院給付金または災害入院給付金の通算支払限度には、
この特約の疾病長期入院給付金または災害長期入院給付金の支払日数を算入し
ます。
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﹁三大疾病無制限型長期入院特約﹂
について

支払額

被保険者

災害長期入院給付金

支払事由

ご契約のしおり

＜災害長期入院給付金＞

ご契約のしおり

● つぎの免責事由に該当した場合には、給付金をお支払いできません。
免責事由

﹁三大疾病無制限型長期入院特約﹂
について

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

契約者または被保険者の故意または重大な過失
被保険者の犯罪行為
被保険者の精神障害を原因とする事故
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故
(7) 被保険者の薬物依存
(8) 原因のいかんを問わず、
頚部症候群
（いわゆる
「むちうち症」）
または腰痛で他覚症
状のないもの
(9) 戦争その他の変乱、
地震、
噴火または津波
＊ 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による危険の増加が会社の計算の基礎におよぼ
す影響が少ない場合には、当社は給付金を全額または削減して支払います。
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がん
（悪性新生物）
による保険料払込の免除事由には、３か月の待期間があります。

保険料の払込免除

免除事由
①初めてがんと診断確定されたとき
②急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、手術を受けたとき
③急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、継続20日以上の入院をし
たとき

・この特約の保険料払込の免除事由に該当した場合、主契約とつぎの特約について保険料の
お払込を免除します。
通院特約・女性疾病入院特約・総合先進医療特約・三大疾病一時金特約・三大疾病無制
限型長期入院特約
・保険料払込の免除事由に該当した後に特約を更新する場合も、保険料のお払込を免除しま
す。
・この特約を付加したご契約の保険料は、所定の保険料率で計算され、付加しない場合に比べ
て高くなります。
・この特約には解約払戻金はありません。この特約を付加した場合の解約払戻金額は、この特
約を付加しない場合の解約払戻金額と同額になります。

i 免除事由の「手術」について
・免除事由の「手術」とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対
象として列挙されている診療行為です。
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﹁三大疾病保険料払込免除特約﹂
について

● つぎの免除事由に該当した場合には、次回の払込期月以後の保険料のお払込を免除しま
す。なお、払込期月の初日から契約応当日の前日までに該当したときはその払込期月以
後の保険料のお払込を免除します。

ご契約のしおり

「三大疾病保険料払込免除特約」について

ご契約のしおり

がんの責任開始日より前にがんと診断確定されていた場合のお取扱につ
いて
・被保険者が、がんの責任開始日より前にがんと診断確定されていた場合で、診断確定の日か
ら６か月以内に契約者からお申し出があったときは、つぎの特約を無効とします。
「三大疾病一時金特約」
「三大疾病保険料払込免除特約」

3か月
▲
責任開始期

▲
がんの診断確定

▲

▲

がんの責任開始日

申出期限

＜三大疾病一時金特約＞
・無効とした場合、すでに当社が受け取ったこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
・お申し出がないときは、この特約を継続しますが、その後は、急性心筋梗塞・脳卒中の保
障となります。
＜三大疾病保険料払込免除特約＞
・無効とした場合、所定の金額
（※）
を契約者に払い戻します。
（※）
「すでに払い込まれた保険料の額」から「すでに払い込まれた保険料について、この
特約を付加しなかった場合の保険料率を適用して計算した金額」
を差し引いた金額
・お申し出がないときは、この特約を継続しますが、その後は、急性心筋梗塞・脳卒中の保
障となります。

ご注意

がんの責任開始日より前にがんと診断確定されていた場合のお取扱について

6か月

・告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効のお申し出を行うことはで
きません。
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・「生存祝金特約」の正式名称は、
「生存祝金特約
〔2013〕
」
です。
名称

支払事由

支払額

受取人

生存祝金

被保険者が、３年ごとの契約応当日に
生存しているとき

特約給付金額

契約者

ご注意

被保険者が死亡した場合は、特約は消滅します。払戻金のお支払いはありません。
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﹁生存祝金特約﹂
について

・生存祝金は、所定の利率（※）による利息をつけて自動的に据え置きます。据え置いた生存
祝金は、契約者から請求があったとき、または「生存祝金特約」が消滅したとき（「生存祝金
特約」
が更新される場合を除きます。）
に、契約者にお支払いします。
※ 当社ホームページの「積立利率等・約款貸付の利率のお知らせ」
に記載しております。

ご契約のしおり

「生存祝金特約」について

ご契約のしおり

特約の更新について

特約の更新について

●「総合先進医療特約」
「三大疾病無制限型長期入院特約」
「生存祝金特約」の更新について
＜「総合先進医療特約」
「三大疾病無制限型長期入院特約」＞
１. 保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
更新後の保険期間は更新前の保険期間と同一の年数とします。
ただし、下記（1）
（2）のいずれかに該当する場合には、それぞれの保険期間で更新し
ます。
（1）
更新後の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえる場合：
主契約の保険料払込期間満了の日までの期間
（2）
主契約の保険料払込期間満了後に更新する場合：10年
２. 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳をこえる場合は、
この特約は更新されません。
ただし、保険期間を終身に変更して更新することができます。

例
・更新後の被保険者の年齢が
90歳をこえるため、自動更
新されません。
・保険期間を終身に変更して
更新できます。

【60歳でご契約した場合】

保険期間
10年

保険期間
10年

保険期間
10年

▲

▲

▲

契約日
（60歳）

自動更新
（70歳）

自動更新
（80歳）

【61歳でご契約した場合】

保険期間
10年

保険期間
終身

▲
（90歳）

・更新後の被保険者の年齢が
90歳をこえるため、自動更
新されません。
・保険期間を終身に変更して
更新できます。

保険期間
10年

保険期間
終身

▲

▲

▲

契約日
（61歳）

自動更新
（71歳）

（81歳）
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・同一の保障内容で更新する場合であっても、更新後の特約の保険料は、通常、更新前
より高くなります。
・更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとみなします。
・給付金の通算支払限度の規定を適用するときは、更新前の特約で既に支払われた給付
金を通算します。
・主契約の保険料払込期間満了後に更新する特約の保険料の払込方法については、「主
契約の保険料払込期間満了後の特約保険料について」の項をご覧ください。
● 更新を希望しない場合
・更新を希望しない場合には、保険期間満了の日の２か月前までにお申し出ください。

法令等の改正に伴う給付金の支払事由などの変更について
・当社は、
健康保険法またはその他関連する法令等が改正された場合で特に必要と認めたと
きには、
主務官庁の認可を得て、
将来に向かってつぎの給付金などの支払事由または保険料
払込の免除事由を法令等の改正内容に応じて変更することがあります。
手術給付金・放射線治療給付金・先進医療給付金・三大疾病一時金・保険料の払込免除
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法令等の改正に伴う給付金の支払事由などの変更について

● 更新後の特約について
・更新後の特約には、更新日現在の特約条項が適用され、更新後の保険料は更新日現
在の被保険者の満年齢、保険料率によって計算されます。

ご契約のしおり

＜「生存祝金特約」＞
１. 保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
更新後の保険期間は更新前の保険期間と同一の年数とします。
２. つぎのいずれかに該当する場合には、この特約は更新されません。
（1）
更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が100歳をこえる場合
（2）
更新後の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえる場合
（3）「生存祝金特約」の保険料のお払込を免除している場合（払込免除事由に該当してい
る場合）

ご契約のしおり

対象となる不慮の事故について
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。（ただし、除外
する事故
（※）
もあります。）
● 急激・偶発・外来の定義

対象となる不慮の事故について

急激

傷害の原因となった事故から傷害の発生までに時間的間隔のないことをいいま
す。（慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。）

偶発

傷害の原因となった事故または傷害の発生が被保険者にとって予見できないこ
とをいいます。
（被保険者の故意によるものは該当しません。）

外来

傷害の原因が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。
（身体の内部
的原因によるものは該当しません。）

● 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例

非該当例

・交通事故
・不慮の転落・転倒
・不慮の溺水（河川の氾濫による溺死、
遊泳中の溺死）
・窒息
・不慮の中毒
（一酸化炭素中毒）

・高山病
・乗物酔い
・過度の運動による骨折や捻挫
・熱中症（日射病・熱射病）

※ 除外する事故
疾病の発症等における軽
微な外因

疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発
症しまたはその症状が増悪したとき

疾病の診断・治療上の事
故

疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の
使用および処置における事故

疾病による障害の状態にあ
る者の窒息等

疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態
にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気
道閉塞または窒息

接触皮膚炎、 食中毒など
の原因となった事故

① 感染性食中毒およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃
腸炎、大腸炎
② 外用薬もしくは薬物接触によるアレルギー、
皮膚炎など
③ 洗剤、油脂、グリースまたは溶剤その他の化学物質によ
る皮膚炎など
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● 免責事由に該当した場合
詳しくは、主契約・各特約についての項をご覧ください。
● 告知義務違反による解除の場合
● 保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合
● 重大事由による解除の場合
重大事由については、 重大事由とは… の項をご覧ください。
● 詐欺による取消し、
不法取得目的による無効の場合
・この場合、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません。
● 法令等に基づく対応の場合
詳しくは、 法令等に基づく対応について の項をご覧ください。

― 37 ―

お支払いできない場合について

● 支払事由に該当しない場合
つぎのような場合など、
約款に定める支払事由に該当しないとき
(1) 責任開始期より前に発病した病気、
責任開始期より前に生じた不慮の事故によるケガに
より入院、
通院、
手術をしたとき
(2) 治療を目的としない入院、
通院をしたとき
（美容整形・人間ドック等）
(3) 介護を目的とする介護療養型医療施設に入院をしたとき
(4) 病院・診療所以外の施設
（老人保健施設など）
に入院をしたとき
(5) 治療を直接の目的としない手術を受けたとき
(6) 薬剤の受取のみの通院をしたとき
(7) 医学的な観点から入院、
通院の必要性が認められないとき
(8) 約款に定める入院や手術などの要件を満たさないとき

ご契約のしおり

お支払いできない場合について

ご契約のしおり

重大事由とは…

お支払いできない場合について

・ 重大事由とはつぎのことをいいます。
(1) 契約者、被保険者または給付金などの受取人が給付金などを詐取する目的または第三
者に詐取させる目的で事故を起こしたとき
（未遂を含みます）
(2) 給付金などの請求に関して給付金などの受取人に詐欺行為があったとき（未遂を含みま
す）
(3) 他の保険契約との重複によって、給付金額などの合計額が著しく過大であるとき
(4) 契約者、被保険者または給付金などの受取人が、反社会的勢力
（※1）
に該当すると認め
られるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係（※2）を有し
ていると認められるとき
(5) 契約者、被保険者、給付金などの受取人または口座名義人が、日本、米国等の経済制
裁または通商禁止令その他の法令等によって、取引することを禁止または制限された者
であるとき
（※３）
(6) 付加されている特約が重大事由により解除されたとき
(7) 上記のほか、当社の契約者、被保険者または給付金などの受取人に対する信頼を損ない、
このご契約の存続を困難とする上記(1)から(6）
と同等の重大な事由があるとき
上記に定める事由が生じた後に、給付金などの支払事由または保険料のお払込の免除事由
が生じていたときは、当社は給付金などのお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
すでに給付金などをお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、す
でに保険料のお払込を免除していたときでもその保険料のお払込を求めることができます。
（※1） 暴力団、暴力団員（脱退後5年を経過しない者を含む）
、暴力団準構成員または
暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
（※2） 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当
な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは給付金などの受取人
が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与が
あることもいいます。
（※３）

法令等に基づく対応について
(1) 当社は、この保険契約における契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人または
口座名義人が、日本、米国等の経済制裁または通商禁止令その他の法令等によって、
取引することを禁止または制限された者である場合、重大事由に該当し、当社はご契約
を解除することができます。この場合、当社は、上記の法令等に従いこの保険契約に関
する情報を米国当局等に対し報告します。
(2) (1)の場合、保険金・給付金等、解約払戻金の支払い、保険料等の返金は行いません。
また、前項の取扱いによって、契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人または口
座名義人に損失、損害または諸費用が発生しても、当社は一切責任を負いません。
※ 経済制裁等の詳細については、財務省または経済産業省、および米国財務省外国資
産管理局
（OFAC）
のホームページをご参照ください。
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● 責任開始期前に発病した場合
〈「医療保険
〔無解約払戻金〕
」入院給付金〉

お支払いする場合

解 説

責任開始期以後に発病した「椎間板ヘル
ニア」により入院した場合

給付金などは、責任開始期以後に発病し
た疾病または発生した不慮の事故による
ケガを原因とする場合をお支払の対象と
しています。したがって、責任開始期よ
り前に発病した疾病や、責任開始期より
前の事故を原因とする場合には、給付金
などをお支払いできません。
ただし、つぎの場合にはお支払対象とな
お支払いできない場合
ります。
・責任開始期より前に発病した疾病につい
責任開始期より前から治療を受けていた
て、正しく告知をおこなっていた場合や、
「椎間板ヘルニア」が、ご契約後に悪化し
病院への受診歴などがなく発病した認識
入院した場合
や自覚がなかった場合
・ 責任開始期から一定期間経過後に責任
開始期より前の疾病や事故を原因とする
場合
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お支払いできる場合︑
またはお支払いできない場合の具体的事例

ご案内

給付金などをお支払いできる場合、またはお支払いできない場合をわかりやすく説
明するために、代表的な事例をあげたものです。なお、記載以外に認められる事実
関係によってお取扱に違いが生じることがあります。

ご契約のしおり

お支払いできる場合、またはお支払い
できない場合の具体的事例

ご契約のしおり

● 支払事由に該当しない場合
〈「女性疾病入院特約
〔2013〕
」女性疾病入院給付金〉
（巻末の別表42に定める疾病）
お支払いする場合

解 説

お支払いできる場合︑
またはお支払いできない場合の具体的事例

〈お支払の対象となる女性特定疾病の例〉
・乳がん、子宮がん、卵巣がん、
子宮筋腫
・卵巣機能障害
・関節リウマチ
・子宮内膜症、乳腺症、チョコレートのう
胞
・流産、妊娠中毒症、子宮外妊娠

お支払の対象となる女性特定疾病の範囲
はあらかじめ定められており、それに該当
しない疾病により入院をした場合などに
は、給付金をお支払いできません。

お支払いできない場合
〈お支払の対象とならない疾病の例〉
・乳房の皮膚における新生物
・ 卵巣機能障害によらない生理不順、更
年期障害など
・若年性関節リウマチ
・鉄欠乏性貧血
・胆石症
・低血圧症
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解 説

ご契約の前に「高血圧」により通院してい
た事実について、告知書で正しく告知せ
ずにご契約し、ご契約から１年後に「高血
圧」とは全く因果関係のない「気管支喘
息」で入院した場合（ただし、ご契約また
は特約は告知義務違反により解除となり
ます。）

ご契約の際には、そのときの被保険者の
ご健康の状態について正確に告知をして
いただく必要がありますが、故意または
重大な過失によって事実を告知されな
かったり、事実と違うことを告知いただい
た場合には、ご契約または特約は解除と
なり、給付金などはお支払いできません。
ただし、告知義務違反の対象となった事
実と、給付金などの請求原因の間に、全
く因果関係が認められない場合には、給
付金などをお支払いします。

お支払いできない場合
ご契約の前に「高血圧」により通院してい
た事実について、告知書で正しく告知せ
ずにご契約し、ご契約から１年後に 「高
血圧」を原因とする「脳出血」で入院した
場合
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お支払いできる場合︑
またはお支払いできない場合の具体的事例

お支払いする場合

ご契約のしおり

● 告知義務違反による解除の場合
〈「医療保険
〔無解約払戻金〕
」入院給付金〉

ご契約のしおり

お申込にあたって
申込書・告知書はご自身で正確にご記入ください

申込書・告知書はご自身で正確にご記入ください／生命保険募集人について

・申込書は、内容を十分お確かめのうえで、ご契約者自身でご記入ください。
・告知書は、被保険者ご自身で正確にご記入ください。

生命保険募集人について
・生命保険募集人は、保険契約の締結の
「媒介」
または
「代理」
を行うものです。
「媒介」
を行う場
合は、保険契約のお申込に対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
また、
「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込に対して承諾をすれば保険
契約は有効に成立します。
・当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約の締結の媒介を行う者で、告知受領
権や保険契約の締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険
契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約が成立した後にご契約の内容の変更などをする場合にも、原則としてご契約の内容の
変更などに対する当社の承諾が必要です。
〈当社の承諾が必要なご契約の内容の変更などのお手続の例〉
＊ ご契約の復活
＊ 特約の中途付加 など
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・つぎの場合には、お申込の撤回などのお取扱ができません。
＊ 当社が指定した医師の診査を受けた場合
＊ 債務履行の担保のための保険契約である場合
＊ すでに契約したご契約の内容を変更する場合
※お申込の撤回などの書面を発信した時に給付金・保険金・年金などのお支払事由が生じてい
る場合には、お申込の撤回などの効力は生じません。ただし、お申込の撤回などの書面を
発信した時に、お申込者などが給付金・保険金・年金などのお支払事由が生じていることを
知っている場合を除きます。
● ご連絡方法
・お申込の撤回などは、必ず郵便により上記の期間内（８日以内の消印有効）に当社あてに発信
してください。
・書面
（ハガキ、便箋）
には、お申込の撤回などの意思を明記し、お申込者またはご契約者の氏名・
氏名のフリガナ・住所、被保険者の氏名をご記入ください。
＜郵送先＞
〒182-8008
日本郵便株式会社 調布郵便局 私書箱第50号
アフラック 契約部 撤回担当行
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クーリング・オフ制度
︵お申込の撤回または解除について︶

・生命保険は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討ください。
・ご納得がいかない場合には、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または第１回保険料
（第１回保険料相当額を含みます。
）のお払込の日のいずれか遅い日（第１回保険料をクレジット
カードでお支払いになる場合は、ご契約の申込日またはクレジットカードの有効性を当社が確
認した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、ご契約のお申込の撤回ま
たはご契約の解除
（以下、
「お申込の撤回など」
といいます。
）
をすることができます。
（※）
・この場合には、お払込みいただいた金額をお返しします。

ご契約のしおり

クーリング・オフ制度（お申込の撤回または解除について）

ご契約のしおり

保険証券などについて
・ご契約をお引受けしますと、
「保険証券」
または
「裏書のお知らせ
（承認通知書）
」
と
「告知書の写し
（または告知の内容）
」
をご契約者にお送りします。
・
「保険証券」
・
「告知書の写し」
などの内容が、お申込の内容と相違していないかどうか、ご確認
ください。万一、内容が相違しているなど、ご不審な点があった場合には、すぐに当社にご連
絡ください。

保険証券などについて ほか

現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約
のお申込をご検討されている方へ
・現在ご契約の保険契約を解約、減額する場合には、一般的につぎの点について、ご契約者に
とって不利益となります。
＊ 多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額に比べて少ない金額になります。特に、
ご契約の後、短期間で解約された場合の解約払戻金は、全くないか、あってもごくわずか
です。
＊ 一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
＊ 新たな保険契約についても一般のご契約と同様に告知義務があります。保険種類によって
異なりますが、多くの場合、
「現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提にした新
たな保険契約のお申込」
の際は
「新たな保険契約の責任開始日」
を起算日として、
「告知義務
違反」
による解除の規定が適用されます。
＊ 詐欺によるご契約の取消しの規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺
の行為などが適用の対象となります。
＊ 告知が必要な傷病歴などがある場合には、新たな保険契約をお引受けできなかったり、そ
の事実をありのままに告知いただけなかったために、上記のとおりご契約が解除されたり
取消しとなることもありますので、ご注意ください。
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● ご契約者や被保険者の告知について
・ ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたしま
す。

● 告知受領権について
・ 告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が持ちます。生命保険
募集人・募集代理店・生命保険面接士には告知受領権がなく、生命保険募集人・募集代
理店・生命保険面接士に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことになりま
せんので、ご注意ください。
● 傷病歴などがある方のお引受について
・ 当社では、他のご契約者との公平性を保つため、お客さまのご健康の状態などに応じたお
引受を行っています。ご契約をお断りする場合もありますが、傷病歴などがある方を全て
お断りするわけではありません。なお、お断りする場合には、お客さまあてに書面または
募集代理店を通じてご通知します。
・ 特定の疾病または特定の身体部位について保障しないなどの条件をつけてご契約をお引
受けする場合（※）があります。この場合、お客さまあてに書面または募集代理店を通じて
その条件をご提示しますので、ご承諾いただければご契約は成立します。ご承諾にあたっ
ては、所定の「承諾書」
をご提出ください。
※ つぎの特約は主契約の条件が準用されます。
「通院特約」
「総合先進医療特約」
「三大疾病無制限型長期入院特約」
「女性疾病入院特約」
（異常分娩・異常妊娠
（帝王切開を含む）
に限る）
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告知と告知義務について

● 告知義務について
・ ご契約者や被保険者には、ご健康の状態などについて告知をしていただく義務があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、
初めからご健康の状態の良くない方や危険度の高いご職業に従事している方などが無条件
に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約に際しては、過去の傷病歴
（傷病名、治療期間等）
、＜がん＞にかかられたことの有無、現在のご健康の状態、身体
の障害状態、ご職業など
「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのまま
に正確にもれなくお知らせください
（告知をしてください）
。
なお、告知をしていただいた内容が不十分であった場合には、再度告知をお願いすること
があります。
・ 医師の診査を受けてお申込いただく場合には、当社指定の医師が被保険者の過去の傷病
歴
（傷病名、治療期間等）
などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実を
ありのままに正確にもれなくお知らせください（告知をしてください）
。口頭により告知をし
ていただいた内容は、医師により記録されますので、ご確認のうえ自署欄に署名してくだ
さい。
・ 効力を失ったご契約を復活する場合にも告知が必要です。

ご契約のしおり

告知と告知義務について

ご契約のしおり

● ご契約の内容の確認について
・ 当社の社員または当社の委託を受けた者が、ご契約のお申込の際やご契約成立後に、お
申込の内容や告知内容について確認させていただく場合があります。

告知が事実と相違する場合
告知が事実と相違する場合

●「告知義務違反」によるご契約または特約の解除
・ 告知をしていただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意
または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知いただい
たりしますと、責任開始日から２年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約ま
たは特約を解除することがあります。
＊ 責任開始日から２年を経過していても、給付金などのお支払事由が責任開始日から２年
以内に生じていた場合などには、ご契約または特約を解除することがあります。
＊ ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金などのお支払事由が生じていて
も、原則としてこれをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込を免除
する事由が生じていても、原則としてお払込を免除することはできません。
・ 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないこ
とや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除する
ことはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約
者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは
事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除すること
ができます。
・ 上記に記載したご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結の
状況などにより、給付金などをお支払いできないことがあります。例えば、
「現在の医療水
準では治癒が困難な疾患や、死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故
意に告知をしなかった場合」など、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合には、詐欺に
よるご契約の取消しの規定を適用して、給付金などをお支払いできないことがあります。
この場合、
「告知義務違反」
による解除の対象となる責任開始日から２年を経過した後でも
ご契約が取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返
ししません。
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・ 当社が、ご契約上の保障を開始する時期（日）を、責任開始期（日）といいます。ご契約
を当社がお引受けすることを承諾した場合の責任開始期（日）
は、つぎのとおりです。

※ 第１回保険料をクレジットカードでお支払いになる場合は、告知およびクレジットカード
の有効性の当社による確認がともに完了した時
（日）
となります。
（例１）当社の承諾前にお払込があった場合
3か月
（待期間）

A

5/15 Aの責任開始期（日）

B
2/15

承諾

告知およびお払込（または有効性の確認）
がともに完了した時
＝Bの責任開始期
（例２）当社の承諾後にお払込があった場合

A

3か月
（待期間）

6/15 Aの責任開始期（日）

B
告知 承諾 3/15

お払込
（または有効性の確認）
が完了した時
＝Bの責任開始期
ご確認

「３か月を経過した日」の応当日がない場合には、その月の末日を「３か月を経過した
日」
とし、その翌月１日から保障を開始します。
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保障の開始

Ａ：
「三大疾病一時金特約」
「三大疾病保険料払込免除特約」のがん（悪性新生物）
による保
障について
・「告知および第１回保険料のお払込がともに完了した日※」から３か月を経過した日の
翌日から保障を開始します。
Ｂ：上記以外の保障について
・「告知および第１回保険料のお払込がともに完了した時※」を責任開始期とし、その
時から保障を開始します。

ご契約のしおり

保障の開始

ご契約のしおり

保険料のお払込について
保険料のお払込方法（回数）

保険料のお払込方法
︵回数・経路︶

・ 保険料のお払込方法
（回数）
は年払、半年払、月払のうち、いずれか一つをお選びください。
・ 月払の場合は、所定のお払込方法
（経路）
に限ります。

保険料のお払込方法（経路）
１．口座振替で払込む方法
・ 当社が提携している金融機関などのご契約者が指定する口座から、保険料が自動的に当
社に振込まれます。この場合は、保険料領収証を発行しませんので、通帳記帳によりご
確認ください。
・ 複数のご契約の保険料を合算して振替えることがあります。
＊ 所定の条件（ご契約者、振替口座、振替日、当社が保険料の収納業務を委託してい
る会社がそれぞれ同じであること）を満たした場合に、保険料を合算して振替えます。
なお、ご契約の形態によっては、合算して振替えない場合があります。また、合算し
て振替える条件は将来変更することがあります。
＊ ご契約ごとの保険料を合算して振替えますので、口座の預金残高が振替合計額に満
たない場合、すべてのご契約の保険料が振替えられなくなり、ご契約が効力を失うこ
とがあります。
＊ ご契約ごとに保険料を振替えることができます。ご契約ごとの振替をご希望の場合は、
当社にご連絡ください。
2．クレジットカードにより払込む方法
・ 当社が提携しているクレジットカード発行会社の発行する、ご契約者が指定するクレジット
カードにより保険料を決済します。この場合は、保険料領収証を発行しません。毎回の
保険料のご請求は、クレジットカード発行会社より行います。
3．勤務先などの団体や集団を通じて払込む方法
・ 団体・集団取扱の場合、勤務先などの団体または集団を経由してお払込みください。こ
の場合は、個々のご契約者には保険料領収証を発行しません。
ご注意

ご契約によっては、お取扱いしていないお払込方法
（経路）
があります。
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保険料のお払込が不要となった場合のお取扱
・ 保険料のお払込方法（回数）が年払・半年払のご契約の場合、保険料をお払込いただいた後
に、ご契約の消滅など（ご契約または付加されている特約の消滅、減額などを含みます。
）に
より保険料のお払込が不要となった場合は、つぎの額をお支払いします。
〈お支払いする額〉
すでに払込まれた保険料のうち、保険料のお払込が不要となった日の翌日以後最初に到来す
る月単位の契約応当日からその日の属する保険料期間（※）の末日までの月数に対応する保
険料相当額
※ 保険料期間
・年払の場合
年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日までの期間
・半年払の場合
半年単位の契約応当日から次の半年単位の契約応当日の前日までの期間
＜ご契約例＞
年払契約 契約応当日：1月1日 月単位の契約応当日：毎月1日

1月20日に年払保険料を払込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
保険料のお払込を要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌
日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6 月1日となります。したがって、
6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いし
ます。
契約 保険料
応当日 払込
1/1 1/20
▼

契約
応当日
1/1

月単位の
解約 契約応当日
5/25 6/1

▼

▼ ▼

▼

7 か月分
1/1 2/1

3/1

4/1

5/1

6/1

7/1 8/1
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9/1 10/1 11/1 12/1 12/31

保険料の前納／保険料のお払込が不要となった場合のお取扱

・ 前納とは、個別契約の場合で、保険料のお払込方法（回数）
にしたがって所定の範囲で何回
分かの保険料をまとめてお払込みいただく方法です。
・ 前納をした場合には、所定の割引率または利率で保険料を割り引きます。
・ 主契約の保険料が前納の場合には、特約の保険料も前納となります。
・ ご契約が前納途中で消滅(死亡・解約等）した場合等には、保険料前納金の残額があれば払
戻します。
・ 保険料を前納した期間は、給付金・保険金等の減額など契約内容の変更が制限されます。

ご契約のしおり

保険料の前納

ご契約のしおり

保険料払込の猶予期間と失効

（例）10日が月単位の契約応当日の場合
4月分の保険料
の払込期月

６／１
５／

５／１
４／

10

失効

猶予期間

４／

４／１

保険料払込の猶予期間と失効

・ 保険料は払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内のお払込がない場合でも、
一定の猶予期間があります。
お払込がないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から失効しま
す。（効力を失います）
〔月払の猶予期間〕
払込期月の翌月１日から末日まで

30

31

月単位の契約応当日

〔年払・半年払の猶予期間〕
払込期月の翌月１日から翌々月の月単位の契約応当日まで
（例）４月10日が年・半年単位の契約応当日の場合
保険料の払込期月

６／
６／

５／１
４／

４／

４／１

10

失効

猶予期間

30

10 11

年・半年単位の契約応当日

月単位の契約応当日
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・ 失効したご契約でも、失効した日から１年以内であれば、ご契約の復活を請求できます。
この場合、あらためて告知をしていただく必要があります。ただし、解約払戻金を請求した
場合や、ご健康の状態によっては、ご契約の復活はできません。

主契約の保険料払込期間満了後の「総合先進医療特約」、
「三大疾病無制限型長期入院特約」
の保険料の払込はつぎのように取扱います。
・ 保険料の払込方法
（回数）
保険料の払込方法（回数）は年払とします。ただし、特約の保険料が会社の定める条件を満
たすときは、月払または半年払への変更を申出ることができます。
・ 保険料の払込方法
（経路）
口座振替で払込む方法またはクレジットカードにより払込む方法のいずれかに限ります。
・ 特約保険料のお払込がない場合
特約保険料の払込期月内にお払込がない場合、一定の猶予期間があります。
お払込がないまま猶予期間を過ぎますと、特約は猶予期間満了の日の翌日から失効します。
（効力を失います）
・ 復活について
特約が失効した日からその日を含めて１年以内であれば、特約の復活を請求できます。
この場合、あらためて告知をしていただく必要があり、ご健康状態によっては、特約の復
活はできません。
・ 主契約の保険料払込期間満了後の前納はできません。
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ご契約の復活／主契約の保険料払込期間満了後の特約保険料について

主契約の保険料払込期間満了後の特約保険料について

ご契約のしおり

ご契約の復活

ご契約のしおり

お支払事由などが生じた際に、未払込保険料がある場合
・ 毎回お払込みいただく保険料は、毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応
当日の前日までの期間に充当される保険料です。
（例）月払のご契約で10日が月単位の契約応当日の場合

6/10
5月分の保険料が
充当される期間
（5/10〜6/9）

契約応当日

４月分の保険料が
充当される期間
（4/10〜5/9）

5/10
契約応当日

4/10
契約応当日

お支払事由などが生じた際に︑
未払込保険料がある場合

４月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
（4/1〜4/30）
（5/1〜5/31）

・ 給付金・保険金・年金などのお支払事由または保険料払込の免除事由が生じた場合で、未
払込保険料があるときには、つぎのとおりお取扱いします。
(1) 給付金・保険金・年金などのお支払事由が生じた場合には、お支払いする給付金・保
険金・年金などからその未払込保険料を差引きます。
(2) お支払いする給付金・保険金・年金などが差引くべき未払込保険料に不足する場合
には、その未払込保険料をお払込みください。
(3) 保険料払込の免除事由が生じた場合には、その未払込保険料をお払込みください。
(4) (2)・(3)で未払込保険料のお払込がない場合には、ご契約は猶予期間満了の日の翌
日から失効します。この場合は、給付金・保険金・年金などのお支払および保険料払
込の免除を行いません。
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ご契約のしおり

（例）月払のご契約で10日が月単位の契約応当日の場合

4月分の保険料の
払込猶予期間
４月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
（4/1〜4/30）
（5/1〜5/31）

A

5月分の保険料が
充当される期間
（5/10〜6/9）

B

・４月分の保険料が未払込でＡの期間内に給付金・保険金・年金などのお支払事由が生じた
場合、４月分の保険料を給付金・保険金・年金などから差引きます。４月分の保険料が未
払込でＢの期間内に給付金・保険金・年金などのお支払事由が生じた場合、４月分と５月分
の保険料を給付金・保険金・年金などから差引きます。なお、お支払いする給付金・保険
金・年金などが差引くべき未払込保険料に不足する場合、また、Ａ・Ｂの期間内に保険料払
込の免除事由が発生した場合には、それぞれの未払込保険料をお払込みください。
また、４月分と５月分の保険料が未払込で、Ｂの期間経過後に給付金・保険金・年金などの
お支払事由または保険料払込の免除事由が生じた場合、ご契約は失効しており、給付金・
保険金・年金などのお支払および保険料払込の免除を行いません。この場合は、ご契約
を復活できませんので、ご注意ください。

保険料のお払込が困難な場合（減額）
・ 給付金・保険金・年金などを所定の範囲で減額することによって、その後の保険料のご負
担を軽くできます。この場合は、その他の給付金・保険金・年金などもあわせて減額して
いただくことがあります。
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保険料のお払込が困難な場合
︵減額︶

４月分の保険料が
充当される期間
（4/10〜5/9）

6/10
契約応当日

5/10
契約応当日

契約応当日

4/10

ご契約のしおり

ご契約後について
解約と解約払戻金について

解約と解約払戻金について／給付金等のご請求手続について

● 解約について
・「ＥＶＥＲ」を解約すると、付加されている特約も同時に解約となります。
・「生存祝金特約」は主契約と同時でなければ解約することができません。
● 解約払戻金について
・生命保険は、多数の方が保険料を出し合い、相互に保障し、助け合う制度です。したがって、
預貯金のように保険料がそのまま積み立てられるものではありません。保険料のうち、一
部は年々の給付金・保険金などのお支払に、また一部はご契約を維持するための費用など
にあてられるしくみになっています。したがって、途中で解約すると、解約払戻金は全くな
いか、あっても払込保険料の合計額に比べて少ない金額になります。（解約払戻金額は、
契約年齢、保険期間、経過年数などによって異なります。）
●「ＥＶＥＲ」の払戻金について
・保険料払込期間中に解約した場合の解約払戻金はありません。保険料のお払込が所定の年
齢・期間で満了する「ＥＶＥＲ 払済タイプ」で、保険料払込期間の満了後の解約払戻金の金
額は、入院給付金日額の10倍と同額となります。
・「ＥＶＥＲ 払済タイプ」で、保険料払込期間満了後に被保険者が死亡したときは、ご契約者
に入院給付金日額の10倍と同額の払戻金をお支払いします。
●「通院特約」、
「女性疾病入院特約」、
「総合先進医療特約」、
「三大疾病一時金特約」、
「三
大疾病無制限型長期入院特約」、
「三大疾病保険料払込免除特約」の解約払戻金について
・解約払戻金はありません。
●「生存祝金特約」の解約払戻金について
・途中で解約すると、契約時の年齢や経過年数などによっては、多くの場合、払込保険料の
合計額に比べて少ない金額となります。
＊ お申込の保険契約の解約払戻金の金額は、保険証券に例示されます。

給付金等のご請求手続について
・ 給付金等
（保険金・給付金・年金・保険料の払込免除などを含みます。）
のお支払事由が生じ
た場合には、遅滞なく当社にご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りします。
・ご請求手続きの流れについては、巻末の「給付金等ご請求手続きの流れ」
をご覧ください。
・ご請求に必要な書類については、巻末の別表１をご覧ください。
・ 給付金等のご請求のために要する費用は、お受取人のご負担となります。
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給付金等のご請求があった場合、当社は、ご請求に必要な書類が当社に到着した日（※）
の翌日から５営業日以内にお支払いします。ただし、給付金等のお支払または保険料の
払込免除をするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。

Ａ

Ｂ

お支払期限

給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合
①給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合
②給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合
③告知義務違反に該当する可能性がある場合
④重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性
がある場合

ご請求に必要な書類が
当社に到着した日（※）
の翌日から45日以内
にお支払いします。

Aの確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場
合

ご請求に必要な書類が
当社に到着した日（※）
の翌日から、次に定め
るお支払期限以内にお
支払いします。
①90日

①医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指
定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合
②弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要
な場合
③研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学
技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合
④ご契約者、被保険者または、給付金受取人を被疑者と
して、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたこと
が報道等で明らかである場合における、送致、起訴、
判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜
査機関または裁判所に対する照会が必要な場合
⑤日本国外における調査が必要な場合
⑥災害救助法が適用された地域における調査が必要な場
合

②180日
③180日
④180日

⑤180日
⑥60日

（※）ご請求に必要な書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日
をいいます。
・ 給付金等のお支払をするための上記ＡおよびＢの確認等に際し、ご契約者、被保険者、給
付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、
当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等のお支
払をしません。
ご注意

①お支払期限を経過して給付金等のお支払をする場合には、遅延利息を付けてお支
払いします。
②給付金、保険金、年金、解約払戻金、保険料の払込免除などのご請求は、３年を
過ぎますとご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
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給付金等のお支払の時期について

給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合

ご契約のしおり

給付金等のお支払の時期について

ご契約のしおり

「指定代理請求特約」について
●「指定代理請求特約」のしくみ・特長
被保険者が受取人となる給付金などについて、被保険者が請求できない特別な事情があ
る場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者に代わって給付金などを請
求できるようにする特約です。
お願い

﹁指定代理請求特約﹂
について

この特約を付加した際には、ご契約者から指定代理請求人に対して、
「指定代理請求
人に指定されたこと」および「被保険者に代わって給付金などを請求できること」をお
伝えください。

● 代理請求の対象となる給付金など
１．被保険者が受取人となる給付金など
２．被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
● 代理請求できる場合
・ あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者に代わって給付金などを請求できるの
は、つぎの場合です。
＊被保険者が、事故や病気などにより、給付金などの請求を行う意思表示が困難である
と当社が認めた場合
＊被保険者が、がんなどの病名の告知や余命の告知を受けていない場合
＊その他、これらに準じる状態であると当社が認めた場合
ご請求に必要な書類については、巻末の別表１をご覧ください。
● 代理請求できる方
・ あらかじめつぎの範囲内で指定された指定代理請求人（１名）が、被保険者に代わって給付
金などを請求できます。
（1）
被保険者の戸籍上の配偶者
（2）
被保険者の直系血族
（3）
被保険者の３親等内の親族
（4）
被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている方
（5）
被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
なお、
（4）
および
（5）
については、給付金などの請求の際に、会社所定の書類等により
その事実を確認できる場合に限り、被保険者に代わって給付金などを請求できます。
※ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定、変更または指定の撤回を
することができます。
お手続に必要な書類については、巻末の別表１をご覧ください。

― 56 ―

・代理請求人はつぎの範囲内のいずれかの方となります。
＊被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
＊上記に該当する配偶者がいない場合には、被保険者と同居し、または被保険者と生計
を一にしている３親等内の親族
＊代理請求人としての要件を満たしていると当社が認めた方
● 留意点
1．代理請求に際して
・ 故意に給付金などの支払事由（保険料の払込免除事由を含みます。）を生じさせた
方または故意に給付金などの受取人を給付金などを請求できない状態にさせた方
は、指定代理請求人および代理請求人としての取扱を受けることができません。
・ 給付金などの受取人が法人である場合は、代理請求は取扱いません。
2．代理請求により給付金などを支払った後について
・ 給付金などを指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後に重
複してその給付金などの請求を受けても、お支払いしません。
ご注意

代理請求によって給付金などを支払った後に、ご契約者または被保険者からお問合
せ・お申出を受けた場合、当社は事実に基づいてご回答・ご説明せざるを得ないこ
とがあります。このような場合、当社は指定代理請求人または代理請求人にご契約
者または被保険者への事情説明をお願いすることがあります。
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﹁指定代理請求特約﹂
について

＊指定代理請求人が指定されていない場合（指定代理請求人の指定が撤回された場合、
指定代理請求人が死亡している場合を含みます。）
＊指定代理請求人が請求時に
「代理請求できる方」の範囲外である場合
＊指定代理請求人に給付金などを請求できない特別な事情がある場合

ご契約のしおり

● 指定代理請求人が指定されていない場合など
・つぎに該当する場合で、被保険者が請求できない特別な事情があるときは、代理請求人が
被保険者に代わって給付金などを請求できます。

ご契約のしおり

ご契約の内容の変更
ご契約者の変更
・ご契約者は、被保険者および当社の同意を得て、ご契約上の権利および義務のすべて
を第三者に承継させることができます。

・つぎのような場合には、当社にご連絡ください。
＊ 転居、住居表示の変更などにより住所が変わったとき
＊ご契約者、被保険者、お受取人などが改姓・改名したとき
＊ 保険証券を紛失したとき
ご注意

ご契約の内容の変更／管轄裁判所について

その他の変更事項

ご契約の内容を変更した場合には「裏書のお知らせ（承認通知書）
」を発行しますの
で、ご確認のうえ、保険証券とともに大切に保存してください。

管轄裁判所について
・給付金・保険金・年金などのご請求に関する訴訟については、当社の日本における主たる
事務所の所在地または給付金・保険金・年金などのお受取人の住所地を管轄する日本国内
にある地方裁判所のみをもって合意による管轄裁判所とします。
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ご契約のしおり

その他生命保険に関するお知らせ
被保険者による解約請求について

お受取人による保険契約の存続（介入権）について
・ ご契約者の差押債権者、
破産管財人等
（以下、
「債権者等」
といいます。）
によるご契約の解約
は、
解約の通知が当社に到着した時から１か月を経過した日に効力を生じます。
・ 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の
すべてを満たす保険金
（給付金等を含む）
の受取人はご契約を存続させることができます。
① ご契約者でないこと
② ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
・ 保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から１
か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
① ご契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支
払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること
（当社への通知に
ついても期間内に行うこと）
差押債権者など
〈債権者等〉
解約払戻金を得る
ため、保険契約を
解約

利害対立

介入

保険契約
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保険金受取人など
〈介入権者〉
解約払戻金相当額
を支払い保険契約
を存続

被保険者による解約請求について／お受取人による保険契約の存続
︵介入権︶
について

・ 被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、つぎのいずれかの事由に該当するときは、被
保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があり
ます。
① ご契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等
のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
② 保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、ま
たは行おうとした場合
③ 上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご
契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約
のお申込の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合

ご契約のしおり

個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについて

● お客さまの個人情報の利用目的について
・ お客さまの個人情報の利用目的はつぎのとおりです｡ 主な商品やサービスの内容につい
ては、当社ホームページ
〔http://www.aﬂac.co.jp/〕
にてご確認ください。
(1) 各種保険契約の引受・継続・維持管理、保険金・給付金などの支払
(2) 当社、その関連会社・提携会社の取扱う各種商品やサービスのご案内・提供・維持
管理
(3) 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実
(4) その他保険業に関連・付随する業務
● プライバシーポリシーについて
・ 当社は「個人情報の取扱いについて」と題するプライバシーポリシーを策定し、これにもと
づいて業務を行っています。その内容は、当社ホームページにてご確認ください。
● 個人情報の収集方法
・ 当社は、法令などに従い、適正な方法により個人情報を収集します。主な収集方法としては、
保険申込み時の契約申込書などや保険契約の継続・維持管理などに必要な各種帳票によ
り収集する方法や、アンケートなどにより収集する方法、電話などを通じてお伺いすること
により収集する方法があります。そして、個人情報の収集にあたっては、当社は、法令な
どに従い、個人情報の利用目的をホームページで公表するほか、申込書などに記載します。
なお、当社にお電話でお問い合わせいただいた場合、適切な対応を行うために、通話内
容を録音させていただく場合があります。
● 個人情報の利用
・ 当社は、個人情報を、上記記載の個人情報の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
ただし、法令などにもとづく場合は、この限りではありません。
● 個人データの提供
・ 当社は、つぎの場合に個人データを第三者に提供します。
(1) 下記の
【個人データの第三者提供について】
に記載の場合
(2) お客さまの個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、後述の代理店を含む委託
先に提供する場合
(3) 保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(4) 法令などにもとづく場合
(5) その他、ご本人が同意されている場合
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〈提携会社・関連会社との間での相互提供〉
・ サービスの提供対象となる保障内容のお申込みをした方に限り、提携会社・関連会社の取
扱う各種商品やサービスの案内・提供・維持管理のため、提携会社・関連会社との間で個
人情報の相互提供を行うことがあります。
〈団体取扱特約、準団体取扱特約、集団取扱特約、特別集団取扱特約、保険料口座振替特約、
保険料クレジットカード支払特約の適用〉
・ 保険契約について上記のいずれかの特約の適用がある場合は、各種保険契約の継続・維
持管理などのために、保険料集金に必要な個人情報のほか、お客さまの連絡先を含めた
本目的の達成に必要な個人情報などを、お客さまが所属される団体、準団体、集団もしく
は特別集団、お客さまが指定された保険料振替口座を管理する金融機関、集金代行会社、
または、お客さまが利用されるクレジットカード会社と、当社との間で相互に提供しており
ます。
〈再保険の利用〉
・ 保険会社は、お客さまの保険契約について、引受リスクを適切に分散するために再保険
（再々保険以降の出再を含みます。）を行うことがあります。この場合、保険会社は、再
保険の対象となる保険契約の特定に必要な個人情報のほか、当該保険契約に関する支払
結果および支払査定の際に利用する個人情報を、再保険の引受を行う保険会社に対して
提供します。詳細は、当社ホームページにてご確認ください。
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個人情報の取扱いについて

〈代理店に対する提供〉
・ 当社は代理店制度を採用していますので、個人情報の利用目的のために、お客さまの個
人情報を当社指定の代理店に対して提供します。なお、当社指定の代理店とは、つぎの
とおりです。
(1) ご契約の全部または一部を担当する代理店
（お客さまの担当代理店）
(2) ご契約者が所属する企業などの許可を得て、当該企業などにおいて各種商品やサー
ビスのご案内・提供・維持管理などを行っている代理店
（企業などの担当代理店）
(3) お客さまの担当代理店または企業などの担当代理店が提携する、当社の承認を受け
た代理店
(4) ご契約者から個人情報の提供について了解を得た代理店
(5) その他、個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内にある代理店

ご契約のしおり

【個人データの第三者提供について】

ご契約のしおり

個人情報の取扱いについて

〈その他〉
・ 被保険者の告知内容や診査結果をご契約者またはお申込者に知らせることがあります。
当社の照会に対し、被保険者を診察した医師・医療機関がその健康状態などを報告する場
合があります。
・ 保険契約は、ご契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場合があります。その
ため、保険会社は、保険契約に関するお知らせを行い、個人情報の利用目的を達成しよ
うとする場合に、ご契約者の個人情報を被保険者や受取人に対し、被保険者の個人情報
をご契約者や受取人に対し、受取人の個人情報をご契約者や被保険者に対し、それぞれ
提供することがあります。また、被保険者を同一とする他の保険契約のご契約者・受取人
などに対してもご契約者・被保険者・受取人の個人情報を提供することがあります。
したがって、被保険者、受取人にも上記内容をお知らせください。
【保険制度の健全な運営に必要な場合の具体例】
・ 当社は、生命保険制度が健全に運営され、給付金・保険金・年金などのお支払が正しく確
実に行われることを目的として、
「契約内容登録制度」、
「契約内容照会制度」、
「支払査定時
照会制度」にもとづき、当社の保険契約などに関する所定の情報を特定の者と共同して利
用しています。（詳しくは「「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社などとの
保険契約などに関する情報の共同利用について」
または
「「契約内容登録制度」、
「契約内容
照会制度」、「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社などとの保険契約など
に関する情報の共同利用について」の項をご覧ください。）
● センシティブ情報の収集・利用・第三者提供
・ 当社は、保険業法施行規則にもとづき、人種、信条、門地、本籍地、保健医療、犯罪経歴、
労働組合への加盟、民族、性生活に関する個人情報
（以下、
「センシティブ情報」
といいます）
については、つぎに掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
(1) 法令などにもとづく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
行することに対して協力する必要がある場合
(5) 源泉徴収事務などの遂行上必要な範囲において、政治・宗教などの団体もしくは労働
組合への所属もしくは加盟に関する従業員などのセンシティブ情報を取得、利用また
は第三者提供する場合
(6) 相続手続による権利義務の移転などの遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報
を取得、利用または第三者提供する場合
(7) 保険業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意
にもとづき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供
する場合
(8) センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意にもとづき、本人確認に用い
る場合
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● 非米国居住者に対する確認手続きについて
・米国内国歳入法では、米国金融機関が行う非米国居住者に対する所定の米国源泉所得の
支払について、最大で30％の源泉徴収の義務を課しています。当社は、米国金融機関で
あるため、当社より保険契約に基づき契約者、受取人（以下「受取人等」という）に支払う所
定の給付金等は米国源泉所得に該当します。
しかし、日米租税条約により、当社からの給付金等の支払が米国源泉所得に該当する場合
でも、その受取人等が日本の居住者であることが確認された場合には、当社の源泉徴収
義務が免除され、その受取人等は納税義務を免れることになります。
これらの法令等の定めに従い、当社では、上記の確認のため、給付金等をお受け取りいた
だく受取人等に対し、そのご請求手続き等の取引に際して本人確認書類、報告書類等の提
出をお願いすることがあります。
当該書類等が提出されない場合、お受け取りいただく給付金等が課税の対象となり、源泉
徴収される可能性がありますので十分にご留意ください。
● 個人情報の収集・利用・第三者提供
当社は、米国内国歳入法に基づく本人確認および米国監督当局等の政府または州機関への
報告
（それらの要否の判定を含む）
を適切に行うために以下の取扱をいたします。
(1) 当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
(2) 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用
すること
(3) 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を米国監督当局等の政府または州機
関へ報告
（提供）
すること
〈米国納税義務者について〉
「米国納税義務者」
とは以下のものを指します。
・ 米国市民または米国居住者（一般に183日以上、米国に滞在する者。滞在日数の計算
には、対象年度の滞在日数に加え、 前年の滞在日数の3分の1に相当する日数と前々
年の日数の6分の1に相当する日数も考慮される。また、永住権所有者を含む）
・ 米国パートナーシップ
・ 米国法人
・ 米国財団
・ 米国信託
・ 実質的米国人所有者※が一人以上いる米国外の事業体
（日本の内国法人を含む）
（※米国人が25％を超える議決権または価値を有するなど）
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﹁米国内国歳入法﹂︵米国税法︶
の対応について

● 米国納税義務者に対する確認手続きについて
・米国内国歳入法では、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、保険会社を含む金融
機関は、取引等をする際、お客様が米国納税義務者であるかを確認し、米国内国歳入庁
に報告すること等が求められています。このため、
契約のお申込み、
ご契約者の変更手続き、
保険契約に基づく給付金、保険金、払戻金等（以下「給付金等」という）のご請求手続き等
の取引に際して当社から本人確認書類、報告書類等の提出をお願いすることがあります。

ご契約のしおり

「米国内国歳入法」
（米国税法）の対応について

ご契約のしおり

「契約内容登録制度」、
「契約内容照会制度」、
「支払査定時照会制度」にも
とづく、他の生命保険会社などとの保険契約などに関する情報の共同利
用について

﹁契約内容登録制度﹂﹁契約内容照会制度﹂﹁支払査定時照会制度﹂

当社は、生命保険制度が健全に運営され、給付金・保険金・年金などのお支払が正しく
確実に行われることを目的として、
「契約内容登録制度」、
「契約内容照会制度」、
「支払査
定時照会制度」にもとづき、以下のとおり、当社の保険契約などに関する所定の情報を
特定の者と共同して利用しています。
●「契約内容登録制度」、
「契約内容照会制度」について
・ 当社は、
（一社）
生命保険協会、
（一社）
生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国
共済農業協同組合連合会
（以下、
「各生命保険会社など」
といいます。）
とともに、保険契約・
共済契約・特約の中途付加
（以下、
「保険契約など」
といいます。）
のお引受の判断または給
付金・保険金・共済金などのお支払の判断の参考にすることを目的として、
「契約内容登録
制度」
（全国共済農業協同組合連合会との間では
「契約内容照会制度」
といいます。）
にもと
づき、当社を含む各生命保険会社などの保険契約などに関する以下の登録事項を共同して
利用しています。
保険契約などのお申込があった場合には、当社は、
（一社）
生命保険協会に、保険契約など
について以下の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約などをお引
受けできなかった場合には、その登録事項は消去されます。
（一社）生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約などのお申込
があった場合または給付金・保険金・共済金などのご請求があった場合、
（一社）生命保険
協会から各生命保険会社などに提供され、各生命保険会社などにおいて、保険契約など
のお引受または給付金・保険金・共済金などのお支払の判断の参考にするために利用され
ることがあります。なお、登録の期間、お引受およびお支払の判断の参考にする期間は、
契約日、復活日、復旧日、増額日または特約の中途付加日
（以下、
「契約日等」
といいます。）
から５年間
（被保険者が15歳未満の保険契約等については、
「契約日等から５年間」
と
「契約
日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間）
とします。
各生命保険会社などはこの制度により知り得た内容を、保険契約などのお引受および給付
金・保険金・共済金などのお支払の判断の参考にする以外には使用しません。また、各生
命保険会社などは、この制度により知り得た内容を他に公開しません。
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その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込の状態について相互に照会する
ことがあります。
・ 当社の保険契約などに関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約
者または被保険者は、所定のお手続により、登録事項の開示を求め、その内容が事実と
相違している場合には、訂正を申出ることができます。また、
「個人情報の保護に関する法
律」に違反して登録事項が取扱われている場合は、所定のお手続により、登録事項の利用
の停止または第三者への提供の停止を求めることができます。それぞれのお手続の詳細
については、当社にお問合わせください。
・「契約内容登録制度」、
「契約内容照会制度」
に参加している各生命保険会社名については、
（一社）生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照く
ださい。
●「支払査定時照会制度」について
当社は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の他の各生命保険会社、全国共
済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活
協同組合連合会
（以下、
「各生命保険会社など」
といいます。）
とともに、給付金・保険金・年
金などのお支払の判断または保険契約もしくは共済契約など
（以下、
「保険契約など」
といい
ます。）
の解除、取消しもしくは無効の判断
（以下、
「お支払などの判断」
といいます。）
の参考
にすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社
などの保険契約などに関する以下の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
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﹁契約内容登録制度﹂﹁契約内容照会制度﹂﹁支払査定時照会制度﹂

(1) ご契約者および被保険者の氏名・生年月日・性別・住所（市・区・郡までとしま
す。）
(2) 死亡保険金額、災害死亡保険金額
(3) 入院給付金の種類とその日額
(4) 契約日、復活日、復旧日、増額日、特約の中途付加日
(5) 取扱会社名

ご契約のしおり

〈登録事項について〉
つぎの事項が登録されます。

ご契約のしおり

﹁契約内容登録制度﹂﹁契約内容照会制度﹂﹁支払査定時照会制度﹂

給付金・保険金・年金などのご請求があった場合や、これらに関係する保険事故が発生し
たと判断される場合には、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部また
は一部について、(一社)生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社などに照会を行い、
他の各生命保険会社などから情報の提供を受け、また他の各生命保険会社などからの照
会に対し、情報を提供すること
（以下、
「相互照会」
といいます。）
があります。
相互照会される情報は以下の相互照会事項に限定され、ご請求に関係する傷病名などの
情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社など
に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社などによるお支払などの判断の
参考にするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることは
ありません。なお、照会を受けた各生命保険会社などに相互照会事項記載の情報が存在
しなかった場合には、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社などは「支払査
定時照会制度」
により知り得た情報を他に公開しません。
〈相互照会事項について〉
・ つぎの事項が相互照会されます。ただし、ご契約の消滅後５年を経過したご契約に関係す
る事項は除きます。
(1) 被保険者の氏名・生年月日・性別・住所
（市・区・郡までとします。）
(2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故
（左記の各事項は、
照会を受けた日から５年以内のものとします。）
(3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、ご契約者の氏名と被保険者との続柄、給付金・
保険金などの受取人の氏名と被保険者との続柄、給付金額・保険金額など、各特
約の内容、保険料とその払込方法
・ 相互照会事項中、被保険者、保険事故、保険種類、契約者、給付金・保険金、給付金額・
保険金額、保険料とあるのは、共済契約の場合にはそれぞれ、被共済者、共済事故、共
済種類、共済契約者、共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
・ 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。ご契
約者、被保険者または給付金・保険金・年金などの受取人は、所定のお手続により、相互
照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申
出ることができます。また、
「個人情報の保護に関する法律」
に違反して相互照会事項記載
の情報が取扱われている場合は、所定のお手続により、当該情報の利用の停止または第
三者への提供の停止を求めることができます。それぞれのお手続の詳細については、当
社にお問合わせください。
・「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、(一社)生命保険
協会ホームページ
（http://www.seiho.or.jp/）
の「加盟会社」をご参照ください。
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保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約の際にお約束した給付金額・
保険金額・年金額などが削減されることがあります。

当社は、
「生命保険契約者保護機構」
（以下、
「保護機構」
といいます。）
に加入しています。
保護機構の概要は、つぎのとおりです。
・ 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、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、生命保険にかかわるご契約者などのための相互援助制度とし
て、当該破綻保険会社にかかわる保険契約の移転などにおける資金援助、承継保険会社
の経営管理、保険契約のお引受、補償対象保険金のお支払にかかわる資金援助および保
険金請求権などの買取を行うことなどにより、ご契約者などの保護をはかり、生命保険業
に対する信頼性を維持することを目的としています。
・ ご年齢やご健康の状態によっては、ご契約をしていた破綻保険会社と同様の条件で新たに
ご契約をすることが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構
が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行い、現在ご契約の保険契約の継
続をはかることにしています。
・ 保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定
（※１）にかかわる部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定
利率契約
（※２）
を除き、責任準備金など
（※３）
の90％とすることが、保険業法などで定め
られています（給付金・保険金・年金などの90％が補償されるものではありません）
。な
お、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約を引き続き
適正・安全に維持するために、ご契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡
率、予定事業費率など）
の変更が行われる可能性があり、これに伴い、給付金額・保険金額・
年金額などが減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度（保険集団を維持し、
保険契約の継続をはかるために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を
行う制度）
が設けられる可能性もあります。
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﹁生命保険契約者保護機構﹂
について

・ なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、
生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置がはかられることがありますが、
この場合にも、ご契約の際の給付金額・保険金額・年金額などが削減されることがあり
ます。

ご契約のしおり

「生命保険契約者保護機構」について

ご契約のしおり

※１： 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、
最低年金原資保証など）のない保険契約にかかわる特別勘定を指します。更生手続に
おいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが
可能です（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することになりま
す）
。

﹁生命保険契約者保護機構﹂
について

※２： 破綻時に過去５年間で常に予定利率が基準利率（注１）を超えていたご契約を指します
（注２）
。当該契約については、責任準備金などの補償限度がつぎのとおりとなります。
ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
＝90％−
｛
（過去５年間における各年の予定利率−基準利率）
の総和÷２｝
※３： 責任準備金などとは、将来の給付金・保険金・年金などのお支払に備え、保険料や運
用収益などを財源として積立てている準備金などをいいます。
(注１) 基準利率は、生保各社の過去５年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および
財務大臣が定めることになっています。現在の基準利率については、当社又は保護
機構のホームページで確認できます。
(注２) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合には、主契約・特
約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当す
るか否かを判断することになります。また、企業保険などにおいて被保険者が保険料
を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独
立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの
判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が
保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当す
るか否かを判断することになります。
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ご契約のしおり

［仕組みの概略図］

﹁生命保険契約者保護機構﹂
について
(注１) 上記の「財政措置」は、平成29年
（2017年）
3月末までに生命保険会社が破綻した場
合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応
ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注２) 破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金などのお支払、保護機構が
補償対象契約にかかわる保険金請求権などを買い取ることを指します。この場合にお
ける支払率および買取率については、責任準備金などの補償限度と同率となります。
（高予定利率契約については、※２に記載の率となります。）
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度などを含め、本掲載内容は全て現在の法
令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
【生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱についてのお問い合わせ先】
生命保険契約者保護機構 TEL：03-3286-2820
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時〜正午、
午後1時〜午後5時
ホームページアドレス
http://www.seihohogo.jp/
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ご契約のしおり

税法上のお取扱について
（平成27年12月現在）
1. 生命保険料控除について
・払込保険料の一定額が所得税と地方税（住民税）の対象となる所得から控除され、税負担が
軽減されます。

税法上のお取扱について

対象となる契約

納税する方が保険料を払い込み、お受取人が本人または配偶者
その他の親族であるご契約

対象となる保険料

1月から12月までの払込保険料の合計額

・生命保険料控除を受けるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」をお送り
します。ただし、勤務先を対象とする団体・集団取扱の場合は、団体の担当者の証明で代
替できるため、
「生命保険料控除証明書」
は発行しません。
● 生命保険料控除の対象となる保険料は、
「一般生命保険料」、
「介護医療保険料」、
「個人年
金保険料」
に分けられます。
一般生命保険料
生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
介護医療保険料
入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料
個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料
・所得税の生命保険料控除額
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高40,000円、
あわせて120,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料

所得から控除される金額

20,000円以下のとき

年間正味払込保険料の全額

20,000円をこえ
40,000円以下のとき

年間正味払込保険料×1/2＋10,000円

40,000円をこえ
80,000円以下のとき

年間正味払込保険料×1/4＋20,000円

80,000円をこえるとき

一律40,000円
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年間正味払込保険料

所得から控除される金額
年間正味払込保険料の全額

12,000円をこえ
32,000円以下のとき

年間正味払込保険料×1/2＋6,000円

32,000円をこえ
56,000円以下のとき

年間正味払込保険料×1/4＋14,000円

56,000円をこえるとき

一律28,000円

2. 給付金の税法上のお取扱について
・給付金（生存祝金は含みません。）は、受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系
血族、または生計を一にするその他の親族の場合、非課税となります。
ご案内

税法上のお取扱については、今後の税制改正により変更となる場合があります。個
別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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税法上のお取扱について

12,000円以下のとき

ご契約のしおり

・住民税の生命保険料控除額
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高28,000円、
あわせて70,000円までの所得控除を受けられます。
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約款・特約条項
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Ҕၲ̬ᨖƆᚐኖƇ
 ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
 Ⴘഏ


主契約

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款


ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
ᲫᲨ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
  ᇹᲫவ ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
ᲬᲨ̬ᨖᚰУ
  ᇹᲬவ ̬ᨖᚰУ
ᲭᲨɧॾƷʙሁƷܭ፯
  ᇹᲭவ ɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯
  ᇹᲮவ ဇᛖƷॖ፯
ᲮᲨዅ˄Ʒૅ
  ᇹᲯவ λᨈዅ˄ଐ᫇Ʒਦܭ
  ᇹᲰவ ૅᨂࡇƷ
  ᇹᲱவ ዅ˄Ʒૅ
  ᇹᲲவ ၌၏λᨈዅ˄Ŵܹλᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩ
  ᇹᲳவ ᘐዅ˄ƓǑƼ્ݧዴၲዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩ
ᲯᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
  ᇹவ ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƳƍئӳ
ᲰᲨዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئ
ᇹவ ዅ˄ǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ዓƖ
ᇹவ ዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئ
ᲱᲨ̬ᨖڎኖᎍƷˊᘙᎍ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷˊᘙᎍ
ᲲᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣ
  ᇹவ ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂј
  ᇹவ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳ
  ᇹவ ̬ᨖ૰ƷЭኛ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖƷࣄ
ᲳᲨڎኖϋܾƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭
Შ̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ʒ٭
ᲨڎኖƷӕෞƠȷјȷᚐᨊ
  ᇹவ ᚴഖƴǑǔӕෞƠ
  ᇹவ ɧඥӕࢽႸႎƴǑǔј
  ᇹவ ԓჷ፯Ѧ
  ᇹவ ԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳ
  ᇹவ ٻʙဌƴǑǔᚐᨊ
Შᚐኖȷᚐኖ
  ᇹவ ᚐኖ
  ᇹவ λᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇
  ᇹவ ᚐኖ
  ᇹவ ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓ
Შ࠰ᱫƷᚘምȷ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
ᇹவ ࠰ᱫƷᚘም
ᇹவ ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
Შڎኖᎍᣐ࢘
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主契約

ᇹவ ڎኖᎍᣐ࢘
Შј
ᇹவ ј
ᲨڎኖϋܾƷႇ
ᇹவ ڎኖϋܾƷႇ
ᲨඥˋሁƷોദƴˤƏᘐዅ˄ሁƷૅʙဌƷ٭
ᇹவ ඥˋሁƷોദƴˤƏᘐዅ˄ሁƷૅʙဌƷ٭
ᲨሥᠤᘶЙ
ᇹவ ሥᠤᘶЙ
ᲨƦƷ˂
ᇹவ ཎКவˑཎЩ
ᇹவ ਦ࠰ܭᱫࢸ̬ᨖ૰Ҟ᫇ཎЩ
ᇹவ ̬ᨖ᧓Ʊ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕီƳǔئӳƷӕৢ

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款
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Ҕၲ̬ᨖƆᚐኖƇ
 ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
Ტ࠰ᲭஉଐોܭᲣ

主契約

ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ

ƜƷ̬ᨖƸŴƭƗƷዅ˄ǛᘍƏƜƱƴǑǓኺฎႎਃǛ᠉ถƢǔƜƱǛႸႎƱƠƨ̬ᨖ᧓Ǜ
ኳ៲ƱƢǔҔၲ̬ᨖưƢŵ

ዅ˄Ʒϋܾ
၌၏λᨈዅ˄
ᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏ƷၲǛႸႎƱƠƯλᨈǛƠƨƱƖƴ၌၏λᨈዅ˄Ǜૅ
ƍǇƢŵ
ܹλᨈዅ˄
ᘮ̬ᨖᎍƕɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛႸႎƱƠƯλᨈǛƠƨƱƖƴ
ܹλᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
ᘐዅ˄
ᘮ̬ᨖᎍƕᘐǛӖƚƨƱƖƴዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
્ݧዴၲዅ˄ ᘮ̬ᨖᎍƕ્ݧዴၲǛӖƚƨƱƖƴዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
ᲫᲨ˟ᅈƷᝧ˓ڼ


医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᇹᲫவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸ

Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨࢸƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨئӳ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛӖƚӕƬƨࢸƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨئӳ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛӖƚӕƬƨᲢᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷЭƴӖƚӕƬƨئӳƴƸŴԓ
ჷƷᲣ
Წ ЭƷᝧ˓ڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƸƦƷଐǛԃǊƯᚘምƠǇƢŵ
ᲬᲨ̬ᨖᚰУ

ᇹᲬவᲶ̬ᨖᚰУᲸ

  ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴഏƷʙǛᚡ᠍Ơƨ̬ᨖᚰУǛႆᘍƠǇƢŵ
  ˟ᅈӸ
  ̬ᨖڎኖᎍƷ൞ӸǇƨƸӸᆅ
  ᘮ̬ᨖᎍƷ൞Ӹȷဃ࠰உଐ
  ̬ᨖȷዅ˄ሁƷӖӕʴƷ൞ӸǇƨƸƦƷӖӕʴǛཎܭƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳʙᲢஜኖഘ
ǇƨƸཎኖவƴƯཎܭƞǕǔƱƖƸŴᘙᅆƠǇƤǜᲣ
  ̬ᨖዅ˄ƷӸᆅᲢ˄ьƞǕƯƍǔཎኖཎЩǛԃǈǇƢᲣ
  ̬ᨖ᧓
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓
  ̬ᨖȷዅ˄ሁƷ᫇Ტ˄ьƞǕƯƍǔཎኖཎЩǛԃǈǇƢᲣ
  ૅᨂࡇƷ
  ̬ᨖ૰ƓǑƼƦƷᡂ૾ඥ
  ڎኖଐ
  ̬ᨖᚰУǛ˺Ơƨ࠰உଐ

ᲭᲨɧॾƷʙሁƷܭ፯

ᇹᲭவᲶɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯Ჸ
Ჸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯžɧॾƷʙſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷʙǛƍƍŴžɧॾƷ
ʙƴǑǔͻܹſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷʙƴǑǔͻܹǛƍƍǇƢŵ
Წ ЭƴƓƍƯž࣯ນſŴžͪႆſƓǑƼžٳஹſƱƸŴഏƷӲӭƴܭǊǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
 ࣯ນ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙƔǒͻܹƷႆဃǇưƴ᧓ႎ᧓ᨠƷƳƍƜƱǛƍƍŴॸࣱŴӒࣄࣱŴ
ਤዓࣱƷࢍƍǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ͪႆ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙǇƨƸͻܹƷႆဃƕᘮ̬ᨖᎍƴƱƬƯʖᙸưƖƳƍƜƱǛƍƍŴᘮ
̬ᨖᎍƷॖƴǋƱƮƘǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ٳஹ
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医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᇹᲮவᲶဇᛖƷॖ፯Ჸ

ƜƷኖഘư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
 ၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
žၲǛႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ̊ƑƹŴ፦ܾɥƷϼፗŴദࠝЎ
ۖŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧکᘐŴၲϼፗǛˤǘƳƍʴ᧓ȉȃǯ౨௹ŴҥƳǔ၅іŴ
ᡫᨈɧ̝ƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 λᨈƷଐૠƕᲫଐƱƳǔλᨈ
λᨈƷଐૠƕᲫଐƱƳǔλᨈƴƭƍƯƸŴλᨈଐƱᡚᨈଐƕӷɟƷଐưƋǔئӳưŴҔᅹᚮ
ၲإᣛໜૠᘙƴƓƚǔλᨈؕஜ૰ƷૅƷஊƳƲǛӋᎋƴƠƯЙૺƠǇƢŵ
 ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐ
žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐſƴƸŴ፦ܾૢ࢟ɥƷᘐŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧک
ᘐŴᚮૺȷ౨௹Ტဃ౨ȷᐃᏸᦟ౨௹ƳƲᲣƷƨǊƷᘐƳƲƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 ᕤཋ̔܍
žᕤཋ̔܍ſƱƸŴ࠰ᲬஉଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴܭǊǒǕƨЎႸɶƷЎဪӭ
(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(ƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷƱ
ƠŴᕤཋƴƸŴȢȫȒȍŴǢȘȳŴǳǫǤȳŴٻŴችᅕХນᕤŴ࠶ᙾᕤሁǛԃǈǇƢŵ
 ҔܖɥᙲƳ᧙̞
žҔܖɥᙲƳ᧙̞ſƱƸŴƨƱƑƹŴ᭗ᘉןၐƱƦǕƴឪ׆Ƣǔ࣎ᐥ၌धƋǔƍƸᏴᐥ၌
धƷ᧙̞ǛƍƍǇƢŵ
 फࣱૼဃཋƴݣƢǔ᪽ȷᏟȷᐃᘐƓǑƼׄᏃЏૺᘐ
žफࣱૼဃཋƴݣƢǔ᪽ȷᏟȷᐃᘐƓǑƼׄᏃЏૺᘐſƱƸŴफࣱૼဃཋǛႺઇ
ЈƢǔƜƱǛႸႎƱƠŴ֥φǛဇƍɟܭƷႝᐎЏǛˤƏᘐǛॖԛƠǇƢŵ
Ĭ ᪽ᘐƱƸŴ᪽ᔟᭌƷɟᢿƷᭌ༾ǛӕǓᨊƖ᪽ᔟϋᘐǛƢǔئӳưŴ᪽ᔟᭌƴ܉Ǜ
ƚǔƩƚƷᆲ᪽ᘐƴǑǔئӳƸԃǈǇƤǜŵ
ĭ ᏟᘐƱƸŴᏟᏸϋǇƨƸጏᨠϋǛႺᙻɦƴᘐƢǔئӳưŴᏟᏸᦟȷጏᨠᦟƴǑǔ
ئӳǍᆲХƴǑǔئӳƸԃǈǇƤǜŵ
Į ᐃᘐƱƸŴᐃᏸϋǛႺᙻɦƴᘐƢǔئӳưŴᐃᏸᦟƴǑǔئӳǍᆲХƴǑǔئӳ
ƸԃǈǇƤǜŵ
  Ꮸ᭒ᏽၨ
  žᏨ᭒ᏽၨſƱƸŴᏨ᭒ᏸǛӕǓࠇƘᄒᐏϋƷᏽၨǛॖԛƠǇƢŵ
  ᆆౡᘐ
žᆆౡᘐſƱƸŴݣᝋƱƳǔᐥ֥Ʒμ˳ǇƨƸɟᢿǛᏟǇƨƸᐃᘐƠᆆ഻ƢǔƜƱ
ǛॖԛƠǇƢᲢᘉሥƷƭƳƗӳǘƤǛᙲƠǇƢŵᲣŵᐥ֥Ʒμ˳ǇƨƸɟᢿƱƸŴᅕኺǍᘉ
ሥƕ֥ܫƷኬᏘኵጢƱɟደƴƳƬƨɟجƷኵጢǛॖԛƠǇƢŵҥƳǔኬᏘƩƚƷᆆ഻ǍŴኬ
ᏘƷදλƷئӳƸԃǈǇƤǜŵ
  ኵጢϋༀݧȷᏸϋༀݧ
žኵጢϋༀݧȷᏸϋༀݧſƱƸŴ݅ݥƠƨዴเǛХλƋǔƍƸ֥φǛ̅ƬƯ၏ߺƴᡈƮƚༀ

主契約

  ͻܹƷҾ׆ƕᘮ̬ᨖᎍƷ៲˳ƷٳᢿƔǒ˺ဇƢǔƜƱǛƍƍŴ៲˳ƷϋᢿႎҾ׆ƴǑǔǋƷ
Ƹᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
Ჭ ၌၏ǇƨƸ˳ឋႎƳᙲ׆ǛஊƢǔᎍƕ᠉ࣇƳ׆ٳƴǑǓႆၐƠǇƨƸƦƷၐཞƕفफƠƨƱ
ƖƴƸŴƦƷ᠉ࣇƳ׆ٳƸ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷʙƱǈƳƠǇƤǜŵ
Ხ ƜƷ̬ᨖڎኖƴܭǊǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƴƭƍƯƸŴЭᲭƷǄƔŴഏƷӲӭƴܭǊǔ
ƱƜǖƴǑǓǇƢŵ
  ៲˳ٳᢿƔǒஊǬǹǇƨƸஊཋឋǛͪƔƭɟƴԈλŴԈӓǇƨƸઅӕƠƨƱƖƴ
࣯ນƴဃƣǔɶၐཞǛԃǈǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƴƞǕƨҔၲᘍໝƴǑǔͻܹƸᨊƖǇƢŵƨƩƠŴᇹᲫƴܭǊǔɧॾƷʙ
ƴǑǔͻܹƷၲƷƨǊƷҔၲᘍໝƴǑǔͻܹƸƜƷᨂǓưƸƋǓǇƤǜŵ
  ၌၏ƴǑǔԠԈᨦܹŴִɦᨦܹŴችᅕᅕኺᨦܹƷཞ७ƴƋǔᎍƷཋƦƷ˂Ʒཋ˳ƷԈλ
ǇƨƸִɦƴǑǔൢᢊصǇƨƸᆷऒƸᨊƖǇƢŵ
  ज़௨ࣱɶƓǑƼǢȬȫǮȸࣱȷࣱȷɶࣱƷᏎᐂ໒Ŵٻᐂ໒ƸᨊƖǇƢŵ
  ٳဇᕤǋƠƘƸᕤཋᚑƴǑǔǢȬȫǮȸŴႝᐎ໒ƳƲƸᨊƖǇƢŵ
  ඹдŴᏢŴǰȪȸǹǇƨƸ๋дƦƷ˂Ʒ҄ܖཋឋƴǑǔႝᐎ໒ƳƲƸᨊƖǇƢŵ
  ଐݧ၏ȷ༏ݧ၏ƳƲƷᢅࡇƷ᭗ภɶƷൢᝋவˑƴǑǔǋƷŴ᭗ޛ၏ƳƲƷൢןƷ҄٭ƴǑ
ǔǋƷŴʈǓཋᣓƍƓǑƼȷญƸᨊƖǇƢŵ
  ᢅࡇƳѐщǍນƠƍᢃѣɶƷᢅࡇƷᎹ˳ᘍ̅Ŵᬳ᪦୧ᩧƓǑƼਰѣƸᨊƖǇƢŵ

ݧƢǔ૾ඥưƢŵ્ݧዴᕤдƷϋŴᕤŴໜදݧƳƲƴǑǔ৲ɨƷئӳƸԃǈǇƤǜŵ
ᲮᲨዅ˄Ʒૅ

ᇹᲯவᲶλᨈዅ˄ଐ᫇ƷਦܭᲸ

  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥŴλᨈዅ˄ଐ᫇Ǜ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘ
Ʃƞƍŵ

主契約

ᇹᲰவᲶૅᨂࡇƷᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥŴᇹᲬƷƍƣǕƔƷλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƷǛ
ਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Წ λᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƷƸŴƭƗƷᡫǓƱƠǇƢŵƳƓŴᡫምૅᨂࡇƱƸŴλᨈዅ˄
ƷૅݣᝋƱƳǔλᨈଐૠǛᡫምƠƨᨂࡇǛƍƍǇƢŵ
ᲫׅƷλᨈƴƭƍƯƷλᨈ
ૅᨂࡇƷ
ዅ˄
ᡫምૅᨂࡇ
ዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇ
ଐ
ଐ

၌၏λᨈዅ˄

ଐ

ଐ

ܹλᨈዅ˄

ଐ

ଐ

၌၏λᨈዅ˄

ଐ

ଐ

ܹλᨈዅ˄

ଐ

ଐ

医療保険
︹無解約払戻金︺
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Ჭ ᇹᲫƴǑǓਦܭƞǕƨλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƷƷ٭ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
ᇹᲱவᲶዅ˄ƷૅᲸ

Ძ ၌၏λᨈዅ˄Ŵܹλᨈዅ˄Ŵᘐዅ˄ƓǑƼ્ݧዴၲዅ˄ᲢˌɦŴዮᆅƠƯ
žዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ၌၏λᨈዅ˄
ዅ˄ǛૅƏ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƨƱƖ
 ئӳ Ტ ˌ ɦ Ŵ Ĭᝧ˓ڼᲢࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄƷᨥƷᝧ˓ڼŵˌɦ
žૅʙဌſƱ
ӷơŵᲣˌࢸƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈ
ƍƍǇƢŵᲣ
ƨƩƠŴƭƗƷᲢᴉᲣƔǒᲢᴋᲣƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔλᨈǋŴ၌၏ǛႺ
ƷҾ׆ƱƢǔλᨈƱǈƳƠǇƢŵ
ᴉ ᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǛႺƷҾ׆
ƱƢǔλᨈ
ᴊ ᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹǛႺƷҾ׆ƱƠƯŴƦ
ƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸƴڼƠƨλᨈ
ᴋ ᝧ˓ڼˌࢸƴڼƠƨКᘙƴܭǊǔီࠝЎۖᲢˌɦŴžီࠝЎ
ۖſƱƍƍǇƢŵᲣƷƨǊƷλᨈ
ĭၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
ĮКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔλᨈ
ૅ᫇

λᨈᲫׅƴƭƖŴλᨈዅ˄ଐ᫇gλᨈଐૠ
ƨƩƠŴλᨈଐૠƕᲯଐˌϋƷئӳƸŴλᨈዅ˄ଐ᫇gᲯ
ƳƓŴλᨈɶƴλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷλᨈ
ዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵƨƩƠŴλᨈଐૠᲯଐႸǇưƸŴλᨈڼଐƷλᨈ
ዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

ૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƯǋዅ˄Ǜ
ૅǘƳƍئӳ
ᲢˌɦŴžβᝧ
ʙဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨ
ʙ
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ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯ
ƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
Ĳᘮ̬ᨖᎍƷᕤཋ̔܍
ĳҾ׆ƷƍƔǜǛբǘƣŴ᪹ᢿၐͅ፭ᲢƍǘǏǔžǉƪƏƪၐſᲣǇƨƸ
ၘư˂ᙾၐཞƷƳƍǋƷ
ĴעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĵʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ

λᨈᲫׅƴƭƖŴλᨈዅ˄ଐ᫇gλᨈଐૠ
ƨƩƠŴλᨈଐૠƕᲯଐˌϋƷئӳƸŴλᨈዅ˄ଐ᫇gᲯ
ƳƓŴλᨈɶƴλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷλᨈ
ዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵƨƩƠŴλᨈଐૠᲯଐႸǇưƸŴλᨈڼଐƷλᨈ
ዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᇹᲫӭƴܭǊǔβᝧʙဌƱӷơ


 ᘐዅ˄
ૅʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢᘐǛӖƚƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨƭƗƷƍƣǕƔǛႺƷҾ׆ƱƢǔᘐ
ᴉ ၌၏ᲢီࠝЎۖǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ᴊ ɧॾƷʙƴǑǔͻܹ
ᴋ ɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹ
ĭၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐ
ĮКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔᘐ
įƭƗƷƍƣǕƔƷᘐ
ᴉ ᘐ
КᘙƴܭǊǔπႎҔၲ̬ᨖСࡇᲢˌɦŴžπႎҔၲ̬ᨖСࡇſƱƍ
ƍǇƢŵᲣƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙᲢˌɦŴžҔ
ᅹᚮၲإᣛໜૠᘙſƱƍƍǇƢŵᲣƴŴᘐ૰ƷምݣܭᝋƱƠƯЗਫ
ƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝŵƨƩƠŴɦᚡžᲢᴊᲣٻᘐſƴᛆ࢘ƢǔǋƷ
ƓǑƼᇹᲳவᲶᘐዅ˄ƓǑƼ્ݧዴၲዅ˄Ʒૅƴ᧙Ƣǔᙀ
ЩᲸᇹᲫƴܭǊǔǋƷǛᨊƖǇƢŵ
ᴊ ٻᘐ
πႎҔၲ̬ᨖСࡇƴƓƚǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴŴᘐ૰Ʒምݣܭᝋ
ƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝƷƏƪŴƭƗƴܭǊǔǋƷŵƨƩƠŴ
ᐃᏸᦟȷᏟᏸᦟȷᆲ᪽ƸᨊƖǇƢŵ
C КᘙƴܭǊǔफࣱૼဃཋᲢˌɦŴžफࣱૼဃཋſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƴݣƢǔ᪽ȷᏟȷᐃᘐƓǑƼׄᏃЏૺᘐ
D Ꮸ᭒ᏽၨઇЈᘐŴ᪽ᔟϋᏽၨ᪽ઇЈᘐŴጏᨠᏽၨᏟઇЈᘐ
E ࣎ᐥȷٻѣᏦȷٻ᩺ᏦȷᏍѣᏦȷϛѣᏦƷ၏٭ƴݣƢǔŴ࣎ᐥȷٻ
ѣᏦȷٻ᩺ᏦȷᏍѣᏦȷϛѣᏦǁƷᏟȷᐃᘐ
F ଐஜϋưƓƜƳǘǕƨŴ࣎ᐥȷᏍȷᏁᐥȷᐘᐥȷᏴᐥᲢƦǕƧ
ǕŴʴᐥ֥ǛᨊƖǇƢŵᲣƷμ˳ǇƨƸɟᢿƷᆆౡᘐŵƨƩ
ƠŴᐥ֥ᆆౡඥƴඝƬƨئӳƴᨂǔǋƷƱƠŴǇƨŴȉȊȸͨƸݣ
ᝋٳƱƠǇƢŵ


ૅ᫇

Ĭ၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈɶƴӖƚƨɥᚡ
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ૅ᫇

主契約


  ܹλᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈ
ĭɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
ĮɥᚡĬƷɧॾƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƴڼƠƨλᨈ
įКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔλᨈ

ƷૅʙဌƷį ᴉ ƴܭǊǔᘐưƋǔƱƖ
λᨈዅ˄ଐ᫇g
ĭɥᚡĬˌٳƷƱƖƴӖƚƨɥᚡƷૅʙဌƷį ᴉ ƴܭǊǔᘐưƋǔƱ
Ɩ
λᨈዅ˄ଐ᫇gᲯ
ĮɥᚡƷૅʙဌƷį ᴊ ƴܭǊǔᘐưƋǔƱƖ
λᨈዅ˄ଐ᫇g
Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᇹᲫӭƴܭǊǔβᝧʙဌƱӷơ

主契約


  ્ݧዴၲዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢᚮၲᘍໝǛӖƚƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨ၌၏ǇƨƸͻܹƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔᚮၲ
ᘍໝ
ĭКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔᚮၲᘍໝ
ĮπႎҔၲ̬ᨖСࡇƴƓƚǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴŴ્ݧዴၲ૰Ʒምܭ
ݣᝋƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝᲢᩓᄬඬภ༏ၲඥǛԃǈǇƢŵᲣŵ
ƨƩƠŴᘉ෩ༀݧƸᨊƖǇƢŵǇƨŴ્ݧዴༀݧƷ૾ඥƴƭƍƯƸŴ˳
ٳༀݧȷኵጢϋༀݧȷᏸϋༀݧƴᨂǓǇƢŵ

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ૅ᫇

λᨈዅ˄ଐ᫇g

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᇹᲫӭƴܭǊǔβᝧʙဌƱӷơ



Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǇƨƸႆဃƠƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹǋƠƘƸɧ
ॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǛҾ׆ƱƠƯλᨈƠƨئӳǇƨƸᘐǋƠƘƸᚮၲᘍໝǛӖƚ
ƨئӳưǋŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨࢸƴλᨈǛڼƠƨƱ
ƖǇƨƸᘐǋƠƘƸᚮၲᘍໝǛӖƚƨƱƖƸŴƦƷλᨈǇƨƸᘐǋƠƘƸᚮၲᘍໝƸᝧ˓
ڼˌࢸƷҾ׆ƴǑǔǋƷƱǈƳƠƯŴЭƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴƷئӳưŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴ˟ᅈƕƦƷଓǛ̬ᨖᚰУƴᚡ᠍Ơ
ƨƱƖƴƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ხ ዅ˄ƷӖӕʴƸЭǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ơ
ƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷ̬ᨖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪
ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷࢨ᪪ƷᆉࡇƴࣖơŴዅ˄Ǜμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜƱƕ
ƋǓǇƢŵ
Ჰ ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛႺƷ
Ҿ׆ƱƠƯŴᇹᲫƴܭǊǔዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍƨƦƷ၌၏ƴ᧙Ƣǔʙܱ
ƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄƠƨርϋưዅ˄ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴʙܱ
ƷɟᢿƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩƴჷǔƜƱƕư
ƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴ
ͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜƱƕƳƍئӳƴƸŴዅ˄ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴ
ƦƷ၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾƠƯƍƨئӳǛᨊ
ƖǇƢŵ
ᇹᲲவᲶ၌၏λᨈዅ˄Ŵܹλᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ

Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛᲬˌׅɥƠƨئӳƴƸŴƦǕǒƷ
λᨈƕӷɟƷ၌၏ưƋǔƔԁƔƴƔƔǘǒƣŴᲫׅƷλᨈƱǈƳƠŴƦǕǒƷλᨈƷλᨈଐૠ
ǛᡫምƠƯŴЭவᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵƨƩƠŴ၌၏λᨈዅ˄ƷૅǘǕǔƜƱƴƳ
ƬƨஇኳƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸƴڼƠƨλᨈƴƭƍƯ
ƸŴૼƨƳλᨈƱǈƳƠǇƢŵ

― 80 ―

― 81 ―

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᇹᲳவᲶᘐዅ˄ƓǑƼ્ݧዴၲዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ

Ძ ᇹᲱவᲶዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲭӭƷૅʙဌįƷ ᴉ ƷᘐƷƏƪŴƭƗƴܭǊǔǋƷǛ
ᨊƖǇƢŵ
  ͻƷϼፗᲢоͻϼྸŴȇȖȪȸȉȞȳᲣ
  ЏᘐᲢႝᐎŴᱛᐏᲣ
  ᭌȷ᧙ራƷ᩼ᚇᘉႎૢࣄᘐŴ᩼ᚇᘉႎૢࣄܭᘐƓǑƼ᩼ᚇᘉႎѣᘐ
  ৷ഫ
  ီཋᨊӊᲢٳŴᱠᏸϋᲣ
  ᱠໍᘐᲢᱠቬᐏŴɦဍʼቬᐏᲣ
  ᮄƷႸȷǿǳᘐᲢᰄაȷᏠᏗЏᨊᘐᲣ
Წ ᇹᲱவᇹᲫᇹᲭӭƷૅʙဌįƓǑƼᇹᲮӭƷૅʙဌĮƷᚮၲᘍໝƴƸŴπႎҔၲ̬ᨖ
СࡇƴƓƍƯ̬ᨖዅ˄ƕᘍǘǕƳƔƬƨᚮၲᘍໝǛԃǈǇƢŵƨƩƠŴКᘙƴܭǊǔέᡶҔ
ၲƴǑǔၲưŴКᘙƴܭǊǔඥࢷƴǋƱƮƘ̬ᨖҔၲೞ᧙ưӖƚƨၲᲢ࢘ᛆၲƝƱƴ
ҽဃіٻᐫƕܭǊǔᚨؕแƴᢘӳƢǔ̬ᨖҔၲೞ᧙ưᘍǘǕǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣǛᨊƖ
ǇƢŵ
Ჭ ᇹᲱவᇹᲫᇹᲭӭƷૅʙဌįƓǑƼᇹᲮӭƷૅʙဌĮƷᚮၲᘍໝƴƸŴπႎҔၲ̬ᨖ
СࡇƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔഫᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴᘐ૰ǇƨƸ્ݧዴၲ૰ƷምݣܭᝋƱƠ
ƯЗਫƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝƷƏƪҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴƓƍƯǋᘐ૰ǇƨƸ્ݧዴၲ૰Ʒ
ምݣܭᝋƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝǛԃǈǇƢŵ
Ხ ᇹᲱவᇹᲫᇹᲭӭƷᘐዅ˄Ʒૅ᫇ƴ᧙ƢǔᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯŴƭƗƷӲӭƴᛆ࢘
ƢǔᘐƴƭƍƯƸŴ၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄ƷૅǘǕǔλᨈɶƷᘐƱǈƳ
ƠǇƢŵ
  ᇹᲰவᲶૅᨂࡇƷᲸᇹᲬƴܭǊǔ၌၏λᨈዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇƴᢋƠƨƜƱ
ƴǑǓŴ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕƳƍλᨈɶƴӖƚƨᘐ
  ᇹᲰவᇹᲬƴܭǊǔܹλᨈዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇƴᢋƠƨƜƱƴǑǓŴܹλᨈ
ዅ˄ƕૅǘǕƳƍλᨈɶƴӖƚƨᘐ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴǛӷơƘƠƯᘐǛᲬᆔˌɥӖƚƨئӳƴƸŴᇹᲱவᇹᲫƷᙹܭƴƔ
ƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴᘐዅ˄Ʒ᫇Ʒஇǋ᭗ƍƍƣǕƔᲫᆔƷᘐƴƭƍƯƷǈᘐዅ˄
ǛૅƍǇƢŵ
Ჰ ᘮ̬ᨖᎍƕŴӷɟƷᘐǛᙐૠׅӖƚƨئӳưŴƔƭŴƦƷᘐƕҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴƓ
ƍƯɟᡲƷၲᢅᆉƴᡲዓƠƯӖƚƨئӳưǋᘐ૰ƕᲫׅƷǈምܭƞǕǔᚮၲᘍໝƴᛆ࢘Ƣ
ǔƱƖƸŴᇹᲱவᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƦǕǒƷᘐᲢˌɦŴžɟᡲƷᘐſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷӲӭƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ɟᡲƷᘐƷƏƪஇИƷᘐǛӖƚƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐ᧓Ǜӷɟᘐ᧓ƱƠǇ
Ƣŵ
  Ӳӷɟᘐ᧓ɶƴӖƚƨɟᡲƷᘐƴƭƍƯƸŴӲӷɟᘐ᧓ɶƴӖƚƨɟᡲƷᘐ
ƷƏƪᘐዅ˄Ʒ᫇Ʒஇǋ᭗ƍƍƣǕƔᲫƭƷᘐƴƭƍƯƷǈᘐዅ˄ǛƦǕƧǕ
ૅƍǇƢŵ
  ӷɟᘐ᧓ኺᢅࢸƴɟᡲƷᘐǛӖƚƨئӳƴƸŴႺЭƷӷɟᘐ᧓ኺᢅࢸஇИƴƦ
ƷᘐǛӖƚƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐ᧓ǛૼƨƳӷɟᘐ᧓ƱƠǇƢŵƦǕˌࢸŴӷ
ɟᘐ᧓ኺᢅࢸƴɟᡲƷᘐǛӖƚƨئӳƴƭƍƯǋӷಮƱƠǇƢŵ

主契約

Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨƴီƳǔ၌၏Ǜ́ႆƠƯƍƨئӳŴ
ǇƨƸƦƷλᨈɶƴီƳǔ၌၏Ǜ́ႆƠƨئӳƴƸŴƦƷλᨈڼƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨ၌၏
ƴǑǓዒዓƠƯλᨈƠƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƕŴܹλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛᲬˌׅɥƠƨئӳƴƸŴƦǕǒƷ
λᨈƕӷɟƷɧॾƷʙưƋǔƔԁƔƴƔƔǘǒƣŴᲫׅƷλᨈƱǈƳƠŴƦǕǒƷλᨈƷλ
ᨈଐૠǛᡫምƠƯŴЭவᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵƨƩƠŴܹλᨈዅ˄ƷૅǘǕǔƜ
ƱƴƳƬƨஇኳƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸƴڼƠƨλᨈƴ
ƭƍƯƸŴૼƨƳλᨈƱǈƳƠǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᲬˌɥƷɧॾƷʙƴǑǓλᨈǛƠƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴီƳǔɧॾƷ
ʙƴǑǓܹλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴƦƷλᨈڼƷႺƷҾ׆ƱƳƬ
ƨɧॾƷʙƴǑǓዒዓƠƯλᨈƠƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ၌၏λᨈዅ˄Ʊܹλᨈዅ˄ƷૅʙဌƕᙐƢǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ၌၏λᨈዅ˄
Ʊܹλᨈዅ˄ǛᙐƠƯૅƍǇƤǜŵƜƷئӳŴƦƷλᨈڼƷႺƷҾ׆ƴࣖơƯŴ
၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵ

Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ્ݧዴၲዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᩓᄬඬภ༏ၲඥƴǑǔᚮၲᘍໝǛᙐૠ
ׅӖƚƨئӳƸŴᇹᲱவᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘐƷڼଐƔǒଐƴᲫׅƷૅǛᨂ
ࡇƱƠǇƢŵ
Ჲ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ્ݧዴၲዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔᚮၲᘍໝƷƏƪŴᩓᄬඬภ༏ၲඥˌٳ
ƷᚮၲᘍໝǛᙐૠׅӖƚƨئӳƸŴᇹᲱவᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘐƷڼଐƔǒଐ
ƴᲫׅƷૅǛᨂࡇƱƠǇƢŵ
ᲯᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ


主契約

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᇹவ
வᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ

Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔᲢˌɦŴžβᨊʙဌſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘Ơƨئӳƴ
ƸŴ˟ᅈƸŴഏƷᡂஉᲢᡂஉƷИଐƔǒڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƦ
ƷᡂஉᲣˌࢸƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏ǛҾ׆ƱƠƯŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴКᘙᲭ
ƴܭǊǔ᭗ࡇᨦܹཞ७ᲢˌɦŴž᭗ࡇᨦܹཞ७ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘ƠƨƱƖŵƜƷئӳŴ
ᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƴŴᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏Ტᝧ˓ڼ
ЭƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƷҾ׆ƱƳƬƨͻܹǇƨƸ၌၏Ʊ׆ௐ᧙̞ƷƳƍͻܹǇƨ
Ƹ၌၏ƴᨂǓǇƢŵᲣǛҾ׆ƱƢǔᨦܹཞ७ƕૼƨƴьǘƬƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ǛԃǈǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷҾ׆ƱƠƯŴƦƷʙƷଐƔ
ǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴКᘙᲮƴܭǊǔ៲˳ᨦܹƷཞ७ᲢˌɦŴ
ž៲˳ᨦܹཞ७ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘ƠƨƱƖŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯ
ƍƨᨦܹཞ७ƴŴᝧ˓ڼˌࢸƷɧॾƷʙǛႺƷҾ׆ƱƢǔᨦܹཞ७ƕૼƨƴьǘƬ
Ư៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛԃǈǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ڎኖϋܾƷ٭ƴ᧙ƢǔᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ᡂǛβᨊƠƨ̬ᨖ૰ƸŴᡂஉƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᡂƕƋƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍ
ǇƢŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƷᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛҾ׆ƱƢǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴᇹᲱவ
Ჶዅ˄ƷૅᲸᇹᲰƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƳƍئӳᲸ

Ძ ЭவᇹᲫᇹᲫӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴǑǓ᭗ࡇᨦܹ
ཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖ
  ᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈᘍໝ
  ᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
  ʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ
Წ ЭவᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴǑǓ៲˳ᨦܹ
ཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅڂ
  ᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
  ᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
  ᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
  ᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
  ᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ

  עᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
  ʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴƦƷҾ׆ƴǑƬƯβᨊʙဌƴᛆ࢘Ƣ
ǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷ̬ᨖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱ˟ᅈƕᛐǊƨƱƖƸŴ
ЭᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƕʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘Ơƨئӳ
  ᘮ̬ᨖᎍƕעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘Ơƨئ
ӳ
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ᲰᲨዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئ

ᇹவ
வᲶዅ˄ǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ዓƖᲸ

Ძ ዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸዅ˄
ƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ૅʙဌƷဃơƨዅ˄ƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴዅ˄
Ǜᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ๛ƳƘ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯŴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊǛᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
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医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᲱᲨ̬ᨖڎኖᎍƷˊᘙᎍ

ᇹவ
வᲶ̬ᨖڎኖᎍƷˊᘙᎍᲸ


主契約

ᇹவ
வᲶዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئᲸ

Ძ ዅ˄ሁᲢཎኖƷዅ˄ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳ
ƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯᲯփಅଐˌϋƴ˟ᅈƷଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙѦ
ưૅƍǇƢŵ
Წ ዅ˄ሁǛૅƏƨǊƴᄩᛐƕ࣏ᙲƳഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔئӳƴƓƍƯŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƔ
ǒዅ˄ሁƷᛪ൭Ǉưƴ˟ᅈƴ੩ЈƞǕƨƩƚưƸᄩᛐưƖƳƍƱƖƴƸŴƦǕƧǕ࢘
ᛆӲӭƴܭǊǔʙƷᄩᛐᲢ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔᚮૺǛԃǈǇƢŵᲣǛᘍƍǇƢŵƜƷ
ئӳƴƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴዅ˄ሁǛૅƏǂƖᨂƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ
˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯଐǛኺᢅƢǔଐƱƠǇƢŵ
  ዅ˄ሁƷૅʙဌႆဃƷஊƷᄩᛐƕ࣏ᙲƳئӳ
  ᘮ̬ᨖᎍƷരʧǇƨƸዅ˄ሁƷૅʙဌưƋǔܭƷཞ७ƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊ
  ዅ˄ሁƷૅƍƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ዅ˄ሁƷૅʙဌƕႆဃƠƨҾ׆
  ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴᐱƬƨҾ׆
  ƜƷኖഘƴܭǊǔٻʙဌŴᚴഖǇƨƸɧඥӕࢽႸႎƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ЭᲭӭƴܭǊǔʙŴᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸᇹᲫᇹᲯӭƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊǇ
ƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸዅ˄ሁƷӖӕʴƷ̬ᨖڎኖዸኽƷႸႎǋƠƘƸዅ˄
ሁƷᛪ൭Ʒॖƴ᧙Ƣǔ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒዅ˄ሁƷᛪ൭ǇưƴƓƚǔʙܱ
Ჭ ЭƷᄩᛐǛƢǔƨǊŴഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔʙƴƭƍƯƷཎКƳༀ˟Ǎᛦ௹ƕɧӧഎƳئӳ
ƴƸŴЭᲬƴƔƔǘǒƣŴዅ˄ሁǛૅƏǂƖᨂƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴП
ᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯŴ࢘ᛆӲӭƴܭǊǔଐૠᲢӲӭƷƏƪᙐૠƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ
ƦǕƧǕƴܭǊǔଐૠƷƏƪஇǋٶƍଐૠᲣǛኺᢅƢǔଐƱƠǇƢŵ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷҔၲೞ᧙ǇƨƸҔࠖƴݣƢǔༀ˟ƷƏ
ƪŴༀ˟έƷਦܭƢǔ᩿ሁƷ૾ඥƴᨂܭƞǕǔༀ˟  ଐ
  ЭᇹᲬӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷࡰᜱٟඥᲢଯԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƴǋ
ƱƮƘༀ˟ƦƷ˂ƷඥˋƴǋƱƮƘༀ˟  ଐ
  ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲮӭƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷᄂᆮೞ᧙ሁƷᧉݦೞ᧙ƴǑǔҔ
ܖǇƨƸܖሁƷᅹܖ২ᘐႎƳཎКƷᛦ௹ŴЎௌǇƨƸᦷ  ܭଐ
  ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲮӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƠŴ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄
ሁƷӖӕʴǛᘮွᎍƱƠƯŴ਼௹ŴឪᚫƦƷ˂ƷДʙዓƕڼƞǕƨƜƱƕإᢊሁƔǒ
ଢǒƔưƋǔئӳƴƓƚǔŴЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲮӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƢǔŴᡛᐲŴ
ឪᚫŴЙൿሁƷДʙዓƷኽௐƴƭƍƯƷᜩݑŴ౨ݑሁƷ਼௹ೞ᧙ǇƨƸᘶЙƴݣƢǔༀ
˟  ଐ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷଐஜٳƴƓƚǔᛦ௹  ଐ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷܹяඥᲢଯԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƕ
ᢘဇƞǕƨ؏עƴƓƚǔᛦ௹  ଐ
Ხ ЭᲬƷᄩᛐǛƢǔئӳŴ˟ᅈƸዅ˄ሁǛᛪ൭ƠƨᎍᲢˊᘙᎍᲣƴᡫჷƠǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬƓǑƼᇹᲭƴਫ਼ƛǔ࣏ᙲƳʙƷᄩᛐƴᨥƠŴ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄
ሁƷӖӕʴƕദ࢘ƳྸဌƳƘ࢘ᛆᄩᛐǛڳƛŴǇƨƸƜǕƴࣖơƳƔƬƨƱƖᲢ˟ᅈƷਦܭƠ
ƨҔࠖƴǑǔ࣏ᙲƳᚮૺƴࣖơƳƔƬƨƱƖǛԃǈǇƢŵᲣƸŴ˟ᅈƸŴƜǕƴǑǓ࢘ᛆʙ
ƷᄩᛐƕࡨƠƨ᧓Ʒ๛Ʒᝧ˓ǛǘƣŴƦƷ᧓Ƹዅ˄ሁǛૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ᇹᲫƔǒЭǇưƷᙹܭƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯǋแဇƠǇƢŵ

Ძ ̬ᨖڎኖƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍƕᲬʴˌɥƋǔƱƖƸŴˊᘙᎍǛᲫʴܭǊƯƘƩƞƍŵƜƷ
ئӳŴƦƷˊᘙᎍƸŴ˂Ʒ̬ᨖڎኖᎍǛˊྸƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷˊᘙᎍƕܭǇǒƳƍƱƖǇƨƸƦƷנƕɧଢƷƱƖƸŴ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖᎍƷᲫʴƴ
ݣƠƯƠƨᘍໝƸŴ˂ƷᎍƴݣƠƯǋјщǛဃơǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕᲬʴˌɥƋǔئӳƴƸŴƦƷᝧ˓Ƹᡲ࠘ƱƠǇƢŵ
ᲲᲨ̬
̬ᨖ૰Ʒᡂ


主契約

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᇹவ
வᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴƦƷᡂ᧓ɶŴׅᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸᇹᲫ
ƴܭǊǔᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴƭƗƷ᧓ᲢஜኖഘǛᡫơƯžᡂஉſƱƍƍǇ
ƢŵᲣϋƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
  உڎኖƷئӳ
  உҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵ
ˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐǇư
  Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
  Ҟ࠰ҥˮǇƨƸ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐǇư
Წ ЭƷ̬ᨖ૰ƕڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴƍᡂǇǕŴƔƭŴƦƷଐǇưƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒Ơ
ƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ̬
ᨖڎኖᎍᲢཎኖƷ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴཎኖƷ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷӖӕʴᲣƴƍ
ƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨئ
ӳŴƦƷᡂஉƴࣖݣƢǔǋƷƱƠƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ტ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊʙဌƴᛆ࢘Ơ
ƨࢸƴŴƍᡂǇǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢǘǕǔ̬ᨖ૰ǛᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴഏƷƱƓǓ
ӕǓৢƍǇƢŵ
  ᇹᲫᇹᲫӭƷڎኖƷئӳŴ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
  ᇹᲫᇹᲬӭƷڎኖƷئӳŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ᧓ᲢᲫƔஉச
ƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢཎኖƷ̬ᨖǛૅƏƱ
ƖƸŴཎኖƷ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵ
Ხ ЭƷᙹܭƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯแဇƠǇƢŵ
Ჯ ЭᲭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴᇹவᲶዅ˄ሁƷૅ
ƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴଐǇưƴዅ˄Ʒૅʙ
ဌƕဃơƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴசᡂ̬ᨖ૰ǛૅƏǂƖዅ˄ƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵƨƩƠŴ
ዅ˄ƕࠀƠࡽƘǂƖசᡂ̬ᨖ૰ƴɧឱƢǔƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸƦƷசᡂ̬ᨖ૰Ǜƍ
ᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჱ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴଐǇưƴ̬ᨖ૰ƷᡂƷ
βᨊʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸசᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჲ ЭᲬƷئӳŴசᡂ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴᇹவᲶ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨ
ئӳᲸᇹᲬƔǒᇹᲮǇưƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛ
ᢠ৸ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺ
ែᲣƴᨂǓǇƢŵ
  ᗡೞ᧙ሁƷ˟ᅈƷਦܭƠƨӝࡈƴᡛƢǔƜƱƴǑǓƍᡂǉ૾ඥ
  ˟ᅈƷਦܭƠƨᗡೞ᧙ሁƷӝࡈਰஆƴǑǓƍᡂǉ૾ඥ
  ˟ᅈƷਦܭƠƨǯȬǸȃȈǫȸȉƴǑǓƍᡂǉ૾ඥ
  ˳ׇޓǇƨƸᨼׇǛᡫơƍᡂǉ૾ඥᲢ˳ׇޓǇƨƸᨼׇƱ˟ᅈƱƷ᧓ƴ˳ׇӕৢڎ
ኖŴᨼׇӕৢڎኖƆҔၲ̬ᨖƇǇƨƸཎКᨼׇӕৢڎኖƆҔၲ̬ᨖƇƕዸኽƞǕƯƍǔئӳ
ƴᨂǓǇƢŵᲣ
  ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴਤӋƠƯƍᡂǉ૾ඥ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴЭӲӭƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛ٭ƢǔƜƱ
ƕưƖǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƕᇹᲫᇹᲬӭŴᇹᲭӭǇƨƸᇹᲮӭưƋǔ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴ
ƦƷ̬ᨖڎኖƕ˟ᅈƷӕৢவˑƴᛆ࢘ƠƳƘƳƬƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴЭƷᙹܭƴǑǓ
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̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƯƘƩƞƍŵƜƷئӳŴ̬ᨖڎኖ
ᎍƕ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƷ٭ǛᘍƏǇưƷ᧓Ʒ̬ᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷ
ਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ

ᇹவ
வᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƴƠƨƕƬƯŴƭƗƷƱƓǓݩஹƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱ
ƕưƖǇƢŵ
  உڎኖƷئӳ
  ࢘உЎˌࢸƷᲰƔஉЎǇƨƸƔஉЎƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴ˟ᅈ
ܭƷлࡽྙư̬ᨖ૰ǛлǓࡽƖǇƢŵ
  Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
  Ĭ ݩஹƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ˟ᅈƷܭǊǔМྙưлǓࡽƖ
ǇƢŵ
  ĭ ЭĬƷᙹܭƴǑǓлǓࡽƔǕƨЭኛ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈƷܭǊǔМྙƷМऒǛƭƚƯᆢǈᇌ
ƯƯƓƖŴҞ࠰ҥˮǇƨƸ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴ̬ᨖ૰ƷᡂƴΪ࢘ƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨ
ƱƖƴŴЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔئӳƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍᲢཎኖƷ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ
ཎኖƷ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷӖӕʴᲣƴƍƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶ̬ᨖڎኖƷࣄᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖڎኖƕјщǛڂƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰ˌϋƴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴࣄǇưƷசᡂ̬ᨖ૰ǛŴ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴ
˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥưƍᡂǉƜƱƴǑǓŴ̬ᨖڎኖǛࣄƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ᇹᲫவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸƷᙹܭƸŴஜவƷئӳƴแဇƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲫவᇹᲬ
ƷžڎኖଐſƸŴžࣄଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖƷࣄƴᨥƠƯƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᲳᲨڎኖϋܾƷ٭

ᇹவ
வᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭Ჸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ࠰ŴҞ࠰ǇƨƸஉƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣ
ǛႻʝƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞ
ƍŵ
Შ
Შ̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭

ᇹவ
வᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ٭Ჸ
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医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᇹவ
வᲶ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸ

Ძ ྅ʖ᧓ɶƴዅ˄ƷૅʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴசᡂ̬ᨖ૰Ǜዅ˄Ɣǒࠀ
ƠࡽƖǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴዅ˄ƕࠀƠࡽƘǂƖசᡂ̬ᨖ૰ƴɧឱƢǔƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƦƷ྅
ʖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƴசᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჭ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƦƷ྅ʖ᧓Ʒ
ʕƢǔଐǇưƴசᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ხ ЭᲬƷசᡂ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸ྅ʖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒ
јщǛڂƍŴ˟ᅈƸŴዅ˄ƷૅƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵ

主契約

ᇹவ
வᲶ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјᲸ

Ძ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓ྅ʖ᧓ƕƋǓǇƢŵ
  உڎኖƷئӳ
  ᡂஉƷ፻உИଐƔǒଐǇư
  Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
  ᡂஉƷ፻உИଐƔǒ፻ŷஉƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǇưᲢᡂஉƷڎኖࣖ࢘ଐƕᲬஉŴ
ᲰஉŴஉƷӲଐƷئӳƴƸŴƦǕƧǕᲮஉŴᲲஉŴᲫஉƷӲଐǇưᲣ
Წ ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸŴ྅ʖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒј
щǛڂƍǇƢŵ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƓǑƼ˟ᅈƷӷॖǛࢽƯŴ̬ᨖڎኖɥƷೌМƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯǛ
ᇹɤᎍƴ১ዒƞƤǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞ
ƍŵ
ᇹவ
வᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ʒ٭Ჸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƕŴ˰Ǜ٭ƠƨƱƖƸŴƨƩƪƴ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ЭƷᡫჷƕƳƘŴ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ǜ˟ᅈƕᄩᛐưƖƳƔƬƨئӳŴ˟ᅈƕჷƬƨஇኳƷ
˰ƋƯƴႆƠƨᡫჷƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴПᢋƠƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ

主契約

Შ
ᲨڎኖƷӕෞƠȷјȷᚐᨊ

ᇹவ
வᲶᚴഖƴǑǔӕෞƠᲸ

̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷᚴഖƴǑǓ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈ
ƸŴ̬ᨖڎኖǛӕǓෞƢƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇ
Ƥǜŵ

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᇹவ
வᲶɧඥӕࢽႸႎƴǑǔјᲸ

̬ᨖڎኖᎍƕዅ˄ሁᲢ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵǇƨŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍ
ǔཎኖƷ̬ᨖŴዅ˄Ŵ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦŴஜ
வƴƓƍƯӷơŵᲣǛɧඥƴӕࢽƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴዅ˄ሁǛɧඥƴӕࢽƞƤǔႸႎǛǋ
ƬƯ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖǛјƱƠŴƢưƴƍ
ᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
ᇹவ
வᲶԓჷ፯ѦᲸ

̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴૅʙဌƷӧᏡࣱƴ᧙ƢǔᙲƳʙƷƏƪԓჷưឋբ
ƠƨʙƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴƦƷԓჷƴǑƬƯԓჷƠƯƘƩƞƍŵƨ
ƩƠŴ˟ᅈਦܭƷҔࠖƷឋբƴǑǓԓჷǛ൭ǊƨƱƖƸŴƦƷҔࠖƴݣƠƯӝ᪽ưԓჷƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
ᇹவ
வᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴॖǇƨƸٻƳᢅڂƴǑƬƯŴЭவƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕԓ
ჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬƨƔǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨئӳƴƸŴ˟
ᅈƸŴݩஹƴӼƬƯ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨࢸưǋ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƠŴ
ƭƗƷӕৢǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ዅ˄ƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵ
  ˟ᅈƸŴƢưƴዅ˄ǛૅƬƯƍǔƱƖŴǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƬƯƍǔƱƖư
ǋŴƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƠŴǇƨƸᡂǛβᨊƠƨ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƏ
ƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƷႆဃƕŴᚐᨊ
ƷҾ׆ƱƳƬƨʙܱƴǑǒƳƔƬƨƜƱǛ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ƷӖӕʴƕᚰଢ
ƠƨƱƖƸŴዅ˄ƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖ
ᎍƴᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ƷӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇƢŵ
Ჯ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
ᇹவ
வᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳᲸ

Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷئӳƴƸŴЭவƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊǛƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
  ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱǛჷƬƯƍƨƱƖǇƨƸ
ᢅڂƷƨǊჷǒƳƔƬƨƱƖ
  ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸƷԓჷǛƢǔƜƱǛڳƛ
ƨƱƖ
  ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴݣƠŴᇹவƷԓჷǛƠƳƍƜƱǛѰǊƨƱ
ƖŴǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛǔƜƱǛѰǊƨƱƖ
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  ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖዸኽƷࢸŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱǛჷǓŴƦƷʙܱǛჷƬƨଐƔǒƦƷ
ଐǛԃǊƯᲫƔஉƕኺᢅƠƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛƜƑƯஊјƴዒዓƠƯƍǔƱ
ƖŵƨƩƠŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ˌϋƴዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ
̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨئӳᲢᝧ˓ڼǑǓЭƴҾ׆ƕဃơƯƍƨƜƱƴǑǓŴ
ዅ˄ƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊƕᘍǘǕƳƍئӳǛԃǈǇƢŵᲣǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭᇹᲬӭƓǑƼᇹᲭӭƷئӳƴƸŴӲӭƴᙹܭƢǔ̬ᨖۥʼᎍƷᘍໝƕƳƔƬƨƱƠƯǋŴ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹவƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛ
ԓƛƳƔƬƨƔǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨƱᛐǊǒǕǔئӳƴƸŴᢘဇƠǇƤǜŵ

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款
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主契約

ᇹவ
வᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ

Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴܭǊǔʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴƜƷ̬ᨖڎኖǛݩஹƴӼƬ
ƯᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƕŴരʧ̬ᨖᲢ˂Ʒ̬ᨖڎኖƷരʧ̬ᨖǛԃǈŴ
̬ᨖᆔƓǑƼዅ˄ƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴᚴӕƞƤǔ
ႸႎưʙਔᐲᲢசǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴƕŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዅ˄ሁᲢ᭗ࡇᨦܹ̬
ᨖƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨ
Ƹ˂ʴƴᚴӕƞƤǔႸႎưʙਔᐲᲢசǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖሁᲢዅ˄ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷᛪ൭ƴ᧙
ƠŴ̬ᨖሁƷӖӕʴƴᚴഖᘍໝᲢசǛԃǈǇƢŵᲣƕƋƬƨئӳ
  ˂Ʒ̬ᨖڎኖƱƷᙐƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƴƔƔǔ̬ᨖ᫇ሁƷӳᚘ᫇ƕᓸƠƘᢅٻưƋ
ƬƯŴ̬ᨖСࡇƷႸႎƴӒƢǔཞ७ƕǋƨǒƞǕǔƓƦǕƕƋǔئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
  Ĭ ୧щׇŴ୧щׇՃᲢ୧щׇՃưƳƘƳƬƨଐƔǒᲯ࠰ǛኺᢅƠƳƍᎍǛԃǈǇƢŵᲣŴ
୧щׇแನՃŴ୧щ˖̞᧙ׇಅƦƷ˂ƷӒᅈ˟ႎѬщᲢˌɦžӒᅈ˟ႎѬщſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƴᛆ࢘ƢǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  ĭ Ӓᅈ˟ႎѬщƴݣƠƯሁǛ੩̓ƠŴǇƨƸ̝ܯǛ̓ɨƢǔƳƲƷ᧙ɨǛƠƯƍǔƱ
ᛐǊǒǕǔƜƱ
  Į Ӓᅈ˟ႎѬщǛɧ࢘ƴМဇƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  į ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕඥʴƷئӳŴӒᅈ˟ႎѬщƕƦƷඥʴƷኺփǛૅ
ᣐƠŴǇƨƸƦƷඥʴƷኺփƴܱឋႎƴ᧙ɨƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  İ ƦƷ˂Ӓᅈ˟ႎѬщƱᅈ˟ႎƴ᩼ᩊƞǕǔǂƖ᧙̞ǛஊƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
 ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍŴ̬ᨖሁƷӖӕʴǇƨƸӝࡈӸ፯ʴƕŴଐஜŴሁƷኺฎСᘶ
ǇƨƸᡫՠᅠഥˋƦƷ˂ƷඥˋሁƴǑƬƯŴӕࡽƢǔƜƱǛᅠഥǇƨƸСᨂƞǕƨᎍƴᛆ࢘
Ƣǔئӳ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖǋƠƘƸ˂Ʒ̬ᨖڎኖƕٻʙဌƴǑƬƯᚐᨊƞǕŴ
ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕ˂Ʒ̬ᨖᎍƱƷ᧓ưዸኽƠƨ̬ᨖ
ڎኖǋƠƘƸσฎڎኖƕٻʙဌƴǑǓᚐᨊƞǕǔƳƲƴǑǓŴ˟ᅈƷ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖ
ᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴݣƢǔ̮᫂ǛƳƍŴƜƷ̬ᨖڎኖǛዒዓƢǔƜƱǛࢳƠƑ
ƳƍᇹᲫӭƔǒᇹᲰӭǇưƴਫ਼ƛǔʙဌƱӷሁƷʙဌƕƋǔئӳ
Წ ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨࢸưǋŴ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴ
ǑƬƯƜƷ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴЭӲӭƴܭǊǔʙ
ဌƷႆဃˌࢸƴဃơƨૅʙဌƴǑǔ̬ᨖሁᲢЭᇹᲯӭƷǈƴᛆ࢘ƠƨئӳưŴЭᇹ
ᲯӭĬƔǒİǇưƴᛆ࢘ƠƨƷƕ̬ᨖሁƷӖӕʴƷǈưƋǓŴƦƷ̬ᨖሁƷӖӕʴƕ̬ᨖ
ሁƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƸŴ̬ᨖሁƷƏƪŴƦƷӖӕʴƴૅǘǕǔǂƖ̬ᨖሁǛ
ƍƍǇƢŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣǛૅǘƣŴǇƨŴЭӲӭƴܭǊǔʙဌƷႆဃˌ
ࢸƴဃơƨβᨊʙဌƴǑǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵǋƠŴƢưƴ̬ᨖሁǛૅƬƯ
ƍƨƱƖƸŴƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƠŴǇƨŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛƠƯƍƨƱƖƸŴᡂǛβᨊƠƨ
̬ᨖ૰ƷᡂƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖ
ᎍƴᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴ˂ƷƍƔƳǔᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫᇹᲰӭƷᙹܭƴ
ǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖƦƷ˂ɟЏƷՃǛૅƍǇƤǜŵ

Ჯ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫᇹᲯӭƷᙹܭƴǑƬƯ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƠƨئӳưŴ̬ᨖ
ሁƷɟᢿƷӖӕʴƴݣƠƯᇹᲬƷᙹܭǛᢘဇƠ̬ᨖሁǛૅǘƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƷƏ
ƪૅǘǕƳƍ̬ᨖሁƴࣖݣƢǔᢿЎƴƭƍƯƸЭƷᙹܭǛᢘဇƠŴƦƷᢿЎƷᚐኖ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Შ
Შᚐኖȷᚐኖ

ᇹவ
வᲶᚐኖᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯ̬ᨖڎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
主契約

ᇹவ
வᲶλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇Ჸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯλᨈዅ˄ଐ᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴ
ถ᫇ࢸƷλᨈዅ˄ଐ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவ
வᲶᚐኖᲸ

  ƜƷ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᇹவ
வᲶӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍˌٳƷᎍư̬ᨖڎኖƷᚐኖǛƢǔƜƱƕưƖǔᎍᲢˌɦŴžͺೌᎍሁſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸŴᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨƔǒᲫƔஉǛኺᢅƠƨଐƴј
щǛဃơǇƢŵ
Წ ЭƷᚐኖƕᡫჷƞǕƨئӳưǋŴᡫჷƷƴƓƍƯƭƗƷӲӭƷƢǂƯǛƨƢዅ˄ሁ
ᲢཎኖƷዅ˄ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷӖӕʴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƷӷॖǛ
ࢽƯŴЭƷ᧓ƕኺᢅƢǔǇưƷ᧓ƴŴ࢘ᛆᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƴᚐኖƷјщƕ
ဃơƨƱƢǕƹ˟ᅈƕͺೌᎍሁƴૅƏǂƖ᫇Ტဃ܍ᅔƕͺೌᎍሁƴૅǘǕƨƱƖƸŴ
ƦƷ᫇ǛࠀƠࡽƖǇƢŵᲣǛͺೌᎍሁƴૅƍŴƔƭ˟ᅈƴƦƷଓǛᡫჷƠƨƱƖƸŴЭ
ƷᚐኖƸƦƷјщǛဃơǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍưƳƍƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƷᚃଈŴᘮ̬ᨖᎍƷᚃଈǇƨƸᘮ̬ᨖᎍஜʴưƋǔƜƱ
Ჭ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸŴ࢘ᛆᚐኖƷјщƕဃơǇƨƸᇹᲬƷᙹܭƴ
ǑǓјщƕဃơƳƘƳǔǇưƴዅ˄ሁƷૅʙဌƕဃơŴƜƷ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƢǔئӳưŴ
˟ᅈƕዅ˄ሁǛૅƏǂƖƱƖƸŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇ƷᨂࡇưŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇Ǜͺೌ
ᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇ƔǒͺೌᎍሁƴૅƬƨ᫇ǛࠀƠࡽƍƨ
സ᫇ǛŴዅ˄ሁƷӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჯ ᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸŴ࢘ᛆᚐኖƷјщƕဃơǇƨƸᇹᲬƷᙹܭƴ
ǑǓјщƕဃơƳƘƳǔǇưƴŴƜƷ̬ᨖڎኖƷཎኖƷဃ܍ᅔƷૅʙဌƕဃơŴ˟ᅈƕဃ
܍ᅔǛૅƏǂƖƱƖƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ဃ܍ᅔƷ᫇ƕᇹᲬஜ૨Ʒ᫇ˌɥƷƱƖ
  ˟ᅈƸŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇ƷᨂࡇưŴဃ܍ᅔǛͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲫ
ƷᚐኖƸјщǛဃơǇƤǜŵƳƓŴͺೌᎍሁǁƷૅƷࢸƴസ᫇ƕƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸƦƷ
സ᫇Ǜဃ܍ᅔƷӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
  ဃ܍ᅔƷ᫇ƕᇹᲬஜ૨Ʒ᫇ƴឱǓƳƍƱƖ
  ˟ᅈƸŴဃ܍ᅔǛͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠ
ƨƔǒᲫƔஉǛኺᢅƠƨଐƴᚐኖƷјщǛဃơǔǋƷƱƠŴ˟ᅈƸŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇Ǜ
ᨂࡇƴᚐኖᲢӷƴૅǘǕǔǛԃǈǇƢŵᲣǛͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƳƓŴ
ͺೌᎍሁǁƷૅࢸƴസ᫇ƕƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸƦƷസ᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Შ
Შ࠰ᱫƷᚘምȷ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ

ᇹவ
வᲶ࠰ᱫƷᚘምᲸ

Ძ ᘮ̬ᨖᎍƷڎኖ࠰ᱫƸŴৎቔɥƴᚡ᠍ƞǕƨЈဃ࠰உଐǛؕแƱƠƯڎኖଐƴƓƚǔ࠰ᱫ
ưᚘምƠŴᲫ࠰சƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖƷዸኽࢸƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƸŴЭƷڎኖ࠰ᱫƴŴ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᲫബ
ǛьƑƯᚘምƠǇƢŵ
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ᇹவ
வᲶڎኖᎍᣐ࢘Ჸ

  ƜƷ̬ᨖڎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
Შ
Შј

ᇹவ
வᲶјᲸ

ዅ˄ǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᛪ൭ƢǔೌМƸŴᲭ࠰᧓ᛪ൭ƕƳƍئӳƸෞ๒ƠǇƢŵ
Შ
ᲨڎኖϋܾƷႇ

ᇹவ
வᲶڎኖϋܾƷႇᲸ

Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟
ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇ
ƢŵᲣ
  λᨈዅ˄Ʒᆔ
  λᨈዅ˄Ʒଐ᫇
  ڎኖଐᲢࣄƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄଐƱƠǇƢŵˌɦŴᇹᲬƴƓƍƯӷơŵᲣ
  ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴڎ
ኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱ
ƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟ᲢˌɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬ᨖ
ڎኖᲢλᨈዅ˄ƷƋǔཎኖǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴࣄŴ
λᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚƨئӳŴң˟ƴݣ
ƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئ
ӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƋƬƨئ
ӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛλᨈዅ˄ƷƋǔ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄŴλᨈዅ˄
Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷЙૺ
ƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ь
ƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱ
ƠǇƢŵˌɦஜƴƓƍƯӷơŵᲣƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴ
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医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

Შ
Შڎኖᎍᣐ࢘


主契約

ᇹவ
வᲶ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷڎኖ࠰ᱫƴᛚǓƕƋƬƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
  ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷڎኖ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷርٳưƋƬƨƱƖƸŴ̬ᨖ
ڎኖƸјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴܱᨥƷ
࠰ᱫƕڎኖƷ̬ᨖ૰ᘙƷஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƯƍƳƍئӳưŴᛚǓƕႆᙸƞǕƨƱƖƢưƴƦ
Ʒ࠰ᱫˌɥƴᢋƠƯƍƨƱƖƴƸŴஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƨଐƴڎኖƕዸኽƞǕƨǋƷƱǈƳƠŴ
ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƦƷڎኖƷ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠǇƢŵ
  ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷڎኖ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷርϋưƋƬƨƱƖƸŴܱᨥ
Ʒڎኖ࠰ᱫƴǋƱƮƍƯ̬ᨖ૰ǛોǊǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷࣱКƴᛚǓƕƋƬƨئӳƴƸŴܱᨥƷࣱКƴǋƱƮ
Ƙڎኖ࠰ᱫƷ̬ᨖ૰ƴોǊǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƓǑƼЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ǛોǊǔئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴឬᢅЎƕƋǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷࠀ᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴ
ƍƠǇƢŵ
  ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴɧឱЎƕƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƦƷࠀ᫇Ǜ˟ᅈƷਦ
ܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƨƩƠŴዅ˄Ʒૅʙဌ
ƕႆဃƠƨࢸƴᛚǓƕႆᙸƞǕƨئӳƸŴ˟ᅈƸŴƦƷࠀ᫇ǛૅƏǂƖዅ˄ƔǒࠀƠࡽ
ƖǇƢŵ

主契約

ڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓Უˌϋ
ƴλᨈዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍ
Ưༀ˟ƠŴƦƷኽௐǛλᨈዅ˄ƷૅƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇ
ƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴπƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟
ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛ
ᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჳ ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴλᨈዅ˄Ŵ̬ᨖڎኖƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵ
ӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧǕŴᘮσฎᎍŴλᨈσฎŴσฎڎኖƱᛠǈஆƑ
ǇƢŵ

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

Შ
ᲨඥˋሁƷો
ોദƴˤƏᘐዅ˄ሁƷૅʙဌƷ٭

ᇹவ
வᲶඥˋሁƷોദƴˤƏᘐዅ˄ሁƷૅʙဌƷ٭Ჸ

Ძ ˟ᅈƸŴͤࡍ̬ᨖඥǇƨƸƦƷ˂᧙ᡲƢǔඥˋሁᲢˌɦŴžඥˋሁſƱƍƍǇƢŵᲣƕોദ
ƞǕƨئӳưŴཎƴ࣏ᙲƱᛐǊƨƱƖƴƸŴɼѦ࠻ܫƷᛐӧǛࢽƯŴݩஹƴӼƔƬƯŴᘐዅ
˄ƓǑƼ્ݧዴၲዅ˄ᲢˌɦŴžᘐዅ˄ሁſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅʙဌǛඥˋሁƷ
ોദϋܾƴࣖơƯ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓᘐዅ˄ሁƷૅʙဌǛ٭ƢǔئӳƴƸŴᛐӧƴƋƨƬƯ˟ᅈƷܭǊ
ǔଐᲢˌɦŴžૅʙဌ٭ଐſƱƍƍǇƢŵᲣƷᲬƔஉЭǇưƴ̬ᨖڎኖᎍƴƦƷଓǛᡫჷ
ƠǇƢŵ
Ჭ ЭƷᡫჷǛӖƚƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴૅʙဌ٭ଐƷᲬᡵ᧓ЭǇưƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔ
Ʒ૾ඥǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ᘐዅ˄ሁƷૅʙဌƷ٭Ǜ১ᜄƢǔ૾ඥ
  ૅʙဌ٭ଐƷЭଐƴƜƷ̬ᨖڎኖǛᚐኖƢǔ૾ඥ
Ხ ЭƷਦܭƕƳƍǇǇŴૅʙဌ٭ଐƕПஹƠƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴǑǓЭᇹᲫӭƷ
૾ඥƕਦܭƞǕƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ

Შ
ᲨሥᠤᘶЙ

ᇹவ
வᲶሥᠤᘶЙᲸ

Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔዅ˄Ʒᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙ
ѦƷענǇƨƸዅ˄ƷӖӕʴƷ˰עǛሥᠤƢǔଐஜϋƴƋǔ૾עᘶЙᲢஜ࠻ƱƠ
ǇƢŵᲣƷǈǛǋƬƯŴӳॖƴǑǔሥᠤᘶЙƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴЭƷᙹܭǛแဇ
ƠǇƢŵ
Შ
ᲨƦƷ˂

ᇹவ
வᲶཎКவˑཎЩᲸ

Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥƴŴᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔแƴᢘ
ӳƠƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴཎܭ၌၏ȷᢿˮɧਃ̬ඥƴǑǔཎКவˑཎЩǛŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ
˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  КᘙƴܭǊǔཎܭ၌၏ᲢƜǕƱҔܖɥᙲƳ᧙̞ƕƋǔ၌၏ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ǇƨƸКᘙƴܭǊǔཎܭᢿˮƷƏƪŴ˟ᅈƕਦܭƠƨཎܭ၌၏ǇƨƸཎܭᢿˮƴဃơƨ၌
၏ǛႺƷҾ׆ƱƠŴƦƷၲǛႸႎƱƠƯ˟ᅈƷܭǊǔɧਃ̬᧓ɶƴዅ˄Ʒૅʙဌ
ƕဃơƨƱƖƸŴᇹᲱவᲶዅ˄ƷૅᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴዅ˄ǛૅƍǇ
ƤǜŵƨƩƠŴɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƳǒƼƴКᘙƴܭǊǔज़௨ၐƴǑ
ƬƯዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴƜƷᨂǓưƸƋǓǇƤǜŵǇƨŴᘮ̬ᨖᎍƕɧਃ̬
᧓ƷʕƷଐǛԃǜưዒዓƠƯλᨈƠƯƍǔئӳƴƸŴƦƷλᨈƴƭƍƯƸŴɧਃ̬᧓
ƷʕƷଐƷ፻ଐǛŴλᨈǛڼƠƨଐƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
  ஜཎЩƸŴɧਃ̬᧓ƷʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍǇƢŵ
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  ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

― 91 ―

医療保険
︹無解約払戻金︺
普通保険約款

ᇹவ
வᲶ̬ᨖ᧓Ʊ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕီƳǔئӳƷӕৢᲸ

Ძ ̬ᨖ᧓Ʊ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕီƳǔئӳƸŴᇹவᲶᚐኖᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᚐ
ኖƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƷᚐኖƸλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒ̿Ʊӷ᫇ƱƠŴ̬ᨖڎኖᎍƴૅ
ƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸưƋƬƯǋŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ
૰ƕƍᡂǇǕƯƍƳƍƱƖƸŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Წ ̬ᨖ᧓Ʊ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕီƳǔئӳưŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱ
ƖƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ЭᇹᲬӭƴᙹܭƢǔᚐኖƱӷ᫇ƷǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴ
̬ᨖڎኖᎍƸƨƩƪƴ˟ᅈƴᡫჷƠŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
  ЭӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍƳƍǇ
Ǉᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƸŴᇹவᲶ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸƷᙹܭǛแ
ဇƠǇƢŵ
Ჭ ᚐኖሁƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴᇹவᲶዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅ
ئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵǇƨŴᚐኖሁƷૅǛᛪ൭ƢǔೌМƸŴᲭ࠰᧓ᛪ൭ƕƳ
ƍئӳƸෞ๒ƠǇƢŵ


主契約

ᇹவ
வᲶਦ࠰ܭᱫࢸ̬ᨖ૰Ҟ᫇ཎЩᲸ

Ძ ஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱ
ƴǑǓŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ƸŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕЭӭƴƓƍƯਦܭƞ
Ǖƨ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫƴПᢋƢǔ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ኺᢅࢸƷƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ƴƓƚǔƜƷ
̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ƷҞ᫇ƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
  ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖ૰Ʊ̬ᨖ૰
μ᫇ᡂ᧓ኺᢅࢸƷ̬ᨖ૰ǛƋǘƤƯЭኛƢǔӕৢƸᘍƍǇƤǜŵ
  ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

ᡫᨈཎኖƆ
Ƈ
Ƈ
Ტ࠰ᲭஉଐોܭᲣ


ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ

ƜƷཎኖƸŴƭƗƷዅ˄ǛᘍƏƜƱǛɼƳႸႎƱƠƨཎኖưƢŵ

ዅ˄Ʒϋܾ
၌၏ᡫᨈዅ˄ ᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏ƷၲǛႸႎƱƠƯᡫᨈǛƠƨƱƖƴ၌၏ᡫᨈዅ˄Ǜૅ
ƍǇƢŵ
ܹᡫᨈዅ˄ ᘮ̬ᨖᎍƕͻܹƷၲǛႸႎƱƠƯᡫᨈǛƠƨƱƖƴܹᡫᨈዅ˄Ǜૅ
ƍǇƢŵ


ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ

Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛ
ዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ˟ᅈƷܭǊǔርư
ɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟ
ƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
                         
 ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇ
Ƣŵ
特約

ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƱӷɟƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǉǋƷƱƠŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕЭኛƷƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǋЭኛƱƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇ƷਦܭᲸ

  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴཎኖዅ˄᫇Ǜ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ

通院特約
︹２０１３︺

ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ
                        
Ძ ၌၏ᡫᨈዅ˄Ŵܹᡫᨈዅ˄ᲢˌɦŴዮᆅƠƯžཎኖዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ၌၏ᡫᨈዅ˄
ཎኖዅ˄ǛૅƏ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ئӳᲢˌɦŴžૅʙ ĬƭƗƷ ᴉ ƓǑƼ ᴊ ƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ဌſƱƍƍǇƢŵᲣ ᴉ ᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄƷᨥƷ
ᝧ˓ڼŵˌɦӷơŵᲣˌࢸƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢ
ǔλᨈ
ƨƩƠŴƭƗƷᲢCᲣƔǒᲢEᲣƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔλᨈǋŴ၌
၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈƱǈƳƠǇƢŵ
C ᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼ
ኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƴܭǊǔɧॾƷʙᲢˌɦŴžɧॾƷʙ
ſƱƍƍǇƢŵᲣˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǛႺƷҾ׆ƱƢǔ
λᨈ
D ᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹǛႺƷҾ׆
ƱƠƯŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸ
ƴڼƠƨλᨈ
E ᝧ˓ڼˌࢸƴڼƠƨКᘙƴܭǊǔီࠝЎۖƷƨǊƷ
λᨈ
ᴊ ɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ᲢˌɦŴ
ž၌၏λᨈዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƕૅǘǕǔλᨈ
ĭƭƗƷ ᴉ Ɣǒ ᴌ ƷƢǂƯǛƨƢᡫᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ᴉ ɥᚡĬƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨ၌၏ƷၲǛႺƷႸႎƱƢ
ǔᡫᨈ
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ᴊ ƭƗƷ C ƓǑƼ D ǛӳǘƤƨ᧓ᲢˌɦŴž၌၏ᡫᨈ᧓ſƱ
ƍƍǇƢŵᲣƴᘍǘǕƨᡫᨈ
C ɥᚡĬƷλᨈƷλᨈڼଐƷЭଐƔǒᢓƬƯଐˌϋƷ᧓
D ɥᚡĬƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐƔǒଐˌϋƷ᧓
ᴋ КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲᲢƨƩƠŴधᎍǛӓܾƢǔ
ᚨǛஊƠƳƍᚮၲǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǁƷᡫᨈ
ᴌ КᘙƴܭǊǔᡫᨈ
ᡫᨈᲫଐƋƨǓŴཎኖዅ˄᫇Ტ၌၏ᡫᨈ᧓ɶƴཎኖዅ˄᫇Ʒ
ถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷཎኖዅ˄᫇ƱƠǇƢŵᲣ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƯ
ǋཎኖዅ˄Ǜૅ
ǘƳƍئӳ
ᲢˌɦŴ
žβ
ᝧʙဌſƱƍƍǇƢŵᲣ


ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ᠃ƠƯƍǔ᧓ƴ
ဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃
ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
Ĳᘮ̬ᨖᎍƷᕤཋ̔܍
ĳҾ׆ƷƍƔǜǛբǘƣŴ᪹ᢿၐͅ፭ᲢƍǘǏǔžǉƪƏƪၐſᲣ
ǇƨƸၘư˂ᙾၐཞƷƳƍǋƷ
ĴעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĵʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ

特約

ૅ᫇



 ܹᡫᨈዅ˄
ૅʙဌ

ૅ᫇

ᡫᨈᲫଐƋƨǓŴཎኖዅ˄᫇Ტܹᡫᨈ᧓ɶƴཎኖዅ˄᫇Ʒถ
᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷཎኖዅ˄᫇ƱƠǇƢŵᲣ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᇹᲫӭƴܭǊǔβᝧʙဌƱӷơ



Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǇƨƸႆဃƠƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹǋƠƘƸɧॾ
ƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǛҾ׆ƱƠƯλᨈƠƨئӳưǋŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐ
ǛԃǊƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨࢸƴλᨈǛڼƠƨƱƖƸŴƦƷλᨈƸᝧ˓ڼˌࢸƷҾ׆ƴǑǔǋ
ƷƱǈƳƠƯŴЭƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷዅ˄ƷӖӕʴƷئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛཎኖዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
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通院特約
︹２０１３︺

ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ĬƭƗƷ ᴉ ƓǑƼ ᴊ ƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ᴉ ᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈ
ᴊ ɼڎኖƷܹλᨈዅ˄ᲢˌɦŴ
žܹλᨈዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƕૅǘǕǔλᨈ
ĭƭƗƷ ᴉ Ɣǒ ᴌ ƷƢǂƯǛƨƢᡫᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ᴉ ɥᚡĬƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲ
ǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
ᴊ ƭƗƷ C ƓǑƼ D ǛӳǘƤƨ᧓ᲢˌɦŴžܹᡫᨈ᧓ſƱ
ƍƍǇƢŵᲣƴᘍǘǕƨᡫᨈ
C ɥᚡĬƷλᨈƷλᨈڼଐƷЭଐƔǒᢓƬƯଐˌϋƷ᧓
D ɥᚡĬƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐƔǒଐˌϋƷ᧓
ᴋ КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲǁƷᡫᨈ
ᴌ КᘙƴܭǊǔᡫᨈ

Ხ ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸЭǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯཎኖዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷཎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪
ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷࢨ᪪ƷᆉࡇƴࣖơŴཎኖዅ˄Ǜμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜƱ
ƕƋǓǇƢŵ
Ჰ ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛႺƷҾ
׆ƱƠƯŴᇹᲫƴܭǊǔ၌၏ᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ

 ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍƨƦƷ၌၏ƴ᧙Ƣǔʙܱƴ
ǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄƠƨርϋư၌၏ᡫᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴ
ʙܱƷɟᢿƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩƴჷǔƜƱ
ƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
 ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴͤ
ࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜƱƕƳƍئӳƴƸŴ၌၏ᡫᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
ƨƩƠŴƦƷ၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾƠƯƍƨ
ئӳǛᨊƖǇƢŵ

特約

通院特約
︹２０１３︺

ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ

Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ
ཎኖዅ˄ƸᙐƠƯૅƍǇƤǜŵ
  ӷɟƷଐƴᲬˌׅɥᡫᨈǛƠƨƱƖ
  ᲬˌɥƷʙဌƷၲǛႸႎƱƠƨᲫׅƷᡫᨈǛƠƨƱƖ
Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴЭவᇹᲫᇹᲫӭƷ၌၏ᡫᨈዅ˄ƷૅʙဌƷĬƴܭǊǔλᨈǛᲬˌׅɥƠƨ
ئӳưŴɼኖഘƷᙹܭƴǑǓᲫׅƷλᨈƱǈƳƞǕǔƱƖƴƸŴƦƷλᨈƴƓƚǔλᨈЭࢸƷᡫ
ᨈƴƭƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
 இИƷλᨈƷλᨈڼଐƷЭଐǛЭவᇹᲫᇹᲫӭĭƴܭǊǔλᨈЭƷ၌၏ᡫᨈ᧓Ʒឪም
ଐƱƠǇƢŵ
 இኳƷλᨈᲢ၌၏λᨈዅ˄ƷૅଐૠƕɼڎኖƴƓƍƯਦܭƞǕƨᲫׅƷλᨈƴƭƍƯƷ
ૅᨂࡇଐૠǛƜƑǔئӳƴƸŴƦƷૅᨂࡇଐૠǛƜƑǔଐǛԃǜƩλᨈǛƍƍǇƢŵˌ
ɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƷᡚᨈଐƷ፻ଐǛЭவᇹᲫᇹᲫӭĭƴܭǊǔᡚᨈࢸƷ၌၏ᡫᨈ
᧓ƷឪምଐƱƠǇƢŵ
  இИƷλᨈƷᡚᨈଐࢸŴஇኳƷλᨈƷλᨈڼଐЭƴƓƚǔᡫᨈƴƭƍƯƸŴ၌၏ᡫᨈ᧓
ɶƷᡫᨈƱǈƳƠǇƢŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƕŴЭவᇹᲫᇹᲬӭƷܹᡫᨈዅ˄ƷૅʙဌƷĬƴܭǊǔλᨈǛᲬˌׅɥƠƨ
ئӳưŴɼኖഘƷᙹܭƴǑǓᲫׅƷλᨈƱǈƳƞǕǔƱƖƴƸŴƦƷλᨈƴƓƚǔλᨈЭࢸƷᡫ
ᨈƴƭƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ 
  இИƷλᨈƷλᨈڼଐƷЭଐǛЭவᇹᲫᇹᲬӭĭƴܭǊǔλᨈЭƷܹᡫᨈ᧓Ʒឪም
ଐƱƠǇƢŵ
 இኳƷλᨈᲢܹλᨈዅ˄ƷૅଐૠƕɼڎኖƴƓƍƯਦܭƞǕƨᲫׅƷλᨈƴƭƍƯƷ
ૅᨂࡇଐૠǛƜƑǔئӳƴƸŴƦƷૅᨂࡇଐૠǛƜƑǔଐǛԃǜƩλᨈǛƍƍǇƢŵˌ
ɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƷᡚᨈଐƷ፻ଐǛЭவᇹᲫᇹᲬӭĭƴܭǊǔᡚᨈࢸƷܹᡫᨈ
᧓ƷឪምଐƱƠǇƢŵ
  இИƷλᨈƷᡚᨈଐࢸŴஇኳƷλᨈƷλᨈڼଐЭƴƓƚǔᡫᨈƴƭƍƯƸŴܹᡫᨈ᧓
ɶƷᡫᨈƱǈƳƠǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕŴЭவᇹᲫᇹᲫӭƷ၌၏ᡫᨈዅ˄ƷૅʙဌƷĬƴܭǊǔλᨈǛڼƠƨƴ
ီƳǔ၌၏Ǜ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴီƳǔ၌၏Ǜ́ႆƠƨئӳưŴƦǕƧǕƷ
၌၏ƴƭƍƯλᨈƷ࣏ᙲƕƋǔƱƖƴƸŴƦƷ́ႆƠƨ၌၏ƷၲǛႸႎƱƢǔᡫᨈǛЭவᇹᲫ
ᇹᲫӭƷ၌၏ᡫᨈዅ˄ƷૅʙဌƷĭ ᴉ ƴܭǊǔᡫᨈƴԃǊǇƢŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴλᨈڼƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨɧॾƷʙᲢˌɦŴஜƴƓƍƯžɼƨǔɧॾƷ
ʙſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǔλᨈǛڼƠƨƴɼƨǔɧॾƷʙˌٳƷɧॾƷʙᲢˌɦŴஜ
ƴƓƍƯžီƳǔɧॾƷʙſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǔͻܹǛ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλ
ᨈɶƴီƳǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹǛ́ႆƠƨئӳưŴƦǕƧǕƷͻܹƴƭƍƯλᨈƷ࣏ᙲƕƋ
ǔƱƖƴƸŴƦƷ́ႆƠƨͻܹƷၲǛႸႎƱƢǔᡫᨈǛŴɼƨǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲ
ǛႸႎƱƢǔᡫᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჰ ᘮ̬ᨖᎍƕŴЭவᇹᲫᇹᲫӭƷ၌၏ᡫᨈዅ˄ƷૅʙဌƷĬƴܭǊǔλᨈǛڼƠƨƴ
ɧॾƷʙƴǑǔͻܹǛ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴɧॾƷʙƴǑǔͻܹǛ́ႆƠ
ƨئӳᲢ࢘ᛆͻܹƴƭƍƯλᨈƷ࣏ᙲƕƋǔئӳƴᨂǓǇƢŵᲣưŴܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕ
ƳƍƱƖƴƸŴ࢘ᛆͻܹƷၲǛႸႎƱƢǔᡫᨈǛŴЭவᇹᲫᇹᲫӭƷ၌၏ᡫᨈዅ˄Ʒૅ
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ʙဌƷĭ ᴉ ƴܭǊǔᡫᨈƴԃǊǇƢŵ
Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕŴЭவᇹᲫᇹᲬӭƷܹᡫᨈዅ˄ƷૅʙဌƷĬƴܭǊǔλᨈǛڼƠƨƴ
၌၏Ǜ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴ၌၏Ǜ́ႆƠƨئӳᲢ࢘ᛆ၌၏ƴƭƍƯλᨈƷ࣏
ᙲƕƋǔئӳƴᨂǓǇƢŵᲣưŴ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕƳƍƱƖƴƸŴ࢘ᛆ၌၏ƷၲǛႸ
ႎƱƢǔᡫᨈǛŴЭவᇹᲫᇹᲬӭƷܹᡫᨈዅ˄ƷૅʙဌƷĭ ᴉ ƴܭǊǔᡫᨈƴԃǊǇ
Ƣŵ
Ჲ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔଐƴཎኖዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠ
ƨئӳƴƸŴЭவᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴཎኖዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
  ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
  ܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
Ჳ ᘮ̬ᨖᎍƕŴܹᡫᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐƴ၌၏ᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠ
ƨئӳƴƸŴЭவᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ၌၏ᡫᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
ᇹᲱவᲶဇᛖƷॖ፯Ჸ

ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
 ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈſƴƸŴ፦ܾɥƷϼፗŴദࠝЎۖŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧ
کᘐŴၲϼፗǛˤǘƳƍʴ᧓ȉȃǯ౨௹ŴၲϼፗǛˤǘƳƍᕤдȷၲ૰ƷទλŴӖ
ӕƷǈƳƲƴǑǔᡫᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 ᕤཋ̔܍
žᕤཋ̔܍ſ
ƱƸŴ
࠰ᲬஉଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴܭǊǒǕƨЎႸɶƷЎဪӭ(Ŵ
(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(ƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷƱƠŴᕤཋƴ
ƸŴȢȫȒȍŴǢȘȳŴǳǫǤȳŴٻŴችᅕХນᕤŴ࠶ᙾᕤሁǛԃǈǇƢŵ
特約

ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᨂࡇᲸ
                              
Ძ ၌၏ᡫᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ၌၏ᡫᨈ᧓ɶƷૅଐૠᲢ၌၏ᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƸŴ
ଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ᡫምૅᨂࡇƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴૅଐૠǛᡫምƠƯଐƱƠǇƢŵ
Წ ܹᡫᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ܹᡫᨈ᧓ɶƷૅଐૠᲢܹᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƸŴ
ଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ᡫምૅᨂࡇƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴૅଐૠǛᡫምƠƯଐƱƠǇƢŵ

ᇹவ
வᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
 
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇ
Ƣŵ
ᇹவ
வᲶཎኖƷڂјᲸ

  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ᇹவ
வᲶཎኖƷࣄᲸ

Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋ
ƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแ
ဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவ
வᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ

  ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊ
ưƖƳƍئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ

  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
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通院特約
︹２０１３︺

ᇹᲳவᲶཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ

  ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇ
Ƣŵ

ᇹவ
வᲶཎኖƷᚐኖᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவ
வᲶཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇Ჸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯཎኖዅ˄᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇
ࢸƷཎኖዅ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ɼڎኖƷλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕᘍǘǕƨئӳưŴཎኖዅ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨ
ƱƖƴƸŴཎኖዅ˄᫇Ǜ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǇưถ᫇ƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴᇹᲫƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவ
வᲶཎኖƷෞ๒Ჸ

  ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
 ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
 ƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
  Ĭ ၌၏ᡫᨈዅ˄ƷૅଐૠƕŴ
ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᨂࡇᲸᇹᲫᇹᲬӭƴܭǊǔᡫ
ምૅᨂࡇƴᢋƠƨƱƖ
  ĭ ܹᡫᨈዅ˄ƷૅଐૠƕŴ
ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᨂࡇᲸᇹᲬᇹᲬӭƴܭǊǔᡫ
ምૅᨂࡇƴᢋƠƨƱƖ
 ၌၏λᨈዅ˄ƷૅଐૠƓǑƼܹλᨈዅ˄ƷૅଐૠƕŴƍƣǕǋɼኖഘƴܭǊǔᡫ
ምૅᨂࡇƴᢋƠƨƱƖ

特約

ᇹவ
வᲶཎኖƷᚐኖᲸ

  ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ

ᇹவ
வᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ

  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவ
வᲶሥᠤᘶЙᲸ

  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤ
ᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

通院特約
︹２０１３︺

ᇹவ
வᲶɼኖഘƷแဇᲸ

  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแ
ဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ

Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖڎ
ኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠ
ƯዸኽƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛ
Ϊ࢘Ƣǔ᧓ƷИଐᲢˌɦŴž˄ьଐſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưŴဎᡂଐ
ƴࣖơƯŴƭƗƷƱƓǓܭǊǔǋƷƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐ
ƱƠǇƢŵஜཎኖவǛᡫơƯӷơŵᲣ
  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
 ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᡂஉɶƴɼڎኖƷᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴ
ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
 ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴӷƴƍᡂǉɼڎኖƷ̬ᨖ૰Ʊӷơ྅ʖ᧓
ƕƋǓǇƢŵ
 ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷɶᡦ˄ьƸƳƔƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƯǋɼኖഘƷᙹܭƸแဇƠǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
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ᇹவ
வᲶཎКவˑཎЩᲸ

Ძ ɼڎኖƴཎКவˑཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƸŴƜƷཎኖƴཎܭ၌၏ȷᢿˮɧਃ̬ඥƴǑǔཎ
КவˑཎЩƕ˄ьƞǕǔǋƷƱƠŴƦƷཎܭ၌၏ȷᢿˮƸŴɼڎኖƷཎܭ၌၏ȷᢿˮƱӷɟƱƠ
ǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƴཎКவˑཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴɼኖഘƷཎКவˑཎЩƷᙹܭ
ǛแဇƠǇƢŵ
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通院特約
︹２０１３︺

ᇹவ
வᲶਦ࠰ܭᱫࢸ̬ᨖ૰Ҟ᫇ཎЩᲸ
                    
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ
ƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
 ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ƸŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕЭӭƴƓƍƯਦܭƞǕ
ƨ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫƴᢋƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ኺᢅࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ƴƓƚǔƜƷཎኖƷ
̬ᨖ૰ƷҞ᫇ƱƠǇƢŵ
 ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
 ɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷЭኛƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖ૰Ʊ̬ᨖ૰μ᫇
ᡂ᧓ኺᢅࢸƷ̬ᨖ૰ǛƋǘƤƯЭኛƢǔӕৢƸᘍƍǇƤǜŵ
 ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

特約

 ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᇹ
Ძ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔЭƴܭǊǔ˄ьଐᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸ
ȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƷƍƣǕƔଔƍᲢƦƷǇưƴ
ԓჷƕᘍǘǕƯƍƳƍƱƖƴƸŴԓჷƷᲣǛᝧ˓ڼƱƠǇƢŵ
 ЭӭƴܭǊǔᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒ˄ьଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴŴƭƗƷĬǇƨƸĭƷƍƣ
ǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴЭᇹᲫӭƷᙹܭᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫ
ȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƴƔƔǘǒƣŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƷ
ႺЭƷɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǛ˄ьଐƱƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬
ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠ
ǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼƷ٭ƸƋǓǇƤǜŵ
 Ĭ ཎኖዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖ
 ĭ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖ
 ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴ˄ьଐƔǒɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƱƠŴƜƷཎኖƷ̬
ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ˄ьଐƔǒɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷʕƢǔଐǇưƱƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕኳ៲ưܭǊƯƋǔƱƖ
   ˄ьଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕኳ៲ˌٳưܭǊƯƋǔƱƖ
   ˄ьଐႺЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
Ტ˄ьଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢ
ǔئӳƸƦƷࣖ࢘ଐᲣƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
 ЭӭĭƷئӳŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇Ʒ
ᡂǛᙲƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
 ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ

ࣱڡ၌၏λᨈཎኖƆƇ

Ტ࠰ᲮஉᲫଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴƭƗƷዅ˄ǛᘍƏƜƱǛɼƳႸႎƱƠƨཎኖưƢŵ

ዅ˄Ʒϋܾ
ࣱڡ၌၏λᨈዅ˄
ᘮ̬ᨖᎍƕࣱڡཎஊƷ၌၏ƴǑǓλᨈǛƠƨƱƖƴŴዅ˄Ǜ
ૅƍǇƢŵ
ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣ
ǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠ
ƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷ
ɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠ
ǇƢŵ

特約

ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ƱӷɟƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǉǋƷƱƠŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕЭኛƷ
ƱƖƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǋЭኛƱƠǇƢŵ
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ᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇ƓǑƼૅᨂࡇଐૠᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴࣱڡ၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇ǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭ
ƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ᲫׅƷλᨈƴƭƍƯƷૅᨂࡇƷଐૠᲢˌɦŴžૅᨂࡇଐૠſƱƍƍǇƢŵᲣƓǑƼᡫም
ૅᨂࡇƸɼڎኖƷૅᨂࡇƷƴࣖơƯŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵƳƓŴᡫምૅᨂࡇƱƸŴ
ཎኖዅ˄ǛૅƏλᨈଐૠǛᡫምƠƨᨂࡇǛƍƍǇƢŵ
ࣱڡ၌၏λᨈཎኖƆƇ
ɼڎኖƷૅᨂࡇƷ
ᲫׅƷλᨈƷૅᨂࡇଐૠ
ᡫምૅᨂࡇ
ଐ
ଐ
ଐ
ଐ
ଐ
ଐ
ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ
Ძ ࣱڡ၌၏λᨈዅ˄ᲢˌɦŴžཎኖዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
ཎኖዅ˄ǛૅƏ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠ
ئӳᲢˌɦŴžૅ ƨƱƖ
ʙဌſƱƍƍǇƢŵᲣ Ĭᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄƷᨥƷƜ
ƷཎኖƷᝧ˓ڼŵˌɦӷơŵᲣˌࢸƴႆ၏ƠƨКᘙƴܭǊǔ
ࣱڡཎܭ၌၏ᲢˌɦŴžࣱڡཎܭ၌၏ſƱƍƍǇƢŵᲣƷၲǛႺ
ƷႸႎƱƢǔλᨈ
ĭКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔλᨈ
ૅ᫇

λᨈᲫׅƴƭƖŴžࣱڡ၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇Ტλᨈɶƴࣱڡ၌၏λᨈ
ዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴ
ӲଐྵנƷࣱڡ၌၏λᨈዅ˄
ଐ᫇ƱƠǇƢŵᲣſgλᨈଐૠ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ


Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛҾ׆ƱƠƯλᨈƠƨئӳưǋŴᝧ˓ڼƷޓ
ƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨࢸƴλᨈǛڼƠƨƱƖƸŴƦƷλᨈƸᝧ˓ڼ
ˌࢸƷҾ׆ƴǑǔǋƷƱǈƳƠƯŴᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
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ᇹᲱவᲶཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
ᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠ
ǇƢŵ
ᇹᲳவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕ
ƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴᨥƠƯԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇ
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ᇹᲰவᲶဇᛖƷॖ፯Ჸ
  ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
 ၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
  žၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ̊ƑƹŴ፦ܾɥƷϼፗŴ
ദࠝЎۖŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧکᘐŴၲϼፗǛˤǘƳƍʴ᧓ȉȃǯ౨௹ŴҥƳ
ǔ၅іŴᡫᨈɧ̝ƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 λᨈƷଐૠƕᲫଐƱƳǔλᨈ
  λᨈƷଐૠƕᲫଐƱƳǔλᨈƴƭƍƯƸŴλᨈଐƱᡚᨈଐƕӷɟƷଐưƋǔئӳưŴҔᅹᚮ
ၲإᣛໜૠᘙƴƓƚǔλᨈؕஜ૰ƷૅƷஊƳƲǛӋᎋƴƠƯЙૺƠǇƢŵ

特約

Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷዅ˄ƷӖӕʴƷئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹ
ܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛཎኖዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ხ ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸЭǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕཎኖዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛᲬˌׅɥƠŴƔƭŴƦǕƧǕƷλᨈƷႺ
ƷҾ׆ƱƳƬƨࣱڡཎܭ၌၏ƕӷɟƔǇƨƸҔܖɥᙲƳ᧙̞ƕƋǔƱƖƸŴᲫׅƷλᨈƱ
ǈƳƠƯᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵƨƩƠŴཎኖዅ˄ƕૅǘǕǔƜƱƴƳƬƨஇኳƷλ
ᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸƴڼƠƨλᨈƴƭƍƯƸŴૼƨƳ
λᨈƱǈƳƠǇƢŵ
Ჰ ᘮ̬ᨖᎍƕࣱڡཎܭ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨƴီƳǔࣱڡཎܭ၌၏Ǜ́ႆ
ƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴီƳǔࣱڡཎܭ၌၏Ǜ́ႆƠƨئӳƴƸŴƦƷλᨈڼƷ
ႺƷҾ׆ƱƳƬƨࣱڡཎܭ၌၏ƴǑǓዒዓƠƯλᨈƠƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕࣱڡཎܭ၌၏ˌٳƷʙဌƴǑƬƯλᨈǛƠŴƦƷλᨈɶƴࣱڡཎܭ၌၏ƷၲǛ
ڼƠƨئӳƴƸŴƦƷࣱڡཎܭ၌၏ƷၲǛڼƠƨƱ˟ᅈƕᛐǊƨଐƔǒƦƷၲǛኳʕ
ƠƨଐǇưƷλᨈƴƭƍƯƸŴᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჲ ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛҾ׆Ʊ
ƠƯŴᇹᲫƴܭǊǔཎኖዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍƨƦƷ၌၏ƴ᧙Ƣǔʙܱ
ƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄƠƨርϋưཎኖዅ˄ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴ
ʙܱƷɟᢿƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩƴჷǔƜƱ
ƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
 ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴ
ͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜƱƕƳƍئӳƴƸŴཎኖዅ˄ǛૅƍǇƢŵƨ
ƩƠŴƦƷ၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾƠƯƍƨئ
ӳǛᨊƖǇƢŵ

Ƣŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯࣱڡ၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇ᲢˌɦŴžཎኖዅ˄᫇ſƱƍƍǇƢŵᲣ
Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷཎኖዅ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦ
Ǉǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ɼڎኖƷλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕᘍǘǕƨئӳưŴཎኖዅ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛƜƑ
ƨƱƖƴƸŴཎኖዅ˄᫇Ǜ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǇưถ᫇ƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴᇹᲫƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
  ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ƜƷཎኖƷᡫምૅᨂࡇƴᢋƠƨƱƖ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
特約
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ᇹவᲶڎኖϋܾƷႇᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟
ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇ
ƢŵᲣ
 λᨈዅ˄Ʒᆔ
 λᨈዅ˄Ʒଐ᫇
 ڎኖଐᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄଐǇƨƸཎ
ኖƷɶᡦ˄ьଐƱƠǇƢŵˌɦŴᇹᲬƴƓƍƯӷơŵᲣ
 ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴڎ
ኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱ
ƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟ᲢˌɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬ᨖ
ڎኖᲢλᨈዅ˄ƷƋǔཎኖǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴࣄŴ
λᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚƨئӳŴң˟ƴݣ
ƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئ
ӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƋƬƨئ
ӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛλᨈዅ˄ƷƋǔ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄŴλᨈዅ˄
Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷЙૺ
ƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ь
ƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱ
ƠǇƢŵˌɦஜƴƓƍƯӷơŵᲣƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴ
ڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓Უˌϋ
ƴλᨈዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍ
Ưༀ˟ƠŴƦƷኽௐǛλᨈዅ˄ƷૅƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇ
ƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴ
ႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴπƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟
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ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛ
ᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჳ ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴλᨈዅ˄Ŵ̬ᨖڎኖƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵ
ӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧǕŴᘮσฎᎍŴλᨈσฎŴσฎڎኖƱᛠǈஆƑ
ǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥ
ᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
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女性疾病入院特約
︹２０１３︺



特約

ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖ
ڎኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄
ьƠƯዸኽƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ǛΪ࢘Ƣǔ᧓ƷИଐᲢˌɦŴž˄ьଐſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưŴဎᡂ
ଐƴࣖơƯŴƭƗƷƱƓǓܭǊǔǋƷƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘
ଐƱƠǇƢŵஜཎኖவǛᡫơƯӷơŵᲣ
  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᡂஉɶƴɼڎኖƷᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴ
ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
  ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴӷƴƍᡂǉɼڎኖƷ̬ᨖ૰Ʊӷơ྅ʖ
᧓ƕƋǓǇƢŵ
  ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƷɶᡦ˄ьƸƳƔƬƨǋƷƱǈƳ
ƠǇƢŵƜƷئӳŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƯǋɼኖഘƷᙹܭƸแဇƠǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔЭƴܭǊǔ˄ьଐᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬ
ǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƷƍƣǕƔଔƍᲢƦƷǇư
ƴԓჷƕᘍǘǕƯƍƳƍƱƖƴƸŴԓჷƷᲣǛᝧ˓ڼƱƠǇƢŵ
  ЭӭƴܭǊǔᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒ˄ьଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴཎኖዅ˄ƷૅʙဌǇ
ƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴЭᇹᲫӭƷᙹܭᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰ
ஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƴƔƔ
ǘǒƣŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƷႺЭƷɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǛ˄ьଐƱƠŴƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼƷ٭ƸƋǓǇƤǜŵ
  ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴ˄ьଐƔǒɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƱƠŴƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ˄ьଐƔǒɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷʕଐǇưƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕኳ៲ưܭǊƯƋǔƱƖ
   ˄ьଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕኳ៲ˌٳưܭǊƯƋǔƱƖ
  ˄ьଐႺЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢ˄ьଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲ
ƢǔئӳƸƦƷࣖ࢘ଐᲣƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ЭӭĭƷئӳŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇Ʒ
ᡂǛᙲƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ

ᇹவᲶਦ࠰ܭᱫࢸ̬ᨖ૰Ҟ᫇ཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑ
ǓŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ƸŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕЭӭƴƓƍƯਦܭƞ
Ǖƨ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫƴᢋƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƱƠǇ
Ƣŵ
  ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ኺᢅࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ƴƓƚǔƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ૰ƷҞ᫇ƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
  ɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷЭኛƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖ૰Ʊ̬ᨖ૰μ᫇
ᡂ᧓ኺᢅࢸƷ̬ᨖ૰ǛƋǘƤƯЭኛƢǔӕৢƸᘍƍǇƤǜŵ
  ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

特約

ᇹவᲶཎКவˑཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥƴŴᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔแƴᢘӳƠ
ƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴཎܭ၌၏ȷᢿˮɧਃ̬ඥƴǑǔཎКவˑཎЩǛŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯ
ዸኽƠǇƢŵ
Წ ɼڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳưŴɼڎኖƴཎКவˑཎЩƕ
˄ьƞǕƯƍǔƱƖᲢКᘙƷᲨီࠝЎۖȷီࠝ۔کᲢࠔྛЏǛԃǉŵᲣƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴ
ƜƷཎኖƴཎܭ၌၏ȷᢿˮɧਃ̬ඥƴǑǔཎКவˑཎЩƕ˄ьƞǕǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴ
ɧਃ̬ƱƳǔཎܭ၌၏ƸŴɼڎኖƷཎܭ၌၏ƱӷɟƱƠǇƢŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƴཎКவˑཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴɼኖഘƷཎКவˑཎЩƷᙹ
ܭǛแဇƠǇƢŵ

女性疾病入院特約
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ዮӳέᡶҔၲཎኖƆƇ

Ტ࠰ᲰஉଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴƭƗƷዅ˄ǛᘍƏƜƱǛɼƳႸႎƱƠƨཎኖưƢŵ

ዅ˄Ʒϋܾ
έᡶҔၲዅ˄
ᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏ǇƨƸͻܹƷၲǛႸႎƱƠƯέᡶҔၲǛӖƚƨƱ
Ɩƴዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣ
ǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ˟ᅈƷܭǊǔር
ưɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷ
ɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠ
ǇƢŵ

ૅ᫇



έᡶҔၲƴƔƔǔ২ᘐ૰ƷƏƪᘮ̬ᨖᎍƕਃƠƨᝲဇƱӷ᫇ŵ
ƳƓŴƭƗƷĬ᳸İƷᝲဇƳƲŴέᡶҔၲƴƔƔǔ২ᘐ૰ˌٳƷᝲဇƸ
ԃǇǕǇƤǜŵ
ĬКᘙƴܭǊǔඥࢷƴǋƱƮƖዅ˄ƷݣᝋƱƳǔᝲဇ
ᲢᐯࠁਃᢿЎ
ǛԃǉŵᲣ
ĭέᡶҔၲˌٳƷᚸ̖ၲƷƨǊƷᝲဇ
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総合先進医療特約
︹２０１２︺

ᇹᲮவᲶέᡶҔၲዅ˄ƷૅᲸ
Ძ έᡶҔၲዅ˄ƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
έᡶҔၲዅ˄Ǜૅ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢၲǛӖƚ
ƏئӳᲢˌɦŴžૅ ƨƱƖ
ʙဌſƱƍƍǇƢŵᲣ Ĭᝧ˓ڼ
ᲢƜƷཎኖƷࣄƕᘍƳǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄƷᨥƷᝧ
˓ڼŵˌɦӷơŵᲣˌࢸƴဃơƨƭƗƷᲢᴉᲣƔǒᲢᴋᲣƷƍƣǕ
ƔǛႺƷҾ׆ƱƢǔၲŵ
ᴉ ၌၏ᲢКᘙƴܭǊǔီࠝЎۖᲢˌɦŴžီࠝЎۖſƱƍƍǇƢŵᲣ
ǛԃǈǇƢŵᲣ
ᴊ ɼኖഘƴܭǊǔɧॾƷʙᲢˌɦŴžɧॾƷʙſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƴǑǔͻܹ
ᴋ ɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹ
ĭКᘙƴܭǊǔέᡶҔၲƴǑǔၲ
ᲢˌɦŴ
žέᡶҔၲſ
ƱƍƍǇƢŵ
Უ
ĮКᘙƴܭǊǔඥࢷƴǋƱƮƘ̬ᨖҔၲೞ᧙ưӖƚƨၲ
Ტ࢘ᛆၲ
ƝƱƴҽဃіٻᐫƕܭǊǔᚨؕแƴᢘӳƢǔ̬ᨖҔၲೞ᧙ưᘍǘ
ǕǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣ

特約

ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴ˟ᅈܭƷርưܭǊǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱӷɟƱƠǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǉǋƷƱƠŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕЭኛƷ
ƱƖƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǋЭኛƱƠǇƢŵ
Ხ ࠰ڎኖǇƨƸҞ࠰ڎኖƴƓƍƯŴƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳ
ƘƳƬƨئӳŴƦƷᡂஉƴࣖݣƢǔǋƷƱƠƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ტ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊʙ
ဌƴᛆ࢘ƠƨࢸƴŴƍᡂǇǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢǘǕǔ̬ᨖ૰ǛᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴ
˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣ
Ơƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴ̬ᨖƷӖӕʴᲣƴ
ૅƍǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷئӳƸૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ЭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌ
ɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ĮᢠܭၲƷƨǊƷᝲဇ
įʙၲƷƨǊƷᝲဇ
İဃၲƷƨǊƷᝲဇ
Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƯ
ǋέᡶҔၲዅ˄Ǜ
ૅǘƳƍئӳᲢˌ
ɦŴžβᝧʙဌſƱƍ
ƍǇƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơ
ƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠ
Ưƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
Ĳᘮ̬ᨖᎍƷᕤཋ̔܍
ĳҾ׆ƷƍƔǜǛբǘƣŴ᪹ᢿၐͅ፭ᲢƍǘǏǔžǉƪƏƪၐſᲣǇƨ
Ƹၘư˂ᙾၐཞƷƳƍǋƷ
ĴעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĵʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ



特約

総合先進医療特約
︹２０１２︺

Წ ƜƷཎኖƴƓƍƯžၲſƱƸŴᚮݑŴᕤдǇƨƸၲ૰ƷૅዅƓǑƼϼፗŴᘐƦƷ˂
ƷၲǛƍƍǇƢŵ
Ჭ έᡶҔၲዅ˄ƷᡫምૅᨂࡇƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴέᡶҔၲዅ˄Ʒૅ᫇Ǜ
ᡫምƠƯɢόƱƠǇƢŵ
Ხ έᡶҔၲዅ˄ǛૅƏئӳưŴƢưƴૅƬƨέᡶҔၲዅ˄Ʒૅ᫇ƱƷӳᚘ᫇ƕ
ɢόǛƜƑǔƱƖƴƸŴɢόƔǒƢưƴૅƬƨέᡶҔၲዅ˄Ʒૅ᫇ǛࠀƠࡽƍƨ᫇
ǛૅƍǇƢŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯέᡶҔၲዅ˄Ʒૅʙဌ
ƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷཎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏ
ǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷࢨ᪪ƷᆉࡇƴࣖơŴέᡶҔၲዅ˄Ǜμ᫇ǇƨƸЪถ
ƠƯૅƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჰ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ƷӖӕʴƷئӳƴƸŴᇹ
ᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛέᡶҔၲዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჱ έᡶҔၲዅ˄ƷӖӕʴƸЭǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Ჲ ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƷ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠ
ƯŴᇹᲫƴܭǊǔέᡶҔၲዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍƨƦƷ၌၏ƴ᧙Ƣǔʙܱ
ƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄƠƨርϋưέᡶҔၲዅ˄ǛૅƍǇƢŵƨƩ
ƠŴʙܱƷɟᢿƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩƴჷǔ
ƜƱƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
 ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴ
ͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜƱƕƳƍئӳƴƸŴ
έᡶҔၲዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
ƨƩƠŴƦƷ၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾƠƯƍƨ
ئӳǛᨊƖǇƢŵ
ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  έᡶҔၲዅ˄ᲢˌɦŴཎኖዅ˄ƱƍƍǇƢŵᲣƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئƴƭƍ
ƯƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲰவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠ
ǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
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ᇹᲲவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕ
ƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵǇƨŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴƜƷཎኖƕڂјƠƨئӳƸŴƜ
ƷཎኖƕјщǛڂƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰ˌϋƴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠŴ
˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴࣄǇưƷசᡂ̬ᨖ૰ǛŴ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾
ඥưƍᡂǉƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖǛࣄƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨƱƖƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแ
ဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹᲳவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛ
ᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇ
Ƣŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

特約

ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
 ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
 ཎኖዅ˄Ʒૅ᫇ƕŴᇹᲮவᲶέᡶҔၲዅ˄ƷૅᲸᇹᲭƴܭǊǔᡫምૅᨂࡇƴ
ᢋƠƨƱƖ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
  ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
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総合先進医療特約
︹２０１２︺

ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ƋǒƔơǊ̬ᨖڎኖᎍƔǒКെƷဎЈƕƳƍƱƖƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓
ʕƷଐƷᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜƷཎኖᲢƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬
ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕ
ƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕ˟ᅈƷ
ܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
 ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍƱƖ
Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱӷɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩ
ƠŴૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷଐǛƜƑǔئӳ
ƴƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷଐǇưჺƠƯƜƷཎኖǛૼ
ƠǇƢŵ
 ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴƜƷཎኖǛૼƢǔئӳƴƸŴૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓Ƹ࠰ƱƠǇƢŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ǜ٭ƠƯૼƢǔƜ
ƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴૼଐƴƓƚǔƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑƬƯᚘምƠǇ
Ƣŵ
Ჰ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƢǔئӳŴૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ
̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉƱƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠ
ǇƢŵƜƷئӳƴƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴ

特約

総合先進医療特約
︹２０１２︺

ƳǒƼƴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჱ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖƷૼƸƳƔ
ƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱ
ƠǇƢŵ
Ჲ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƠƳƍئӳŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘ
ምƠƨૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ˟ᅈƷܭǊǔ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜ
ƷئӳŴૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖ
ƸŴƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞ
ƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჳ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴƜƷཎኖǛૼƢǔئӳƴƸŴЭᲭƓǑƼᇹᲭவᲶཎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸᇹᲭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷƱƓǓ
ƱƠǇƢŵ
 ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƓǑƼᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែƓǑƼׅૠᲣ
ƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
Ĭ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƸŴ˟ᅈƷਦܭƠƨᗡೞ᧙ሁƷӝࡈਰஆƴǑǓƍᡂǉ૾
ඥǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨǯȬǸȃȈǫȸȉƴǑǓƍᡂǉ૾ඥƷƍƣǕƔƴᨂǓǇƢŵ
ĭ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƸ࠰ƱƠǇƢŵƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƕ˟ᅈƷܭǊǔ
வˑǛƨƢƱƖƸŴஉǇƨƸҞ࠰ǁƷ٭ǛဎЈǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴᇹ
ᲮӭƴǑǓӷƴƍᡂǉ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǛӳምƠƨ᫇ưЙܭƠǇƢŵ
 ЭӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉئӳƴƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ̬ᨖ૰
ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴƳǒƼƴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳƷᙹ
ܭǛแဇƠǇƢŵ
 ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔ
ƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
 ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴƓƍƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉǂƖ˂ƷཎኖƕƋǔƱƖƸŴƦ
ƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǉǋƷƱƠǇƢŵ
 ᇹᲮவᲶέᡶҔၲዅ˄ƷૅᲸŴᇹᲰவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸƓǑƼᇹᲳவᲶԓჷ
፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓
ƱૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵǇƨŴૼࢸƷƜƷ
ཎኖƴƭƍƯŴᇹᲮவᇹᲭƓǑƼᇹᲮƷᡫምૅᨂࡇƴ᧙ƢǔᙹܭǛᢘဇƢǔƱƖƸŴ
ૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƴƓƍƯૅǘǕƨཎኖዅ˄Ʒૅ᫇ǛԃǈǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘဇƞǕǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫ
ჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒཎƴဎЈƕƳƍ
ᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƢǔƜƱƕ
ƋǓǇƢŵƜƷئӳŴᇹƷᙹܭǛแဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂Ʒཎ
ኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶܭƔǒኳ៲ǁƷ٭Ჸ
Ძ ƜƷཎኖƕЭவᇹᲬᇹᲫӭƷᙹܭƴᛆ࢘ƠƨƱƖƴƸŴƜƷཎኖƷʕƷଐƷᲬƔஉЭǇ
ưƴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈǔƜƱƴǑǓŴЭவᇹᲭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƓǑ
Ƽ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ǜኳ៲ƴ٭ƠƯૼƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᛪ൭ǛᘍƏƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǓŴ̬ᨖ᧓ǛܭƔǒኳ៲ǁ٭ƠƨئӳƴƸŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶඥˋሁƷોദƴˤƏཎኖዅ˄ƷૅʙဌƷ٭Ჸ
Ძ ˟ᅈƸŴͤࡍ̬ᨖඥǇƨƸƦƷ˂᧙ᡲƢǔඥˋሁᲢˌɦŴžඥˋሁſƱƍƍǇƢŵᲣƕોദ
ƞǕƨئӳưŴཎƴ࣏ᙲƱᛐǊƨƱƖƴƸŴɼѦ࠻ܫƷᛐӧǛࢽƯŴݩஹƴӼƔƬƯŴཎኖዅ
˄ƷૅʙဌǛඥˋሁƷોദϋܾƴࣖơƯ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓཎኖዅ˄ƷૅʙဌǛ٭ƢǔئӳƴƸŴᛐӧƴƋƨƬƯ˟ᅈƷܭǊǔ
ଐᲢˌɦŴžૅʙဌ٭ଐſƱƍƍǇƢŵᲣƷᲬƔஉЭǇưƴ̬ᨖڎኖᎍƴƦƷଓǛᡫჷƠ
ǇƢŵ
Ჭ ЭƷᡫჷǛӖƚƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴૅʙဌ٭ଐƷᲬᡵ᧓ЭǇưƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔ
Ʒ૾ඥǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
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  ཎኖዅ˄ƷૅʙဌƷ٭Ǜ১ᜄƢǔ૾ඥ
  ૅʙဌ٭ଐƷЭଐƴƜƷཎኖǛᚐኖƢǔ૾ඥ
Ხ ЭƷਦܭƕƳƍǇǇŴૅʙဌ٭ଐƕПஹƠƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴǑǓЭᇹᲫӭƷ
૾ඥƕਦܭƞǕƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥ
ᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶዮӳέᡶҔၲཎኖǛዮӳέᡶҔၲཎኖƆƇƴ٭ƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ዮӳέᡶҔၲཎኖᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯž٭ЭཎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴƭƗƷƍƣǕƔ
ƴᛆ࢘ƢǔئӳǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍᢠ৸ǛӖƚǔƜƱƳƘŴዮӳέᡶҔၲཎኖƆƇᲢˌɦŴ
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総合先進医療特約
︹２０１２︺

ᇹவᲶཎКவˑཎЩᲸ
Ძ ɼڎኖƴཎКவˑཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƸŴƜƷཎኖƴཎܭ၌၏ȷᢿˮɧਃ̬ඥƴǑǔ
ཎКவˑཎЩƕ˄ьƞǕǔǋƷƱƠŴƦƷཎܭ၌၏ȷᢿˮƸŴɼڎኖƷཎܭ၌၏ȷᢿˮƱӷɟ
ƱƠǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƴཎКவˑཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴɼኖഘƷཎКவˑཎЩƷᙹ
ܭǛแဇƠǇƢŵ

特約

ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖ
ڎኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄
ьƠƯዸኽƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ǛΪ࢘Ƣǔ᧓ƷИଐᲢˌɦŴž˄ьଐſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưŴဎᡂ
ଐƴࣖơƯŴƭƗƷƱƓǓܭǊǔǋƷƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
 ɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘
ଐƱƠǇƢŵஜཎኖவǛᡫơƯӷơŵᲣ
  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
 ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᡂஉɶƴɼڎኖƷᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴ
ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
 ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴӷƴƍᡂǉɼڎኖƷ̬ᨖ૰Ʊӷơ྅ʖ
᧓ƕƋǓǇƢŵ
 ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƷɶᡦ˄ьƸƳƔƬƨǋƷƱƠǇ
ƢŵƜƷئӳŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƯǋɼኖഘƷᙹܭƸแဇƠǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔЭƴܭǊǔ˄ьଐᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬ
ǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƷƍƣǕƔଔƍᲢƦƷǇư
ƴԓჷƕᘍǘǕƯƍƳƍƱƖƴƸŴԓჷƷᲣǛᝧ˓ڼƱƠǇƢŵ
 ᇹᲫӭƴܭǊǔᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒ˄ьଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴཎኖዅ˄Ʒૅʙဌ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴЭᇹᲫӭƷᙹܭᲢ̬ᨖ૰ӝࡈ
ਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƴƔ
ƔǘǒƣŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƷႺЭƷɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǛ˄ьଐƱƠŴƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼƷ٭ƸƋǓǇƤǜŵ
 ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴ˄ьଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
 ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ

特約

ஜவƴƓƍƯžࢸ٭ཎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
 ٭ଐƴƓƚǔƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
 ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕʕƠƯƍǔƱƖ
 ٭ЭཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƕβᨊƞǕƯƍǔƱƖ
 ٭ЭཎኖƷ̬ᨖ૰ƕЭኛƞǕƯƍǔƱƖ
 ƦƷ˂˟ᅈƷܭǊǔᙲˑǛƨƞƳƍƱƖ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑƬƯ٭ƕᘍǘǕƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
 ࢸ٭ཎኖƷ˄ьƴᨥƠƯƸŴᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
 ࢸ٭ཎኖƷ˄ьଐǛ٭ଐƱƠŴЭӭƓǑƼᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹ
ᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷଐǛᝧ˓ڼƱƠǇƢŵ
 ٭ЭཎኖƸŴࢸ٭ཎኖƷᝧ˓ڼƱӷƴᚐኖƞǕǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴ٭
ЭཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
 ࢸ٭ཎኖƷᇹᲮவᲶέᡶҔၲዅ˄ƷૅᲸƓǑƼᇹᲳவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊᲸƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴ٭ЭཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊࢸ٭ཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛዒዓƠ
ƨ̬ᨖ᧓ƱǈƳƠǇƢŵ
 ᇹᲮவᇹᲭƓǑƼᇹᲮƷᡫምૅᨂࡇƴ᧙ƢǔᙹܭǛᢘဇƢǔƱƖƸŴ٭Эཎኖư
ૅǘǕƨཎኖዅ˄Ʒૅ᫇ǋԃǈǇƢŵ
Ჭ ࢸ٭ཎኖƷཎኖዅ˄ƷૅƸŴᇹᲮவƴܭǊǔǄƔŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
٭ଐǑǓЭƴҔࠖƷᚮၲǛӖƚƯƍƨ၌၏ǇƨƸͻܹǛႺƷҾ׆ƱƠƯŴ
ࢸ٭ཎኖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔέᡶҔၲᲢˌɦŴžέᡶҔၲſƱƍƍǇƢŵᲣǛӖƚƨئ
ӳŴ٭ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰ˌϋƴ࢘ᛆέᡶҔၲǛӖƚƨƱƖƸ٭ЭཎኖƷέᡶҔ
ၲዅ˄ƷૅƷᙹܭǛᢘဇƢǔǋƷƱƠŴƜǕǑǓࢸƴ࢘ᛆέᡶҔၲǛӖƚƨƱƖƸ٭
ࢸཎኖƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕŴ٭ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰ǛኺᢅƠƨଐǛਬǜưᙐૠׅƴǘƨǔɟƭƷ
έᡶҔၲǛӖƚƨئӳưŴƦƷၲƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨ၌၏ǇƨƸͻܹƴƭƍƯŴ٭ଐ
ǑǓЭƴҔࠖƷᚮၲǛӖƚƯƍƨƱƖƴƸŴ٭ЭཎኖƷέᡶҔၲዅ˄ƷૅƷᙹܭǛᢘ
ဇƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕŴ٭ଐǛਬǜưᙐૠׅƴǘƨǔɟƭƷέᡶҔၲǛӖƚƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸཎ
ኖዅ˄ǛᙐƠƯૅƍǇƤǜŵƜƷئӳŴ٭ЭཎኖƷૅʙဌƴƷǈᛆ࢘ƠƨǋƷƱ
ƠǇƢŵ

総合先進医療特約
︹２０１２︺
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ɤٻ၌၏ɟཎኖ



Ტ࠰ᲭஉଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ

ƜƷཎኖƸŴƭƗƷዅ˄ǛᘍƏƜƱǛɼƳႸႎƱƠƨཎኖưƢŵ

ዅ˄Ʒϋܾ
ɤٻ၌၏ɟ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴɤٻ၌၏ᲢƕǜŴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶᲣƴǑǓ
ܭƷཞ७ƴᛆ࢘Ơƨئӳƴɤٻ၌၏ɟǛૅƍǇƢŵ

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ

Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛ
ዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯ
ዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟ
ƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇ
Ƣŵ

特約

ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ
ɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƱӷɟƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǉǋƷƱƠŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕЭኛƷƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǋЭኛƱƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶƕǜƷܭ፯ƓǑƼᚮૺᄩܭᲸ
Ძ ƜƷཎኖƴƓƍƯžƕǜſƱƸŴКᘙƴܭǊǔफࣱૼဃཋǛƍƍǇƢŵ
Წ ƕǜƷᚮૺᄩܭƸŴଐஜƷҔࠖƷǛਤƭᎍᲢଐஜƷҔࠖƷǛਤƭᎍƱӷሁƱ˟ᅈƕᛐ
ǊƨଐஜٳƷҔࠖǛԃǈǇƢŵˌɦŴžҔࠖſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑƬƯŴ၏ྸኵጢܖႎᙸ
Ტဃ౨ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƴǑǓƳƞǕƨǋƷưƳƚǕƹƳǓǇƤǜŵƨƩƠŴ၏ྸኵ
ጢܖႎᙸƕࢽǒǕƳƍئӳƴƸŴƦƷ˂ƷᙸƴǑǔᚮૺᄩܭǋᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ
                        
Ძ ɤٻ၌၏ɟᲢˌɦŴžཎኖዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
ཎኖዅ˄ǛૅƏ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷĬǇƨƸĭƷƍƣǕƔƴ
ئӳᲢˌɦŴžૅ ᛆ࢘ƠƨƱƖ
ʙဌſƱƍƍǇƢŵᲣ
 ĬᇹᲫׅƷཎኖዅ˄
ƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ᴉ ᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭȶஉǛኺᢅƠƨଐ
Ʒ፻ଐᲢˌɦŴžƕǜƷᝧ˓ڼଐſᲢèᲫᲣƱƍƍǇƢŵᲣˌࢸ
ƴŴИǊƯƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƱƖ
ᴊ ᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄƷᨥƷ
ᝧ˓ڼŵˌɦӷơŵᲣˌࢸƴႆ၏ƠƨКᘙƴܭǊǔࣱ࣯࣎ሂ
యصǇƨƸᏯҡɶƷၲǛႺƷႸႎƱƠƨƭƗƷƢǂƯǛƨ
ƢᘐǛӖƚƨƱƖ
 C КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔᘐ
 D КᘙƴܭǊǔπႎҔၲ̬ᨖСࡇᲢˌɦŴ
žπႎҔၲ̬ᨖСࡇſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙᲢˌ
ɦŴžҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙſƱƍƍǇƢŵᲣƴŴᘐ૰Ʒምݣܭ
ᝋƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝᲢπႎҔၲ̬ᨖСࡇƴƓƍƯ̬
ᨖዅ˄ƕᘍǘǕƨƔԁƔǛբƍǇƤǜŵˌɦӷơŵᲣ
ᴋ ᝧ˓ڼˌࢸƴႆ၏ƠƨКᘙƴܭǊǔࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸ
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ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄᫇ƷਦܭᲸ

̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴཎኖዅ˄᫇Ǜ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ


ᏯҡɶƷၲǛႺƷႸႎƱƠƨƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠ
ƨƱƖᲢèᲬᲣ
C КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔ
λᨈ
D λᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌɥƷλᨈ
ĭᇹᲬࢸˌׅƷཎኖዅ˄
ႺЭƷཎኖዅ˄Ʒૅʙဌᛆ࢘ଐƷޓƢǔஉƷИଐƔǒƦƷଐǛ
ԃǊƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐᲢˌɦŴ
žૅؕแଐſƱƍƍǇƢŵᲣ
ˌࢸƴŴƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ᴉ ƕǜƷᝧ˓ڼଐˌࢸƴƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
 C ИǊƯƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨئӳ
ƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƱƖ
D ɥᚡ C ˌٳƷئӳ
ƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
÷ ƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍǔƜƱ
ø ƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ù КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙƴܭ
ǊǔλᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ᴊ ᝧ˓ڼˌࢸƴႆ၏ƠƨКᘙƴܭǊǔࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸ
ᏯҡɶƷၲǛႺƷႸႎƱƠƨƭƗƷƢǂƯǛƨƢᘐǛӖ
ƚƨƱƖ
 C КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔᘐ
 D КᘙƴܭǊǔπႎҔၲ̬ᨖСࡇƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔҔ
ᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴŴᘐ૰ƷምݣܭᝋƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮ
ၲᘍໝ
ᴋ ᝧ˓ڼˌࢸƴႆ၏ƠƨКᘙƴܭǊǔࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸ
ᏯҡɶƷၲǛႺƷႸႎƱƠƨƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠ
ƨƱƖ
C КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔ
λᨈ
D λᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌɥƷλᨈ
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ૅ᫇

ཎኖዅ˄᫇

Ӗӕʴ
ᘮ̬ᨖᎍ
ᲢèᲫᲣƕǜƷᝧ˓ڼଐˌࢸƴƜƷཎኖƷࣄƕᘍǘǕƨئӳƸŴᇹவƴܭǊǔஇࢸƷࣄଐ
ǛࣄƷᨥƷƕǜƷᝧ˓ڼଐƱƠǇƢŵ
ᲢèᲬᲣᏯҡɶǛҾ׆ƱƢǔᘉሥࣱᛐჷၐƷၲǛႸႎƱƠƨችᅕ၏ƴƓƚǔλᨈƸŴᏯҡɶƷ
ϐႆƴݣƢǔʖ᧸ႎਜ਼ፗሁƕᘍǘǕƯƍǔƩƚưŴ
ᏯҡɶƷၲƕᘍǘǕƯƍƳƍƨǊ
žᏯ
ҡɶƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƴƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ

Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶǛҾ׆ƱƠƯλᨈƠƨئӳǇ
ƨƸᘐǛӖƚƨئӳưǋŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨࢸƴλ
ᨈǛڼƠƨƱƖǇƨƸᘐǛӖƚƨƱƖƸŴƦƷλᨈǇƨƸᘐƸᝧ˓ڼˌࢸƷҾ׆ƴ
ǑǔǋƷƱǈƳƠƯŴЭƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷૅʙဌƷᚮၲᘍໝƴƸŴКᘙƴܭǊǔέᡶҔၲƴǑǔၲưŴКᘙƴܭǊǔඥ
ࢷƴǋƱƮƘ̬ᨖҔၲೞ᧙ưӖƚƨၲᲢ࢘ᛆၲƝƱƴҽဃіٻᐫƕܭǊǔᚨؕแƴᢘ
ӳƢǔ̬ᨖҔၲೞ᧙ưᘍǘǕǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƷƏƪŴ֥φǛဇƍŴဃ˳ƴЏૺŴઇᨊƳ
ƲƷદ˺ǛьƑǔǋƷᲢƨƩƠŴԈࡽŴᆲХƳƲƷϼፗƓǑƼᅕኺȖȭȃǯƸᨊƖǇƢŵᲣǛ
ԃǈǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕŴૅؕแଐƴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƴǑǓዒዓƠƯλᨈƠƯƍǔئӳŴᇹᲫ
ƷૅʙဌƷžĭᇹᲬࢸˌׅƷཎኖዅ˄ſ ᴋ D ƷžλᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌɥƷλᨈſ
ƴƸŴૅؕแଐЭƔǒዒዓƠƯƍǔλᨈǛԃǈǇƢŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴɤٻ၌၏ˌٳƷ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨƴŴɤٻ၌၏Ǜ́ႆƠ
ƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴɤٻ၌၏Ǜ́ႆƠƨئӳƴƸŴɤٻ၌၏ƷၲƷڼଐƔǒ
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ኳʕଐǇưƷλᨈƴƭƍƯŴɤٻ၌၏ƷၲǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈƱǈƳƠƯŴᇹᲫƷᙹ
ܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჰ ᘮ̬ᨖᎍƕŴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƴǑǓλᨈƠŴƦƷλᨈଐૠƕଐƴƨƳƍئӳư
ǋŴЭׅƷλᨈƷᡚᨈଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲱଐˌϋƴӷɟƷࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƴǑ
Ǔ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛƠŴƔƭŴ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛᚰƢǔƕƋǔƱƖƸŴዒዓƠƨ
ᲫׅƷλᨈƱǈƳƠƯŴᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕŴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƴǑǓλᨈǛڼƠŴዒዓƠƯଐǛኺᢅƢǔǇưƴ
ࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶǛႺƷҾ׆ƱƠƯരʧƠƨئӳƴƸŴƦƷരʧଐƴλᨈଐૠƕዒ
ዓƠƯଐƴᢋƠƨǋƷƱǈƳƠƯŴᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ƷӖӕʴƷئӳƴƸŴᇹᲫ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛཎኖዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჳ ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸЭǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
 ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨࣱ࣯࣎ሂయصǇ
ƨƸᏯҡɶǛҾ׆ƱƠƯŴᇹᲫƴܭǊǔཎኖዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭƗƷƱƓ
ǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍƨƦƷ၌၏ƴ᧙Ƣǔʙܱƴ
ǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄƠƨርϋưཎኖዅ˄ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴʙܱ
ƷɟᢿƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴ
ƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩƴჷǔƜƱƕưƖ
ƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
 ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴͤ
ࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜƱƕƳƍئӳƴƸŴ
ཎኖዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
ƨƩƠŴ
ƦƷ၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾƠƯƍƨئӳǛᨊ
ƖǇƢŵ
特約

ᇹᲱவᲶཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
    
  ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄Ʒᛪ൭Ŵ
ૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
Ტˌ
ɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ

  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇ
Ƣŵ
ᇹᲳவᲶཎኖƷڂјᲸ

  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ

ᇹவ
வᲶƕǜƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƜƱƴǑǔјᲸ

Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƕǜƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨئӳƴƸŴƜƷཎኖƷƕǜ
ƴǑǔཎኖዅ˄ƷૅƸƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳưŴ
ƕǜƷᚮૺᄩܭƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲰƔஉˌϋƴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋ
ƬƨƱƖƴƸŴƜƷཎኖǛјᲢࣄƷئӳƸŴࣄƷӕৢǛјᲣƱƠŴ˟ᅈƸŴƢưƴ
ƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ᲢࣄƷئӳƸŴࣄƷᨥƴƍᡂǇǕƨ᫇ƓǑƼࣄˌࢸƴƍᡂǇǕ
ƨ̬ᨖ૰ᲣǛ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸǇƨƸᇹ
வᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕᚐᨊƞǕǔئӳƴƸŴஜவƷᙹܭƸᢘဇƠ
ǇƤǜŵ
ᇹவ
வᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
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ᇹவ
வᲶཎኖƷࣄᲸ

Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋ
ƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƕŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖƷசᡂ̬
ᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥƷᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷƷƍƣǕƔƍƔ
ǒŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵƜƷئӳŴƦƷƷޓƢǔଐǛƜƷཎኖƷࣄଐ
ƱƠǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷཎኖƷࣄଐƕƕǜƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƷئӳƴƸŴ˟ᅈ
ƸŴƕǜƴǑǔཎኖዅ˄ƷૅƴƭƍƯƸŴƕǜƷᝧ˓ڼଐƔǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓Ǜƍ
ǇƢŵ

  ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴ
ԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ

  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவ
வᲶཎኖƷᚐኖᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவ
வᲶཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇Ჸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯཎኖዅ˄᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇
ࢸƷཎኖዅ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ɼڎኖƷλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕᘍǘǕƨئӳưŴ
ཎኖዅ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨ
ƱƖƴƸŴཎኖዅ˄᫇Ǜ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǇưถ᫇ƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴᇹᲫƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

ᇹவ
வᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  
ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶཎኖƷᚐኖᲸ

  ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
特約

ᇹவ
வᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ

  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ

三大疾病一時金特約

ᇹவ
வᲶඥˋሁƷોദƴˤƏཎኖዅ˄ƷૅʙဌƷ٭Ჸ

Ძ ˟ᅈƸŴͤࡍ̬ᨖඥǇƨƸƦƷ˂᧙ᡲƢǔඥˋሁᲢˌɦŴžඥˋሁſƱƍƍǇƢŵᲣƕોദƞ
ǕƨئӳưŴཎƴ࣏ᙲƱᛐǊƨƱƖƴƸŴɼѦ࠻ܫƷᛐӧǛࢽƯŴݩஹƴӼƔƬƯŴཎኖዅ˄
ƷૅʙဌǛඥˋሁƷોദϋܾƴࣖơƯ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓཎኖዅ˄ƷૅʙဌǛ٭ƢǔئӳƴƸŴ
ᛐӧƴƋƨƬƯ˟ᅈƷܭǊǔଐ
ᲢˌɦŴžૅʙဌ٭ଐſƱƍƍǇƢŵᲣƷᲬƔஉЭǇưƴ̬ᨖڎኖᎍƴƦƷଓǛᡫჷƠǇ
Ƣŵ
Ჭ ЭƷᡫჷǛӖƚƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ૅʙဌ٭ଐƷᲬᡵ᧓ЭǇưƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ
૾ඥǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ཎኖዅ˄ƷૅʙဌƷ٭Ǜ১ᜄƢǔ૾ඥ
  ૅʙဌ٭ଐƷЭଐƴƜƷཎኖǛᚐኖƢǔ૾ඥ
Ხ ЭƷਦܭƕƳƍǇǇŴૅʙဌ٭ଐƕПஹƠƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴǑǓЭᇹᲫӭƷ૾
ඥƕਦܭƞǕƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶሥᠤᘶЙᲸ

  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥ
ᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶɼ
ɼኖഘƷแဇᲸ

  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ

Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖڎ
ኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ь
ƠƯዸኽƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛ
Ϊ࢘Ƣǔ᧓ƷИଐᲢˌɦŴž˄ьଐſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưŴဎᡂଐƴ
ࣖơƯŴƭƗƷƱƓǓܭǊǔǋƷƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
ɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐ
ƱƠǇƢŵஜཎኖவǛᡫơƯӷơŵᲣ
  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
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ᇹவ
வᲶƦƷ˂Ჸ

ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷƱƓǓưƢŵ
 ၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
žၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ̊ƑƹŴ፦ܾɥƷϼፗŴദ
ࠝЎۖŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧکᘐŴၲϼፗǛˤǘƳƍʴ᧓ȉȃǯ౨௹ŴҥƳǔ၅
іŴᡫᨈɧ̝ƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
žƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƴƸŴҽဃіٻᐫƷܭǊǔᚨؕแᲢ࠰உ
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ᇹவ
வᲶਦ࠰ܭᱫࢸ̬ᨖ૰Ҟ᫇ཎЩᲸ

Ძ ஜཎЩƸŴ
ƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ
̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ
ƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠ
ƯƘƩƞƍŵ
  ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ƸŴ
ᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕЭӭƴƓƍƯਦܭƞǕ
ƨ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫƴПᢋƢǔ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ኺᢅࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴ
̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ƴƓƚǔƜƷཎኖƷ
̬ᨖ૰ƷҞ᫇ƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ̬ᨖ૰Ҟ᫇࠰ڼᱫƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
  ɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷЭኛƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴ
̬ᨖ૰μ᫇ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖ૰Ʊ̬ᨖ૰μ᫇
ᡂ᧓ኺᢅࢸƷ̬ᨖ૰ǛƋǘƤƯЭኛƢǔӕৢƸᘍƍǇƤǜŵ
  ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

特約

  ɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
 Į ࠰ڎኖƷئӳ
  ɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
 ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᡂஉɶƴɼڎኖƷᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴ
ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
  ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴ
ӷƴƍᡂǉɼڎኖƷ̬ᨖ૰Ʊӷơ྅ʖ᧓
ƕƋǓǇƢŵ
  ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷɶᡦ˄ьƸƳƔƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƯǋɼኖഘƷᙹܭƸแဇƠǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᇹ
Ძ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔЭƴܭǊǔ˄ьଐ
Ტ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃ
ȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƷƍƣǕƔଔƍᲢƦƷǇưƴԓჷ
ƕᘍǘǕƯƍƳƍƱƖƴƸŴԓჷƷᲣǛᝧ˓ڼƱƠǇƢŵ
  ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴ˄ьଐƔǒɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƱƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
૰ᡂ᧓ƸŴ˄ьଐƔǒɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷʕƢǔଐǇưƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫӭƴܭǊǔᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒ˄ьଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴཎኖዅ˄Ʒૅʙဌ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴЭᇹᲫӭƷᙹܭᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰ
ஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƴƔƔǘ
ǒƣŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƷႺЭƷɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǛ˄ьଐƱƠŴƜƷཎኖƷ
̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼƷ٭ƸƋǓǇƤǜŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕኳ៲ưܭǊƯƋǔƱƖ
   ˄ьଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕኳ៲ˌٳưܭǊƯƋǔƱƖ
˄ьଐႺЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢ˄ьଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢ
ǔئӳƸƦƷࣖ࢘ଐᲣƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ЭӭĭƷئӳŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇Ʒ
ᡂǛᙲƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ

ଐҽဃіႾԓᅆᇹӭᲣƴᢘӳƠƯƍǔǋƷƱƠƯᣃᢊࡅჄჷʙƴފЈƕᘍǘǕƨዼԧǱǢ
၏ᲢዼԧǱǢ၏ƱӷሁƷᚨǛԃǈǇƢŵᲣƴƓƚǔλᨈǛԃǈǇƢŵ
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ɤٻ၌၏Сᨂᧈλᨈཎኖ




Ტ࠰ᲭஉଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ

ƜƷཎኖƸŴƭƗƷዅ˄ǛᘍƏƜƱǛɼƳႸႎƱƠƨཎኖưƢŵ

ዅ˄Ʒϋܾ
၌၏ᧈλᨈዅ˄ ɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ƷૅᨂࡇଐૠǛƜƑǔئӳƴŴ၌၏ᧈλ
ᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵƳƓŴɤٻ၌၏ᲢƕǜŴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸ
ᏯҡɶᲣƴǑǔλᨈƷئӳƸŴૅᨂࡇǛСᨂƱƠǇƢŵ
ܹᧈλᨈዅ˄ ɼڎኖƷܹλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇଐૠǛƜƑǔئӳƴŴܹᧈλ
ᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ

Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛ
ዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ˟ᅈƷܭǊǔር
ưɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟ
ƱƠǇƢŵ

ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴ˟ᅈܭƷርưܭǊǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱӷɟƱƠǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǉǋƷƱƠŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕЭኛƷƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǋЭኛƱƠǇƢŵ

特約

ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ

  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇ
Ƣŵ

ᇹᲮவᲶɤٻ၌၏Ʒܭ፯Ჸ

  ƜƷཎኖƴƓƍƯžɤٻ၌၏ſƱƸŴКᘙƴܭǊǔफࣱૼဃཋǇƨƸКᘙƴܭǊǔࣱ࣯࣎
ሂయصǋƠƘƸᏯҡɶǛƍƍǇƢŵ

ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ƷૅᨂࡇᲸ

Ძ ၌၏ᧈλᨈዅ˄Ŵܹᧈλᨈዅ˄ᲢˌɦŴዮᆅƠƯžཎኖዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƷ
ૅᨂࡇƸŴɼڎኖƷλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƷƴࣖơƯŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
ɼڎኖƷ
ᲫׅƷλᨈƷ
ዅ˄
ᡫምૅᨂࡇ
ૅᨂࡇƷ
ૅᨂࡇଐૠ
ଐ
ଐ
ଐ
ଐ

၌၏ᧈλᨈ
ዅ˄

ܹᧈλᨈ
ዅ˄

ଐ
ଐ
ଐ
ଐ

ɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅ
ଐૠƱ၌၏ᧈλᨈዅ˄Ʒૅ
ଐૠǛӳምƠƯଐ
ɼڎኖƷܹλᨈዅ˄Ʒૅ
ଐૠƱܹᧈλᨈዅ˄Ʒૅ
ଐૠǛӳምƠƯଐ


Წ ЭƷžᲫׅƷλᨈƷૅᨂࡇଐૠſǛឬƑƯλᨈƠƨئӳưǋŴƦƷឬᢅƠƨλᨈƕɤٻ၌
၏ƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔƱƖƸŴឬᢅƠƨλᨈƴƭƍƯžᲫׅƷλᨈƷૅᨂࡇଐૠſƷ
ᙹܭǛᢘဇƠǇƤǜŵ
Ჭ ᇹᲫƷžᡫምૅᨂࡇſǛឬƑƯλᨈƠƨئӳưǋŴƦƷឬᢅƠƨλᨈƕɤٻ၌၏ƷၲǛ
ႺƷႸႎƱƢǔƱƖƸŴឬᢅƠƨλᨈƴƭƍƯžᡫምૅᨂࡇſƷᙹܭǛᢘဇƠǇƤǜŵ
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ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄᫇Ჸ

  ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄᫇ƸŴɼڎኖƷλᨈዅ˄ଐ᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ

Ხ ɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƴܭǊǔ၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹ
λᨈዅ˄ƷᡫምૅᨂࡇƷᢘဇƴƋƨƬƯƸŴ၌၏ᧈλᨈዅ˄ǇƨƸܹᧈλᨈዅ˄
ƷૅଐૠǛምλƠǇƢŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴɤٻ၌၏ˌٳƷ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨƴŴɤٻ၌၏Ǜ́ႆƠ
ƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴɤٻ၌၏Ǜ́ႆƠƨئӳƴƸŴɤٻ၌၏ƷၲƷڼଐƔǒ
ኳʕଐǇưƷλᨈƴƭƍƯŴɤٻ၌၏ƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈƱǈƳƠƯŴЭᲮƷᙹ
ܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჰ ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔžɤٻ၌၏ƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƴƭƍƯƷᙀЩƸŴƭƗ
ƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  žƕǜᲢКᘙƴܭǊǔफࣱૼဃཋᲣƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƴƸŴҽဃіٻᐫ
ƷܭǊǔᚨؕแᲢ࠰உଐҽဃіႾԓᅆᇹӭᲣƴᢘӳƠƯƍǔǋƷƱƠƯᣃᢊࡅ
ჄჷʙƴފЈƕᘍǘǕƨዼԧǱǢ၏ᲢዼԧǱǢ၏ƱӷሁƷᚨǛԃǈǇƢŵᲣƴƓƚǔλ
ᨈǛԃǈǇƢŵ
  ᏯҡɶǛҾ׆ƱƢǔᘉሥࣱᛐჷၐƷၲǛႸႎƱƠƨችᅕ၏ƴƓƚǔλᨈƸŴ
ᏯҡɶƷϐ
ႆƴݣƢǔʖ᧸ႎਜ਼ፗሁƕᘍǘǕƯƍǔƩƚưŴᏯҡɶƷၲƕᘍǘǕƯƍƳƍƨǊžᏯҡɶ
ƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƴƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ

特約
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ᇹᲱவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ

Ძ ཎኖዅ˄ƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ၌၏ᧈλᨈዅ˄
ཎኖዅ˄ǛૅƏ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠ
ئӳᲢˌɦŴžૅʙ ƨƱƖ
ဌſƱƍƍǇƢŵᲣ Ĭᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄƷᨥƷᝧ
˓ڼŵˌɦӷơŵᲣˌࢸƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλ
ᨈ
ƨƩƠŴƭƗƷᲢᴉᲣƔǒᲢᴋᲣƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔλᨈǋŴ၌၏
ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈƱǈƳƠǇƢŵ
ᴉ ᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨɼኖഘƴܭǊǔɧॾƷʙᲢˌɦŴžɧ
ॾƷʙſƱƍƍǇƢŵᲣˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǛႺƷҾ׆Ʊ
Ƣǔλᨈ
ᴊ ᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹǛႺƷҾ׆Ʊ
ƠƯŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸƴڼ
Ơƨλᨈ
ᴋ ᝧ˓ڼˌࢸƴڼƠƨКᘙƴܭǊǔီࠝЎۖƷƨǊƷλ
ᨈ
ĭၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
ĮКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔλ
ᨈ
įλᨈଐૠƕɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ƷᲫׅƷλᨈƷૅᨂࡇଐૠ
ǛƜƑǔλᨈ
ૅ᫇

λᨈᲫׅƴƭƖŴžཎኖዅ˄᫇Ტλᨈɶƴཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇ƕƋ
ƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷཎኖዅ˄᫇ƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣſg
žλᨈଐૠᲧɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ƷᲫׅƷλᨈƷૅᨂࡇଐૠſ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƯ
ǋཎኖዅ˄Ǜૅ
ǘƳƍئӳ
ᲢˌɦŴ
žβ
ᝧʙဌſ
ƱƍƍǇƢŵ
Უ


ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ᠃ƠƯƍǔ᧓ƴ
ဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃
ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
Ĳᘮ̬ᨖᎍƷᕤཋ̔܍
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ĳҾ׆ƷƍƔǜǛբǘƣŴ᪹ᢿၐͅ፭ᲢƍǘǏǔžǉƪƏƪၐſᲣǇ
ƨƸၘư˂ᙾၐཞƷƳƍǋƷ
ĴעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĵʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ

 ܹᧈλᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠ
ƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈ
ĭɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
ĮɥᚡĬƷɧॾƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƴڼƠƨ
λᨈ
įКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔλ
ᨈ
İλᨈଐૠƕɼڎኖƷܹλᨈዅ˄ƷᲫׅƷλᨈƷૅᨂࡇଐૠ
ǛƜƑǔλᨈ
ૅ᫇

λᨈᲫׅƴƭƖŴžཎኖዅ˄᫇ſgžλᨈଐૠᲧɼڎኖƷܹλᨈ
ዅ˄ƷᲫׅƷλᨈƷૅᨂࡇଐૠſ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᇹᲫӭƴܭǊǔβᝧʙဌƱӷơ
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Წ ЭவᇹᲫƴܭǊǔᡫምૅᨂࡇƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐˌࢸƴŴ
ɤٻ၌၏ƷၲǛႺƷႸႎƱ
ƠƯЭᇹᲫӭƷૅʙဌƷĬƔǒĮƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛƠƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭƷૅʙဌ
ƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵƜƷئӳŴЭᇹᲫӭƷૅ᫇ƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
ૅ᫇
žཎኖዅ˄᫇ſgžᡫምૅᨂࡇƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐˌࢸƷλᨈ
ଐૠſ

Ჭ ɼኖഘƷᙹܭƴǑǓᲫׅƷλᨈƱǈƳƞǕǔλᨈưŴ
၌၏ᧈλᨈዅ˄ǇƨƸܹᧈλᨈ
ዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴƦƷλᨈଐૠǛᡫምƠƯŴЭவᇹᲫƷžᲫׅƷλᨈ
ƷૅᨂࡇଐૠſǛᢘဇƠǇƢŵ
Ხ ၌၏ᧈλᨈዅ˄Ʊܹᧈλᨈዅ˄ƷૅʙဌƕᙐƢǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ၌၏ᧈ
λᨈዅ˄Ʊܹᧈλᨈዅ˄ǛᙐƠƯૅƍǇƤǜŵƜƷئӳŴƦƷλᨈڼƷႺƷ
Ҿ׆ƴࣖơƯŴ၌၏ᧈλᨈዅ˄ǇƨƸܹᧈλᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
Ჯ ܹᧈλᨈዅ˄ƱɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ƷૅʙဌƕᙐƠŴ
ɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄
ƕૅǘǕǔ᧓ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴܹᧈλᨈዅ˄ǛૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ၌၏ᧈλᨈዅ˄ƱɼڎኖƷܹλᨈዅ˄ƷૅʙဌƕᙐƠŴ
ɼڎኖƷܹλᨈዅ˄
ƕૅǘǕǔ᧓ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴ၌၏ᧈλᨈዅ˄ǛૅƍǇƤǜŵ
Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǇƨƸႆဃƠƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹǋƠƘƸɧॾ
ƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǛҾ׆ƱƠƯλᨈƠƨئӳưǋŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷ
ଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨࢸƴλᨈǛڼƠƨƱƖƸŴƦƷλᨈƸᝧ˓ڼˌࢸƷҾ׆ƴǑ
ǔǋƷƱǈƳƠƯŴᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჲ ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛႺƷҾ
׆ƱƠƯŴᇹᲫƴܭǊǔ၌၏ᧈλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭƗƷƱƓǓƱƠ
ǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍƨƦƷ၌၏ƴ᧙Ƣǔʙܱ
ƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄƠƨርϋư၌၏ᧈλᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
ƨƩƠŴʙܱƷɟᢿƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩƴ
ჷǔƜƱƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴ
ͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜƱƕƳƍئӳƴƸŴ၌၏ᧈλᨈዅ˄Ǜૅƍ
ǇƢŵƨƩƠŴƦƷ၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾƠ
ƯƍƨئӳǛᨊƖǇƢŵ

Ჳ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷዅ˄ƷӖӕʴƷئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛཎኖዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
 ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸЭǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯཎኖዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷཎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ
᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖơŴཎኖዅ˄Ǜμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜƱƕ
ƋǓǇƢŵ
ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ

  ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇ
Ƣŵ
ᇹᲳவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ

  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇ
Ƣŵ
ᇹவ
வᲶཎኖƷڂјᲸ

  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
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ᇹவ
வᲶཎኖƷࣄᲸ

Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋ
ƬƨǋƷƱƠǇƢŵǇƨŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴƜƷཎኖƕڂјƠƨئӳƸŴƜƷ
ཎኖƕјщǛڂƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰ˌϋƴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠŴ˟
ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴࣄǇưƷசᡂ̬ᨖ૰ǛŴ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥ
ưƍᡂǉƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖǛࣄƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแ
ဇƠƯŴƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவ
வᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ

  ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴ
ԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ

  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
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ᇹவ
வᲶཎኖƷᚐኖᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவ
வᲶཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇Ჸ

Ძ ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄᫇ƷǈƷถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ɼڎኖƷλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄᫇ƸɼڎኖƷλᨈዅ
˄ଐ᫇Ʊӷ᫇ƴถ᫇ƞǕǇƢŵ
ᇹவ
வᲶཎኖƷෞ๒Ჸ

Ძ ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƕᚐኖƦƷ˂ƷʙဌƴǑǓෞ๒ƠƨئӳŴ
ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ƷૅᨂࡇᲸᇹᲮƷ
ᙹܭƴǑǓŴɼኖഘƴܭǊǔ၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄ƷᡫምૅᨂࡇƴምλƠƨ
ཎኖዅ˄ƷૅଐૠƴƭƍƯ٭ƸဃơǇƤǜŵ
ᇹவ
வᲶཎኖƷᚐኖᲸ

  ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவ
வᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ

  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவ
வᲶཎኖƷૼᲸ

Ძ ƋǒƔơǊ̬ᨖڎኖᎍƔǒКെƷဎЈƕƳƍƱƖƴƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕ
ƷଐƷᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜƷཎኖᲢƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
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᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕƳ
ƍǋƷƱƠǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕ˟ᅈƷ
ܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
 ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍƱƖ
Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱӷɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩƠŴ
ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷଐǛƜƑǔئӳƴƸŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷଐǇưჺƠƯƜƷཎኖǛૼƠǇƢŵ

 ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴƜƷཎኖǛૼƢǔئӳƴƸŴૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓Ƹ࠰ƱƠǇƢŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ǜ٭ƠƯૼƢǔƜƱ
ƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴ
ૼଐƴƓƚǔƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑƬƯᚘምƠǇƢŵ

Ჰ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƢǔئӳŴ
ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫׅ
̬ᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉƱƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇ
ƢŵƜƷئӳƴƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴƳ
ǒƼƴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჱ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬ
ƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠ
ǇƢŵ
Ჲ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƠƳƍئӳŴ
˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘም
ƠƨૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ˟ᅈƷܭǊǔ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷ
ئӳŴૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷ
ǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჳ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴƜƷཎኖǛૼƢǔئӳƴƸŴ
ЭᲭƓǑƼᇹᲭவᲶཎኖƷ
̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸᇹᲭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
 ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƓǑƼᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែƓǑƼׅૠᲣ
ƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
Ĭ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƸŴ˟ᅈƷਦܭƠƨᗡೞ᧙ሁƷӝࡈਰஆƴǑǓƍᡂǉ૾ඥ
ǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨǯȬǸȃȈǫȸȉƴǑǓƍᡂǉ૾ඥƷƍƣǕƔƴᨂǓǇƢŵ
ĭ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƸ࠰ƱƠǇƢŵƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƕ˟ᅈƷܭǊǔவ
ˑǛƨƢƱƖƸŴஉǇƨƸҞ࠰ǁƷ٭ǛဎЈǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲮӭ
ƴǑǓӷƴƍᡂǉ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǛӳምƠƨ᫇ưЙܭƠǇƢŵ
 ЭӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉئӳƴƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ̬ᨖ૰
ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴƳǒƼƴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
 ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴƜ
ƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅ
ƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
 ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴƓƍƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉǂƖ˂ƷཎኖƕƋǔƱƖƸŴƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǉǋƷƱƠǇƢŵ
 ᇹᲱவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸŴ
ᇹᲳவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸƓǑƼᇹவᲶԓჷ፯ѦƓ
ǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊૼ
ࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵǇƨŴૼࢸƷƜƷཎኖƴ
ƭƍƯŴᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ƷૅᨂࡇᲸƴ᧙ƢǔᙹܭǛᢘဇƢǔƱƖƸŴૼЭƷƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƴƓƍƯૅǘǕƨཎኖዅ˄ƷૅଐૠǛԃǈǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘဇƞǕǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫჷ
ǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƳƍƱƖƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƔǒཎƴဎЈƕƳƍᨂ
ǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƢǔƜƱƕƋ

ǓǇƢŵƜƷئӳŴᇹƷᙹܭǛแဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂Ʒཎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவ
வᲶܭƔǒኳ៲ǁƷ٭Ჸ

Ძ ƜƷཎኖƕЭவᇹᲬᇹᲫӭƷᙹܭƴᛆ࢘ƠƨƱƖƴƸŴ
ƜƷཎኖƷʕƷଐƷᲬƔஉЭǇư
ƴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈǔƜƱƴǑǓŴЭவᇹᲭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ
̬ᨖ૰ᡂ᧓Ǜኳ៲ƴ٭ƠƯૼƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᛪ൭ǛᘍƏƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǓŴ̬ᨖ᧓ǛܭƔǒኳ៲ǁ٭ƠƨئӳƴƸŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவ
வᲶሥᠤᘶЙᲸ

  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷሥᠤ
ᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶɼኖഘƷแဇᲸ

  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแ
ဇƠǇƢŵ
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ᇹவ
வᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ

Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖڎ
ኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ь
ƠƯዸኽƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛ
Ϊ࢘Ƣǔ᧓ƷИଐᲢˌɦŴž˄ьଐſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưŴဎᡂଐƴ
ࣖơƯŴƭƗƷƱƓǓܭǊǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ĭ உڎኖƷئӳ
ɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐ
ƱƠǇƢŵஜཎኖவǛᡫơƯӷơŵᲣ
ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
 ɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
Į ࠰ڎኖƷئӳ
 ɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
 ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᡂஉɶƴɼڎኖƷᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴ
ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
 ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴӷƴƍᡂǉɼڎኖƷ̬ᨖ૰Ʊӷơ྅ʖ᧓
ƕƋǓǇƢŵ
 ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƷɶᡦ˄ьƸƳƔƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƯǋɼኖഘƷᙹܭƸแဇƠǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᇹ
Ძ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔЭƴܭǊǔ˄ьଐᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃ
ȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƷƍƣǕƔଔƍᲢƦƷǇưƴԓჷ
ƕᘍǘǕƯƍƳƍƱƖƴƸŴԓჷƷᲣǛᝧ˓ڼƱƠǇƢŵ
 ᇹᲫӭƴܭǊǔᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒ˄ьଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴཎኖዅ˄Ʒૅʙဌ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴЭᇹᲫӭƷᙹܭᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰ
ஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƴƔƔǘ
ǒƣŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƷႺЭƷɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǛ˄ьଐƱƠŴƜƷཎኖƷ
̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼƷ٭ƸƋǓǇƤǜŵ
 ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
Ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕኳ៲ưܭǊƯƋǔƱƖ
˄ьଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕኳ៲ˌٳưܭǊƯƋǔƱƖ
˄ьଐႺЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢ˄ьଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢ
ǔئӳƸƦƷࣖ࢘ଐᲣƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
 ЭӭĭƷئӳŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇Ʒ
ᡂǛᙲƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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 ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶཎКவˑཎЩᲸ

Ძ ɼڎኖƴཎКவˑཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƸŴƜƷཎኖƴཎܭ၌၏ȷᢿˮɧਃ̬ඥƴǑǔཎ
КவˑཎЩƕ˄ьƞǕǔǋƷƱƠŴƦƷཎܭ၌၏ȷᢿˮƸŴɼڎኖƷཎܭ၌၏ȷᢿˮƱӷɟƱ
ƠǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƴཎКவˑཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷཎКவˑཎЩƷᙹܭ
ǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶƦƷ˂Ჸ

ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷƱƓǓưƢŵ
  ၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
  žၲǛႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ̊ƑƹŴ፦ܾɥƷϼፗŴദࠝЎۖŴ
၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧکᘐŴၲϼፗǛˤǘƳƍʴ᧓ȉȃǯ౨௹ŴҥƳǔ၅іŴᡫᨈ
ɧ̝ƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ᕤཋ̔܍
  žᕤཋ̔܍ſƱƸŴ࠰உᲱଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴܭǊǒǕƨЎႸɶƷЎဪӭ
(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(Ŵ(ƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷƱƠŴ
ᕤཋƴƸŴȢȫȒȍŴǢȘȳŴǳǫǤȳŴٻŴችᅕХນᕤŴ࠶ᙾᕤሁǛԃǈǇƢŵ
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ɤٻ၌၏̬ᨖ૰ᡂβᨊཎኖ


Ტ࠰ᲰஉଐСܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴƭƗƷ̬ᨖ૰ᡂβᨊǛᘍƏƜƱǛɼƳႸႎƱƠƨཎኖưƢŵ

ዅ˄Ʒϋܾ
̬ᨖ૰ᡂβᨊ
ᘮ̬ᨖᎍƕɤٻ၌၏ᲢƕǜŴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶᲣƴǑǓ
ܭƷཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƴɼڎኖƓǑƼ˄ьƞǕƨཎኖƷ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂǛβᨊƠǇƢŵ
ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ              
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛ
ዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯ
ዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟ
ƱƠǇƢŵ                                           
ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ                                       
ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇ
Ƣŵ
ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ჸ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƱӷɟƱƠǇƢŵ
特約

ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƨɼڎኖƴƸŴƜƷཎኖǛ˄ьƠƨئӳƷ̬ᨖ૰ྙǛᢘဇƠǇƢŵ
ᇹᲯவᲶƕǜƷܭ፯ƓǑƼᚮૺᄩܭᲸ                   
Ძ ƜƷཎኖƴƓƍƯžƕǜſƱƸŴКᘙƴܭǊǔफࣱૼဃཋǛƍƍǇƢŵ
Წ ƕǜƷᚮૺᄩܭƸŴଐஜƷҔࠖƷǛਤƭᎍᲢଐஜƷҔࠖƷǛਤƭᎍƱӷሁƱ˟ᅈƕᛐ
ǊƨଐஜٳƷҔࠖǛԃǈǇƢŵˌɦŴžҔࠖſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑƬƯŴ၏ྸኵጢܖႎᙸ
Ტဃ౨ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƴǑǓƳƞǕƨǋƷưƳƚǕƹƳǓǇƤǜŵƨƩƠŴ၏ྸኵ
ጢܖႎᙸƕࢽǒǕƳƍئӳƴƸŴƦƷ˂ƷᙸƴǑǔᚮૺᄩܭǋᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

三大疾病保険料払込免除特約

ᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ                        
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔᲢˌɦŴ
žβᨊʙဌſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴഏƷᡂஉᲢᡂஉƷИଐƔǒڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴᛆ
࢘ƠƨƱƖƸŴƦƷᡂஉᲣˌࢸƷɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵ
 ᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭȶஉǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐᲢˌɦŴžƕǜƷᝧ˓
ڼଐſᲢèᲫᲣƱƍƍǇƢŵᲣˌࢸƴŴИǊƯƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƱƖ
 ᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄƷᨥƷᝧ˓ڼŵˌɦӷơŵᲣ
ˌࢸƴႆ၏ƠƨКᘙƴܭǊǔࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƷၲǛႺƷႸႎƱƠƨƭƗƷ
ƢǂƯǛƨƢᘐǛӖƚƨƱƖ
Ĭ КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔᘐ
ĭ КᘙƴܭǊǔπႎҔၲ̬ᨖСࡇᲢˌɦŴžπႎҔၲ̬ᨖСࡇſƱƍƍǇƢŵᲣƴƓƚǔ
КᘙƴܭǊǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙᲢˌɦŴžҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙſƱƍƍǇƢŵᲣƴŴ
ᘐ૰ƷምݣܭᝋƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝᲢπႎҔၲ̬ᨖСࡇƴƓƍƯ̬ᨖዅ˄ƕᘍǘ
ǕƨƔԁƔǛբƍǇƤǜŵˌɦӷơŵᲣ
 ᝧ˓ڼˌࢸƴႆ၏ƠƨКᘙƴܭǊǔࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƷၲǛႺƷႸႎ
ƱƠƨƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƨƱƖ
Ĭ КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙƴܭǊǔλᨈ
ĭ λᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌɥƷλᨈ

ᲢèᲫᲣƕǜƷᝧ˓ڼଐˌࢸƴƜƷཎኖƷࣄƕᘍǘǕƨئӳƸŴᇹᲳவƴܭǊǔஇࢸƷࣄଐ
ǛࣄƷᨥƷƕǜƷᝧ˓ڼଐƱƠǇƢŵ

Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶǛҾ׆ƱƠƯλᨈƠƨئӳǇ
ƨƸᘐǛӖƚƨئӳưǋŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨࢸƴλ
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ᇹᲲவᲶཎኖƷڂјᲸ
ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ᇹᲳவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕ
ƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷཎኖƷࣄଐƕƕǜƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƷئӳƴƸŴ˟
ᅈƸŴƕǜƴǑǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴƕǜƷᝧ˓ڼଐƔǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓Ǜ
ƍǇƢŵ
ᇹவᲶƕǜƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƜƱƴǑǔјᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƕǜƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨئӳƴƸŴƜƷཎኖƷƕ
ǜƴǑǔ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƴᛆ࢘ƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳưŴƕǜƷᚮૺᄩܭƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲰƔஉˌϋƴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕ
ƋƬƨƱƖƴƸŴƜƷཎኖǛјᲢࣄƷئӳƸŴࣄƷӕৢǛјᲣƱƠŴ˟ᅈƸŴƭƗƷ
ᇹᲫӭƴܭǊǔ᫇ƔǒᇹᲬӭƴܭǊǔ᫇ǛࠀƠࡽƍƨ᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
 ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ᲢࣄƷئӳƸŴࣄƷᨥƴƍᡂǇǕƨ᫇ƓǑƼࣄˌࢸ
ƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƷ᫇
 ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴƭƍƯŴƜƷཎኖǛ˄ьƠƳƔƬƨئӳƷ̬ᨖ૰ྙǛᢘဇƠ
ƯᚘምƠƨ᫇
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹ  வᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸǇƨƸᇹ
 வᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕᚐᨊƞǕǔئӳƴƸŴஜவƷᙹܭƸᢘဇ
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ᇹᲱவᲶ̬ᨖ૰ᡂβᨊƷᛪ൭ሁᲸ          
ƜƷཎኖƴǑǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷዅ˄ǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭
ዓƖƷᙹܭƓǑƼɼኖഘƷዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

特約

ᨈǛڼƠƨƱƖǇƨƸᘐǛӖƚƨƱƖƸŴƦƷλᨈǇƨƸᘐƸᝧ˓ڼˌࢸƷҾ׆ƴ
ǑǔǋƷƱǈƳƠƯŴЭƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭĭƷᚮၲᘍໝƴƸŴКᘙ  ƴܭǊǔέᡶҔၲƴǑǔၲưŴКᘙ  ƴܭǊǔ
ඥࢷƴǋƱƮƘ̬ᨖҔၲೞ᧙ưӖƚƨၲᲢ࢘ᛆၲƝƱƴҽဃіٻᐫƕܭǊǔᚨؕแƴ
ᢘӳƢǔ̬ᨖҔၲೞ᧙ưᘍǘǕǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƷƏƪŴ֥φǛဇƍŴဃ˳ƴЏૺŴઇᨊ
ƳƲƷદ˺ǛьƑǔǋƷᲢƨƩƠŴԈࡽŴᆲХƳƲƷϼፗƓǑƼᅕኺȖȭȃǯƸᨊƖǇƢŵᲣ
ǛԃǈǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕŴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶˌٳƷ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨƴŴ
ࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶǛ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡ
ɶǛ́ႆƠƨئӳƴƸŴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƷၲƷڼଐƔǒኳʕଐǇưƷλᨈƴƭ
ƍƯŴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƷၲǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈƱǈƳƠƯŴᇹᲫƷᙹܭǛ
ᢘဇƠǇƢŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƴǑǓλᨈƠŴƦƷλᨈଐૠƕ ଐƴƨƳƍئӳ
ưǋŴЭׅƷλᨈƷᡚᨈଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲱଐˌϋƴӷɟƷࣱ࣯࣎ሂయصǇƨƸᏯҡɶƴ
ǑǓ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛƠŴƔƭŴ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛᚰƢǔƕƋǔƱƖƸŴዒዓƠ
ƨᲫׅƷλᨈƱǈƳƠƯŴᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჰ ᇹᲫƴܭǊǔβᨊʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨࣱ࣯࣎ሂయص
ǇƨƸᏯҡɶǛҾ׆ƱƠƯŴᇹᲫƴܭǊǔ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭƗƷ
ƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍƨƦƷ၌၏ƴ᧙Ƣǔʙܱƴ
ǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄƠƨርϋư̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵƨƩƠŴʙ
ܱƷɟᢿƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩƴჷǔƜƱƕư
ƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
 ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴͤ
ࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜƱƕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵƨƩ
ƠŴƦƷ၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾƠƯƍƨئӳǛ
ᨊƖǇƢŵ
Ჱ ̬ᨖ૰ƕᡂஉϋƴƍᡂǇǕƳƍǇǇŴڎኖࣖ࢘ଐˌࢸƦƷஉƷଐǇưƴ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸசᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჲ ᇹᲫƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƨئӳƴƸŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼ
ኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊ
ưƖƳƍئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌᲢɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌǛԃǈǇ
ƢŵᲣƷႆဃЭƴᨂǓŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ Ҟ࠰ڎኖƓǑƼ࠰ڎኖƷئӳưŴƜƷཎኖƷǈǛᚐኖƠƨƱƖƴƸŴசኺᢅ᧓ƕဃơ
ǔƱƖƴᨂǓŴƜƷཎኖǛ˄ьƠƨئӳƷ̬ᨖ૰ྙǛᢘဇƠƯ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓᚘም
Ơƨ᫇ƱŴƜƷཎኖǛ˄ьƠƳƔƬƨئӳƷ̬ᨖ૰ྙǛᢘဇƠƯӷಮƴᚘምƠƨ᫇Ʒࠀ᫇
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ                           
ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
特約

ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
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ᇹவᲶඥˋሁƷોദƴˤƏ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƷ٭Ჸ
Ძ ˟ᅈƸŴͤࡍ̬ᨖඥǇƨƸƦƷ˂᧙ᡲƢǔඥˋሁᲢˌɦŴžඥˋሁſƱƍƍǇƢŵᲣƕોദ
ƞǕƨئӳưŴཎƴ࣏ᙲƱᛐǊƨƱƖƴƸŴɼѦ࠻ܫƷᛐӧǛࢽƯŴݩஹƴӼƔƬƯŴ̬ᨖ૰
ƷᡂƷβᨊʙဌǛඥˋሁƷોദϋܾƴࣖơƯ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌǛ٭ƢǔئӳƴƸŴᛐӧƴƋƨƬƯ˟ᅈƷܭǊ
ǔଐᲢˌɦŴžβᨊʙဌ٭ଐſƱƍƍǇƢŵᲣƷᲬƔஉЭǇưƴ̬ᨖڎኖᎍƴƦƷଓǛᡫჷ
ƠǇƢŵ
Ჭ ЭƷᡫჷǛӖƚƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴβᨊʙဌ٭ଐƷᲬᡵ᧓ЭǇưƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔ
Ʒ૾ඥǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƷ٭Ǜ১ᜄƢǔ૾ඥ
  βᨊʙဌ٭ଐƷЭଐƴƜƷཎኖǛᚐኖƢǔ૾ඥ
Ხ ЭƷਦܭƕƳƍǇǇŴβᨊʙဌ٭ଐƕПஹƠƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴǑǓЭᇹᲫӭƷ
૾ඥƕਦܭƞǕƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแ
ဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴዅ˄ƷƋǔཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƨɼڎኖƴዅ˄ƷƋǔཎኖᲢƨƩƠŴͻܹཎኖƆҔၲ̬ᨖƇǛᨊƖǇƢŵ
ˌɦӷơŵᲣƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ɼڎኖƴ˄ьƞǕƨዅ˄ƷƋǔཎኖƴǋŴƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷ̬ᨖ૰ྙǛᢘဇƠǇ
Ƣŵ
 ᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸƷᙹܭƴǑǓɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƕβᨊƞǕƨئӳƴƸŴɼ
ڎኖƴ˄ьƞǕƨዅ˄ƷƋǔཎኖƴƭƍƯǋᇹᲰவƷᙹܭǛแဇƠƯŴཎኖƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ
ǛβᨊƠǇƢŵ
 ɼڎኖƴ˄ьƞǕƨዅ˄ƷƋǔཎኖƕૼӧᏡƳئӳƴƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴᇹᲭவ
ᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓ᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƱӷɟƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷǄƔŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƴዅ˄ƷƋǔཎኖǛૼƢǔئӳƸŴƭƗƷƱ
ƓǓƱƠǇƢŵ
 ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸǋᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸƷᙹܭǛแဇƠƯŴɼڎኖƴ
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˄ьƞǕƨዅ˄ƷƋǔཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛӕǓৢƍǇƢŵ
 ɼڎኖƴ˄ьƞǕƨዅ˄ƷƋǔཎኖƕڂјƠƨئӳƴƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ

 ɼڎኖƴ˄ьƞǕƨዅ˄ƷƋǔཎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴ
ƭƍƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠƯŴᇹᲳவᲶཎኖƷࣄᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

 ɼڎኖƴ˄ьƞǕƨዅ˄ƷƋǔཎኖƕƢǂƯෞ๒ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ

ᇹவᲶƦƷ˂Ჸ
ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔžၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ̊
ƑƹŴ፦ܾɥƷϼፗŴദࠝЎۖŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧکᘐŴၲϼፗǛˤǘƳƍʴ᧓
ȉȃǯ౨௹ŴҥƳǔ၅іŴᡫᨈɧ̝ƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ

特約
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ဃ܍ᅔཎኖƆƇ
Ტ࠰உଐСܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴƭƗƷዅ˄ǛᘍƏƜƱǛɼƳႸႎƱƠƨཎኖưƢŵ
 
ዅ˄Ʒϋܾ
ဃ܍ᅔ
ᘮ̬ᨖᎍƕܭƷ᧓ǛኺᢅƠƨƴဃ܍ƠƯƍǔƱƖƴŴဃ܍ᅔǛ
ૅƍǇƢŵ
ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣ
ǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ˟ᅈƷܭǊǔር
ưɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƸŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ

特約

ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴ࠰ƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱӷɟƱƠǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǉǋƷƱƠŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕЭኛƷ
ƱƖƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǋЭኛƱƠǇƢŵ
Ხ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƠƨࢸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳǓŴƔƭЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔئӳƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬
ᨖሁǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖሁƱƱǋƴƦƷ̬ᨖሁƷӖӕʴᲣƴƍƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ
Ძ ဃ܍ᅔᲢˌɦŴžཎኖዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
ཎኖዅ˄ǛૅƏ ئƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƷƭƗƷƍƣǕƔƷ
ӳᲢˌɦŴžૅʙဌſ ƴဃ܍ƠƯƍǔƱƖ
ƱƍƍǇƢŵᲣ
ĬڎኖଐƷᲭ࠰ƝƱƷࣖ࢘ଐƷЭଐƕኳʕƠƨ
ĭƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨ
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ૅ᫇

ཎኖዅ˄᫇

Ӗӕʴ

̬ᨖڎኖᎍ



Წ ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸŴ̬ᨖڎኖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷᐯѣੁፗᲸ
Ძ ཎኖዅ˄ƸŴૅʙဌƕဃơƨƱƖƔǒŴ˟ᅈܭƷМྙƴǑǓᚘምƠƨМऒǛƭƚƯᐯ
ѣႎƴੁƑፗƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓੁƑፗƍƨཎኖዅ˄ƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒᛪ൭ƕƋƬƨƱƖǇƨƸƜƷཎ
ኖƕෞ๒ƠƨƱƖᲢƜƷཎኖƕૼƞǕǔئӳǛᨊƖǇƢŵᲣƴŴ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
ᇹᲰவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
Ძ ɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴǑǓɼڎኖƷ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂβᨊƕᘍǘǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴӷƴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵƜƷئӳŴ
ƜƷཎኖƸ࢘ИܭǊƨ̬ᨖ᧓ƷʕƢǔଐǇưஊјƴዒዓƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƨئӳƴƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
ƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƨئӳƴƸŴᇹவᲶཎኖƷૼᲸƴ
ܭǊǔƜƷཎኖƷૼƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
ᇹᲱவᲶཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
Ძ ཎኖዅ˄Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞ
ƍŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴੁƑፗƍƯƍǔƢǂƯƷཎ
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ኖዅ˄Ʒᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠ
ǇƢŵ
ᇹᲲவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖ
ᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹᲳவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕ
ƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕᚐኖǛᛪ൭ƠƨࢸƸŴƜƷཎኖǛࣄƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Ჭ ˟ᅈƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭ
ǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛ
ᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇ
Ƣŵ
特約

ᇹவᲶཎኖƷᚐኖሁᲸ
Ძ ɼڎኖƕᚐኖƞǕǔئӳǛᨊƖŴƜƷཎኖƷᚐኖƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ɼڎኖƕෞ๒ƠƨئӳŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖ
ƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƜƱƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒
ƢǔئӳƸŴᚐኖǛૅƍǇƤǜŵ

ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷјᲸ
  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷᚐኖǛᛪ൭ƢǔೌМƸŴƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨᲢƜƷཎ
ኖƕૼƞǕǔئӳǛᨊƖǇƢŵᲣƔǒᲭ࠰᧓ᛪ൭ƕƳƍئӳƸෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ƋǒƔơǊ̬ᨖڎኖᎍƔǒКെƷဎЈƕƳƍƱƖƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓
ʕƷଐƷᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜƷཎኖᲢƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬
ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕ
ƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕ˟ᅈƷ
ܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷଐǛƜƑǔƱƖ
  ᇹᲰவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸƷᙹܭƴǑǓŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƕβᨊƞǕƯ
ƍǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍƱƖ
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ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᚐኖƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠ
ƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᚐኖƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷዅ˄ሁƷૅ
ƓǑƼૅئƴƭƍƯƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

特約

Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱӷɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵ
Ხ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴૼଐƴƓƚǔƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑƬƯᚘምƠǇ
Ƣŵ
Ჯ ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉƱƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰Ʊ
ƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ
᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴ
ƳǒƼƴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖƷૼƸƳƔ
ƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱ
ƠǇƢŵ
Ჱ ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴૼЭƷƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჲ ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘဇƞǕǇƢŵ
Ჳ ૼࢸƷཎኖዅ˄᫇ƸŴૼЭƷཎኖዅ˄᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖƕૼƞǕƨئӳƸŴᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸᇹᲫǛžƜƷཎኖƷᚐኖ
ƸŴૼᲢૼƕᲬˌׅɥᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷૼᲣࢸƷኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶ
Ʒ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇ
ƢŵſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫ
ჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲮӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƣŴƔƭŴᇹᲬᇹᲫӭƔǒᇹᲭӭƷƍƣǕ
Ʒᙹܭƴǋᛆ࢘ƠƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒཎƴဎЈƕƳƍᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟
ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲱƷ
ᙹܭǛแဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋ
ƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥ
ᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
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ਦྸˊܭᛪ൭ཎኖ


Ტ࠰ᲭஉଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ

ƜƷཎኖƸŴዅ˄ሁƷӖӕʴưƋǔᘮ̬ᨖᎍƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍܭƷʙऴƕƋǔئ
ӳሁƴŴƋǒƔơǊਦܭƞǕƨਦྸˊܭᛪ൭ʴƕᘮ̬ᨖᎍƴˊǘƬƯᛪ൭ǛᘍƏƜƱǛӧᏡƱƢ
ǔƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ
ᇹᲫவᲶ
ᲶཎኖƷዸኽᲸ

Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣ
ǛዸኽƢǔᨥǇƨƸዸኽƠƨࢸƴŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƷ
ӷॖǛࢽƨƏƑưŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ь
ƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ɼڎኖǛዸኽƠƨࢸƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳƴƸŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷ˄ьǛ১ᜄƠƨଐǛ
ƜƷཎኖƷ˄ьଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶ
ᲶཎኖƷݣᝋƱƳǔዅ˄ሁᲸ

ƜƷཎኖƷݣᝋƱƳǔዅ˄ሁᲢˌɦŴžዅ˄ሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎኖƓǑƼɼڎ
ኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖᲢˌɦŴž˄ьཎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷዅ˄ƷƏƪŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƱӖӕʴƕӷɟʴưƋǔዅ˄Ტ̬ᨖŴɟŴ࠰ŴᅔŴૅੲǛԃǈŴ
ӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦӷơŵᲣ
 ᘮ̬ᨖᎍƱ̬ᨖڎኖᎍƕӷɟʴưƋǔئӳƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
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ᇹᲮவᲶ
Ჶਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴǑǔዅ˄ሁƷᛪ൭Ჸ

Ძ ዅ˄ሁƷӖӕʴᲢ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷئӳƸ̬ᨖڎኖᎍŵˌɦӷơŵᲣƕዅ˄ሁǛᛪ൭
ưƖƳƍƭƗƷӲӭƴܭǊǔཎКƳʙऴƕƋǔƱƖƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƕŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ੩ЈƠƯŴዅ˄ሁƷӖӕʴƷˊྸʴƱƠƯዅ˄ሁƷᛪ൭ǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
 ዅ˄ሁƷᛪ൭ǛᘍƏॖ࣬ᘙᅆƕᩊưƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨئӳ
 ͻ၏ӸƷԓჷǛӖƚƳƍᔟࣱƕ᭗ƍƱ˟ᅈƕᛐǊǔͻ၏ӸƴƭƍƯԓჷǛӖƚƯƍƳƍ
ئӳǇƨƸ˷ԡƷԓჷǛӖƚƯƍƳƍئӳ
 ƦƷ˂ЭᲬӭƴแơǔཞ७Ტዅ˄ሁƷӖӕʴƕരʧƠƨئӳǛᨊƖǇƢŵᲣưƋǔƱ˟
ᅈƕᛐǊƨئӳ
Წ ЭƷᛪ൭ǛᘍƏئӳŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƸᛪ൭ƴƓƍƯᇹᲭவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸ
ƴܭǊǔርϋưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჭ ዅ˄ሁƷӖӕʴƴዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǓŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƕᛪ൭ƴ
ᇹᲭவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸƴܭǊǔርٳưƋǔئӳǋƠƘƸਦܭƞǕƯƍƳƍئӳ
Ტᇹ
ᲯவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭ƓǑƼਦܭƷગׅᲸƷᙹܭƴǑǓਦྸˊܭᛪ൭ʴƕગׅƞǕƨئ
ӳƓǑƼਦྸˊܭᛪ൭ʴƕരʧƠƯƍǔئӳǛԃǈǇƢŵᲣǇƨƸਦྸˊܭᛪ൭ʴƴዅ˄ሁ
Ǜᛪ൭ưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǔئӳƸŴƭƗƷӲӭƴܭǊǔƍƣǕƔƷᎍᲢˌɦŴžˊྸᛪ
൭ʴſƱƍƍǇƢŵᲣƕŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ੩ЈƠƯŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴዅ˄ሁƷӖ
ӕʴƷˊྸʴƱƠƯዅ˄ሁƷᛪ൭ǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠƯƍǔᘮ̬ᨖᎍƷৎቔɥƷᣐͪᎍ

特約

ᇹᲭவᲶ
Ჶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸ

̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƋǒƔơǊƭƗƷӲӭƷርϋưᲫʴƷᎍᲢˌɦŴ
žਦྸˊܭᛪ൭ʴſƱƍƍǇƢŵᲣǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
 ƭƗƷርϋƷᎍ
Ĭ ᘮ̬ᨖᎍƷৎቔɥƷᣐͪᎍ
ĭ ᘮ̬ᨖᎍƷႺኒᘉଈ
Į ᘮ̬ᨖᎍƷᲭᚃሁϋƷᚃଈ
 ЭӭƷǄƔŴƭƗƷርϋƷǋƷǛਦܭưƖǇƢŵƨƩƠŴᇹᲮவᇹᲫƴǑǔᛪ൭Ʒᨥƴ
ƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣƴǑǓƦƷʙܱƕᄩᛐưƖŴƔƭŴᇹᲮவᇹᲫӲӭƴܭǊǔཎК
ƳʙऴƕƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ĭ ᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠƯƍǔᎍ
ĭ ᘮ̬ᨖᎍƷၲჃᜱƴѐǊŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷᝠငሥྸǛᘍƬƯƍǔᎍ

 Эӭƴᛆ࢘ƢǔᣐͪᎍƕƍƳƍئӳƴƸŴᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟ
ƴƠƯƍǔᲭᚃሁϋƷᚃଈ
 ˊྸᛪ൭ʴƱƠƯƷᙲˑǛƨƠƯƍǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨᎍ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕዅ˄ሁǛਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴૅƬƨئӳƴƸŴ
ƦƷࢸᙐƠƯƦƷዅ˄ሁƷᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸŴƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ɼኖഘƓǑƼ˄ьཎኖƷཎኖவƷ៲˳ᚮ௹Ŵ၏ഭᄩᛐሁƷᙹܭƴܭǊǔǄƔŴ˟ᅈƸŴʙ
ܱƷᄩᛐƴᨥƠŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƕŴ˟ᅈƔǒƷʙܱƷༀ˟ƴƭƍƯദ࢘Ƴ
ྸဌƕƳƘׅሉǇƨƸӷॖǛǜƩƱƖƸŴƦƷׅሉǇƨƸӷॖǛࢽƯʙܱƷᄩᛐƕኳǘǔǇ
ưŴዅ˄ƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵ˟ᅈƕਦܭƠƨҔࠖƴǑǔᘮ̬ᨖᎍ
ƷᚮૺǛ൭ǊƨƱƖǋӷಮƱƠǇƢŵ
Ჰ ஜவƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴॖƴዅ˄ሁƷૅʙဌᲢ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊʙဌǛԃǈǇƢŵᲣ
ǛဃơƞƤƨᎍǇƨƸॖƴዅ˄ሁƷӖӕʴǛዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཞ७ƴƞƤƨᎍƸŴ
ਦྸˊܭᛪ൭ʴƓǑƼˊྸᛪ൭ʴƱƠƯƷӕৢǛӖƚǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
ᇹᲯவᲶ
Ჶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭ƓǑƼਦܭƷ
ƷગׅᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǛ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ
ࢸ٭Ʒਦྸˊܭᛪ൭ʴƸᇹᲭவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸƴܭǊǔርϋưਦܭƢǔƜƱǛ
ᙲƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭǛગׅƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴЭᲬƷ٭ǇƨƸગׅǛᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩
ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ᇹᲫƷ٭ǇƨƸᇹᲬƷગׅƸŴ̬ᨖᚰУƴᘻǛӖƚƯƔǒưƳƚǕƹŴ˟ᅈƴݣ৴
ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
特約

ᇹᲰவᲶ
Ჶԓჷ፯Ѧᢌ
ᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᡫჷᲸ

ɼڎኖǇƨƸ˄ьཎኖƷԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼ
ኖഘƓǑƼཎኖவƷԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƴ᧙ƢǔᙹܭƓǑƼٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴ᧙Ƣ
ǔᙹܭƴܭǊǔǄƔŴദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯŴ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴƷ
ƍƣǕƴǋᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇƢŵ
ᇹᲱவᲶ
ᲶཎኖƷᚐኖᲸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

指定代理請求特約

ᇹᲲவᲶ
ᲶཎኖƷෞ๒Ჸ

Ძ ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷෞ๒Эƴૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨዅ˄ሁƴƭƍƯƸŴᇹᲮவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨ
Ƹˊྸᛪ൭ʴƴǑǔዅ˄ሁƷᛪ൭ᲸƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶ
ᲶɼኖഘŴཎኖவƷˊྸᛪ൭ƴ᧙ƢǔᙹܭƷɧᢘဇᲸ

ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊ
ྸᛪ൭ʴƴǑǔᛪ൭ƴ᧙ƢǔᙹܭƕƋǔƱƖưǋŴ࢘ᛆᙹܭǛᢘဇƠǇƤǜŵǇƨŴƦƷᙹܭ
ƴǑƬƯਦྸˊܭᛪ൭ʴƕਦܭƞǕƯƍƨئӳƴƸŴƦƷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭƸƜƷཎኖǛ
˄ьƠƨƱƖƴગׅƞǕǔǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶɼኖഘƷแဇᲸ

ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவ
வᲶɼڎኖƕƕǜ̬ᨖƷئӳƷӕৢᲸ

Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவ
வᲶɼڎኖƕૼҔၲ̬ᨖŴ၌၏λᨈ̬ᨖƷئӳƷӕৢᲸ

Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவ
வᲶɼڎኖƕᲯ࠰ƝƱМࠀᣐ࢘˄ƜƲǋ̬ᨖŴƜƲǋ̬ᨖƆ
Ƈ
ƇƷئӳƷӕৢᲸ

Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவ
வᲶɼڎኖƴዮӳʼᜱ̬ᨦᆆᘍཎኖƳƲƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷӕৢᲸ

Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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˳ׇӕৢཎኖƆƇ

Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶ
ᲶཎኖƷᢘဇርᲸ

Ძ ƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƱž˳ׇӕৢڎኖƆƇſǛዸኽƠƨܫπፙŴ˟ᅈŴኵӳŴئƦƷ˂Ʒ
˳ׇᲢˌɦŴž˳ׇſƱƍƍǇƢŵᲣƴޓƠŴ˳ׇƔǒܭႎƴዅɨᲢࢫՃإᣛǛԃǈǇƢŵ
ˌɦӷơŵᲣƷૅǛӖƚǔᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖưŴ̬ᨖڎኖᎍƷૠƕӸˌɥƍ
ǔئӳƴŴ˳ׇǛᡫơƯ˟ᅈƴƜƷཎኖƷᢘဇǛဎƠЈƨ̬ᨖڎኖƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ƭƗƷئӳƴƸŴЭƷᙹܭǛแဇƠƯŴӲ̬ᨖڎኖƴƜƷཎኖǛᢘဇƠǇƢŵ
  ˳ׇǇƨƸ˳ׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷ˳ׇƷޓՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖ
Ʒᘮ̬ᨖᎍƕӸˌɥƍǔئӳ
  ЭƷ̬ᨖڎኖᎍƱЭӭƷᘮ̬ᨖᎍƕŴӸǑƤƷƏƑӳምᲢӷɟʴƷئӳƴƸᲫӸƱƠƯ
ᚘምƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣƠƯӸˌɥƍǔئӳ
  ˳ׇƷʙಅƕᲬƭˌɥƋǔƱƖƸŴᲫʙಅƴƓƍƯƜƷཎኖƷʴૠᙲˑǛƨƞƳƘ
ƯǋŴЭƓǑƼЭᲬӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔʙಅƕ˂ƴƋǔئӳ

特約

ᇹᲬவᲶ
ᲶڎኖଐƷཎЩᲸ

Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖ
ഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻
உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖ
ƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱ
ƖƸŴᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐ
ᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ྙᲸ

  Ҟ࠰ڎኖƓǑƼஉڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬˳ׇᨖ૰ྙƱƠǇƢŵ

ᇹᲯவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ

  ˳ׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ
˟ᅈƸŴ
ᡂ᫇ƴݣƢǔ᪸ӓᚰǛ˳ׇƴʩ˄ƠŴ
̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ

  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓ
ৢƍǇƤǜŵ
ᇹᲱவᲶ
ᲶཎኖƷڂјᲸ

  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢ˳ׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸᘮ̬ᨖᎍᲣƕŴ˳ׇƷޓՃưƳƘƳ
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団体取扱特約
︹Ａ︺

ᇹᲮவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ̬ᨖ૰ƸŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴ
ƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴૅƏዅɨƔǒᨊƠƨƏƑư˟
ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛዅɨƔǒᨊƠƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊƨଐ
ưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔӝࡈᲢˌɦŴஜவƴƓƍ
ƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊƨଐưƋ
ǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭᲬӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐ
Ჭ ዅɨƔǒᨊƞǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǇƨƸਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅ
ᨖ૰ƕŴܱᨥƴ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇưƷ᧓ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴǑǓŴƦ
ƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᨊǇƨƸਰஆƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷᨊǇ
ƨƸਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ხ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋ
ƬƨଐƱƠǇƢŵ







ƬƨƱƖŵƨƩƠŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓ǛᨊƖ
ǇƢŵ
 ˟ᅈƱ˳ׇƕዸኽƠƯƍƨž˳ׇӕৢڎኖƆƇſƕᚐኖƞǕƨƱƖ
 ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕᘍǘǕƨƱƖ
 ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
 ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
 ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸசƱƳǓŴᲰ
ƔஉǛኺᢅƠƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔƬƨƱƖ

ᇹᲲவᲶ
ᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ

Ძ ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭŴᇹᲭӭǇƨƸᇹᲰӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ
૰ྙƸŴ୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣЭவᇹᲰӭƴǑƬƯƜƷཎኖƕڂјƠƨئӳŴസ܍Ƣǔ̬ᨖڎኖᎍ
ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸˌɥưƋǕƹŴസ̬܍ᨖڎኖǛž˳ׇӕৢཎኖƆƇſƷӕৢƴ٭
ƠǇƢŵƜƷئӳƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ̬˳ׇᨖ૰ྙƴǑǓǇƢŵ
ᇹᲳவᲶ
ᲶɼኖഘƷแဇᲸ

  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
ᇹ வ
வᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ

  ˟ᅈƸŴ˳ׇǇƨƸ˳ׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷ˳ׇƷޓՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬
ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴˊƑƯŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱ
ƕƋǓǇƢŵ
特約

ᇹ வ
வᲶ˳ׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ

  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸǇƨƸƦƷ˂ƷʙƴƭƍƯŴ˟ᅈƱׇ
˳ƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴƦƷӕǓൿǊƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ

団体取扱特約
︹Ａ︺
― 132 ―

˳ׇӕৢཎኖƆƇ

Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶ
ᲶཎኖƷᢘဇርᲸ

  ƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƱž˳ׇӕৢڎኖƆƇſǛዸኽƠƨܫπፙŴ˟ᅈŴՠࡃŴኵӳŴئŴ
ᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷ˳ׇᲢˌɦŴž˳ׇſƱƍƍǇƢŵᲣƴޓƢǔࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟Ճ
ሁᲢˌɦŴžޓՃſƱƍƍǇƢŵƜƷئӳŴޓՃƕ˟ᅈŴՠࡃሁưƋǔئӳƴƸŴ࢘ᛆ
ޓՃƷࢫᎰՃሁǋԃǉǋƷƱƠǇƢŵǇƨŴኵӳŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷ˳ׇƴƓƍƯŴޓ
ՃƕኵጢưƋǔئӳƴƸŴ࢘ᛆޓՃƷࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁƓǑƼኵጢǛನƠƯƍǔ˟
ᅈŴՠࡃŴኵӳŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁǋԃǉǋƷƱƠǇƢŵᲣǛ̬
ᨖڎኖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖڎኖᎍƷૠƕӸˌɥƍǔئӳŴǇƨƸ˳ׇǋƠƘƸ˳ׇƷˊ
ᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƱƳǓŴƦƷ˳ׇƷޓՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸ
ˌɥƍǔئӳƴŴ˳ׇǛᡫơƯ˟ᅈƴƜƷཎኖƷᢘဇǛဎƠЈƨ̬ᨖڎኖƴᢘဇƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶ
ᲶڎኖଐƷཎЩᲸ

Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖ
ഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻
உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖ
ƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱ
ƖƸŴᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐ
ᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ

ᇹᲯவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ

  ˳ׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ
˟ᅈƸŴ
ᡂ᫇ƴݣƢǔ᪸ӓᚰǛ˳ׇƴʩ˄ƠŴ
̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ

  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓ
ৢƍǇƤǜŵ
ᇹᲱவᲶ
ᲶཎኖƷڂјᲸ

  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢ˳ׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸᘮ̬ᨖᎍᲣƕŴ˳ׇƷޓՃưƳƘƳ
ƬƨƱƖŵƨƩƠŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓ǛᨊƖ
ǇƢŵ
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団体取扱特約
︹Ｂ︺

ᇹᲮவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ̬ᨖ૰ƸŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴ
ƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴૅƏዅɨᲢࢫՃإᣛǛԃǈǇƢŵ
ˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƔǒᨊƠƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜ
ዅɨƔǒᨊƠƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔӝࡈᲢˌɦŴஜவƴƓƍ
ƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊƨଐưƋ
ǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭᲬӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐ
Ჭ ዅɨƔǒᨊƞǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǇƨƸਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅ
ᨖ૰ƕŴܱᨥƴ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇưƷ᧓ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴǑǓŴƦ
ƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᨊǇƨƸਰஆƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷᨊǇ
ƨƸਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ხ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋ
ƬƨଐƱƠǇƢŵ

特約

ᇹᲭவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ྙᲸ

  Ҟ࠰ڎኖƓǑƼஉڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬˳ׇᨖ૰ྙƱƠǇƢŵ







 ˟ᅈƱ˳ׇƕዸኽƠƯƍƨž˳ׇӕৢڎኖƆƇſƕᚐኖƞǕƨƱƖ
 ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕᘍǘǕƨƱƖ
 ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
 ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
 ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸசƱƳǓŴᲰ
ƔஉᲢஉڎኖƷئӳƸᲭƔஉᲣǛኺᢅƠƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔƬƨƱƖ

ᇹᲲவᲶ
ᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ

  ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭŴᇹᲭӭǇƨƸᇹᲰӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ
૰ྙƸŴ୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ
ᇹᲳவᲶ
ᲶɼኖഘƷแဇᲸ

  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
ᇹ வ
வᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ

  ˟ᅈƸŴ˳ׇǇƨƸ˳ׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷ˳ׇƷޓՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬
ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴˊƑƯŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱ
ƕƋǓǇƢŵ
ᇹ வ
வᲶ˳ׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ

  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸǇƨƸƦƷ˂ƷʙƴƭƍƯŴ˟ᅈƱׇ
˳ƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴƦƷӕǓൿǊƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
特約

団体取扱特約
︹Ｂ︺
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ᨼׇӕৢཎኖƆҔၲ̬ᨖƇ

Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶ
ᲶཎኖƷᢘဇርᲸ

  ƜƷཎኖƸŴƭƗƷவˑǛƨƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
  ɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷᘮ̬ᨖᎍƸŴܫπፙŴ˟ᅈŴՠࡃŴ
ኵӳŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷᨼׇᲢˌɦŴžᨼׇſƱƍƍǇƢŵᲣƴޓƢǔࢫᎰՃŴኵӳ
ՃŴ˟ՃሁᲢˌɦŴžޓՃſƱƍƍǇƢŵƜƷئӳŴޓՃƕ˟ᅈŴՠࡃሁưƋǔئӳƴ
ƸŴ࢘ᛆޓՃƷࢫᎰՃሁǋԃǉǋƷƱƠǇƢŵǇƨŴኵӳŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷᨼׇƴ
ƓƍƯŴޓՃƕኵጢưƋǔئӳƴƸŴ࢘ᛆޓՃƷࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁƓǑƼኵጢǛ
ನƠƯƍǔ˟ᅈŴՠࡃŴኵӳŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁǋԃǉǋƷ
ƱƠǇƢŵᲣǇƨƸƦƷޓՃƷᣐͪᎍŴʚᚃሁˌϋƷᚃଈưƋǔƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƸᨼׇǋƠƘƸᨼׇƷˊᘙᎍǇƨƸᨼׇƷޓՃưƋǔƜƱ
  ɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸˌɥưƋǔƜƱ
  ᨼׇƱ˟ᅈƱƷ᧓ƴžᨼׇӕৢڎኖƆҔၲ̬ᨖƇſƕӕǓƔǘƞǕƯƓǓŴ̬ᨖ૰Ʒɟਙ
ᨼƕưƖǔǋƷưƋǔƜƱ

特約

ᇹᲬவᲶ
ᲶڎኖଐƷཎЩᲸ

Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍ
ƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐƱ
ƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖ
ƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱ
ƖƸŴᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐ
ᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ྙᲸ

  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ˟ᅈƷܭǊǔᨼׇ̬ᨖ૰ྙǛᢘဇƠǇƢŵ

ᇹᲯவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ

  ᨼׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ
˟ᅈƸŴ
ᡂ᫇ƴݣƢǔ᪸ӓᚰǛᨼׇƴʩ˄ƠŴ
̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ

  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓ
ৢƍǇƤǜŵ
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ᇹᲮவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƸŴᨼׇǛᡫơƯӷɟưƋǔƜƱ
ǛᙲƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖ૰ƸŴᨼׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴ
ƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ᨼׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƴૅƏዅɨᲢࢫՃإᣛǛ
ԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƔǒᨊƠƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ
̬ׅᨖ૰ǛዅɨƔǒᨊƠƨଐᲢ˟ᅈƱᨼׇƱƕӕǓൿǊƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ᨼׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔӝࡈᲢˌɦŴஜ
வƴƓƍƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒᨼׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉ
ئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛਦܭӝࡈƔǒᨼׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱᨼׇƱƕӕǓൿ
ǊƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭᲬӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐ
Ხ ዅɨƔǒᨊƞǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǇƨƸਦܭӝࡈƔǒᨼׇƷӝࡈƴਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅ
ᨖ૰ƕŴܱᨥƴ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇưƷ᧓ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴ
ǑǓŴƦƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᨊǇƨƸਰஆƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭ
ƷᨊǇƨƸਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋ
ƬƨଐƱƠǇƢŵ

ᇹᲱவᲶ
ᲶཎኖƷڂјᲸ

  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢᨼׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲣƕരʧǇƨƸᨼׇ
ǛᏮᡚƠƨƱƖŵƨƩƠŴᨼׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓
ǛᨊƖǇƢŵ
  ˟ᅈƱᨼׇƕዸኽƠƯƍƨžᨼׇӕৢڎኖƆҔၲ̬ᨖƇſƕᚐኖƞǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸசƱƳǓŴᲰƔஉǛኺ
ᢅƠƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔƬƨƱƖ
ᇹᲲவᲶ
ᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ

  ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭǇƨƸᇹᲯӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ
୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ
ᇹᲳவᲶ
ᲶɼኖഘƷแဇᲸ

  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
ᇹ வ
வᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ

  ˟ᅈƸŴᨼׇǇƨƸᨼׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷᨼׇƷޓՃǇƨƸƦƷޓՃƷ
ᣐͪᎍŴʚᚃሁˌϋƷᚃଈǛɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴ
ˊƑƯŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
特約

ᇹ வ
வᲶᨼׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ

  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸǇƨƸƦƷ˂ƷʙƴƭƍƯŴ˟ᅈƱᨼ
ׇƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴƦƷӕǓൿǊƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
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ཎКᨼׇӕৢཎኖƆҔၲ̬ᨖƇ

Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶ
ᲶཎኖƷᢘဇርᲸ

  ƜƷཎኖƸŴƭƗƷவˑǛƨƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
  ɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷᘮ̬ᨖᎍƸŴ᪳МऒǛ̬ᨖ૰ƴΪ
࢘ƢǔƜƱǛƋǒƔơǊኖளƞǕƨ᪳ᎍᨼׇŴǇƨƸᨼׇƷɼƨǔႸႎƕཋԼሁƷទλƴ
ᨥƠ̮ဇ̓ɨǛӖƚǔǋƷưƋǔᨼׇᲢˌɦŴžᨼׇſƱƍƍǇƢŵᲣƴޓƢǔᎍᲢˌɦŴ
žޓՃſƱƍƍŴޓՃƕ˟ᅈŴՠࡃሁưƋǔئӳƴƸŴ࢘ᛆޓՃƷࢫᎰՃǋԃǉǋƷ
ƱƠǇƢŵᲣǇƨƸƦƷޓՃƷᣐͪᎍŴʚᚃሁˌϋƷᚃଈưƋǔƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƸᨼׇǋƠƘƸᨼׇƷˊᘙᎍǇƨƸᨼׇƷޓՃưƋǔƜƱ
  ɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸˌɥưƋǔƜƱ
  ᨼׇƱ˟ᅈƱƷ᧓ƴžཎКᨼׇӕৢڎኖƆҔၲ̬ᨖƇſƕӕǓƔǘƞǕƯƓǓŴ̬ᨖ૰Ʒ
ɟਙᨼƕưƖǔǋƷưƋǔƜƱ
ᇹᲬவᲶ
ᲶڎኖଐƷཎЩᲸ

Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍ
ƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐƱ
ƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖ
ƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱ
ƖƸŴᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐ
ᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ

ᇹᲯவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ

  ᨼׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ
˟ᅈƸŴ
ᡂ᫇ƴݣƢǔ᪸ӓᚰǛᨼׇƴʩ˄ƠŴ
̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ

  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓ
ৢƍǇƤǜŵ
ᇹᲱவᲶ
ᲶཎኖƷڂјᲸ

  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢᨼׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲣƕരʧǇƨƸᨼׇ
ǛᏮᡚƠƨƱƖŵƨƩƠŴᨼׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓
ǛᨊƖǇƢŵ
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ᇹᲮவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƸŴᨼׇǛᡫơƯӷɟưƋǔƜƱ
ǛᙲƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖ૰ƸŴᨼׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴ
ƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ᨼׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔӝࡈᲢˌɦŴஜ
வƴƓƍƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒᨼׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉ
ئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛਦܭӝࡈƔǒᨼׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱᨼׇƱƕӕǓൿ
ǊƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐ
Ხ ਦܭӝࡈƔǒᨼׇƷӝࡈƴਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕŴܱᨥƴ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇư
Ʒ᧓ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴǑǓŴƦƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆƕӕǓෞ
ƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭƷਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋ
ƬƨଐƱƠǇƢŵ

特約

ᇹᲭவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ྙᲸ

  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸ˟ᅈƷܭǊǔᨼׇ̬ᨖ૰ྙǛᢘဇƠǇƢŵ






 ˟ᅈƱᨼׇƕዸኽƠƯƍƨžཎКᨼׇӕৢڎኖƆҔၲ̬ᨖƇſƕᚐኖƞǕƨƱƖ
 ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
 ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
 ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸசƱƳǓŴᲰƔஉǛኺ
ᢅƠƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔƬƨƱƖ

ᇹᲲவᲶ
ᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ

  ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭǇƨƸᇹᲯӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ
୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ
ᇹᲳவᲶ
ᲶɼኖഘƷแဇᲸ

  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
ᇹ வ
வᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ

  ˟ᅈƸŴᨼׇǇƨƸᨼׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷᨼׇƷޓՃǇƨƸƦƷޓՃƷ
ᣐͪᎍŴʚᚃሁˌϋƷᚃଈǛɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴ
ˊƑƯŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ᇹ வ
வᲶᨼׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ

  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸǇƨƸƦƷ˂ƷʙƴƭƍƯŴ˟ᅈƱᨼ
ׇƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴƦƷӕǓൿǊƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
特約
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̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖ


Ტ࠰ᲳஉଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶ
ᲶཎኖƷᢘဇᲸ

Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷɶᡦƴƓƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎ
ЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈƕƜǕǛ১ᜄƠƨئӳƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔƴƸŴƭƗƷவˑǛƨƢƜƱǛᙲƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƷਦܭƢǔӝࡈᲢˌɦŴžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƕ˟ᅈƱ̬ᨖ૰Ʒӝࡈਰ
ஆƷӕৢǛ੩ઃƠƯƍǔᗡೞ᧙ሁᲢ˟ᅈƕ̬ᨖ૰ƷӓኛಅѦǛۀᚠƠƯƍǔ˟ᅈƷਦܭƢ
ǔᗡೞ᧙ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴž੩ઃᗡೞ᧙ሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴᚨፗƠƯƋǔƜƱ
 ̬ᨖڎኖᎍƕ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴݣƠŴਦܭӝࡈƔǒ˟ᅈƷӝࡈǁ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛ˓ۀ
ƢǔƜƱ
ᇹᲬவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ྙᲸ

  ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔஉƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴӝࡈਰஆ̬ᨖ૰ྙƱƠǇƢŵ

ᇹᲯவᲶ
ᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƷڎኖଐሁƷӕৢᲸ

  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨƱƖ
ƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛڎኖଐƱƠǇƢŵƨƩƠŴžࢼƨǔᘮ
̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭӭˌٳƷƕǜ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƱƠǇƢŵ
ƨƩƠŴžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛ
ᨊƖǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭᲬӭƴਫ਼ƛǔ̬ᨖᆔˌٳƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƨئӳ
  ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƱƠǇƢŵ
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ᇹᲮவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷӕৢᲸ

Ძ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜԃ
ǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳƬƨƱƖƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴਰஆଐƷޓƢǔஉ
ƷଐǇưƴŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ਰஆଐƴᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳƬƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇ
Ƣŵ
  உƷ̬ᨖڎኖƷئӳŴ፻உƷਰஆଐƴ፻உЎƷ̬ᨖ૰ƱӳǘƤƯ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛᘍ
ƍǇƢŵ
  ࠰ǇƨƸҞ࠰Ʒ̬ᨖڎኖƷئӳŴਰஆଐƷ፻உƷࣖ࢘ଐƴϐࡇ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛᘍ
ƍǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴɼኖഘƴܭǊǔ྅ʖ
᧓ϋƴᡂஉǛᢅƗƨ̬ᨖ૰Ǜ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ

特約

ᇹᲭவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ̬ᨖ૰ƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼ
ኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷܭǊƨଐᲢᇹᲬࢸˌׅƷ̬
ᨖ૰ƷئӳƸŴᡂஉɶƷ˟ᅈƷܭǊƨଐŵˌɦᳺਰஆଐſƱƍƍǇƢŵᲣƴਦܭӝࡈƔǒ
̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ˟ᅈƷӝࡈƴਰǓஆƑǔƜƱƴǑƬƯ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǋƷƱƠǇƢŵƨƩ
ƠŴਰஆଐƕ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ˞ಅଐƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ፻փಅଐǛਰஆଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴਰஆଐƴ̬ᨖ૰ƷᡂƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ӷɟƷਦܭӝࡈƔǒᲬˑˌɥƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ǛਰǓஆƑǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟
ᅈƴݣƠƦƷਰஆࡀǛਦܭưƖƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƸŴਰஆଐƷЭଐǇưƴᡂ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜਦܭӝࡈƴ᪳λƠƯƓƘƜƱǛᙲƠ
ǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƴǑǔӝࡈਰஆƴǑƬƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ᪸ӓᚰƷႆᘍƸᘍƍǇƤ
ǜŵ

ᇹᲰவᲶ
ᲶਦܭӝࡈǇƨƸ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ٭Ჸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴਦܭӝࡈǛӷɟƷ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ˂Ʒӝࡈƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇ
ƨŴਦܭӝࡈǛᚨፗƠƯƍǔᗡೞ᧙ሁǛŴ˂Ʒ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ƜƷئӳŴƋǒƔơǊ˟ᅈƓǑƼ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴဎƠЈƯƘƩƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕӝࡈਰஆƷӕৢǛͣഥƢǔئӳƴƸŴƋǒƔơǊ˟ᅈƓǑƼ࢘ᛆ੩ઃᗡೞ᧙
ሁƴဎƠЈƯŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ੩ઃᗡೞ᧙ሁƕ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƷӕৢǛͣഥƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛ̬ᨖڎኖ
ᎍƴᡫჷƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴਦܭӝࡈǛ˂Ʒ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴ٭ƢǔƔŴ
˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ˟ᅈƸŴ˟ᅈǇƨƸ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷഥǉǛࢽƳƍʙऴƴǑǓਰஆଐǛ٭ƢǔƜƱƕƋǓ
ǇƢŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛƋǒƔơǊ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵ
ᇹᲱவᲶ
ᲶཎኖƷෞ๒Ჸ

  ƭƗƷʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖƸෞ๒ƠǇƢŵ
  உƷ̬ᨖڎኖƷئӳưŴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕෞ๒ǇƨƸڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷЭኛƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ˂Ʒ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇᲸᇹᲬƴᛆ࢘ƠƳƘƳƬƨƱƖ

特約

ᇹᲲவᲶ
ᲶɼኖഘƷแဇᲸ

  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
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ᇹᲳவᲶ
ᲶڎኖଐሁƷཎЩᲸ

  ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳưŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈ
ƕƜǕǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲯவᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ɣǒӝ
ࡈਰஆǛᘍƏئӳƷڎኖଐሁƷӕৢᲸƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨ
ƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐᲢஜӭƴƓƍƯž̬ᨖ᧓
ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽ
վŴᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹ
ܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛžᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳ
ǓŴਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍ
ᡂǇǕƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠ
ƨئƴƍᡂǇǕƨଐᲢஜӭƴƓƍƯž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ
፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇ
ƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰
ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛžᇹᲫׅ
̬ᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  Į ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢஜӭƴƓ
ƍƯž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓Ɠ
ǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬
ᨖᎍƷƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊư
ƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛž˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ
̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  į ɼڎኖƴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ
˄ьƞǕƯƍǔئӳŴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖƷཎኖவ
ƴƭƍƯƸŴЭĬƔǒĮƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
  İ ɥᚡĬƔǒĮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘ
ǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊ
ʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ
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ᇹவ
வᲶዅ˄ሁǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ

  ɼڎኖƷዸኽࢸƴዅ˄ሁᲢ̬ᨖŴ࠰ǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦӷơŵᲣ
ǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
ƜƷئӳŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʒᡂƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
  ࢘ᛆཎኖƷཎኖவƷɶᡦ˄ьƢǔئӳƷ˄ьଐᲢཎኖƷڎኖଐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࢘ᛆཎኖƷ˄ьଐƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ
࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣ

  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖ
ࣖ࢘ଐ
  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ
࢘ଐ
  ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳǓŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷ

特約

ƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭӭˌٳƷƕǜ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨ
ƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔ
ଐƱƠŴƦƷଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠǇƢŵƳƓŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ƸŴڎኖଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳ
ǓŴਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍ
ᡂǇǕƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔ
உƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘም
ƠǇƢŵ
  Į ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘ
ƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  į ЭĬƔǒĮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓
ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭᲬӭƴਫ਼ƛǔ̬ᨖᆔˌٳƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨ
ƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƱƠŴ
ƦƷଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠǇƢŵƳƓŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ
ڎኖଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳ
ǓŴਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍ
ᡂǇǕƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓ
ƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯ
ᚘምƠǇƢŵ
  Į ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘ
ƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  į ЭĬƔǒĮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖ
ഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβ
ᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ
ƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
  İ ɼڎኖƴƕǜཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳŴƕǜཎኖƷཎኖவƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴžᇹ
Ძ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐſǛƕǜཎኖƷᝧ˓
ڼଐƱƠǇƢŵ

ӕৢᲸᇹᲬǛแဇƠƯ፻உƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƷЭஉǛᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƱǈƳ
ƠƯЭӭƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
  ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷӕৢᲸᇹᲭǛแဇƠƯ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ
ƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴஜவƷᙹܭƸᢘဇƤƣŴ࢘ᛆཎኖƷཎኖவƷɶᡦ˄ьƢǔئӳƷ
˄ьଐƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
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̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖ


Ტ࠰ᲳஉଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶ
ᲶཎኖƷᢘဇᲸ

Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷɶᡦƴƓƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒŴ
˟ᅈƷਦܭƢǔǯȬǸȃȈǫȸȉᲢˌɦŴžਦܭǫȸȉſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǓ̬ᨖ૰Ǜƍ
ᡂǉଓƷဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈᲢஜཎኖǛᡫơƯž̬࢘ᨖ˟ᅈſǛƍƍǇƢŵᲣƕƜǕǛ১
ᜄƠƨئӳƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ЭƷਦܭǫȸȉƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕŴ˟ᅈƷਦܭƢǔǯȬǸȃȈǫȸȉႆᘍ˟ᅈᲢˌɦŴžǫ
ȸȉ˟ᅈſƱƍƍǇƢŵᲣƱƷ᧓ưዸኽƞǕƨ˟ՃᙹኖሁᲢˌɦŴž˟ՃᙹኖሁſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƴǋƱƮƖŴǫȸȉ˟ᅈǑǓɨƞǕƨǋƷǇƨƸ̅ဇǛᛐǊǒǕƨǋƷưƋǔƜƱǛᙲƠǇ
Ƣŵ
ᇹᲬவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ྙᲸ

  ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔஉƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴӝࡈਰஆ̬ᨖ૰ྙƱƠǇƢŵ

ȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽǒǕƳƔƬƨƱƖƴƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƳƔƬƨǋƷƱƠ
ƯӕৢƍǇƢŵ
ᇹᲯவᲶ
ᲶਦܭǫȸȉǇƨƸǫȸȉ˟ᅈƷ٭Ჸ

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴਦܭǫȸȉǛӷɟƷǫȸȉ˟ᅈƕႆᘍƢǔ˂ƷǯȬǸȃȈǫȸȉƴ٭Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴਦܭǫȸȉǛႆᘍƠƯƍǔǫȸȉ˟ᅈƱƸКƷǫȸȉ˟ᅈƕႆᘍƠƯ
ƍǔǯȬǸȃȈǫȸȉƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƋǒƔơǊ˟ᅈƴဎƠЈƯƘƩ
ƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴ̬ᨖ૰ƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅƷӕৢǛͣഥƢǔئӳƴƸŴƋǒƔơǊ˟ᅈ
ƴဎƠЈƯŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ǫȸȉ˟ᅈƕ̬ᨖ૰ƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅƷӕৢǛͣഥƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛ
̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴਦܭǫȸȉǛКƷǫȸȉ˟ᅈƷႆᘍ
ƢǔǯȬǸȃȈǫȸȉƴ٭ƢǔƔŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹᲰவᲶ
ᲶཎኖƷෞ๒Ჸ

  ƭƗƷʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖƸෞ๒ƠǇƢŵ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƴƭƍƯŴ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽǒǕƳƔƬƨƱƖ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƴƭƍƯŴ˟ᅈƕǫȸȉ˟ᅈǑǓ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ᪸ӓưƖƳƔƬƨƱ
Ɩ
  ̬ᨖڎኖƕෞ๒ǇƨƸڂјƠƨƱƖ
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ᇹᲮவᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽǒǕƳƔƬƨئӳƷӕৢᲸ

  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫ

特約

ᇹᲭவᲶ
Ჶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ

Ძ ̬ᨖ૰ƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼ
ኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐ
ᲢМဇᨂࡇ᫇ϋưƋǔƜƱሁƷᄩᛐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛࢽƨɥưŴƭƗƷƴŴਦܭ
ǫȸȉƴǑǓ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛൿฎƢǔƜƱᲢˌɦŴžǯȬǸȃȈǫȸȉૅſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƴǑƬƯ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷئӳƸŴ˟ᅈƕǯȬǸȃ
ȈǫȸȉૅǛ১ᜄƠƨ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷئӳƸŴᡂஉɶƷ˟ᅈƷܭǊƨଐ
Წ ӷɟƷਦܭǫȸȉưᲬˑˌɥƷ̬ᨖڎኖƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖ
ᎍƸŴ˟ᅈƴݣƠƦƷൿฎࡀǛਦܭưƖƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƸŴǫȸȉ˟ᅈƷ˟ՃᙹኖሁƴƠƨƕƍŴ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜǫȸȉ˟ᅈƴૅƏƜ
ƱǛᙲƠǇƢŵ
Ხ ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨࢸưŴ˟ᅈƕǫȸȉ˟ᅈǑǓ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ᪸ӓư
ƖƳƔƬƨئӳƴƸŴƦƷᡂஉɶƷ̬ᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛԃǈǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴᇹ
ᲫƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƴǑǔǯȬǸȃȈǫȸȉૅƴǑƬƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ᪸ӓᚰƷႆ
ᘍƸᘍƍǇƤǜŵ

  ̬ᨖ૰ƷЭኛƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ˂Ʒ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƨƱƖ
ᇹᲱவᲶ
ᲶɼኖഘƷแဇᲸ

  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛ
แဇƠǇƢŵ
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ᇹᲲவᲶ
ᲶڎኖଐሁƷཎЩᲸ

  ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳưŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈ
ƕƜǕǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦ
ܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟
ᅈƴƍᡂǇǕƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢஜӭƴƓƍƯž̬
ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ
૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ
ƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئ
ӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛžᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƴƍᡂǇǕƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍ
ƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  ĭ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘ
ǒƣŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍ
ଐᲢஜӭƴƓƍƯž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ
̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷ
ࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎ
ኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛž˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬ
ƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  Į ɼڎኖƴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ
˄ьƞǕƯƍǔئӳŴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖƷཎኖவ
ƴƭƍƯƸŴЭĬƓǑƼĭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
  į ɥᚡĬƓǑƼĭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖ
ഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβ
ᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ
ƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭӭˌٳƷƕǜ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦ
ܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬
ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦ
ƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘ
ǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑ
Ƽ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  Į ЭĬƓǑƼĭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ
᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑ
Ƽ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭᲬӭƴਫ਼ƛǔ̬ᨖᆔˌٳƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦ
ܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷ
ଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแ
ƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘ
ǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓
ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  Į ЭĬƓǑƼĭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼ
ኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷ
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βᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ
ƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶ
Ჶዅ˄ሁǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ

ɼڎኖƷዸኽࢸƴዅ˄ሁᲢ̬ᨖŴ࠰ǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵᲣǛૅ
ƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
ƜƷئӳŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʒᡂƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
 ࢘ᛆཎኖƷཎኖவƷɶᡦ˄ьƢǔئӳƷ˄ьଐᲢཎኖƷڎኖଐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࢘ᛆཎኖƷ˄ьଐƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 Ĭ உڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕൿฎƞǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
Ტڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
 ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕൿฎƞǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘
ଐ
 Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕൿฎƞǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
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КᘙᲫ ᛪ൭                
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɦᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɦᚡƷƷɟᢿƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋ
ǓǇƢŵ
ᲶҔၲ̬ᨖƆᚐኖƇᲸ
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

ዅ˄
ȷ၌၏λᨈዅ˄
ȷܹλᨈዅ˄
ȷᘐዅ˄
ȷ્ݧዴၲዅ˄

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲƷλᨈ
ᚰଢᲢ၌၏λᨈዅ˄Ŵܹλᨈዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᘐǇƨƸᚮၲᘍໝǛӖƚƨ၏ᨈ
ǇƨƸᚮၲƷᚰଢᲢᘐዅ˄Ŵ્ݧዴၲዅ˄
ƷئӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟƷئӳƸɧ
ᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳ
ƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ̬ᨖᚰУ

ᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƷ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭

ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

別表
1

ᚐኖሁ
ȷᚐኖ
ȷλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ࣄ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ

̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
٭

̬ᨖڎኖᎍƷ٭

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

சኺᢅ᧓ƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
Ⴛ࢘᫇ƷƍƠ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖӕʴƷҮᦷᚰଢ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜ
ȷͺೌᎍሁǁƷૅǛᚰƢǔ
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ᲶᡫᨈཎኖƆƇᲸ
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

ཎኖዅ˄
ȷ၌၏ᡫᨈዅ˄
ȷܹᡫᨈዅ˄

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᡫᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲƷᡫᨈ
ᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟƷئӳƸɧ
ᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ཎኖƷᚐኖሁ
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

Ჶࣱڡ၌၏λᨈཎኖƆƇᲸ
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

ࣱڡ၌၏λᨈዅ˄     ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈӍƸᚮၲƷλᨈᚰ
ଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟƷئӳƸɧ
ᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ཎኖƷᚐኖሁ
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷཎኖ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇

έᡶҔၲዅ˄

࣏  ᙲ    
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔၲǛӖƚƨ̬ᨖҔၲೞ᧙Ʒၲ
ƴƭƍƯƷᚰଢ
ȷέᡶҔၲƴƔƔǔ২ᘐ૰ƷૅЈǛᚰƢǔ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟƷئӳƸɧ
ᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ཎኖƷᚐኖ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ࣄ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ

ܭƔǒኳ៲ǁƷ٭

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
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別表

ᲶዮӳέᡶҔၲཎኖƆƇᲸ
  Ⴘ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

1

Ჶɤٻ၌၏ɟཎኖᲸ

  Ⴘ

࣏  ᙲ    
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲƷλᨈ
ᚰଢ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᘐǛӖƚƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲƷ
ᚰଢ
ȷ၏ྸኵጢ౨௹إԓ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟƷئӳƸɧ
ᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ɤٻ၌၏ɟ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ཎኖƷᚐኖሁ

ȷཎኖƷᚐኖ
ȷཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇


Ჶɤٻ၌၏СᨂᧈλᨈཎኖᲸ

  Ⴘ

࣏  ᙲ    

別表

ཎኖዅ˄

ȷ၌၏ᧈλᨈዅ˄
ȷܹᧈλᨈዅ˄

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴ ʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙƷئӳ 
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲƷλᨈ
ᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟƷئӳƸɧ
ᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ཎኖƷᚐኖ



ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ࣄ


ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ

ܭƔǒኳ៲ǁƷ٭



ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

1


Ჶɤٻ၌၏̬ᨖ૰ᡂβᨊཎኖᲸ

  Ⴘ
ɤٻ၌၏̬ᨖ૰ᡂβᨊ

࣏  ᙲ    
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲƷλᨈ
ᚰଢ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᘐǛӖƚƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲƷ
ᚰଢ
ȷ၏ྸኵጢ౨௹إԓ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳ
ƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ̬ᨖᚰУ
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ཎኖƷᚐኖ



ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ


Ჶဃ܍ᅔཎኖƆ
Ƈ
ƇᲸ
  Ⴘ
ဃ܍ᅔ




Ჶਦྸˊܭᛪ൭ཎኖᲸ

  Ⴘ

࣏  ᙲ    
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟƷ
ئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫
ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

࣏  ᙲ    

ਦྸˊܭᛪ൭ƴǑǔዅ˄ ȷɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴܭǊǔዅ˄ሁ
ሁƷૅ
Ʒᛪ൭
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍᲢᲯ࠰ƝƱМࠀᣐ࢘˄ƜƲǋ̬ᨖǇƨƸƜ
Ʋǋ̬ᨖƆƇƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷئӳƸ̬ᨖ
ڎኖᎍŵˌɦӷơŵᲣƱਦྸˊܭᛪ൭ʴƷዓƕᄩ
ᛐưƖǔৎቔᜈஜ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸਦྸˊܭᛪ൭ʴƷͤࡍ̬ᨖᘮ̬ᨖᎍ
ᚰƷϙƠ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƕڎኖƴǋƱƮƖᘮ̬ᨖᎍƷၲჃ
ᜱǇƨƸᝠငሥྸǛᘍƬƯƍǔƱƖƸŴƦƷڎኖ
ƷϙƠ
ȷዅ˄ሁƷӖӕʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཎКƳ
ʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ

ਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭ሁ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷગׅ
ȷཎኖƷᚐኖ




ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
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別表

ˊྸᛪ൭ƴǑǔዅ˄ሁƷ ȷɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴܭǊǔዅ˄ሁ
ૅ
Ʒᛪ൭
ȷˊྸᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍƱˊྸᛪ൭ʴƷዓƕᄩᛐưƖǔৎቔᜈஜ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƷͤࡍ̬ᨖᘮ̬ᨖᎍᚰƷ
ϙƠ
ȷዅ˄ሁƷӖӕʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཎКƳ
ʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཎКƳʙ
ऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ

1

КᘙᲭ ݣᝋƱƳǔ᭗ࡇᨦܹཞ७          

別表
3

ݣᝋƱƳǔ᭗ࡇᨦܹཞ७ƱƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷཞ७ǛƍƍǇƢŵ
ᲫᲨɲაƷᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲬᲨᚕᛖǇƨƸƦƠǌƘƷೞᏡǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲭᲨɶᅕኺኒǇƨƸችᅕƴᓸƠƍᨦܹǛസƠŴኳ៲ࠝƴʼᜱǛᙲƢǔǋƷ
ᲮᲨᏟᐃᢿᐥ֥ƴᓸƠƍᨦܹǛസƠŴኳ៲ࠝƴʼᜱǛᙲƢǔǋƷ
ᲯᲨɲɥᏃƱǋŴ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸƦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲰᲨɲɦᏃƱǋŴឱ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸƦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲱᲨᲫɥᏃǛ᧙ራˌɥưڂƍŴƔƭŴᲫɦᏃǛឱ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸƦƷဇǛμƘ൨ʁ
ƴڂƬƨǋƷ
ᲲᲨᲫɥᏃƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƍŴƔƭŴᲫɦᏃǛឱ᧙ራˌɥưڂƬƨǋƷ

ᲶͳᎋᲸ
ƆКᘙᲭ ݣᝋƱƳǔ᭗ࡇᨦܹཞ७ƇƴƭƍƯ
ᲫᲨაƷᨦܹᲢᙻщᨦܹᲣ
  ᙻщƷยܭƸŴɢࡸᚾᙻщᘙƴǑǓŴᲫაƣƭŴƖǐƏദᙻщƴƭƍƯยܭƠǇƢŵ
  žᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴᙻщƕˌɦƴƳƬƯࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛ
ƍƍǇƢŵ
  ᙻƞƘƓǑƼაწɦƴǑǔᙻщᨦܹƸŴᙻщǛڂƬƨǋƷƱƸǈƳƠǇƤǜŵ
ᲬᲨᚕᛖǇƨƸƦƠǌƘƷᨦܹ
  žᚕᛖƷೞᏡǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴƭƗƷᲭƭƷئӳǛƍƍǇƢŵ
  Ĭ ᛖ᪦ನೞᏡᨦܹưŴӝՑ᪦Ŵഫᐾ᪦Ŵӝᔟ᪦ŴƜƏ᪽᪦ƷᲮᆔƷƏƪŴᲭᆔˌɥƷႆ
᪦ƕɧᏡƱƳǓŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍئӳ
  ĭ ᏯᚕᛖɶƷͻƴǑǔڂᛖၐưŴ᪦٣ᚕᛖƴǑǔॖ࣓ƷျᡫƕɧӧᏡƱƳǓŴƦƷׅ
ࣄƷᙸᡂƕƳƍئӳ
  Į ٣࠘μᢿƷƯƖЈƴǑǓႆ᪦ƕɧᏡƳئӳ
  žƦƠǌƘƷೞᏡǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴ්ѣˌٳƷǋƷƸઅӕưƖƳƍཞ७
ưŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲭᲨࠝƴʼᜱǛᙲƢǔǋƷ
  žࠝƴʼᜱǛᙲƢǔǋƷſƱƸŴཋƷઅӕŴ̝ȷބȷƦƷࢸڼŴƓǑƼᘘბᏮȷ
ឪއȷഩᘍȷλෘƷƍƣǕǋƕᐯЎưƸưƖƣŴࠝƴ˂ʴƷʼᜱǛᙲƢǔཞ७ǛƍƍǇƢŵ
ᲮᲨɥȷɦᏃƷᨦܹ
  žɥȷɦᏃƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴܦμƴƦƷᢃѣೞᏡǛڂƬƨǋƷǛƍƍŴ
ɥȷɦᏃƷܦμᢃѣƻŴǇƨƸɥȷɦᏃƴƓƍƯƦǕƧǕᲭ᧙ٻራᲢɥᏃƴƓƍƯƸᏅ᧙ራŴ
ƻơ᧙ራƓǑƼ᧙ራŴɦᏃƴƓƍƯƸǇƨ᧙ራŴƻƟ᧙ራƓǑƼឱ᧙ራᲣƷܦμࢍႺưŴׅ
ࣄƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ


៲˳ᢿˮƷӸᆅƸƭƗƷƷƱƓǓƱƠǇƢŵ




















― 150 ―

КᘙᲮ ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७          

― 151 ―

別表

ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७ƱƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷཞ७ǛƍƍǇƢŵ
ᲫᲨᲫაƷᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲬᲨɲƷᎮщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲭᲨᲫɥᏃǛ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸᲫɥᏃƷဇǋƠƘƸᲫɥᏃƷᲭ᧙ٻራɶƷᲬ᧙ራƷဇ
ǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲮᲨᲫɦᏃǛឱ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸᲫɦᏃƷဇǋƠƘƸᲫɦᏃƷᲭ᧙ٻራɶƷᲬ᧙ራƷဇ
ǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲯᲨਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲰᲨᲫƷᲯਦǛڂƬƨƔǇƨƸᇹᲫਦᲢਦᲣƓǑƼᇹᲬਦᲢᅆਦᲣǛԃǜưᲮਦǛڂƬ
ƨǋƷ
ᲱᲨឱਦǛڂƬƨǋƷ
ᲲᲨᏨ௵ƴᓸƠƍ࢟ڈǇƨƸᓸƠƍᢃѣᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷ

ᲶͳᎋᲸ
ƆКᘙᲮ ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७ƇƴƭƍƯ
ᲫᲨაƷᨦܹᲢᙻщᨦܹᲣ
  ᙻщƷยܭƸŴɢࡸᚾᙻщᘙƴǑǓŴᲫაƣƭŴƖǐƏദᙻщƴƭƍƯยܭƠǇƢŵ
  žᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴᙻщƕˌɦƴƳƬƯࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛ
ƍƍǇƢŵ
  ᙻƞƘƓǑƼაწɦƴǑǔᙻщᨦܹƸŴᙻщǛڂƬƨǋƷƱƸǈƳƠǇƤǜŵ
ᲬᲨƷᨦܹᲢᎮщᨦܹᲣ
  ᎮщƷยܭƸŴଐஜಅᙹᲢଯԧ࠰உଐોܭᲣƴแਗƠƨǪȸǸǪȡȸǿưᘍƳ
ƍǇƢŵ
  žᎮщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴԗඬૠȷȷȘȫȄƴƓƚǔᎮщȬ
șȫǛƦǕƧǕ᳛ȷ᳜ȷ᳝ȇǷșȫƱƠƨƱƖŴᲫᲩᲮᲢ᳛ᲥᲬ᳜Ქ᳝ᲣƷ͌ƕȇǷșȫ
ˌɥᲢʼƴƠƯǋٻ٣ᛖǛྸᚐƠƑƳƍǋƷᲣưࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲭᲨɥȷɦᏃƷᨦܹ
  žɥȷɦᏃƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴܦμƴƦƷᢃѣೞᏡǛڂƬƨǋƷǛƍƍŴ
ɥȷɦᏃƷܦμᢃѣƻŴǇƨƸɥȷɦᏃƴƓƍƯƦǕƧǕᲭ᧙ٻራᲢɥᏃƴƓƍƯƸᏅ᧙
ራŴƻơ᧙ራƓǑƼ᧙ራŴɦᏃƴƓƍƯƸǇƨ᧙ራŴƻƟ᧙ራƓǑƼឱ᧙ራᲣƷܦμࢍႺ
ưŴࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
  ž᧙ራƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴ᧙ራƷܦμࢍႺưŴࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǇ
ƨƸʴᭌ᪽ǋƠƘƸʴ᧙ራǛƦƏλፗ੭ƠƨئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲮᲨਦƷᨦܹ
  žਦǛڂƬƨǋƷſƱƸŴᇹᲫਦᲢਦᲣƴƓƍƯƸਦራ᧓᧙ራŴƦƷ˂ƷਦƸᡈˮ
ਦራ᧓᧙ራˌɥǛڂƬƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
  žਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴਦƷራƷᲬЎƷᲫˌɥǛڂƬƨئӳŴǇ
ƨƸਦƷɶਦራ᧙ራǋƠƘƸᡈˮਦራ᧓᧙ራᲢᇹᲫਦᲢਦᲣƴƓƍƯƸਦራ᧓᧙ራᲣ
ƷᢃѣርƕဃྸႎᢃѣርƷᲬЎƷᲫˌɦưࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲯᲨឱਦƷᨦܹ
  žឱਦǛڂƬƨǋƷſƱƸŴឱਦμᢿǛڂƬƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
ᲰᲨᏨ௵Ʒᨦܹ
  žᏨ௵ƷᓸƠƍ࢟ڈſƱƸŴᏨ௵Ʒ࢟ڈƕᡫࠝƷᘘǛბဇƠƯǋٳᢿƔǒǈƯଢǒƔƴ
ǘƔǔᆉࡇˌɥƷǋƷǛƍƍǇƢŵ
  žᏨ௵ƷᓸƠƍᢃѣᨦܹſƱƸŴ᪹ౢƴƓƚǔܦμࢍႺƷئӳŴǇƨƸᏟౢˌɦƴƓƚǔ
ЭࢸމŴӫމƓǑƼӫׅଆƷᲭᆔƷᢃѣƷƏƪŴᲬᆔˌɥƷᢃѣƕဃྸႎርƷᲬЎƷ
ᲫˌɦƴСᨂƞǕƨئӳǛƍƍǇƢŵ

4

៲˳ᢿˮƷӸᆅƸƭƗƷƷƱƓǓƱƠǇƢŵ



































別表
4
21-2
22-2
23-2

Кᘙ ၏ᨈǇƨƸᚮၲ                        
ž၏ᨈǇƨƸᚮၲſƱƸŴƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱƠǇƢŵ
ᲫᲨҔၲඥƴܭǊǔଐஜϋƴƋǔ၏ᨈǇƨƸधᎍǛӓܾƢǔλᨈᚨǛஊƢǔஊᚮ
ၲᲢׄᏃƴƓƚǔᭌ৵ŴᏮᐵŴਯǇƨƸઞƴ᧙ƠᘐǛӖƚǔƨǊŴ௩ᢊૢ
ࣄࠖඥƴܭǊǔᘐƴӓܾƞǕƨئӳƴƸŴƦƷᘐǛԃǈǇƢŵᲣŵƨƩƠŴ
ʼᜱ̬ᨖඥƴܭǊǔҔၲᚨᲢʼᜱၲҔၲᚨƳƲᲣǛᨊƖǇƢŵ
ᲬᲨɥᚡᲫƷئӳƱӷሁƷଐஜٳƴƋǔҔၲᚨ



Кᘙ λᨈ          
žλᨈſƱƸŴҔࠖᲢ௩ᢊૢࣄࠖඥƴܭǊǔ௩ᢊૢࣄࠖǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƴǑǔၲᲢ௩
ᢊૢࣄࠖƴǑǔᘐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƕ࣏ᙲưƋǓŴƔƭᐯܡሁưƷၲƕᩊƳƨǊŴ
КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴλǓŴࠝƴҔࠖƷሥྸɦƴƓƍƯၲƴࣞݦƢǔƜƱǛƍ
ƍǇƢŵ



Кᘙ ᡫᨈ            
žᡫᨈſƱƸŴҔࠖᲢ௩ᢊૢࣄࠖඥƴܭǊǔ௩ᢊૢࣄࠖǛԃǈǇƢŵᲣƴǑǔၲᲢ௩ᢊૢࣄࠖ
ƴǑǔᘐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƕ࣏ᙲưƋǓŴКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƓǑƼ
धᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍᚮၲƴƓƍƯŴٳஹưᚮݑŴ৲ᕤŴϼፗŴᘐŴƦƷ˂Ʒၲ
ǛҔࠖƷਦᅆƴǑǓӖƚǔƜƱǛƍƍǇƢŵᲢࢮᚮǛԃǈǇƢŵᲣ
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Кᘙ

 ཎܭ၌၏ɟᚁ

            

ཎܭ၌၏
ᲫᲨኄބ၏
ᲬᲨ᭗ᘉࣱן၌ध
ᲭᲨॸࣱȪǦȞȁࣱ࣎၌ध
ᲮᲨᖎᘉࣱ࣎၌ध
ᲯᲨέࣱټဍཞᐄೞᏡ˯ɦၐ
ᲰᲨӞχႎȕǧȋȫǱȈȳބၐ
ᲱᲨီࠝЎۖȷီࠝ۔کᲢࠔྛЏǛԃǉŵᲣ
ᲲᲨͻٳƴˤƏӳ́ၐƓǑƼࢸᢡၐ


Кᘙ

 ཎܭᢿˮɟᚁ
               
           

៲˳ᢿˮ
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別表

ᲫᲨᢊ
ᲬᲨᏎƓǑƼҗʚਦᐂᲢ࢘ᛆᢿˮƷᘐƴˤƍᆰᐂƷᘐǛӖƚƨئӳƴƸᆰᐂǛԃǉŵᲣ
ᲭᲨݱᐂᲢҗʚਦᐂǛԃǉŵᲣ
ᲮᲨႹᐂᲢᖓᆳឪǛԃǉŵᲣ
ᲯᲨٻᐂᲢႺᐂŴႹᐂǛԃǉŵᲣ
ᲰᲨႺᐂƓǑƼᏀᧉ
ᲱᲨᏁᐥŴᏐֳƓǑƼᏐሥ
ᲲᲨᐘᐥ
ᲳᲨᐃᐏ
ᲨᏍᐥŴᏟᐏŴൢሥƓǑƼൢሥૅᲢ࢘ᛆᢿˮƷᘐƴˤƍᏟᣀƷᘐǛӖƚƨئӳƴƸᏟᣀǛԃ
ǉŵᲣ
ᲨᱠᲢиᱠᏸǛԃǉŵᲣ
ᲨԹ᪽ᲢఒǛԃǉŵᲣƓǑƼձ᪽Ტ٣࠘ǛԃǉŵᲣ
ᲨӝᏸŴഫŴᐾŴഫᎹŴ᫈ɦᐄŴɦᐄƓǑƼᐾɦᐄ
ᲨᲢٳŴᱛᐏŴɶŴϋƓǑƼᎮᅕኺǛԃǉŵᲣƓǑƼʐಮᆳឪ
ᲨაྶƓǑƼაྶ˄֥ޓᲢაწŴኽᐏŴ֥ŴაሂƓǑƼაᆾϋኵጢǛԃǉŵᲣ
ᲨᏴᐥƓǑƼބሥ
ᲨᐆᏝƓǑƼބᢊ
ᲨЭᇌᐄ
ᲨʐᲢʐᐄǛԃǉŵᲣ
Შܷ܇Ტ۔کǋƠƘƸЎۖƷီࠝƕဃơƨئӳǇƨƸࠔྛЏǛӖƚƨئӳǛԃǉŵᲣ
ᲨҳߺŴҳሥƓǑƼ֥ޓ˄ܷ܇
ᲨოɺŴиოɺŴችሥŴችኧƓǑƼችֳ
Შဍཞᐄ
Შ᪹ᢿᲢ᪹ౢŴౢ᧓ெŴ᧙ራŴሂᎹŴ᐀ƓǑƼ࢘ᛆᅕኺǛԃǉŵᲣ
ᲨᏟᢿᲢᏟౢŴౢ᧓ெŴ᧙ራŴሂᎹŴ᐀ƓǑƼ࢘ᛆᅕኺǛԃǉŵᲣ
ᲨᢿᲢౢŴౢ᧓ெŴ᧙ራŴሂᎹŴ᐀ƓǑƼ࢘ᛆᅕኺǛԃǉŵᲣ
Შ˅ᭌᢿƓǑƼރᭌᢿᲢ࢘ᛆᅕኺǛԃǉŵᲣ
ᲨᏅ᧙ራᢿƓǑƼᦋᭌ
ᲨӫᏅ᧙ራᢿƓǑƼӫᦋᭌ
ᲨᏂ᧙ራᢿ
ᲨӫᏂ᧙ራᢿ
ᲨɥᏃᲢᏅ᧙ራᢿǛᨊƘŵᲣ
ᲨӫɥᏃᲢӫᏅ᧙ራᢿǛᨊƘŵᲣ
ᲨɦᏃᲢᏂ᧙ራᢿǛᨊƘŵᲣ
ᲨӫɦᏃᲢӫᏂ᧙ራᢿǛᨊƘŵᲣ

24
25

៲˳ᢿˮ
ᲨᱝࢲᢿᲢᱝࢲȘȫȋǢŴᨏֳȘȫȋǢǇƨƸٻᐅȘȫȋǢƕဃơƨئӳƴᨂǔŵᲣ
ᲨឳᭌƓǑƼɶឱᭌ
ᲨႝᐎᲢ᪽ႝƓǑƼӝՑǛԃǉŵᲣ
Შɥ᫈ᭌŴɦ᫈ᭌƓǑƼ᫈᧙ራ
ᲨᏂ᧙ራ
Შᐐ᧙ራ
ᲨᏨ௵ᲢᏨౢŴౢ᧓ெƓǑƼ࢘ᛆᅕኺǛԃǉŵᲣ
Შጏᨠ
Შᐒȷٳᨏᢿ
ᲨᎺᭌŴᏟᭌƓǑƼƦƷ˂ƷᏟᣀ
ᲨᭌႴᭌ
Შ᪽ᔟᭌ
ᲨᨏֳᢿᲢᨏֳ൦ᏽƕဃơƨئӳƴᨂǔŵᲣ
ᲨиᏴ
ᲨиဍཞᐄᲢɥႝ˳ݱᲣ
ᲨɥᏃ
ᲨɦᏃ



Кᘙ

 फࣱૼဃཋ

       
  
ᲫᲨफࣱૼဃཋƱƸŴ࠰ᲬஉଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴ
إᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲ ᳃ᲽᲾᲧᲢ࠰༿ᲣแਗᲢˌɦŴž᳃ᲽᲾ
ᲧſᲣſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴƭƗƷؕஜЎǳȸȉƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷǛƍ
ƍǇƢŵ

別表
25
27

ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲſƴƓƍƯŴ
ᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳЎ੩ᙲƕᘍƞǕƨئӳƸŴૼƨƳЎƷؕஜЎǳȸȉƴǑǔǋ
ƷƱƠǇƢŵ
ؕஜЎ
ЎႸ
ǳȸȉ
ӝՑƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ
Ჽ
ᐾఌᲶؕࡁᲸᢿƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᐾƷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ഫᎹƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ӝᲢᏸᲣࡁƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ӝᔟƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷӝᏸƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ɦᐄƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷٻ՜෩ᐄƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ఒƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ɶԹ᪽ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᱠᲶɥᲸԹ᪽ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

షཞᨋЇᲶᲸƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ɦԹ᪽ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

― 154 ―

ᢊƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᏎƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ݱᐂƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ኽᐂƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ႺᐂཞኽᐂᆆᘍᢿƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ႺᐂƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᏀᧉƓǑƼᏀᧉሥƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᏁƓǑƼᏁϋᏐሥƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᏐƷƏᲶֳᲸƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷᏐᢊƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᐘƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷෞ֥҄ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᱠᏸƓǑƼɶƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

иᱠᏸƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ձ᪽ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ൢሥƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ൢሥૅƓǑƼᏍƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᏟᐄƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

࣎ᐥŴጏᨠƓǑƼᏟᐏƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷԠԈ֥ኒƓǑƼᏟᏸϋᐥ֥ƷफࣱૼဃཋᲶᏽ
ၨᲸ

Ჽ

ᲢׄᲣᏃƷᭌƓǑƼ᧙ራ᠂ᭌƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷᭌƓǑƼ᧙ራ᠂ᭌƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ႝᐎƷफࣱ᱅ᑥᏽ

Ჽ

ႝᐎƷƦƷ˂ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ɶႝᏽ

Ჽ

ǫȝǸᲶ-CRQUKᲸᎹᏽ

Ჽ

ఴᅕኺƓǑƼᐯࢷᅕኺኒƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ࢸᐃᐏƓǑƼᐃᐏƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƷኽӳኵጢƓǑƼ᠂ᢿኵጢƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ʐƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ٳᨏᲢᢿᲣƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᏺƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ܷ܇᪹ᢿƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

˳ܷ܇ᢿƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ܷ܇ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸŴᢿˮɧଢ

Ჽ

ҳߺƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ
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別表

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷӝՑŴӝᏸƓǑƼԹ᪽ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

ؕஜЎ
ǳȸȉ
Ჽ

ЎႸ

27

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱڡဃ഻֥ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

ؕஜЎ
ǳȸȉ
Ჽ

ᏒႴƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᨏᒚƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ЭᇌᐄƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ችߺᲶოɺᲸƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷဏࣱဃ഻֥ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᏴႥǛᨊƘᏴƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᏴႥƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ބሥƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᐆᏝƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷބែƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

აƓǑƼ˄֥ޓƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

᭒ᐏƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ᏯƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

Ꮸ᭒ŴᏯᅕኺƓǑƼƦƷ˂ƷɶᅕኺኒƷᢿˮƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ဍཞᐄƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

иᏴƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƷϋЎඣᐄƓǑƼ᧙ᡲኵጢƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ȪȳȑራƷዓႆࣱƓǑƼᢿˮɧଢƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ԠԈ֥ƓǑƼෞ֥҄ƷዓႆࣱफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ƦƷ˂ƷᢿˮƓǑƼᢿˮɧଢƷዓႆࣱफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

फࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸŴᢿˮƕଢᅆƞǕƯƍƳƍǋƷ

Ჽ

țǸǭȳᲶ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽ

Ჽ

ǖᲶຯᲸᏘࣱȪȳȑᏽ

Ჽ

᩼ǖᲶຯᲸᏘࣱȪȳȑᏽ

Ჽ

༌᳅ኬᏘȪȳȑᏽ

Ჽ

᩼țǸǭȳᲶPQPÛ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽƷƦƷ˂ƓǑƼᛇኬɧଢƷ

Ჽ

᳅ኬᏘȪȳȑᆔƷƦƷ˂ƷଢᅆƞǕƨ

Ჽ

फࣱβ၃ف഻ࣱ၌ध

Ჽ

ٶႆࣱᭌ᭒ᏽƓǑƼफࣱ࢟ឋኬᏘࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

Ȫȳȑࣱႉᘉ၏

Ჽ

ᭌ᭒ࣱႉᘉ၏

Ჽ

ҥྶࣱႉᘉ၏

Ჽ

ኬᏘƷଢᅆƞǕƨƦƷ˂Ʒႉᘉ၏

Ჽ

ኬᏘɧଢƷႉᘉ၏

Ჽ

ȪȳȑኵጢᡯᘉኵጢƓǑƼ᧙ᡲኵጢƷƦƷ˂ƓǑƼᛇኬɧଢƷफࣱૼဃ
ཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ

ЎႸ

別表
27
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ؕஜЎ
ǳȸȉ
ᇌƠƨᲢҾႆࣱᲣٶᢿˮƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ
Ჽ
ᲢදᲣЎႸɶƷˊஆӧᏡƳဇᛖƸޛਙࢆᲶᲸưᘙᅆƞǕǇƢŵ̊ƑƹŴžૼဃཋᲶᏽၨᲸſ
ƱƸŴžૼဃཋſƷˊஆӧᏡƳဇᛖƕžᏽၨſưƋǔƜƱǛᘙƠƯƓǓŴžफࣱૼဃཋſƱ
žफࣱᏽၨſƸӷ፯ƱƳǓǇƢŵ

ᲬᲨɥᚡᲫƴƓƍƯžफࣱૼဃཋſƱƸŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽ
ၨ ܖᇹᲭ༿ſɶŴૼဃཋƷࣱཞǛᘙƢᇹᲯఐǳȸȉƕƭƗƷǋƷǛƍƍǇƢŵ
ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽၨܖſƴƓƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌ
ЭƴૼƨƳ༿ƕႆᘍƞǕƨئӳƸŴૼƨƳ༿ƴƓƚǔᇹᲯఐǳȸȉƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
ᇹᲯఐࣱཞǳȸȉဪӭ
ᲩᲭ ȷȷȷफࣱŴҾႆᢿˮ
ᲩᲰ ȷȷȷफࣱŴ᠃ᆆᢿˮ
        फࣱŴዓႆᢿˮ
ᲩᲳ ȷȷȷफࣱŴҾႆᢿˮӍƸ᠃ᆆᢿˮƷКɧᛇ

ɥᚡᲫƴƸᛆ࢘ƠƳƍǋƷƷŴᲬƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯݣᝋƱƳǔफ
ࣱૼဃཋƱƠǇƢŵ̊ƑƹŴž᳃ᲽᲾᲧſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴƭƗƷؕஜЎǳȸȉ
ƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷƸŴɥᚡᲫƴƸᛆ࢘ƠƳƍǋƷƷŴᲬƴᛆ࢘ƢǔƨǊŴƜƷ̬ᨖ
ڎኖƴƓƍƯݣᝋƱƳǔफࣱૼဃཋƱƳǓǇƢŵ
ؕஜЎ
ЎႸ
ǳȸȉ
ჇࣱហᘉྶفьၐᲶٶᘉၐᲸ
Ჾ
ᭌ᭒ီ࢟ၐͅ፭
Ჾ
ॸࣱᭌ᭒ف഻ࣱ၌ध
Ჾ
ஜ७ࣱᲢЈᘉࣱᲣᘉݱெᘉၐ
Ჾ
ᭌ᭒ዴዜၐ
Ჾ
ॸࣱڤᣠྶࣱႉᘉ၏=ڤᣠྶفьၐͅ፭?
Ჾ
ᲢදᲣžफࣱૼဃཋſƴƸŴᨥݣƕǜᡲӳᲢ᳃ᲽᲽᲣƴǑǓႆᘍƞǕƨž᳇फࣱᏽၨƷ
Ўſư၏ЎƕᲪƴЎƞǕƯƍǔ၏٭ƸŴԃǇǕǇƤǜŵƠƨƕƬƯŴɥႝϋၶŴ
᩼ේၶŴٻᐂƷቬᐏϋၶሁƸŴफࣱૼဃཋƴᛆ࢘ƠǇƤǜŵ


Кᘙ

 πႎҔၲ̬ᨖСࡇ



      
ƭƗƷƍƣǕƔƷඥࢷƴǋƱƮƘҔၲ̬ᨖСࡇǛƍƍǇƢŵ
ᲫᲨͤࡍ̬ᨖඥ
ᲬᲨൟͤࡍ̬ᨖඥ
ᲭᲨܼπѦՃσฎኵӳඥ
ᲮᲨ૾עπѦՃሁσฎኵӳඥ
ᲯᲨᅶᇌܖఄᎰՃσฎඥ
ᲰᲨᑔՃ̬ᨖඥ
ᲱᲨ᭗ᱫᎍƷҔၲƷᄩ̬ƴ᧙Ƣǔඥࢷ




ЎႸ

別表
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27
30

Кᘙ

 ݣᝋƱƳǔࣱڡཎܭ၌၏

           

ݣᝋƱƳǔࣱڡཎܭ၌၏ƱƸŴ࠰ᲬஉଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘҽဃіႾٻᐫ
ܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲ ᳃ᲽᲾᲧᲢ࠰༿Უแਗſƴᚡ
᠍ƞǕƨЎႸɶŴƭƗƷؕஜЎǳȸȉƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
ؕஜЎ
ࣱڡཎܭ၌၏Ʒᆔ
ЎႸ
ǳȸȉ

別表
42

फࣱૼဃཋ

ȷʐƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ



ȷٳᨏᲢᢿᲣƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ



ȷᏺƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ



ȷܷ܇᪹ᢿƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ



ȷ˳ܷ܇ᢿƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ



ȷܷ܇ƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸŴᢿˮɧଢ

Ჽ



ȷҳߺƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ



ȷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱڡဃ഻֥Ʒफࣱૼဃཋ
ᲶᏽၨᲸ

Ჽ



ȷᏒႴƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჽ



ȷƦƷ˂ƷᢿˮƷዓႆࣱफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸᲢᲽ
ᲣɶŴҳߺƷዓႆࣱफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

ɥႝϋૼဃཋ

ȷʐƷɥႝϋၶ

Ჾ



ȷܷ܇᪹ᲢᢿᲣƷɥႝϋၶ

Ჾ



ȷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱ֥ƷɥႝϋၶᲢᲾᲣ
ɶŴܷ܇ϋᐏƷɥႝϋၶ

Ჾ



ȷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱ֥ƷɥႝϋၶᲢᲾᲣ
ɶŴٳᨏᢿƷɥႝϋၶ

Ჾ



ȷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱ֥ƷɥႝϋၶᲢᲾᲣ
ɶŴᏺƷɥႝϋၶ

Ჾ



ȷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱ֥ƷɥႝϋၶᲢᲾᲣ
ɶŴƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱڡဃ഻֥Ʒɥႝϋ
ၶ

Ჾ

ᑣࣱૼဃཋ

ȷʐƷᑣࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჾ



ȷܷ܇๖ሂᏽ

Ჾ



ȷܷ܇ƷƦƷ˂ƷᑣࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჾ



ȷҳߺƷᑣࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჾ



ȷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱڡဃ഻֥Ʒᑣࣱૼဃཋ
ᲶᏽၨᲸ

Ჾ



ȷࣱڡဃ഻֥ƷࣱཞɧᛇǇƨƸɧଢƷૼဃཋᲶᏽၨ
Ჸ

Ჾ



ȷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱཞɧᛇǇƨƸɧଢƷૼ
ဃཋᲶᏽၨᲸᲢᲾᲣɶŴʐƷૼဃཋᲶᏽၨᲸ

Ჾ

ҳߺೞᏡᨦܹ

ȷҳߺೞᏡᨦܹ

Ჿ

᧙ራȪǦȞȁ

ȷᘉฌӒࣱࣖᨗ᧙ራȪǦȞȁ

᳇



ȷƦƷ˂Ʒ᧙ራȪǦȞȁ

᳇

Ჽ

ʐƓǑƼ ࣱࣱ֥ڡȷʐƷᨦܹ
Ʒ၌धƱᨦܹ
ȷࣱڡᭌႴᐥ֥Ʒ໒ၐࣱ၌ध

᳸

ȷࣱڡဃ഻֥Ʒ᩼໒ၐࣱᨦܹ

᳸

― 158 ―

᳸

۔کŴЎۖƓǑƼင ȷ්ငƴኳǘƬƨ۔ک
᳸
ơǐƘᲶᙙᲸƷӳ́
ȷ۔کŴЎۖƓǑƼငơǐƘᲶᙙᲸƴƓƚǔූᏽŴ ᳸
ၐ
ǿȳȑǯᲶᖨႉᲸބƓǑƼ᭗ᘉࣱןᨦܹ
ȷɼƱƠƯ۔کƴ᧙ᡲƢǔƦƷ˂Ʒ˳ᨦܹ

᳸

ȷᏒδƓǑƼ፤ᐏᏸƴ᧙ᡲƢǔ˳ǱǢƳǒƼƴʖ ᳸
ेƞǕǔЎۖƷᜂբ᫆
ȷЎۖƷӳ́ၐ

᳸

ȷҥᏒᐯЎۖᲢᲣǛᨊƘЎۖ

᳸

ȷɼƱƠƯငơǐƘᲶᙙᲸƴ᧙ᡲƢǔӳ́ၐ

᳸

ȷƦƷ˂Ʒငᅹႎ၏७Ŵ˂ƴЎƞǕƳƍǋƷ
᳸
ᲢදᲫᲣžʐƷफࣱૼဃཋᲶᏽၨᲸſŴžʐƷɥႝϋၶſŴžʐƷᑣࣱૼဃཋᲶᏽၨ
ᲸſŴžʐƷᨦܹſƴƸŴʐƷႝᐎƴƓƚǔૼဃཋᲶᏽၨᲸǍᨦܹƸԃǇǕǇƤ
ǜŵ
ᲢදᲬᲣžҳߺೞᏡᨦܹſƴƸŴҳߺೞᏡᨦܹƴǑǒƳƍဃྸɧȷ࠰ᨦܹƳƲƸԃǇǕ
ǇƤǜŵ
ᲢදᲭᲣž᧙ራȪǦȞȁſƴƸŴᒉ࠰ࣱ᧙ራ໒Ტ᳇Ჩᒉ࠰ࣱ᧙ራȪǦȞȁƳƲᲣƸԃǇǕǇ
Ƥǜŵ
ᲢදᲮᲣʐŴٳᨏŴᏺŴܷ܇᪹ᢿŴ˳ܷ܇ᢿŴҳߺŴࣱڡဃ഻֥ŴᏒႴƴဃơƨफࣱૼဃཋ
ƷƏƪŴɥᚡƷؕஜЎǳȸȉƴᛆ࢘ƠƳƍǋƷƴƭƍƯǋŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƴᨂ
ǓŴݣᝋƱƳǔࣱڡཎܭ၌၏ƴԃǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ᲢදᲯᲣҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲſƴƓƍƯŴ
ૼƨƳЎƕᘍƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƴᨂǓŴɥᚡƴਫ਼ƛǔ၌၏ˌٳ
Ʒ၌၏ǛݣᝋƱƳǔࣱڡཎܭ၌၏ƴԃǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ



Кᘙ

 ݣᝋƱƳǔज़௨ၐ

         

ݣᝋƱƳǔज़௨ၐƱƸŴ࠰ᲬஉଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘҽဃіႾٻᐫܫወ
ᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲ ᳃ᲽᲾᲧᲢ࠰༿Უแਗſƴᚡ᠍ƞǕ
ƨЎႸɶŴƭƗƷؕஜЎǳȸȉƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
ЎႸ
ؕஜЎǳȸȉ
ǳȬȩ




ȑȩȁȕǹ



ኬᓏࣱហၚ



ᐂሥЈᘉࣱٻᐂᓏज़௨ၐ



ȚǹȈ



ǸȕȆȪǢ



ࣱ໋࣯ႉ᭒໒ᲶȝȪǪᲸ



ȩȃǵ༏



ǯȪȟȤȷǳȳǴᲶ%TKOGCP%QPIQᲸЈᘉ༏



ȞȸȫȖȫǰᲶ/CTDWTIᲸǦǤȫǹ၏



ǨȜȩᲶ'DQNCᲸǦǤȫǹ၏
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別表

ᐂȁȕǹ

42
51

Кᘙ

 ီࠝЎۖ

         

žီࠝЎۖſƱƸŴ࠰ᲬஉଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏Ŵ
ͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲ ᳃ᲽᲾᲧᲢ࠰༿Უแਗſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴؕஜЎǳȸȉ
ƓǑƼƔǒǇưƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷƱƠŴƨƱƑƹŴᭌႴˮЎۖᲢƍǘǏǔᡞ܇Ტƞ
ƔƝᲣᲣŴ܇ЎۖŴԈࡽЎۖŴࠔྛЏŴٶᏒЎۖᲢƍǘǏǔӑ܇ƳƲᲣǛƍƍǇƢŵ



Кᘙ

 Ҕᅹᚮၲإᣛໜૠᘙ


žҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙſƱƸŴᘐǇƨƸ્ݧዴၲǛӖƚƨໜƴƓƍƯŴҽဃіႾԓᅆƴ
ǋƱƮƖܭǊǒǕƯƍǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙǛƍƍǇƢŵ


Кᘙ

 ഫᅹᚮၲإᣛໜૠᘙ

     
žഫᅹᚮၲإᣛໜૠᘙſƱƸŴᘐǇƨƸ્ݧዴၲǛӖƚƨໜƴƓƍƯŴҽဃіႾԓᅆƴ
ǋƱƮƖܭǊǒǕƯƍǔഫᅹᚮၲإᣛໜૠᘙǛƍƍǇƢŵ


Кᘙ

 έᡶҔၲ
                

έᡶҔၲƱƸŴКᘙƴܭǊǔඥࢷƴǋƱƮƘᚸ̖ၲƷƏƪҽဃіٻᐫƕܭǊǔ᭗ࡇƷҔၲ
২ᘐǛဇƍƨၲǛƍƍǇƢŵƨƩƠŴҽဃіႾԓᅆƴܭǊǔέᡶҔၲƴᛆ࢘ƢǔǋƷƴᨂǓ
ǇƢŵǇƨŴၲǛӖƚƨଐྵנКᘙƷඥࢷƴܭǊǒǕǔžၲƷዅ˄ſƴ᧙ƢǔᙹܭƴƓƍ
Ưዅ˄ݣᝋƱƳƬƯƍǔၲŴᚸ̖ၲƷƏƪέᡶҔၲˌٳƷၲŴᢠܭၲŴʙၲŴဃ
ၲƳƲŴέᡶҔၲˌٳƷၲƸԃǈǇƤǜŵ


Кᘙ

 ݣᝋƱƳǔࣱ࣯࣎ሂయصŴᏯҡɶ
                      


別表
52
53
54
56
59

ݣᝋƱƳǔࣱ࣯࣎ሂయصŴᏯҡɶƱƸŴᘙᲫƴǑƬƯܭ፯ƮƚǒǕǔ၌၏ƱƠŴƔƭŴ࠰
ᲬஉଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆
ወᚘЎ੩ᙲ ᳃ᲽᲾᲧᲢ࠰༿Უแਗſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴᘙᲬƷؕஜЎǳȸȉ
ƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ

ᘙᲫ ݣᝋƱƳǔࣱ࣯࣎ሂయصŴᏯҡɶƷܭ፯
၌၏Ӹ
၌၏Ʒܭ፯
ࣱ࣯࣎ሂయص
ϛཞѣᏦƷصǇƨƸ࣯ນƳᘉ෩̓ዅƷถݲƴǑǓŴƦƷ᧙ᡲᢿЎƷ࣎ሂƕ
ْരƴᨋƬƨ၌၏ưƋǓŴҾЩƱƠƯƭƗƷᲭႸǛƨƢ၌၏
ĬχႎƳᏟᢿၘƷ၏ഭ
ĭૼƨƴဃơƨχႎƳ࣎ᩓƷయ҄٭ࣱص
Į࣎ሂኬᏘᏮᣞእƷɟႎɥଞ
Ꮿҡɶ
ᏯᘉሥƷီࠝᲢᏯኵጢƷయصŴЈᘉŴƳǒƼƴ᪽ᔟٳᢿƔǒƷصఀƕԃǇǕ
ǔᲣƴǑǓᏯƷᘉ෩Ʒࣅƕ࣯ນƴᨦܹƞǕǔƜƱƴǑƬƯŴ᧓ˌɥਤ
ዓƢǔɶᅕኺኒƷᏮᓳၐཞǛࡽƖឪƜƠƨ၌၏

ᘙᲬ ݣᝋƱƳǔࣱ࣯࣎ሂయصŴᏯҡɶƷؕஜЎǳȸȉ
၌၏Ӹ
ЎႸ
ؕஜЎǳȸȉ
ࣱ࣯࣎ሂయص
ࣱ࣯࣎ሂయص
᳃
ϐႆࣱ࣎ሂయص
᳃
Ꮿҡɶ
ƘǋᐏɦЈᘉ
᳃
ᏯϋЈᘉ
᳃
Ꮿయص
᳃
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ဃ  ܍ᅔ  ཎ ኖ Ɔ Ƈ  ᚐ ኖ    ᫇ ̊ ᘙ 


Ũ ̬ ᨖ  ᧓ ȷ ̬ ᨖ ૰  ᡂ  ᧓ Ჴ ࠰   


ᲢဏࣱᲣ   

ኺ
ᢅ
࠰
ૠ  ബ 





















 
 


 
 

    Ტ ဃ  ܍ᅔ  Ჴ ɢ ό ࢘ ƨ Ǔ Ჩ ҥ ˮ Ჴ ό Უ 
 ڎኖ ࠰ ᱫ
ബ 

ബ 

ബ 

ബ 

ബ 


















































































Ტ  ࣱ ڡᲣ         Ტ ဃ  ܍ᅔ  Ჴ ɢ ό ࢘ ƨ Ǔ Ჩ ҥ ˮ Ჴ ό Უ 

ኺ
 ڎኖ ࠰ ᱫ
ᢅ
࠰
ૠ  ബ 
ബ 
ബ 
ബ 
ബ 
ബ 










  




  











  




  











  




  











  




  











  




  



ᲤɥᚡƷᚐኖ᫇ƸŴڎኖࣖ࢘ଐЭଐƷᚐኖ᫇Ǜ
ᘙᅆƠƯƍǇƢŵ
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●受付時間 9：00 〜 17：00
●月〜金および第2・4土曜日（祝日・年末年始は除く）
（月曜日は電話が込み合うことがございます。）

指定紛争解決機関について
○

指定紛争解決機関（ＡＤＲ機関）は（一社）生命保険協会です。

○ （一社）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申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、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、生命保険相談所内に
裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図ってお
ります。

給付金等ご請求手続きの流れ
給付金等の支払事由に該当された場合は請求のお手続きが必要です。万一、給付金等の支
払事由に該当された場合は、次のとおりお手続きください。

アフラック

お客さま
1

請求のご連絡

アフラックまでご連絡ください。
※患者様に病名を告知されていない
場合など、ご心配な点はご相談く
ださい。

3

給付金等のお受取り

請求のご案内

請求に必要な書類をお送りします。

書類の準備・提出

請求書類をご準備のうえ、アフラック
へご返送ください。

6

2

4

請求書類の確認

請求書類が到着後、アフラックで内容
を確認します。

5

お支払い

給付金等をお支払いします。

アフラック保険金部フリーダイヤルで承っています

0120-555-877
●受付時間 9:00〜17:00

通話料無料

携帯OK

●月曜日〜金曜日（祝日を除く）

（月曜日は電話が込み合うことがございます。）

アフラックホームページからもお手続きいただけます

http://www.aﬂac.co.jp/seikyu

No.273320（00）TP.16.02.26A（新）

契約日：2017年2月20日～3月1日で「責任開始期に関する特約」を
付加されているお客様は、以下もご確認ください。

「ご契約のしおり・約款」の一部変更について

・

このたび、保険契約のお申込に際してお手元にお届けしました「ご契約のしおり
・約款」につきまして、下記のとおり一部変更します。
つきましては、当書面にて変更後の内容をご連絡しますので、「ご契約のしおり
・約款」とあわせて保存いただきますようお願い申しあげます。
ご契約のしおり
1. 「責任開始期に関する特約」の新設に伴う変更
「責任開始期に関する特約」を付加した場合、「ご契約のしおり」の記載内容

*

の一部が下記のとおり変更となります。

・

保障の開始
・当社がご契約上の保障を開始する時期(日)を、責任開始期(日)といいます。
ご契約を当社がお引受けすることを承諾した場合の責任開始期(日)は、つぎ
のとおりです。
①がん保険
「申込または告知のいずれか遅い日（保険期間の始期の属する日）」から
3 か月を経過した日の翌日
（第１回保険料を勤務先などの団体や集団を通じてお払込の場合、責任
開始期は「第１回保険料の払込日の属する月の１日（保険期間の始期
の属する日）」から 3 か月を経過した日の翌日となります。）
②がん保険以外
「申込または告知のいずれか遅い時」
（第１回保険料を勤務先などの団体や集団を通じてお払込の場合、責任
開始期は「第１回保険料の払込日の属する月の１日」となります。）
※三大疾病保障プランや三大疾病一時金特約など、待期間がある保障は、
「①がん保険」と同じとなります。
第１回保険料払込の猶予期間とご契約の無効
・保険料は払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内のお払込がな
い場合でも、一定の猶予期間があります。
払込期月

猶予期間

月払 責任開始期*の属する日から責任
払込期月の翌月の１日から
半年払 開始期*の属する月の翌月末日ま
払込期月の翌々月末日まで
年払 で

（

「

概

が

。

・ご契約の無効
第１回保険料のお払込がないまま猶予期間を過ぎますと、ご契約は無効
となります。（責任開始期*に遡ってご契約がなかったものとなります。）
無効となった場合、つぎのとおりお取扱いします。
(1) お支払いする払戻金はありません。
(2) 今後新たにご契約をされる際、「責任開始期に関する特約」を付加い
ただけなくなる場合があります。（第１回保険料をお払込みいただく前
に解約された場合も同様です。）
(3) ご契約の復活のお取扱はありません。
*がん保険の場合は、「責任開始期」を「保険期間の始期」に読み替えます。
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クーリング・オフ制度（お申込の撤回または解除について）
・お申込者またはご契約者（以下、「お申込者など」といいます。）は、ご契約
の申込日または告知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、ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができます。
（第１回保険料を勤務先など団体や集団を通じてお払込みいただく場合は、
第１回保険料の払込日の属する月の１日からその日を含めて 8 日以内と
なります。）

2. 「生命保険契約者保護機構」に関する記載内容の一部変更
「ご契約のしおり」に記載の「生命保険契約者保護機構」について、「仕組みの

２

３

概略図」中の「財政措置」の説明内容を、次のとおり変更します（下線部分
が変更箇所になります）。
記載内容
上記の「財政措置」は、平成29年（2017年）３月末ま

、

でに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会
変更前

員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対
応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた
際に行われるものです。
上記の「財政措置」は、平成34年（2022年）３月末ま
でに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会

変更後

第
１

２

３

４

員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対
応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた
際に行われるものです。
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特約条項

効

責任開始期に関する特約

い
前

（平成 29 年２月 20 日制定）
第１条＜特約の適用＞
この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の
際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契
約に付加して適用します。
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第２条＜責任開始期および契約日＞
１ 主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定にかか
わらず、つぎのとおりとします。
(1) 保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時のい
ずれか遅い時を主契約の責任開始期とします。
(2) 前号の責任開始期の属する月の翌月１日を契約日とし、保険期間
および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
２ 前項第２号の規定にかかわらず、責任開始期から契約日の前日までの
間に、主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保険金等（以
下、「給付金等」といいます。）の支払事由または保険料の払込の免除事
由が生じたときは、責任開始期の属する日を契約日とし、保険期間および
保険料払込期間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不足があ
れば精算します。
３ 第１項第２号の規定にかかわらず、保険契約の締結の際、保険契約者
から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、責任開始期の属する
日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として
計算します。
第３条＜第１回保険料の払込および猶予期間等＞
１ 保険契約者は、第１回保険料を払込期月内に会社に払い込んでくださ
い。
２ 第１回保険料の払込期月は、責任開始期の属する日から責任開始期
の属する月の翌月末日までとします。
３ 第１回保険料の払込については、第１回保険料の払込期月の翌月初
日から翌々月末日までの猶予期間があります。
４ 前条第２項または第３項の規定により月払の保険契約の責任開始期の
属する日を契約日としたときは、主約款の規定にかかわらず、第２回保険
料の猶予期間は、第１回保険料の猶予期間満了日まで延長されるものと
します。
第４条＜第１回保険料の払込前に保険事故が発生した場合＞
１ 第１回保険料の払込がないまま、第１回保険料の猶予期間満了日ま
でに主約款または特約の特約条項に規定する給付金等の支払事由が生
じたときは、第１回保険料を支払うべき給付金等から差し引きます。また、

第２回以後の保険料について、主約款または特約の特約条項の規定に基
づいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第１回保険料と合わせて
支払うべき給付金等から差し引きます。
２ 前項の場合、支払うべき給付金等が第１回保険料（注１）に不足す
るときは、保険契約者は、第１回保険料の猶予期間満了日までに第１回
保険料（注１）を払い込んでください。第１回保険料（注１）の払込が
ない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金等を支払
いません。
３ 第１回保険料の払込がないまま、第１回保険料の猶予期間満了日ま
でに主約款または特約の特約条項に規定する保険料の払込の免除事由
が生じたときは、保険契約者は、第１回保険料の猶予期間満了日までに
第１回保険料（注２）を払い込んでください。第１回保険料（注２）の
払込がない場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
（注１）第１項の規定により、第１回保険料と合わせて差し引くべき第２
回以後の未払込保険料を含みます。
（注２）主約款または特約の特約条項の規定に基づいて払い込むべき第
２回以後の未払込保険料がある場合は、その未払込保険料を
含みます。
第５条＜第１回保険料が払い込まれないことによる無効＞
１ 第１回保険料の猶予期間満了日までに第１回保険料の払込がないと
きは、主契約および付加された特約を無効とします。ただし、前条第１項に
該当し、かつ、前条第２項に該当しない場合を除きます。
２ 前項の規定によって主契約および特約を無効とした場合、保険料積立金
その他払戻金の払い戻しはありません。
第６条＜特約の解約＞
主契約が解約される場合を除き、この特約の解約は取り扱いません。

第
の

第７条＜第１回保険料の払込前の保険契約の解約払戻金＞
第１回保険料の払込前の主契約および特約には解約払戻金はありませ
ん。
第８条＜主約款の規定の準用＞
この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、
主約款の規定を準用します。
第９条＜保険料口座振替特約とあわせて主契約に付加した場合の特則＞
この特約を保険料口座振替特約とあわせて主契約に付加した場合には、
つぎのとおりとします。
(1) 保険料口座振替特約の＜保険料口座振替不能の場合の取扱＞
の規定、＜第１回保険料から口座振替を行う場合の契約日等の取扱
＞の規定および＜契約日等の特則＞の規定は適用しません。
(2) 振替日に保険料の口座振替が不能となったときには、つぎのとおり取り
扱います。
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① 振替日に第１回保険料の口座振替が不能となったとき（第１回
保険料から口座振替を行う場合で、提携金融機関等に対して第１
回保険料の口座振替請求が行われなかったときを含みます。）
(ｱ) 月払の保険契約の場合
(a) 翌月の振替日に第２回保険料と合わせて保険料の口座
振替を行います。
(b) (a)の口座振替も不能となった場合は、翌々月の振替日に
第３回保険料と合わせて保険料の口座振替を行います。
(ｲ) 年払または半年払の保険契約の場合
(a) 振替日の属する月の翌月の応当日に再度保険料の口座
振替を行います。
(b) (a)の口座振替も不能となった場合は、振替日の属する月
の翌々月の応当日に再度保険料の口座振替を行います。
② 振替日に第２回以後の保険料の口座振替が不能となったとき
（①に該当する場合を除きます。）
(ｱ) 月払の保険契約の場合
翌月の振替日に翌月分の保険料と合わせて保険料の口座振替
を行います。
(ｲ) 年払または半年払の保険契約の場合
振替日の属する月の翌月の応当日に再度保険料の口座振替を
行います。
(3) 前号の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約
者は、この特約または主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた
保険料を会社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第10条＜保険料クレジットカード支払特約とあわせて主契約に付加した場合
の特則＞
この特約を保険料クレジットカード支払特約とあわせて主契約に付加し
た場合には、保険料クレジットカード支払特約の＜第１回保険料について
指定カードの有効性の確認を得られなかった場合の取扱＞の規定および
＜契約日等の特則＞の規定は適用しません。
第11条＜団体取扱特約等とあわせてがん保険以外の主契約に付加した場
合の特則＞
この特約を団体取扱特約、準団体取扱特約、集団取扱特約または特
別集団取扱特約（以下、「団体取扱特約等」といいます。）とあわせてが
ん保険以外の主契約に付加した場合には、つぎのとおりとします。
(1) 団体取扱特約等の＜契約日の特則＞の規定は適用しません。
(2) 第２条＜責任開始期および契約日＞および第３条＜第１回保険
料の払込および猶予期間等＞の規定を、つぎのとおり読み替えます。こ
の場合、第１回保険料を給与から控除する日または指定口座から団
体の口座に振り替える日（会社と団体とが取り決めた日であることを要
します。）を「振替日等」とします。
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第２条＜責任開始期および契約日＞
主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定
にかかわらず、つぎのとおりとします。
（1) 振替日等の属する月の始期を主契約の責任開始期とします。
(2) 前号の責任開始期の属する日を契約日とし、保険期間および
保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
第３条＜第１回保険料の払込および猶予期間等＞
１ 保険契約者は、第１回保険料を払込期月内に会社に払い込んで
ください。
２ 第１回保険料の払込期月は、責任開始期の属する日から責任開
始期の属する月の末日までとします。
３ 第１回保険料の払込については、第１回保険料の払込期月の翌
月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
(3) 第１回保険料をつぎの方法以外で払い込む場合は、前号および第
２条第３項の規定は適用しません。
① 給与から控除したうえで会社に払い込む方法
② 指定口座から団体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む方法
第12条＜がん保険に付加した場合の特則＞
１ この特約をがん保険に付加した場合には、第２条＜責任開始期および
契約日＞および第３条＜第１回保険料の払込および猶予期間等＞の規
定を、つぎのとおり読み替えます。
第２条＜保険期間の始期および契約日＞
１ 主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定に
かかわらず、つぎのとおりとします。
(1) 保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時
のいずれか遅い時を主契約の保険期間の始期とします。
(2) 前号の保険期間の始期の属する月の翌月１日を契約日とし、
保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算しま
す。
２ 第１項第２号の規定にかかわらず、保険契約の締結の際、保険契
約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険期間
の始期の属する日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間
は、その日を基準として計算します。
第３条＜第１回保険料の払込および猶予期間等＞
１ 保険契約者は、第１回保険料を払込期月内に会社に払い込んで
ください。
２ 第１回保険料の払込期月は、保険期間の始期の属する日から保
険期間の始期の属する月の翌月末日までとします。
３ 第１回保険料の払込については、第１回保険料の払込期月の翌

月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
４ 前条第２項の規定により月払の保険契約の保険期間の始期の属
する日を契約日としたときは、主約款の規定にかかわらず、第２回保
険料の猶予期間は、第１回保険料の猶予期間満了日まで延長され
るものとします。
２ この特約を団体取扱特約等とあわせてがん保険に付加した場合には、つ
ぎのとおりとします。
(1) 団体取扱特約等の＜契約日の特則＞の規定および＜がん保険〔無
解約払戻金型〕等に付加する場合の特則＞の規定は適用しません。
(2) 第１項の規定にかかわらず、第２条および第３条の規定を、つぎのと
おり読み替えます。この場合、第１回保険料を給与から控除する日また
は指定口座から団体の口座に振り替える日（会社と団体とが取り決め
た日であることを要します。）を「振替日等」とします。
第２条＜保険期間の始期および契約日＞
主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定
にかかわらず、つぎのとおりとします。
(1) 振替日等の属する月の始期を主契約の保険期間の始期としま
す。
(2) 前号の保険期間の始期の属する日を契約日とし、保険期間お
よび保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
第３条＜第１回保険料の払込および猶予期間＞
１ 保険契約者は、第１回保険料を払込期月内に会社に払い込んで
ください。
２ 第１回保険料の払込期月は、保険期間の始期の属する日から保
険期間の始期の属する月の末日までとします。
３ 第１回保険料の払込については、第１回保険料の払込期月の翌
月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
(3) 第１回保険料をつぎの方法以外で払い込む場合は、前号ならび第
１項によって読み替えられた第２条第２項および第３条第４項の規
定は適用しません。
① 給与から控除したうえで会社に払い込む方法
② 指定口座から団体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む方法
第13条＜被保険者に関する告知が不要な保険契約に付加した場合の特則＞
１ この特約を終身保険〔無選択型〕等の被保険者に関する告知が不要な
保険契約に付加した場合には、第２条＜責任開始期および契約日＞第
１項第１号中、「保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告
知の時のいずれか遅い時」とあるのを「保険契約の申込を受けた時」と読み
替えます。
２ 前項にかかわらず、この特約を保険料払込免除の保障があるこども保険に
付加した場合には、第２条第１項第１号中、「被保険者」とあるのを「保
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険契約者」と読み替えます。
第14条＜健康割引特約とあわせて主契約に付加した場合の特則＞
この特約を健康割引特約とあわせて主契約に付加した場合には、健康
割引特約の＜被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合し
なかった場合の取扱＞の規定にかかわらず、この特約に定める責任開始期
から、保険契約上の責任を負います。
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