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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。

主な保険用語のご説明

あ 受取人【 うけとりにん 】
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2011年12月1日の場合
「年単位の契約応当日」は2012年12月1日、2013年12月1日、
2014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。
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契約年齢や保険期間などの計算の基準日をいいます。

さ 失効【 しっこう 】

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。
【 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。

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。
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主な保険用語のご説明

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。

ご契約のしおり

契約日【 けいやくび 】

ご契約のしおり

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。

主な保険用語のご説明

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。

保険料積立金【 ほけんりょうつみたてきん 】
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。

保険料払込期間【 ほけんりょうはらいこみきかん 】
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。

ま 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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特長について

【特長】
1 すでにご契約の当社の「がん保険」
（一部の保険種類を除
きます。）の従たる被保険者、または第2被保険者（「子供
特約」の被保険者を含みます。）のうち、満23歳の誕生日
を迎えるお子さまの＜がん＞の保障の一部を継続できま
す。
2 お申込の際には、
ご健康の状態などについてお知らせ（告

知）
いただく必要はありません。
3 満23歳の誕生日から保障を開始します。責任開始日まで

の3か月の待期間はありません。
4 ご本人を保障する個人契約のみのお取扱となります。
家族

契約のお取扱はありません。
5 お１人につき
「スーパーがん保険23」と「21世紀がん保険

（お子様の保障継続特則付）」のいずれか１契約のみのお
取扱となります。
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特長について

・満23歳を迎えるお子さまのがん保険の保障の一部を継続する
ことを目的とした商品です。

ご契約のしおり

「21 世紀がん保険（お子様の保障継続特則付）」と
「スーパーがん保険 23」について

の特長としくみについて
ご契約のしおり ﹁21世紀がん保険︵お子様の保障継続特則付︶﹂

「21世紀がん保険（お子様の保障継続特則付）」に
ついて
「21世紀がん保険（お子様の保障継続特則付）」の
特長としくみについて
・「21世紀がん保険
（お子様の保障継続特則付）」は、
「がん保険
〔2000〕
」
（主契約）に「第2被保険者である子等の保障継続
特則」を付加した商品です。
〈ご契約の例〉
・がん保険〔2000〕
（主契約）
に第2被保険者である子等の保障
継続特則、低解約払戻金特則（解約払戻金を0と指定する方
法）、上皮内新生物特約を付加したプラン
在宅療養給付金の保障がないプランの場合
・元のご契約に、
・保険期間・保険料払込期間：終身

入院給付金（※1）

終身

死亡保険金（※2）
▲
契約日
（満23歳の誕生日）
=責任開始日

※1：保障の対象は＜がん＞＜上皮内新生物＞となります。
※2：保障の対象は＜がん＞のみとなります。
1 入院給付金は、
入院の日数や回数に制限なくお支払いし

ます。再入院ももちろん保障します。
2 ＜がん＞を直接の原因として死亡したときは、
「死亡保険

金」をお支払いします。
3 解約払戻金はありません。
4 元のご契約に、
在宅療養給付金の保障がある場合、在宅療

養給付金の保障を組込むことができます。
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元のご契約の内容により新たなご契約で保障する給付金など
の種類とそのお支払額が決まります。なお、元のご契約内
容にかかわらず、新たなご契約に診断給付金、手術給付金、
がん高度先進医療給付金、通院給付金、特定治療通院給付
金、在宅緩和ケア初期給付金、在宅緩和ケア給付金、死亡
払戻金はありません。
新たなご契約の内容については、申込書・保険証券または「裏書
のお知らせ
（承認通知書）
」
にてご確認ください。

「21世紀がん保険（お子様の保障継続特則付）」の
給付金などのお支払について
・お支払の対象は、責任開始日以後に診断された＜がん＞＜上皮
内新生物＞となります。ただし、元のご契約の給付金のお支払
の原因となった＜がん＞の診断確定はなかったものとみなして
お取扱いします。
支払限度 受取人

入院給付金が支払
われる継続20日以 １回の退院につき、
上の入院の後、生 在宅療養給付金額
存して退院したとき

回数は
無制限

＜がん＞を直 接 の
原因として死亡した 死亡保険金額
とき
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̶

死亡保険金受取人

日数は
無制限

被保険者

＜がん＞＜上皮内新
入院給付金日額
生物＞によって入院
×入院日数
をしたとき

死亡保険金

支払額

在宅療養給付金

支払事由

入院給付金

名称

の給付金などのお支払について
ご契約のしおり ﹁21世紀がん保険︵お子様の保障継続特則付︶﹂

ご注意

ご契約のしおり

入院給付金
L お支払の対象となる
「入院」とは…
● お支払の対象となる
「入院」
とは、＜がん＞＜上皮内新生物＞の

治療を直接の目的とする入院です。

代理請求人の制度について

●

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。（入院料などのお支払
があり、
「入院」の規定に該当するものが対象となります。）

在宅療養給付金

・退院日の翌日から30日以内に開始した入院の退院について
は、在宅療養給付金はお支払いしません。

代理請求人の制度について
・ご本人（主契約の第１被保険者）が「がん保険」の給付金を請求
できない特別な事情がある場合には、つぎのいずれかの方が
代理請求人として給付金を請求できます。
＊ ご本人と同居し、またはご本人と生計を一にしている配偶者
＊ 配偶者がいない場合は、ご本人と同居し、またはご本人と生
計を一にしている３親等以内の親族
＊ 代理人としての要件を満たしていると当社が認めた方
・代理請求人からの請求にもとづき給付金をお支払いした場合に
は、その後重複してその給付金の請求を受けても、お支払い
できません。
・「指定代理請求特約」を付加した場合には、その規定を優先し
て適用します。
詳しくは「指定代理請求特約」についての項をご覧くだ
さい。
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＞
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＜
＞

・＜がん＞＜上皮内新生物＞の診断確定は、医師によって、病理
組織学的所見（生検を含みます。）によりなされることを要しま
す。

＜

詳しくは巻末の別表27、別表28をご覧ください。

代が
理ん
請求人
上
の皮
制内
度新
に生
つ物
いての定義および診断確定について

・「21世紀がん保険（お子様の保障継続特則付）
」の対象となる
＜がん＞＜上皮内新生物＞とは、平成17年10月7日総務省告
示第1147号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害および死因統計分類提要 Ｉ
ＣＤ−10
（2003年版）準
拠」
において
「悪性新生物」
、
「上皮内新生物」
に分類されている
疾病をいいます。

ご契約のしおり

＜がん＞＜上皮内新生物＞の定義および診断確定について

の特長としくみについて
ご契約のしおり ﹁スーパーがん保険２３﹂

「スーパーがん保険 23」について
「スーパーがん保険23」の特長としくみについて
・「スーパーがん保険23」
は、
「新がん保険
（Ｅ型）
」
（主契約）
に
「従
たる被保険者である子等の保障継続特則」を付加した商品で
す。
〈ご契約の例〉
●

保険期間・保険料払込期間：終身
入院給付金
終身

在宅療養給付金
死亡保険金（※）
▲
満23歳の誕生日
＝責任開始日

▲
満65歳

※死亡した時の年齢が満65歳以上の場合は半額となります。
1 「入院給付金」
は、入院の日数や回数に制限なくお支払いし

ます。再入院ももちろん保障します。
2 20日以上の継続入院後の在宅療養を保障します。
3 ＜がん＞を直接の原因として死亡した時は
「死亡保険金」

をお支払いします。
ご注意
・元のご契約により、ご契約いただける口数が異なります。
＊ 元のご契約が
「新がん保険」、
「スーパーがん保険」、
「スー
パーがん保険Ｖタイプ」、
「がん定期保険」、
「スーパーがん
定期保険」の場合
→１口
＊ 元のご契約が
「スーパーがん保険Ⅱ型」、
「スーパーがん保険
Ⅱ型Ｖタイプ」、
「スーパーがん保険Ⅲ型」の場合
→0.6口
・給付関係の特約の付加はお取扱いしません。
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・お支払の対象は、責任開始日以後に診断された＜がん＞となり
ます。（死亡払戻金を除きます。）ただし、元のご契約の給付金
のお支払の原因となった＜がん＞の診断確定はなかったものと
みなしてお取扱いします。
支払事由

支払額

（１口）
＜がん＞によって入 10,000円×入院日数
院をしたとき
（0.6口）

支払限度 受取人

日数は
無制限

6,000円×入院日数
在宅療養給付金

入院給付金が支払
われる継続20日以
上の入院の後、在
宅療養したとき

（１口）
1回の退院につき、
15万円
（0.6口）
1回の退院につき、
９万円

死亡保険金
死亡払戻金

（１口）
①満65歳未満のとき
：10万円
契 約 日から２年を ②満65歳以上のとき
経過した日以後に、 ：5万円
＜がん＞以外の原 （0.6口）
因で死亡したとき
①満65歳未満のとき
：6万円
②満65歳以上のとき
：3万円
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̶

死亡保険金受取人

（１口）
①満65歳未満のとき
：100万円
②満65歳以上のとき
＜がん＞を直 接 の ：50万円
原因として死亡した
（0.6口）
とき
①満65歳未満のとき
：60万円
②満65歳以上のとき
：30万円

回数は
無制限

給付金受取人

入院給付金

名称

̶

の給付金などのお支払について
ご契約のしおり ﹁スーパーがん保険２３﹂

「スーパーがん保険23」の給付金などのお支払について

ご契約のしおり

入院給付金
L お支払の対象となる
「入院」とは…
● お支払の対象となる「入院」とは、＜がん＞の治療を直接の目

的とする入院です。

代理請求人の制度について

●

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。（入院料などのお支払
があり、
「入院」の規定に該当するものが対象となります。）

●

入院中に＜がん＞と診断確定された場合には、＜がん＞の診断
確定がなされた日（診断確定日）以後の入院で、＜がん＞の治
療が行われた期間についてお支払いします。

在宅療養給付金

・ご請求の際には、在宅療養の必要がある旨の所定の証明書が
必要です。
・退院日の翌日以後20日以内の期間に死亡または再入院した場
合の在宅療養給付金については、つぎの金額を、次にお支払
いする給付金などから差引きます。
＊１口の場合：15万円−
（7,500円×在宅療養日数）
＊0.6口の場合：９万円−
（4,500円×在宅療養日数）
・「在宅療養」とは、身体の障害または病気により、日常生活が
制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とするため、病
院または診療所への通院などの最低限必要な外出を除き、活
動範囲が家屋内に限られている状態をいいます。

代理請求人の制度について
・給付金の受取人が支払事由に該当した被保険者の場合で、被
保険者が
「スーパーがん保険23」の給付金を請求できない特別
な事情があるときには、つぎのいずれかの方が代理請求人とし
て給付金を請求できます。
＊ 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配
偶者
＊ 配偶者がいない場合は、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
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がん の定義および診断確定について

＜

詳しくは「指定代理請求特約」についての項をご覧くだ
さい。

ご契約のしおり

・代理請求人からの請求にもとづき給付金をお支払いした場合に
は、その後重複してその給付金の請求を受けても、お支払い
できません。
・「指定代理請求特約」を付加した場合には、その規定を優先し
て適用します。

＞

＜がん＞の定義および診断確定について
・「スーパーがん保険23」の対象となる＜がん＞とは、平成17年
10月7日総務省告示第1147号にもとづく厚生労働省大臣官
房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 Ｉ
ＣＤ−
10
（2003年版）準拠」において「悪性新生物」に分類されてい
る疾病をいいます。
詳しくは巻末の別表27をご覧ください。
・大腸の粘膜内がんなどの上皮内新生物および子宮筋腫などの
良性新生物は対象になりません。
・＜がん＞の診断確定は、医師によって、病理組織学的所見（生
検を含みます。）または細胞学的所見によりなされることを要し
ます。
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ご契約のしおり お支払いできない場合について

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

・＜がん＞の治療を目的としない入院など、約款に定める支払
事由に該当しないとき
● 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戻しません。
重大事由とは…

・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、被保険者または保険金などの受取人が、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) 付加されている特約が重大事由により解除されたとき
(6) 上記のほか、当社の契約者、被保険者または給付金の受取
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
（5）
と同等の重大な事由があるとき

― 18 ―

（※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保険金などの受取人が
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。
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ご契約のしおり お支払いできない場合について

・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。
（上記(4)の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金などの
受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険
金などのうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保
険金などを除いた額を、他の受取人にお支払いします。）
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。

ご案内

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

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
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。

● 支払事由に該当しない場合

〈入院給付金〉

お支払いする場合

解 説

医師に「大腸がん」と診断確定 入院給付金は、責任開始日以
され、その治療のために入院 後に診断確定された＜がん＞
の治療を目的として入院した
した場合
場合にお支払いします。
お支払いできない場合
なお、良性の「大腸ポリープ」
は＜がん＞ではないため、入
「大腸ポリープ」のため入院し、
院給付金はお支払いできませ
検査の結果も良好であった場
ん。
合
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申込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
・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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申込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、ご契約者ご自身で記入し、ご記入内容を十分お確か
めのうえで、ご署名・ご押印をお願いします。

ご契約のしおり

お申込にあたって

ご契約のしおり お申込の撤回または解除について︵クーリング・オフ制度︶

お申込の撤回または解除について
（クーリング・オフ制度）
・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（以下、
「お申込者など」といいます。）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。
・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
● 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、
お申込者などの氏名・氏名のフリガナ・住所をご記入のうえ、
申込書に押印したものと同一印を押印してください。

※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。
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・第１回保険料相当額、第２回目以後の保険料などを募集代理店
にお払込みいただく場合には、必ず引き換えに所定の保険料領
収証
（当社の社名・社印が印刷されたもの）
をお受取りください。

・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）
」
をご契約者にお送りします。
・
「保険証券」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、すぐに当社または募集代理店にご連
絡ください。

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。
＊ 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。

保障の開始
・満23歳の誕生日を契約日・責任開始日とします。第１回保険
料は、契約日の属する月の末日までにお払込みください。（た
だし、満23歳の誕生日の前日までにご契約をお申込みできな
い特別な事情があると認められる場合は所定の猶予期間があり
ます。）
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保険料などをお払込みいただく際のご注意 ほか

保険証券などについて

ご契約のしおり

保険料などをお払込みいただく際のご注意

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︶

・「スーパーがん保険２３」の場合、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。
・「21世紀がん保険（お子様の保障継続特則付）
」の場合、年払
送金扱いのみのお取扱となります。
・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．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。
２．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。
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ご注意

お払込方法（回数）によっては、上記お払込方法をお
取扱していない場合があります。

保険料の前納
・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前納するときには、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。
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保険料の前納

３．払込用紙で払込む方法
・払込期月が近づきますと、当社から払込案内をお送りします
ので、払込期月内に同封の払込用紙で、郵便局、当社が指
定する銀行またはコンビニエンス・ストアなどにお払込みくだ
さい。その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなります
から、大切に保存してください。

ご契約のしおり

＊ 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。

ご契約のしおり

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

〔月払の猶予期間〕
払込期月の翌月１日から末日まで
（例）10日が月単位の契約応当日の場合

６／１
５／

10

失効

猶予期間
５／１
４／

４／

４／１

4月分の保険料
の払込期月

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

ご契約の復活
・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。
ご注意
被保険者が＜がん＞にかかったことがある場合、ご契約が失効
したときには復活はできません。
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保険料払込の猶予期間と失効／ご契約の復活

・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）

ご契約のしおり

保険料払込の猶予期間と失効

・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
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）

４月分の保険料が
充当される期間
（4/10〜5/9）

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

5/10
契約応当日

4/10
契約応当日

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

お支払事由などが生じた際に、
未払込保険料がある場合

・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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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

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

5/10
４月分の保険料が
充当される期間
（4/10〜5/9）

契約応当日

契約応当日

4/10

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。
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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

（例）月払のご契約で10日が月単位の契約応当日の場合

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

● 解約について

・生命保険は、お客さまとご家族にとって大切な財産となりま
すので、ぜひご継続ください。
・主契約を解約すると、付加されている特約も同時に解約とな
ります。
●「スーパーがん保険23」
の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・年金などのお支払に、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。）
・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。
●「21世紀がん保険
（お子様の保障継続特則付）
」の解約払戻金

について
・解約払戻金はありません。
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● ご契約の消滅について

・ご本人が死亡したとき、ご契約は消滅します。

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、遅滞なく当社または
募集代理店にご連絡ください。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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ご契約のしおり ご契約の消滅など／給付金等のご請求手続について

ご契約の消滅など

ご契約のしおり

給付金等のお支払の時期について

給付金等のお支払の時期について

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。
給付金等をお支払いするための確認等
が必要な場合

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 ご請求に必要な書
次の場合
類が当社に到着し
①給付金等のお支払事由発生の有無の確認 た日
（※）
の翌日か
が必要な場合
ら45日以 内にお
②給付金等の免責事由に該当する可能性があ 支払いします。
る場合
Ａ
③告知義務違反に該当する可能性がある場合
④責任開始日の前日以前に、がんの診断確
定の可能性がある場合
⑤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
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

B

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。
①医療機関または医師に対する照会のうち、 ①90日
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 ②180日
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 ③180日
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
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④180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

⑤180日
⑥60日

ご契約のしおり

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
Ｂ
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

●「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

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」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

被保険者が受取人となる給付金など
● 代理請求できる場合
・被保険者が受取人となる給付金などについて、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。
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＊被保険者の戸籍上の配偶者
＊被保険者の直系血族
＊その他、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３親等内の親族
・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。
● 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。

＊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
・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
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ご契約のしおり ﹁指定代理請求特約﹂について

● 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。

ご契約のしおり ﹁指定代理請求特約﹂について

● 留意点

１．特約の付加に際して
・「指定代理請求特約」を付加した場合には、主契約に代
理請求人による請求の規定があるときでも、それを適用
しません。
2．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。
3．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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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。
死亡保険金や給付金の受取人の変更
● 死亡保険金受取人、給付金受取人の変更

・ご契約者は、死亡保険金、死亡払戻金または給付金のお支
払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保
険金受取人または給付金受取人を変更することができます。
・死亡保険金受取人または給付金受取人を変更する場合には、
当社にご通知ください。この場合、必要書類（巻末の別表１）
を当社に提出してください。
・当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人または
給付金受取人に死亡保険金、死亡払戻金または給付金をお
支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受
取人または給付金受取人から死亡保険金、死亡払戻金また
は給付金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしませ
ん。
● 遺言による死亡保険金受取人の変更

・ご契約者は、死亡保険金または死亡払戻金のお支払事由が
発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受
取人を変更することができます。この場合、ご契約者が死亡
された後、ご契約者の相続人から当社にご通知ください。こ
の場合、必要書類
（巻末の別表１）
を当社に提出してください。
・死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、
受取人変更の効力を生じません。
・当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡
保険金または死亡払戻金をお支払いしたときは、そのお支
払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金または死
亡払戻金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしませ
ん。
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ご契約のしおり ご契約の内容の変更

ご契約の内容の変更

ご契約のしおり ご契約の内容の変更

死亡保険金受取人、給付金受取人が死亡された場合

・死亡保険金受取人または給付金受取人（この項目において「受
取人」といいます。）が死亡された場合は、すみやかにご連絡い
ただき、新しい受取人に変更してください。
・受取人が死亡された時以後、受取人の変更手続がとられてい
ない間は、受取人の死亡時の法定相続人が受取人となります。
・受取人となった方が２人以上いる場合は、死亡保険金などの受
取割合は均等とします。
例：ご契約者・被保険者：Ａさん
死亡保険金受取人：Ｂさん
A
（夫）
ご契約者・
被保険者

C
（子）

Bさん
（死亡保険金受取人）
が死亡
し、死亡保険金受取人の変更手
B
続きがとられていない間は、Bさ
（妻）
んの死亡時の法定相続人である
死亡保険金 Aさん、CさんとＤさんが死亡保
険金受取人となります。
受取人
その後、Aさん（ご契約者、被保
険者）が死亡した場合は、Cさん
とDさんが死亡保険金受取人とな
ります。この場合、CさんとDさ
D
んの死亡保険金の受取割合は均等
（子）
（それぞれ5割ずつ）
となります。

その他の変更事項

・つぎのような場合には、当社または募集代理店にご連絡く
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
お願い

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。なお、住所の変更の場
合には、ご契約者のお申出により発行します。
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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。

ご契約のしおり

管轄裁判所について

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

被保険者による解約請求について

・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
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・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

ご契約のしおり お受取人による保険契約の存続︵介入権︶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・
注意喚起情報などに記載します。
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。

― 42 ―

〈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
〈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。
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個人情報の取扱いについて

【個人データの第三者提供について】

ご契約のしおり

● 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

ご契約のしおり
個人情報の取扱いについて

〈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。
〈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。
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● センシティブ情報の収集・利用・第三者提供
・当社は、保険業法施行規則第53条の10および第234条第１
項第17号にもとづき、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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個人情報の取扱いについて

・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。）

ご契約のしおり

【保険制度の健全な運営に必要な場合の具体例】

ご契約のしおり ﹁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

「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
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、
「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。
●「支払査定時照会制度」
について

・当社は、(社)生命保険協会、(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。
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、(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
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〈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、当社にお問い合わ
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、(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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ご契約のしおり ﹁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。

ご契約のしおり ﹁生命保険契約者保護機構﹂について

「生命保険契約者保護機構」について
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。
・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。
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
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※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）
。
※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。
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ご契約のしおり ﹁生命保険契約者保護機構﹂について

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。

ご契約のしおり ﹁生命保険契約者保護機構﹂について

(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。
［仕組みの概略図］

(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
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◇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 ﹁生命保険契約者保護機構﹂について

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。）

ご契約のしおり

税法上のお取扱について
（平成25年10月現在）

1. 生命保険料控除について

税法上のお取扱について

・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。
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
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20,000円をこえ
40,000円以下のとき
40,000円をこえ
80,000円以下のとき
80,000円をこえるとき

所得から控除される金額
年間正味払込保険料の全額
年間正味払込保険料×1/2＋10,000円

年間正味払込保険料×1/4＋20,000円
一律40,000円

・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。
年間正味払込保険料
12,000円以下のとき
12,000円をこえ
32,000円以下のとき
32,000円をこえ
56,000円以下のとき
56,000円をこえるとき

所得から控除される金額
年間正味払込保険料の全額
年間正味払込保険料×1/2＋6,000円

年間正味払込保険料×1/4＋14,000円
一律28,000円

2. 保険金などの税法上のお取扱について
● 死亡保険金のお取扱

・ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり
保険金に対する税金が異なります。
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税法上のお取扱について

年間正味払込保険料
20,000円以下のとき

ご契約のしおり

・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。

ご契約のしおり

ご 契 約 例
契約形態

契約者
被保険者
（保険料負担者）

税法上のお取扱について

契約者（保険料
負担者）
と被保
険者が同一人
で、受取人が相
続人の場合
契約者（保険料
負担者）
と受取
人が同一人で、
被保険者が異
なる場合
契約者（保険料
負 担 者 ）、被 保
険者、受取人が
それぞれ異な
る場合

夫

夫

受取人

税の種類

妻
相続税

夫

夫

子

夫

妻

夫
所得税
（一時所得）

夫

子

夫

夫

妻

子

夫

子

妻

贈与税

・ご契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金のお受取人が
相続人の場合、死亡保険金は相続税法上一定の範囲内で非
課税扱を受けられることがあります。
● 給付金のお取扱

・給付金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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約款・特約条項
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ƕǜ̬ᨖƆƇ ୍ᡫ̬ᨖኖഘ Ⴘഏ

主契約
がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
ᇹᲫவ ̬ᨖ᧓Ʒڼ
ᇹᲬவ ᘮ̬ᨖᎍƷር
ᇹᲭவ ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվ
ᇹᲮவ ᝧ˓ڼ
ᇹᲯவ ƕǜƷܭ፯ƓǑƼᚮૺᄩܭ
ᇹᲰவ ዅ˄ƷᆔŴዅ˄ሁƓǑƼዅ˄᫇ሁƷਦܭ
ᇹᲱவ ዅ˄ሁƷૅ
ᇹᲲவ ᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳ
ᇹᲳவ ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
ᇹவ ዅ˄ሁǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ዓƖ
ᇹவ ዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئ
ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍŴዅ˄ሁƷӖӕʴƷˊᘙᎍ
ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ
ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣ
ᇹவ ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂј
ᇹவ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳ
ᇹவ ̬ᨖ૰ƷЭኛ
ᇹவ ̬ᨖڎኖƷࣄ
ᇹவ ̾ʴڎኖƱܼଈڎኖƷႻʝƷ٭
ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭
ᇹவ ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭
ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ٭
ᇹவ ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭
ᇹவ ᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭
ᇹவ രʧ̬ᨖӖӕʴƷരʧ
ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ʒ٭
ᇹவ ᚴഖƴǑǔӕෞƠ
ᇹவ ɧඥӕࢽႸႎƴǑǔј
ᇹவ ԓჷ፯Ѧ
ᇹவ ԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊ
ᇹவ ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳ
ᇹவ ٻʙဌƴǑǔᚐᨊ
ᇹவ ᚐኖ
ᇹவ ዅ˄᫇ሁƷถ᫇
ᇹவ ᚐኖ
ᇹவ ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓ
ᇹவ ࠰ᱫƷᚘም
ᇹவ ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
ᇹவ ڎኖᎍᣐ࢘
ᇹவ ј
ᇹவ ̬ᨖڎኖƷᐯѣૼ
ᇹவ ሥᠤᘶЙ
ᇹவ ཎКவˑཎЩ
ᇹவ ̬ᨖ૰ɟཎЩ
ᇹவ ӷ̬᫇ᨦཎЩ
ᇹவ ᚮૺዅ˄ᙐૠૅׅཎЩ
ᇹவ ˯ᚐኖཎЩ
ᇹவ ዅ˄ӖӕʴਦܭཎЩ
ᇹவ ඥʴڎኖཎЩ
ᇹவ ̾ʴڎኖཎЩ
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ᇹவ
ᇹவ
ᇹவ
ᇹவ
ᇹவ
ᇹவ


ᡫᨈዅ˄ૅਘΪཎЩ
ᚮૺዅ˄࠰ૅཎЩ
̬ᨖሁƷᛪ൭ƷᨥƷ࣏ᙲƴ᧙ƢǔཎЩ
ɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩ
ܭཎኖƆƕǜ̬ᨖƇሁǛ˄ьƢǔئӳƷཎЩ
ƦƷ˂

主契約
がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款
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ƕǜ̬ᨖƆƇ ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

主契約

ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
 ƜƷ̬ᨖƸŴᘮ̬ᨖᎍƕƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨئӳƴᚮૺዅ˄ǛŴ
ƕǜƷၲǛӖƚǔƜƱǛႺƷႸႎƱƠƯλᨈǛƠƨئӳƴλᨈዅ˄
ǛŴܭƷλᨈƷࢸƴဃ܍ƠƯᡚᨈƠƨئӳƴܡנၲዅ˄ǛŴƦ
ƷࢸƕǜƷၲǛӖƚǔƜƱǛႺƷႸႎƱƠƯᡫᨈǛƠƨئӳƴᡫᨈ
ዅ˄ǛŴ
ƕǜǛႺƷҾ׆ƱƠƯരʧƠƨئӳƴരʧ̬ᨖǛૅƍŴ
ᘮ̬ᨖᎍƱƝܼଈƷኺฎႎਃǛ᠉ถƢǔƜƱǛႸႎƱƠƨǋƷưƢŵ

がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹᲫவᲶ̬ᨖ᧓ƷڼᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷǛ̬ᨖ᧓ƷڼƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨࢸƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨئӳ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛӖƚӕƬƨࢸƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨ
ئӳ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛӖƚӕƬƨᲢᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷЭƴ
ӖƚӕƬƨئӳƴƸŴԓჷƷᲣ
Წ ЭƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƸƦƷଐ
ǛԃǊƯᚘምƠǇƢŵ
Ჭ ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴഏƷʙǛᚡ᠍Ơƨ̬
ᨖᚰУǛႆᘍƠǇƢŵ
 ˟ᅈӸ
 ̬ᨖڎኖᎍƷ൞ӸǇƨƸӸᆅ
 ᘮ̬ᨖᎍƷ൞Ӹȷဃ࠰உଐᲢஜኖഘǇƨƸཎኖவƴƯཎܭƞǕ
ǔƱƖƸŴᘙᅆƠǇƤǜŵƨƩƠŴᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƔǒᨊٳƢǔᎍƴ
ƭƍƯƸŴ൞ӸǛᘙᅆƠǇƢŵᲣ
 ̬ᨖȷዅ˄ሁƷӖӕʴƷ൞ӸǇƨƸӸᆅƦƷ˂ƷƦƷӖӕʴ
ǛཎܭƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳʙᲢஜኖഘǇƨƸཎኖவƴƯཎܭƞǕ
ǔƱƖƸŴᘙᅆƠǇƤǜŵᲣ
 ̬ᨖዅ˄ƷӸᆅᲢ˄ьƞǕƯƍǔཎኖཎЩǛԃǈǇƢŵᲣ
 ஜኖഘưܭǊǔ̬ᨖ᧓
 ̬ᨖ૰ᡂ᧓
 ̬ᨖȷዅ˄ሁƷ᫇Ტ˄ьƞǕƯƍǔཎኖཎЩǛԃǈǇƢŵᲣ
 ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫᲢૅݣᝋƱƳǔዅ˄ሁƴᚮૺዅ˄ƕਦܭ
ƞǕƯƍǔئӳŵƨƩƠŴžӷ̬᫇ᨦཎЩſƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳ
ǛᨊƖǇƢŵᲣ
 ᚮૺዅ˄࠰лӳᲢžᚮૺዅ˄࠰ૅཎЩſƕ˄ьƞǕƯƍǔ
ئӳᲣ
 ̬ᨖ૰ƓǑƼƦƷᡂ૾ඥ
 ڎኖଐ
 ڎኖᆔᲢܼଈڎኖƷئӳƴƸŴڎኖᆔƓǑƼܼଈዅ˄лӳᲣ
 ̬ᨖᚰУǛ˺Ơƨ࠰உଐ
ᇹᲬவᲶᘮ̬ᨖᎍƷርᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƸŴ̾ʴڎኖƴƓƍƯƸŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷ
ǈưŴܼଈڎኖƴƓƍƯƸŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƔǒನƞ
ǕǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƓǑƼᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƸŴƭƗƷӲӭ
ƴܭǊǔᎍƱƠǇƢŵᲢஜኖഘǛᡫơƯžᇹᲫᘮ̬ᨖᎍſƱžᇹᲬᘮ
̬ᨖᎍſǛƋǘƤƯžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣ
 ̾ʴڎኖƴƓƍƯƸŴ̬ᨖᚰУɥƴᚡ᠍ƞǕƨᎍǛᇹᲫᘮ̬ᨖᎍ
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ᇹᲮவᲶᝧ˓ڼᲸ
Ძ ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛኺᢅƠƨଐ
Ʒ፻ଐǛᝧ˓ڼଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓Ǜ
ƍǇƢŵƨƩƠŴരʧƷૅƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯ
ƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽࢸƴᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷ
ǛࢽƨᎍƴƭƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽࢸƴૼƨƴЈဃƠƨ܇ƴƭƍƯƸŴ
ЈဃଐƔŴ
ЭƴܭǊǔᝧ˓ڼଐƷƍƣǕƔƍଐǛ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᝧ˓
ڼଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵƨƩ
ƠŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴЈဃƠƨƔŴ̬ᨖ
᧓ƷڼƷƍƣǕƔƍƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
 ЭӭƷئӳǛᨊƖŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽࢸƴᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷ
ǛࢽƨᎍƴƭƍƯƸŴᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽƨଐƔǒƦƷଐǛԃ
ǊƯᲭƔஉǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐƔŴЭƴܭǊǔᝧ˓ڼଐƷƍƣ
ǕƔƍଐǛ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᝧ˓ڼଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒ
̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵƨƩƠŴരʧƷૅƓǑƼ̬
ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽƨ
ƔŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷƍƣǕƔƍƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓Ǜƍ
ǇƢŵ
ᇹᲯவᲶƕǜƷܭ፯ƓǑƼᚮૺᄩܭᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯžƕǜſƱƸŴКᘙƴܭǊǔफࣱૼဃཋǛ
ƍƍǇƢŵ
Წ ƕǜƷᚮૺᄩܭƸŴଐஜƷҔࠖƷǛਤƭᎍᲢଐஜƷҔࠖƷ
ǛਤƭᎍƱӷሁƷଐஜٳƷҔࠖǛԃǈǇƢŵˌɦŴžҔࠖſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƴǑƬƯŴ၏ྸኵጢܖႎᙸᲢဃ౨ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
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ᇹᲭவᲶᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƴЭவᇹᲫᇹᲬӭƴᛆ࢘ƠƯƍǔᎍƸŴƜ
Ʒ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽǔǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽࢸƴЭவᇹᲫᇹᲬӭƴᛆ࢘ƢǔƜƱƱƳƬƨ
ᎍƸŴᛆ࢘ƠƨƔǒᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽࢸƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴ
ᛆ࢘ƠƨƔǒ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƸᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƍǇƢŵ
 ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔưƳƘƳƬƨƱƖŵƨƩƠŴᇹᲫᘮ̬ᨖ
ᎍƷരʧƴǑǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
 ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷ܇ƕബƴƳƬƨƱƖ

主契約

ƱƠǇƢŵ
 ܼଈڎኖƴƓƍƯƸŴ̬ᨖᚰУɥƴᚡ᠍ƞǕƨᎍǛᇹᲫᘮ̬ᨖᎍ
ƱƠŴƭƗƷĬƱĭƴᛆ࢘ƢǔᎍǛᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƱƠǇƢŵ
Ĭ ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴƦƷᣐͪᎍƱƠƯᚡ᠍ƞǕƯƍǔᎍ
ᲢˌɦŴᇹவᲶዅ˄ሁǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ዓƖ
ᲸᇹᲭǛᨊƖžᣐͪᎍſƱƍƍǇƢŵᲣ
ĭ ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴƦƷ܇ƱƠƯᚡ᠍ƞǕƯƍǔബ
சƷᎍᲢˌɦŴž܇ſƱƍƍǇƢŵᲣŵƨƩƠŴ˟ᅈƕԓჷ
ƴǋƱƮƘᢠ৸ɥŴࡽƖӖƚǒǕƳƍƱᛐǊƨ܇ƕƋƬƨئӳƴ
ƸŴ̬ᨖڎኖᎍƷӷॖǛࢽƯŴᘮ̬ᨖᎍƔǒƦƷ܇ǛᨊƖǇƢŵ
Წ ƜƷ̬ᨖڎኖƕܼଈڎኖƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷ̬ᨖڎኖ
ƷዸኽƷᨥŴܼଈዅ˄лӳǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭƴƓƍƯਦܭƞǕƨܼଈዅ˄лӳƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤ
ǜŵ

ƴǑǓƳƞǕƨǋƷưƳƚǕƹƳǓǇƤǜŵƨƩƠŴ၏ྸኵጢܖႎ౨
௹ƕᘍǘǕƳƔƬƨئӳƴƸŴƦƷ౨௹ƕᘍǘǕƳƔƬƨྸဌƓǑƼ
˂ƷᙸƴǑǔᚮૺᄩܭƷఌਗƕଢǒƔưƋǔƱƖƴᨂǓŴƦƷᚮૺ
ᄩܭǋᛐǊǇƢŵ

主契約
がん保険
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ᇹᲰவᲶዅ˄ƷᆔŴዅ˄ሁƓǑƼዅ˄᫇ሁƷਦܭᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƷዅ˄ƷᆔƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᚮૺዅ˄
 λᨈዅ˄
 ܡנၲዅ˄
 ᡫᨈዅ˄
 രʧ̬ᨖ
 രʧ
ᲢˌɦŴžᚮૺዅ˄ſŴžλᨈዅ˄ſŴžܡנၲዅ˄ſŴ
žᡫᨈዅ˄ſǛዮᆅƠƯžዅ˄ſƱŴžരʧ̬ᨖſƱžരʧ
ſǛƋǘƤƯž̬ᨖሁſƱƍƍǇƢŵǇƨŴžዅ˄ſƱ
ž̬ᨖሁſǛƋǘƤƯžዅ˄ሁſƱƍƍǇƢŵᲣ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥŴЭᇹᲫӭƔǒᇹᲰӭǇ
ưƷμᢿǇƨƸɟᢿƷƏƪŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍ
ƯૅƏዅ˄ሁǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵƜƷئӳŴരʧǛਦܭ
Ơƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴരʧ̬ᨖǛ࣏ƣਦܭƢǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჭ ЭƴƓƍƯᚮૺዅ˄ǛਦܭƠƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷ
ዸኽƷᨥŴ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞ
ƍŵƨƩƠŴᇹவᲶӷ̬᫇ᨦཎЩᲸƷᙹܭƴǑǔӷ̬᫇ᨦཎЩǛ˄
ьƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Ხ ЭᲬƴƓƍƯਦܭƞǕƨዅ˄ሁƓǑƼ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƸŴ٭
ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
Ჯ ᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲬƴƓƍƯਦ
ܭƞǕƳƔƬƨዅ˄ሁƷૅƸƋǓǇƤǜŵ
Ჰ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥŴᇹᲬƴƓƍƯਦܭƠƨ
ዅ˄ሁƴǑǓŴؕแᚮૺዅ˄᫇Ŵλᨈዅ˄ଐ᫇Ŵܡנၲዅ˄
᫇Ŵᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ŵരʧ̬ᨖ᫇Ŵരʧ᫇ᲢˌɦŴዮᆅƠ
Ưžዅ˄᫇ሁſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘ
ƩƞƍŵƨƩƠŴᇹᲬƴƓƍƯരʧǛਦܭƠƨئӳƴƸŴര
ʧ᫇Ƹരʧ̬ᨖ᫇ˌɦƱƠǇƢŵ
ዅ˄ሁ
ዅ˄᫇ሁ
ᚮૺዅ˄

ؕแᚮૺዅ˄᫇

λᨈዅ˄

λᨈዅ˄ଐ᫇

ܡנၲዅ˄

ܡנၲዅ˄᫇

ᡫᨈዅ˄

ᡫᨈዅ˄ଐ᫇

രʧ̬ᨖ

രʧ̬ᨖ᫇

രʧ

രʧ᫇

ᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸ
Ძ ዅ˄ƓǑƼരʧ̬ᨖƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᚮૺዅ˄
ዅ ˄  ሁ Ǜ ૅ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼଐˌࢸƷ̬ᨖ᧓ɶƴƕǜƱ
 Ə  ئӳ Ტ ˌ ᚮૺᄩܭƞǕƨƱƖ
ɦŴžૅʙ
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ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ
ૅ᫇

ᇹᲬƴܭǊǔ᫇

Ӗӕʴ

ૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨᘮ̬ᨖᎍ



ĬᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳᲴ
žλᨈዅ˄ଐ᫇Ტλᨈɶƴλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ
᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷλᨈዅ˄ଐ᫇
ƱƠǇƢŵˌɦŴஜӭƴƓƍƯӷơŵᲣſgžλ
ᨈଐૠᲢƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƠƨλᨈଐૠ
ƱƠǇƢŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣſ
ĭᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳᲴ
žλᨈዅ˄ଐ᫇ƴܼଈዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ
᫇ſgžλᨈଐૠſ

Ӗӕʴ

ૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨᘮ̬ᨖᎍ


 ܡנၲዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢ
λᨈǛƠƨࢸŴဃ܍ƠƯᡚᨈƠƨƱƖ
Ĭλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈ
ĭɥᚡĬƷλᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌɥƷλᨈ
ૅ᫇

ĬᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳᲴ
ᲫׅƷᡚᨈƴƭƖŴܡנၲዅ˄᫇ᲢᡚᨈƠ
ƨଐྵנƷܡנၲዅ˄᫇ƱƠǇƢŵˌɦŴ
ஜӭƴƓƍƯӷơŵᲣ
ĭᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳᲴ
ᲫׅƷᡚᨈƴƭƖŴܡנၲዅ˄᫇ƴܼଈዅ
˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇

Ӗӕʴ

ૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨᘮ̬ᨖᎍ


 ᡫᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘Ơƨ
ƱƖ
ĬƭƗƷ ᴉ ƓǑƼ ᴊ ƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƯ
ƍǔƜƱ
ᴉ λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈ
ᴊ ɥᚡ ᴉ ƷλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈ
ĭƭƗƷ ᴉ Ɣǒ ᴌ ƷƢǂƯǛƨƢᡫᨈǛƠƯƍ
ǔƜƱ
ᴉ ɥᚡĬƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨƕǜƷၲ
ǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
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ૅ᫇

主契約

 λᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢλ
ᨈǛƠƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴᚮૺᄩܭƞǕƨƕǜƷၲǛႺ
ƷႸႎƱƢǔλᨈ
ĭКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙ
ƴܭǊǔλᨈ

ᴊ ɥᚡĬƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐˌࢸଐˌϋƷ
᧓ᲢˌɦŴžᡫᨈ᧓ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᘍ
ǘǕƨᡫᨈ
ᴋ КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲᲢƨƩƠŴ
धᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍᚮၲǛԃǈǇ
ƢŵᲣǁƷᡫᨈ
ᴌ КᘙƴܭǊǔᡫᨈ

主契約
がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ૅ᫇

ĬᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳᲴᡫᨈᲫ
ଐƋƨǓŴᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ტᡫᨈ᧓ɶƴᡫᨈዅ
˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷᡫ
ᨈዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵ
ˌɦŴ
ஜӭƴƓƍƯӷơŵ
Უ

ĭᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳᲴᡫᨈᲫ
ଐƋƨǓŴᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƴܼଈዅ˄лӳǛʈơ
Ưࢽƨ᫇

Ӗӕʴ

ૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨᘮ̬ᨖᎍ


 രʧ̬ᨖ
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴŴᝧ˓ڼଐˌࢸƴᚮૺ
ᄩܭƞǕƨƕǜǛႺƷҾ׆ƱƠƯരʧƠƨƱƖ
ૅ᫇

ĬᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳᲴ
രʧ̬ᨖ᫇
ĭᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳᲴ
രʧ̬ᨖ᫇ƴܼଈዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇

Ӗӕʴ
ᇹᲮƴܭǊǔӖӕʴ

Წ ᚮૺዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ

ૅ᫇
̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨࢸƴ ĬᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ
ПஹƢǔஇИƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ
࢘ƠƨئӳᲴ
࢘ଐᲢ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨ
ؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲬ̿
ଐƱ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲ ĭᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ
ƢǔئӳƸŴƦƷࣖ࢘ଐᲣƷЭଐ
࢘ƠƨئӳᲴ
Ǉưƴᚮૺዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ
ؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲬ̿ƴܼ
࢘ƠƨƱƖ
ଈዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇
̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨࢸƴ ĬᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ
ПஹƢǔஇИƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ
࢘ƠƨئӳᲴ
࢘ଐᲢ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨ
ؕแᚮૺዅ˄᫇
ଐƱ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲ ĭᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ
ƢǔئӳƸŴƦƷࣖ࢘ଐᲣˌࢸƴ
࢘ƠƨئӳᲴ
ᚮૺዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ơ
ؕแᚮૺዅ˄᫇ƴܼଈዅ˄
ƨƱƖ
лӳǛʈơƯࢽƨ᫇

Ჭ രʧƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
ૅʙဌ
ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷ
᧓ɶƴƕǜˌٳƷҾ ᣐͪᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶ
׆ưരʧƠƨƱƖ
ƴƕǜˌٳƷҾ׆ưര
ʧƠƨƱƖ
ૅ᫇

രʧ᫇
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രʧ᫇ƴܼଈዅ

˄лӳǛʈơƯࢽƨ
᫇

がん保険
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主契約

Ӗӕʴ
ᇹᲮƴܭǊǔӖӕʴ ᇹᲮƴܭǊǔӖӕʴ

Ხ ̬ᨖሁƷӖӕʴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƭƍƯƸŴᇹᲫᘮ̬ᨖ
ᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƱƠǇƢŵ
  ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƭƍƯ
ƸŴᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƱƠǇƢŵ
  ᲢˌɦŴžᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴſƱžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷ
ƏƪƷᣐͪᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴſǛƋǘƤƯžരʧ̬ᨖӖӕʴſ
ƱƍƍǇƢŵᲣ
  ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷ܇ƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƭƍƯƸŴ
ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍǛരʧ̬ᨖƷӖӕʴƱƠǇƢŵƨƩƠŴᇹᲫᘮ̬ᨖ
ᎍƕരʧƠƨˌࢸƷᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷ܇Ʒരʧ̬ᨖƷӖӕ
ʴƸŴരʧ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨ܇ƷരʧƷඥܭႻዓʴƱ
ƠǇƢŵƜǕƴǑǓരʧ̬ᨖƷӖӕʴƱƳƬƨᎍƕᲬʴˌɥƍǔ
ئӳƴƸŴƦƷӖӕлӳƸרሁƱƠǇƢŵ
Ჯ ዅ˄ƕૅǘǕǔЭƴૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱ
ƖƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئӳ
  ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧƷඥܭႻ
ዓʴưƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸŴசƷዅ˄ǛŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧ
̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖ
ӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪᎍƕരʧƠƨئӳ
  ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷ
രʧƷඥܭႻዓʴưƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸŴசƷዅ˄ǛŴᇹᲬ
ᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
ƨƩƠŴ
ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔ
ئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷ܇ƕരʧƠƨئӳ
  ˟ᅈƸŴசƷዅ˄ǛŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴᇹ
Ძᘮ̬ᨖᎍƕƢưƴരʧƠƯƍǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Ჰ ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴᚮૺዅ˄ƷૅƸŴ̬ᨖ᧓ǛᡫơᲫ
ׅƷǈƱƠǇƢŵ
Ჱ ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴƕǜˌٳƷʙဌƴǑƬƯλᨈǛƠŴƦƷλᨈɶ
ƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨئӳƴƸŴƕǜƷၲǛڼƠƨƱ˟ᅈƕᛐ
ǊƨଐƔǒŴƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈǛڼƠƨǋƷƱǈ
ƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჲ ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛƠƨئӳưŴƦƷ᠃λᨈ
ǇƨƸϐλᨈƴƭƖŴЭλᨈƔǒዒዓƠƯλᨈƠƯƍƨƱǈƳƢǂƖ
ʙऴƕƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨƱƖƴƸŴЭλᨈƔǒዒዓƠƯƍƨǋƷƱ
ǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჳ ᘮ̬ᨖᎍƕŴλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛƠŴƦƷλᨈ
ɶƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕႆဃƠƨƱƖƸŴƦƷʙဌƕဃơ
ƨǛԃǜưዒዓƠƯƍǔ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷλᨈƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷஊ
јɶƷλᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
 ᇹᲭவᲶᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸᇹᲭƷᙹܭƴǑǓŴᇹᲬ
ᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƬƨƱƖ
 ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨλᨈƷᡚᨈଐ
Ʒ፻ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƴλᨈǛڼƠƨئӳƴƸŴᇹᲫ

主契約
がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƦƷλᨈƷᡚᨈƴƭƍƯƸŴܡנၲዅ˄
ƸૅƍǇƤǜŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹᲫᇹᲭӭƴܭǊǔλᨈǛƠŴƦƷλᨈɶƴƭƗƷ
ӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕႆဃƠƨƱƖƸŴƦƷʙဌƕဃơƨǛԃǜ
ưዒዓƠƯƍǔλᨈƷƦƷᡚᨈƴƭƍƯƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷஊјɶƷ
ᡚᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
  ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
  ᇹᲭவᲶᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸᇹᲭƷᙹܭƴǑǓŴᇹᲬ
ᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƬƨƱƖ
 ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴӷɟƷଐƴᲬˌׅɥᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᡫᨈ
ዅ˄ƸᙐƠƯૅƍǇƤǜ
 ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐƴᡫᨈዅ˄Ʒૅ
ʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᡫ
ᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
 ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴᡫᨈ᧓ɶƴλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈǛƢ
ǔƜƱƴǑǓŴૼƨƴᡫᨈ᧓ƕܭǊǒǕǔئӳƴƸŴᇹᲫᇹᲮӭ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƢưƴܭǊǒǕƨᡫᨈ᧓ƸŴƦƷλᨈǛڼ
ƠƨଐƷЭଐƴኳʕƠƨǋƷƱƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕဃơƨǛԃǜưዒዓ
ƠƯƍǔᡫᨈ᧓ɶƴᡫᨈƠƨƱƖƸŴƦƷ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᡫᨈǛŴ
ƜƷ̬ᨖڎኖƷஊјɶƷᡫᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
 ᇹᲭவᲶᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸᇹᲭƷᙹܭƴǑǓŴᇹᲬ
ᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƬƨƱƖ
 ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇƸŴƭƗ
ƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᲫׅƷᡚᨈƷƦƷᡫᨈƴƭƍƯƸŴଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠǛᡫምƠƯଐǛǋƬ
ƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼଐˌࢸƷ̬ᨖ᧓ɶƴരʧƠŴƦƷࢸƴƕǜ
ǛႺƷҾ׆ƱƠƯരʧƠƨʙܱƕᄩᛐƞǕƨئӳƴƸŴƦƷരʧଐ
ƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨǋƷƱǈƳƠƯരʧ̬ᨖǛૅƍǇƢŵƜ
ƷئӳŴ˟ᅈƸŴᚮૺዅ˄ǛૅƍǇƤǜŵǇƨŴƢưƴരʧ
ǛૅƬƯƍƨƱƖƸŴരʧ̬ᨖƷૅ᫇ƔǒരʧƷૅ
᫇ǛࠀƠࡽƍƨ᫇ǛૅƍǇƢŵ
ᇹᲲவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴԓჷЭǇƨƸԓჷƷƔǒ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᝧ˓ڼଐ
ƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼ
ᘮ̬ᨖᎍƷƦƷʙܱƷჷŴɧჷƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖǛ
јᲢࣄƷᨥƸࣄƷӕৢǛјᲣƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƷјƷئӳ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƷԓჷЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕƕǜƱᚮૺᄩܭƞ
ǕƯƍƨʙܱǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷƍƣǕƔƕჷƬƯƍ
ƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
ƦƷ˂ƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖ
ᎍƴƍƠǇƢŵ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƷࣄƷᨥƷјƷئӳ
  Ĭ ƜƷ̬ᨖڎኖƷࣄƷᨥƷԓჷЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕƕǜƱᚮૺᄩ
ܭƞǕƯƍƨʙܱǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷƍƣǕƔƕჷ
ƬƯƍƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴࣄƷᨥƴƍᡂǇǕƨ᫇ƓǑƼ
ࣄˌࢸƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵƦƷ˂Ʒئӳ
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ᇹவᲶዅ˄ሁǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ዓƖᲸ
Ძ ዅ˄ሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩ
ƞƍŵ
Წ ૅʙဌƷဃơƨዅ˄ሁƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴዅ˄ሁǛᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕዅ˄ƷӖӕʴưƋǔئ
ӳưŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕዅ˄Ǜᛪ൭ưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǔƱ˟ᅈ
ƕᛐǊƨƱƖƴƸŴƭƗƷӲӭƴܭǊǔƍƣǕƔƷᎍƕŴ࣏ᙲᲢК
ᘙᲫᲣƓǑƼཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔǛ੩ЈƠƯŴ˟ᅈƷ১
ᜄǛࢽƯŴዅ˄ƷӖӕʴƷˊྸʴᲢˌɦŴžˊྸᛪ൭ʴſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƱƠƯዅ˄Ʒᛪ൭ǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
 ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠƯƍ
ǔ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᣐͪᎍ
 ᣐͪᎍƕƍƳƍئӳƴƸŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸ࢘ᛆᘮ
̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠƯƍǔᲭᚃሁϋƷᚃଈ
 ˊྸᛪ൭ʴƱƠƯƷᙲˑǛƨƠƯƍǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨᎍ
Ხ ЭƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕዅ˄Ǜˊྸᛪ൭ʴƴૅƬƨئӳƴƸŴ
ƦƷࢸᙐƠƯƦƷዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸŴƜǕǛૅƍ
ǇƤǜŵ
Ჯ ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ๛ƳƘ
࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊǛᛪ൭Ơ
ƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئᲸ
Ძ ዅ˄ሁᲢཎኖƷዅ˄ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣ
ƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯᲯ
փಅଐˌϋƴ˟ᅈƷଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙѦưૅƍǇƢŵ
Წ ዅ˄ሁǛૅƏƨǊƴᄩᛐƕ࣏ᙲƳഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔئӳƴƓƍ
ƯŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒዅ˄ሁƷᛪ൭Ǉưƴ˟ᅈƴ੩ЈƞǕƨ
ƩƚưƸᄩᛐưƖƳƍƱƖƴƸŴƦǕƧǕ࢘ᛆӲӭƴܭǊǔʙ
ƷᄩᛐᲢ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔᚮૺǛԃǈǇƢŵᲣǛᘍƍǇƢŵ
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がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹᲳவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƕܼଈڎኖƷئӳưŴ̬ᨖ᧓ƷڼˌࢸƷ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ɶƴƭƗƷӲӭƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖƴƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƸ
࢘ИܭǊƨ̬ᨖ᧓ƷʕƢǔଐǇưஊјƴዒዓƠŴ˟ᅈƸŴഏƷ
ᡂஉ
ᲢᡂஉƷИଐƔǒڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴ
ƦƷᡂஉᲣˌࢸƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵ
 ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƓǑƼᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪᎍƷƍƣǕǋƕര
ʧƠƯƍǔƜƱ
 ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷ܇ƕဃ܍ƠƯƍǔƜƱ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƨئӳƴƸŴڎኖϋܾƷ٭
ƴ᧙ƢǔᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ

主契約

ƴƸŴ˟ᅈƸŴࣄƷᨥƴƍᡂǇǕƨ᫇ƓǑƼࣄˌࢸƴ
ƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
  ĭ ƜƷ̬ᨖڎኖƸŴࣄЭƷཞ७ưᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ
᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјᲸᇹᲬƴܭǊǔᚐኖƷᛪ൭ƕƋ
ƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ஜவƷᢘဇƷƋǔئӳƴƸŴᇹᲳவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸŴᇹவ
Ჶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƓǑƼᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸƷ
ᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ

主契約
がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ƜƷئӳƴƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴዅ˄ሁǛૅƏǂƖᨂ
ƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯ
ଐǛኺᢅƢǔଐƱƠǇƢŵ
  ዅ˄ሁƷૅʙဌႆဃƷஊƷᄩᛐƕ࣏ᙲƳئӳ
  ᘮ̬ᨖᎍƷരʧǇƨƸዅ˄ሁƷૅʙဌưƋǔܭƷཞ७ƴᛆ࢘
ƢǔʙܱƷஊ
  ዅ˄ሁƷૅƍƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ዅ˄ሁƷૅʙဌƕႆဃƠƨҾ׆
  ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴᐱƬƨҾ
׆
  ᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴŴƕǜƷᚮૺᄩܭƷӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƜƱƷ
ஊ
  ƜƷኖഘƴܭǊǔٻʙဌŴᚴഖǇƨƸɧඥӕࢽႸႎƴᛆ࢘Ƣǔ
ӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ЭᲮӭƴܭǊǔʙŴᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸᇹᲫᇹᲯӭ
ƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸዅ˄
ሁƷӖӕʴƷ̬ᨖڎኖዸኽƷႸႎǋƠƘƸዅ˄ሁƷᛪ൭Ʒॖƴ
᧙Ƣǔ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒዅ˄ሁƷᛪ൭ǇưƴƓƚǔʙܱ
Ჭ ЭƷᄩᛐǛƢǔƨǊŴഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔʙƴƭƍƯƷཎКƳༀ
˟Ǎᛦ௹ƕɧӧഎƳئӳƴƸŴЭᲬƴƔƔǘǒƣŴዅ˄ሁǛૅ
ƏǂƖᨂƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐ
ƔǒឪምƠƯŴ࢘ᛆӲӭƴܭǊǔଐૠᲢӲӭƷƏƪᙐૠƴᛆ࢘Ƣǔ
ئӳƴƸŴƦǕƧǕƴܭǊǔଐૠƷƏƪஇǋٶƍଐૠᲣǛኺᢅƢǔ
ଐƱƠǇƢŵ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷҔၲೞ᧙Ǉƨ
ƸҔࠖƴݣƢǔༀ˟ƷƏƪŴༀ˟έƷਦܭƢǔ᩿ሁƷ૾ඥƴᨂܭ
ƞǕǔༀ˟  ଐ
  ЭᇹᲬӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷࡰᜱٟඥᲢଯ
ԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƴǋƱƮƘༀ˟ƦƷ˂ƷඥˋƴǋƱƮƘༀ˟
ଐ
  ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭŴᇹᲮӭƓǑƼᇹᲯӭƴܭǊǔʙƴƭƍƯ
Ʒᄂᆮೞ᧙ሁƷᧉݦೞ᧙ƴǑǔҔܖǇƨƸܖሁƷᅹܖ২ᘐႎƳཎ
КƷᛦ௹ŴЎௌǇƨƸᦷ  ܭଐ
  ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲯӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƠŴ̬ᨖڎኖ
ᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴǛᘮွᎍƱƠƯŴ਼௹Ŵឪᚫ
ƦƷ˂ƷДʙዓƕڼƞǕƨƜƱƕإᢊሁƔǒଢǒƔưƋǔئӳ
ƴƓƚǔŴЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲯӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƢǔŴ
ᡛᐲŴឪᚫŴЙൿሁƷДʙዓƷኽௐƴƭƍƯƷᜩݑŴ౨ݑሁƷ਼
௹ೞ᧙ǇƨƸᘶЙƴݣƢǔༀ˟  ଐ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷଐஜٳƴƓ
ƚǔᛦ௹  ଐ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷܹяඥ
Ტଯ
ԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƕᢘဇƞǕƨ؏עƴƓƚǔᛦ௹  ଐ
Ხ ЭᲬƷᄩᛐǛƢǔئӳŴ˟ᅈƸዅ˄ሁǛᛪ൭ƠƨᎍᲢˊᘙᎍᲣ
ƴᡫჷƠǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬƓǑƼᇹᲭƴਫ਼ƛǔ࣏ᙲƳʙƷᄩᛐƴᨥƠŴ
̬ᨖڎኖᎍŴ
ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴƕദ࢘ƳྸဌƳƘ࢘ᛆᄩᛐǛڳƛŴ
ǇƨƸƜǕƴࣖơƳƔƬƨƱƖᲢ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔ࣏ᙲƳᚮ
ૺƴࣖơƳƔƬƨƱƖǛԃǈǇƢŵᲣƸŴ˟ᅈƸŴƜǕƴǑǓ࢘ᛆʙ
ƷᄩᛐƕࡨƠƨ᧓Ʒ๛Ʒᝧ˓ǛǘƣŴƦƷ᧓Ƹዅ˄ሁǛ
ૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ᇹᲫƔǒЭǇưƷᙹܭƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯǋแဇƠ

― 66 ―

ǇƢŵ

― 67 ―

がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴƦƷᡂ᧓ɶŴׅᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸᇹᲫƴܭǊǔᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴƭƗ
Ʒ᧓ᲢஜኖഘǛᡫơƯžᡂஉſƱƍƍǇƢŵᲣϋƴƍᡂǜư
ƘƩƞƍŵ
  உڎኖƷئӳ
  உҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷ
ଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐ
Ǉư
  Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
  Ҟ࠰ҥˮǇƨƸ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐǇư
Წ ЭƷ̬ᨖ૰ƕڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴƍᡂǇǕŴƔƭŴƦƷଐ
Ǉưƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨ
ئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖሁ
ǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖሁƱƱǋƴƦƷ̬ᨖሁƷӖӕʴᲣƴƍ
ƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨئӳŴƦƷᡂஉƴࣖݣƢǔǋƷƱƠƯƍ
ᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ტ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƴᛆ࢘ƠƨࢸƴŴƍᡂǇ
ǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢǘǕǔ̬ᨖ૰ǛᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗ
ƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ᇹᲫᇹᲫӭƷڎኖƷئӳŴ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
  ᇹᲫᇹᲬӭƷڎኖƷئӳŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓ
சኺᢅ᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ
૰Ⴛ࢘᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖሁǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖሁƱƱǋ
ƴƦƷ̬ᨖሁƷӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵ
Ხ ЭƷᙹܭƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯแဇƠǇƢŵ
Ჯ ЭᲭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ᇹவᲶዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴዅ˄ሁƷૅʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴசᡂ̬ᨖ
૰ǛૅƏǂƖዅ˄ሁƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵƨƩƠŴዅ˄ሁƕࠀƠ
ࡽƘǂƖசᡂ̬ᨖ૰ƴɧឱƢǔƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸƦƷசᡂ̬
ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჱ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸச
ᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჲ ЭᲬƷئӳŴசᡂ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴᇹவᲶ྅ʖ᧓
ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸᇹᲬƔǒᇹᲮǇưƷᙹܭǛแဇƠ
ǇƢŵ

主契約

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍŴዅ˄ሁƷӖӕʴƷˊᘙᎍᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷዅ
˄ሁƷӖӕʴƕᲬʴˌɥƋǔƱƖƸŴӲˊᘙᎍǛᲫʴܭǊƯƘƩƞ
ƍŵƜƷئӳŴƦƷˊᘙᎍƸŴƦǕƧǕ˂Ʒ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸዅ˄
ሁƷӖӕʴǛˊྸƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷˊᘙᎍƕܭǇǒƳƍƔǇƨƸƦƷנƕɧଢƷƱƖƸŴ˟ᅈ
ƕ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƷዅ˄ሁƷӖӕʴƷᲫʴƴݣƠ
ƯƠƨᘍໝƸŴ˂ƷᎍƴݣƠƯǋјщǛဃơǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕᲬʴˌɥƋǔئӳƴƸŴƦƷᝧ˓Ƹᡲ࠘ƱƠǇƢŵ

主契約
がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ̬ᨖ
૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖ
ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴᨂǓǇƢŵ
  ᗡೞ᧙ሁƷ˟ᅈƷਦܭƠƨӝࡈƴᡛƢǔƜƱƴǑǓƍᡂǉ
૾ඥ
  ˟ᅈƷਦܭƠƨᗡೞ᧙ሁƷӝࡈਰஆƴǑǓƍᡂǉ૾ඥ
  ˳ׇޓǇƨƸᨼׇǛᡫơƍᡂǉ૾ඥᲢ˳ׇޓǇƨƸᨼׇƱ
˟ᅈƱƷ᧓ƴ˳ׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴแ˳ׇӕৢڎኖƆƕǜ̬
ᨖƇŴᨼׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇǇƨƸཎКᨼׇӕৢڎኖƆƕǜ̬
ᨖƇƕዸኽƞǕƯƍǔئӳƴᨂǓǇƢŵᲣ
  ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴਤӋƠƯƍᡂǉ૾ඥ
  ˟ᅈƷਦܭƠƨǯȬǸȃȈǫȸȉႆᘍ˟ᅈƷǯȬǸȃȈǫȸȉƴ
ǑǓƍᡂǉ૾ඥ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴЭӲӭƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥ
ᲢኺែᲣǛ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƕᇹᲫᇹᲬӭǇƨƸᇹᲭӭưƋǔ̬ᨖ
ڎኖƴƓƍƯŴƦƷ̬ᨖڎኖƕ˟ᅈƷӕৢவˑƴᛆ࢘ƠƳƘƳƬƨƱ
ƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛ
˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƯƘƩƞƍŵƜƷئӳŴ̬ᨖڎኖᎍƕ
̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƷ٭ǛᘍƏǇưƷ᧓Ʒ̬ᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ
˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјᲸ
Ძ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓ྅ʖ᧓ƕƋ
ǓǇƢŵ
  உڎኖƷئӳ
  ᡂஉƷ፻உИଐƔǒଐǇư
  Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
  ᡂஉƷ፻உИଐƔǒ፻ŷஉƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǇưᲢᡂ
உƷڎኖࣖ࢘ଐƕᲬஉŴᲰஉŴஉƷӲଐƷئӳƴƸŴƦǕƧǕ
ᲮஉŴᲲஉŴᲫஉƷӲଐǇưᲣ
Წ ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸŴ྅ʖ
᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹவᲶ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸ
Ძ ྅ʖ᧓ɶƴዅ˄ሁƷૅʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴச
ᡂ̬ᨖ૰Ǜዅ˄ሁƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴዅ˄ሁƕࠀƠࡽƘǂƖசᡂ̬ᨖ૰ƴɧឱƢǔƱƖ
ƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƦƷ྅ʖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƴசᡂ̬ᨖ૰Ǜ
ƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჭ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎ
ኖᎍƸŴƦƷ྅ʖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƴசᡂ̬ᨖ૰Ǜƍᡂǜư
ƘƩƞƍŵ
Ხ ЭᲬƷசᡂ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸ྅ʖ
᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍŴ˟ᅈƸŴዅ˄ሁƷૅƓǑƼ
̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƴƠƨƕƬƯŴƭƗƷƱƓǓݩஹ
Ʒ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  உڎኖƷئӳ
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ᇹவᲶ̾ʴڎኖƱܼଈڎኖƷႻʝƷ٭Ჸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ࠰ŴҞ࠰ǇƨƸஉƷ̬
ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣǛႻʝƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
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がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖƷࣄᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖڎኖƕјщǛڂƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰
ˌϋƴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴࣄ
ǇưƷࡨ๛̬ᨖ૰ǛŴ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥ
ưƍᡂǉƜƱƴǑǓŴ̬ᨖڎኖǛࣄƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ
̬ᨖڎኖᎍƕᚐኖǛᛪ൭ƠƨࢸƸŴ̬ᨖڎኖǛࣄƢǔƜƱƸ
ưƖǇƤǜŵ
Წ ˟ᅈƕŴஜவƷࣄǛ১ᜄƠƨƱƖƸŴࡨ๛̬ᨖ૰ǛӖƚӕƬƨ
ƔŴࣄƷᨥƷᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷƷƍƣǕƔƍƔǒŴ˟
ᅈƸŴരʧƷૅƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯ̬ᨖڎኖɥ
Ʒᝧ˓ǛƍŴƦƷƷޓƢǔଐǛࣄଐƱƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓
ڼଐƸƭƗƷƱƓǓƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒŴዅ˄ƓǑƼരʧ
̬ᨖƷૅƴƭƍƯ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
  ࣄଐƕ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉˌ
ϋƷئӳ
  ᇹᲮவᲶᝧ˓ڼᲸƴܭǊǔᝧ˓ڼଐ
  ࣄଐƕ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛ
ƜƑƯƍǔئӳ
  ࣄଐ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƷʕƢǔଐǇư
ƴᇹᲭவᲶᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓŴᇹᲬᘮ
̬ᨖᎍƷǛࢽƨᎍƷᝧ˓ڼଐƸŴᇹᲮவᲶᝧ˓ڼᲸᇹᲬƴ
ܭǊǔᝧ˓ڼଐƔŴࣄଐƷƍƣǕƔƍଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐ
ƔǒŴዅ˄ƓǑƼരʧ̬ᨖƷૅƴƭƍƯ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓Ǜ
ƍǇƢŵ
Ხ ᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖƕјщǛڂƬƨଐƔǒƦƷଐ
ǛԃǊƯࣄଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱƷ᧙̞ƕᇹᲬவᲶᘮ
̬ᨖᎍƷርᲸᇹᲫᇹᲬӭƴᛆ࢘ƢǔƜƱƱƳƬƨᎍƸŴᇹᲮவᲶ
ᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲮவᲶᝧ˓ڼ
ᲸᇹᲬɶŴžЈဃଐſŴžЈဃƠƨſŴžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷǛ
ࢽƨଐſƓǑƼžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽƨſƱƋǔƷǛžࣄଐſ
ƱᛠǈஆƑǇƢŵ
Ჯ ̬ᨖڎኖƷࣄƴᨥƠƯƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƠǇƤǜŵ

主契約

  ࢘உЎˌࢸƷᲰƔஉЎǇƨƸƔஉЎƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕư
ƖǇƢŵƜƷئӳŴ˟ᅈܭƷлࡽྙư̬ᨖ૰ǛлǓࡽƖǇƢŵ
  Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
  Ĭ ݩஹƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ˟ᅈ
ƷܭǊǔМྙưлǓࡽƖǇƢŵ
  ĭ ЭĬƷᙹܭƴǑǓлǓࡽƔǕƨЭኛ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈƷܭǊǔМ
ྙƷМऒǛƭƚƯᆢǈᇌƯƯƓƖŴҞ࠰ҥˮǇƨƸ࠰ҥˮƷڎኖ
ࣖ࢘ଐƝƱƴ̬ᨖ૰ƷᡂƴΪ࢘ƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖǇƨƸ̬ᨖ૰
ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖƴŴЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔئӳƸŴƜ
ǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖሁǛૅƏƱƖƸŴ
̬ᨖሁƱƱǋƴƦƷ̬ᨖሁƷӖӕʴƴƍƠǇƢŵ

Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

主契約

ᇹவᲶ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ̬ᨖڎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ǜ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ˟ᅈƕŴஜவƷ٭Ǜ১ᜄƠƨƱƖƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠ
ƨ᫇ǛӖƠŴƦƷࢸƷ̬ᨖ૰ǛദƠǇƢŵ
Ხ ஜவƷ٭ƸŴ˟ᅈƕ১ᜄƠƨƔǒјщǛဃơǇƢŵ

がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƓǑƼ˟ᅈƷӷॖǛࢽƯŴ̬ᨖڎኖɥƷೌ
МƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯǛᇹɤᎍƴ১ዒƞƤǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖሁƷૅʙဌƕႆဃƢǔǇưƸŴᘮ̬ᨖᎍƷ
ӷॖǛࢽƨɥưŴ˟ᅈƴݣƢǔᡫჷƴǑǓരʧ̬ᨖӖӕʴǛ٭Ƣ
ǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆ
ƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƢǔЭƴŴ
٭ЭƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴŴ
̬ᨖሁǛૅƬƨƱƖƸŴƦƷૅࢸƴࢸ٭Ʒരʧ̬ᨖӖӕʴ
ƔǒŴ̬ᨖሁƷᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ხ ዅ˄ƷӖӕʴƸŴᇹவᲶዅ˄ӖӕʴਦܭཎЩᲸƓǑƼᇹவ
ᲶඥʴڎኖཎЩᲸǛᨊƖŴஜኖഘưܭǊǒǕƨӖӕʴˌٳƷᎍƴ٭
ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
ᇹவᲶᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ЭவƴܭǊǔǄƔŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖሁƷૅʙဌƕႆဃƢǔ
ǇưƸŴඥࢷɥஊјƳᢡᚕƴǑǓŴരʧ̬ᨖӖӕʴǛ٭ƢǔƜƱ
ƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭ƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƕƳƚǕƹŴƦ
ƷјщǛဃơǇƤǜŵ
Ჭ ЭᲬƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭ƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƕരʧƠƨࢸŴ
̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƕ˟ᅈƴᡫჷƠƳƚǕƹŴƜǕǛ˟ᅈƴݣ৴Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƤǜŵ
Ხ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆƠ
ǇƢŵ
ᇹவᲶരʧ̬ᨖӖӕʴƷരʧᲸ
Ძ രʧ̬ᨖӖӕʴƕૅʙဌƷႆဃˌЭƴരʧƠƨƱƖƸŴƦƷඥ
ܭႻዓʴǛരʧ̬ᨖӖӕʴƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓരʧ̬ᨖӖӕʴƱƳƬƨᎍƕരʧƠƨئӳƴŴ
ƜƷᎍƴඥܭႻዓʴƕƍƳƍƱƖƸŴЭƷᙹܭƴǑǓരʧ̬ᨖӖ
ӕʴƱƳƬƨᎍƷƏƪဃ܍ƠƯƍǔ˂Ʒരʧ̬ᨖӖӕʴǛരʧ̬ᨖ
ӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴǑǓരʧ̬ᨖӖӕʴƱƳƬƨᎍƕᲬʴˌɥƍǔئ
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ӳŴƦƷӖӕлӳƸרሁƱƠǇƢŵ

ᇹவᲶᚴഖƴǑǔӕෞƠᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷᚴഖƴǑǓ̬ᨖڎኖƷዸኽŴࣄǇƨ
Ƹ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭ƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸ̬ᨖڎኖ
ǛӕǓෞƢƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ƹ
ƍƠǇƤǜŵ

ᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭ƷᨥŴ
ૅʙဌƷӧᏡࣱƴ᧙ƢǔᙲƳʙƷƏƪԓჷưឋբƠƨʙƴ
ƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴƦƷԓჷƴǑƬƯԓჷƠƯ
ƘƩƞƍŵƨƩƠŴ˟ᅈਦܭƷҔࠖƷឋբƴǑǓԓჷǛ൭ǊƨƱƖƸŴ
ƦƷҔࠖƴݣƠƯӝ᪽ưԓჷƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴॖǇƨƸٻƳᢅڂƴǑƬƯŴЭ
வƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬ
ƨƔǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴݩஹƴӼƬƯ
̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴዅ˄ሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơ
ƨࢸưǋ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƠŴƭƗƷӕৢǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ዅ˄ሁƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵ
  ˟ᅈƸŴƢưƴዅ˄ሁǛૅƬƯƍǔƱƖŴǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂβᨊǛᘍƬƯƍǔƱƖưǋŴƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƠŴǇƨƸᡂǛβ
ᨊƠƨ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƏƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴዅ˄ሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒᡂ
ƷβᨊʙဌƷႆဃƕŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳƬƨʙܱƴǑǒƳƔƬƨƜƱǛ
̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴƕᚰଢƠƨƱƖƸŴዅ
˄ሁƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑ
ƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧ
ଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷưƖƳƍئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍǇƨƸᚐᨊƷҾ׆ƱƳƬƨᘮ̬ᨖᎍƷ
ዅ˄ሁƷӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇƢŵ
Ჯ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
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ᇹவᲶɧඥӕࢽႸႎƴǑǔјᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍƕዅ˄ሁᲢ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵǇƨŴƜƷ
̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖƷ̬ᨖŴዅ˄Ŵ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
ǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣ
ǛɧඥƴӕࢽƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴዅ˄ሁǛɧඥƴӕࢽƞƤǔႸႎ
ǛǋƬƯ̬ᨖڎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭
ƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖǛјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕ
ƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ

主契約

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ʒ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƕŴ˰Ǜ٭ƠƨƱƖƸŴƨƩƪƴ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
Წ ЭƷᡫჷƕƳƘŴ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ǜ˟ᅈƕᄩᛐưƖƳƔƬƨئ
ӳŴ˟ᅈƕჷƬƨஇኳƷ˰ƋƯƴႆƠƨᡫჷƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴПᢋ
ƠƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ

主契約
がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷئӳƴƸŴЭவƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊǛ
ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
  ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ
٭ƷᨥŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱǛჷƬƯƍƨƱƖǇƨƸᢅڂƷƨ
ǊჷǒƳƔƬƨƱƖ
  ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
ƷԓჷǛƢǔƜƱǛڳƛƨƱƖ
  ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴݣƠŴᇹவƷԓჷ
ǛƠƳƍƜƱǛѰǊƨƱƖǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛǔƜƱǛѰ
ǊƨƱƖ
  ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖዸኽƷࢸŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱǛჷǓŴƦƷ
ʙܱǛჷƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫƔஉƕኺᢅƠƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐᲢࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇ
ࢸƷࣄଐŵˌɦŴஜӭƴƓƍƯӷơŵᲣƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰
ǛƜƑƯஊјƴዒዓƠƯƍǔƱƖŵƨƩƠŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢ
ǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ˌϋƴŴƭƗƷƍƣǕƔƷʙဌƕဃơ
ƨئӳƴƸŴᲬ࠰ǛƜƑƯƍƯǋ˟ᅈƸ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕ
ưƖǇƢŵ
  Ĭ ዅ˄ሁƷૅʙဌƕႆဃƠƨƱƖ
  ĭ ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕႆဃƠƨƱƖ
  Į ᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱƴǋƱƮƍƯŴᘮ̬ᨖᎍƕλᨈǇƨƸᡫ
ᨈǛƠƨƱƖ
Წ ЭᇹᲬӭƓǑƼᇹᲭӭƷئӳƴƸŴӲӭƴᙹܭƢǔ̬ᨖۥʼᎍƷ
ᘍໝƕƳƔƬƨƱƠƯǋŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹவƷᙹ
ܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬƨƔǇ
ƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨƱᛐǊǒǕǔئӳƴƸŴᢘဇƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴܭǊǔʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴƜ
Ʒ̬ᨖڎኖǛݩஹƴӼƔƬƯᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƕŴരʧᲢ˂Ʒ̬ᨖڎ
ኖƷരʧ̬ᨖǛԃǈŴ̬ᨖᆔƓǑƼዅ˄ƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇ
ƤǜŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴᚴӕƞƤǔႸႎưʙਔᐲᲢச
ǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴƕƜƷ̬ᨖڎኖƷ
ዅ˄ሁᲢ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵˌ
ɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴᚴӕƞƤǔ
ႸႎưʙਔᐲᲢசǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖሁᲢዅ˄ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓ
ƍƯӷơŵᲣƷᛪ൭ƴ᧙ƠŴ̬ᨖሁƷӖӕʴƴᚴഖᘍໝᲢசǛ
ԃǈǇƢŵᲣƕƋƬƨئӳ
  ˂Ʒ̬ᨖڎኖƱƷᙐƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƴƔƔǔ̬ᨖ᫇ሁƷ
ӳᚘ᫇ƕᓸƠƘᢅٻưƋƬƯŴ̬ᨖСࡇƷႸႎƴӒƢǔཞ७ƕǋƨ
ǒƞǕǔऀǕƕƋǔئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕŴƭƗƷƍƣǕ
Ɣƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
Ĭ ୧щׇŴ୧щׇՃᲢ୧щׇՃưƳƘƳƬƨଐƔǒᲯ࠰ǛኺᢅƠ
ƳƍᎍǛԃǈǇƢŵᲣŴ୧щׇแನՃŴ୧щ˖̞᧙ׇಅƦƷ˂
ƷӒᅈ˟ႎѬщᲢˌɦžӒᅈ˟ႎѬщſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘Ƣ
ǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
ĭ Ӓᅈ˟ႎѬщƴݣƠƯሁǛ੩̓ƠŴǇƨƸ̝ܯǛ̓ɨƢǔ
ƳƲƷ᧙ɨǛƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
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ᇹவᲶዅ˄᫇ሁƷถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴݩஹƴӼƬƯؕแᚮૺዅ˄
᫇ƓǑƼλᨈዅ˄ଐ᫇Ǜӷơлӳưถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷ
ئӳŴܡנၲዅ˄᫇Ŵᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ŵരʧ̬ᨖ᫇ƓǑƼരʧ
᫇ƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨƱƖƸŴƦƷ
ዅ˄᫇ሁǛ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǇưถ᫇ƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯܡנၲዅ˄᫇Ŵᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ŵ
രʧ̬ᨖ᫇ƓǑƼരʧ᫇ƷμᢿǇƨƸɟᢿǛถ᫇ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷዅ˄᫇ሁƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇ
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ᇹவᲶᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯ̬ᨖڎኖǛᚐኖƠŴᚐኖǛᛪ൭
ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

主契約

Į Ӓᅈ˟ႎѬщǛɧ࢘ƴМဇƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
į ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕඥʴƷئӳŴӒᅈ˟ႎѬ
щƕƦƷඥʴƷኺփǛૅᣐƠŴǇƨƸƦƷඥʴƷኺփƴܱឋႎƴ
᧙ɨƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
İ ƦƷ˂Ӓᅈ˟ႎѬщƱᅈ˟ႎƴ᩼ᩊƞǕǔǂƖ᧙̞ǛஊƠƯƍ
ǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖǋƠƘƸ˂Ʒ̬ᨖڎኖƕٻ
ʙဌƴǑƬƯᚐᨊƞǕŴǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸ̬ᨖ
ሁƷӖӕʴƕ˂Ʒ̬ᨖᎍƱƷ᧓ưዸኽƠƨ̬ᨖڎኖǋƠƘƸσฎ
ڎኖƕٻʙဌƴǑǓᚐᨊƞǕǔƳƲƴǑǓŴ˟ᅈƷ̬ᨖڎኖᎍŴ
ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴݣƢǔ̮᫂ǛƳƍŴƜƷ̬ᨖ
ڎኖǛዒዓƢǔƜƱǛࢳƠƑƳƍᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴਫ਼ƛǔ
ʙဌƱӷሁƷʙဌƕƋǔئӳ
Წ ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨࢸưǋŴ
˟ᅈƸŴ
ЭƷᙹܭƴǑƬƯƜƷ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴЭӲӭƴܭǊǔʙဌƷႆဃˌࢸƴဃơƨ
ૅʙဌƴǑǔ̬ᨖሁᲢЭᇹᲯӭƷǈƴᛆ࢘ƠƨئӳưŴЭᇹ
ᲯӭĬƔǒİǇưƴᛆ࢘ƠƨƷƕ̬ᨖሁƷӖӕʴƷǈưƋǓŴƦƷ
̬ᨖሁƷӖӕʴƕ̬ᨖሁƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƸŴ̬ᨖሁ
ƷƏƪŴƦƷӖӕʴƴૅǘǕǔǂƖ̬ᨖሁǛƍƍǇƢŵˌɦŴஜ
ƴƓƍƯӷơŵᲣǛૅǘƣŴǇƨŴЭӲӭƴܭǊǔʙဌƷႆဃ
ˌࢸƴဃơƨβᨊʙဌƴǑǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵ
ǋƠŴ
Ƣưƴ̬ᨖሁǛૅƬƯƍƨƱƖƸŴƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƠŴǇƨŴ̬
ᨖ૰ƷᡂβᨊǛƠƯƍƨƱƖƸŴᡂǛβᨊƠƨ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳ
ƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑ
ƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧ
ଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷưƖƳƍئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠ
ǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჯ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫᇹᲯӭƷᙹܭƴǑƬƯ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊƠƨئӳưŴ̬ᨖሁƷɟᢿƷӖӕʴƴݣƠƯᇹᲬƷᙹܭǛᢘ
ဇƠ̬ᨖሁǛૅǘƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƷƏƪૅǘǕƳƍ̬ᨖ
ሁƴࣖݣƢǔᢿЎƴƭƍƯƸЭƷᙹܭǛᢘဇƠŴƦƷᢿЎƷᚐኖ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ

ǛɦǇǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓዅ˄᫇ሁǛถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐኖƞ
ǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

主契約

ᇹவᲶᚐኖᲸ
Ძ ᚐኖƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴ
ኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠ
ǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖ૰ƷᡂƕβᨊƞǕƯƍǔئӳƴƸŴᚐኖ
ƸƋǓǇƤǜŵ
Წ ᚐኖƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴᇹவᲶዅ˄
ሁƷૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍˌٳƷᎍư̬ᨖڎኖƷᚐኖǛƢǔƜƱƕưƖǔᎍ
ᲢˌɦŴ
žͺೌᎍሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸŴᚐኖƷᡫჷƕ
˟ᅈƴПᢋƠƨƔǒᲫƔஉǛኺᢅƠƨଐƴјщǛဃơǇƢŵ
Წ ЭƷᚐኖƕᡫჷƞǕƨئӳưǋŴᡫჷƷƴƓƍƯƭƗƷӲӭƷ
ƢǂƯǛƨƢዅ˄ሁᲢཎኖƷዅ˄ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴ
ƓƍƯӷơŵᲣƷӖӕʴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƷӷॖǛࢽƯŴЭƷ᧓ƕ
ኺᢅƢǔǇưƷ᧓ƴŴ࢘ᛆᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƴᚐኖƷј
щƕဃơƨƱƢǕƹ˟ᅈƕͺೌᎍሁƴૅƏǂƖ᫇Ტͤࡍૅੲƕ
ͺೌᎍሁƴૅǘǕƨƱƖƸŴƦƷ᫇ǛࠀƠࡽƖǇƢŵᲣǛͺೌᎍ
ሁƴૅƍŴƔƭ˟ᅈƴƦƷଓǛᡫჷƠƨƱƖƸŴЭƷᚐኖƸƦƷ
јщǛဃơǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍưƳƍƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƷᚃଈŴᘮ̬ᨖᎍƷᚃଈǇƨƸᘮ̬ᨖᎍஜʴưƋǔƜ
Ʊ
Ჭ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
Ხ ᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸŴ࢘ᛆᚐኖƷјщƕဃ
ơǇƨƸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓјщƕဃơƳƘƳǔǇưƴŴዅ˄ሁƷ
ૅʙဌƕဃơŴƜƷ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƢǔئӳưŴ˟ᅈƕዅ˄ሁǛ
ૅƏǂƖƱƖƸŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇ƷᨂࡇưŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇
ǛͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇Ɣǒͺೌᎍ
ሁƴૅƬƨ᫇ǛࠀƠࡽƍƨസ᫇ǛŴዅ˄ሁƷӖӕʴƴૅƍǇ
Ƣŵ
Ჯ ᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸŴ࢘ᛆᚐኖƷјщƕဃ
ơǇƨƸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓјщƕဃơƳƘƳǔǇưƴŴƜƷ̬ᨖڎ
ኖƷཎኖƷͤࡍૅੲƷૅʙဌƕဃơŴ˟ᅈƕͤࡍૅੲǛૅƏ
ǂƖƱƖƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ͤࡍૅੲƷ᫇ƕᇹᲬஜ૨Ʒ᫇ˌɥƷƱƖ
  ˟ᅈƸŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇ƷᨂࡇưŴͤࡍૅੲǛͺೌᎍሁƴૅ
ƍǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲫƷᚐኖƸјщǛဃơǇƤǜŵƳƓŴͺೌ
ᎍሁǁƷૅƷࢸƴസ᫇ƕƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸƦƷസ᫇Ǜͤࡍૅੲ
ƷӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
  ͤࡍૅੲƷ᫇ƕᇹᲬஜ૨Ʒ᫇ƴឱǓƳƍƱƖ
  ˟ᅈƸŴͤࡍૅੲǛͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲫƷ
ᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨƔǒᲫƔஉǛኺᢅƠƨଐƴᚐኖƷј
щǛဃơǔǋƷƱƠŴ˟ᅈƸŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇Ǜᨂࡇƴᚐኖ
ᲢӷƴૅǘǕǔǛԃǈǇƢŵᲣǛͺೌᎍሁƴૅƍǇ
ƢŵƳƓŴͺೌᎍሁǁƷૅࢸƴസ᫇ƕƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸƦƷസ
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᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ

ᇹவᲶڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶјᲸ
  ዅ˄ሁƷૅŴᚐኖƷૅǋƠƘƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᛪ
൭ƢǔೌМǇƨƸᇹᲲவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞ
ǕƯƍƨئӳᲸƷᙹܭƴǋƱƮƘଏᡂ̬ᨖ૰ƷǛᛪ൭ƢǔೌМ
ƸŴᲭ࠰᧓ᛪ൭ƕƳƍئӳƸෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖƷᐯѣૼᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔዅ˄ሁƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴ˟
ᅈƷଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙѦƷענǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴᲢዅ
˄ሁƷӖӕʴƕᲬʴˌɥƍǔƱƖƸŴƦƷˊᘙᎍƱƠǇƢŵᲣƷ˰
עǛሥᠤƢǔଐஜϋƴƋǔ૾עᘶЙᲢஜ࠻ƱƠǇƢŵᲣƷǈǛ
ǋƬƯŴӳॖƴǑǔሥᠤᘶЙƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤƴƭƍ
ƯƸŴЭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
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がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴᛚǓƕƋƬƨئ
ӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷርٳư
ƋƬƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ
̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷܱᨥƷ࠰ᱫƕ
ڎኖƷ̬ᨖ૰ᘙƷஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƯƍƳƍئӳưŴᛚǓƕႆᙸƞ
ǕƨƱƖƢưƴƦƷ࠰ᱫˌɥƴᢋƠƯƍƨƱƖƴƸŴஇ˯࠰ᱫƴᢋ
ƠƨଐƴڎኖƕዸኽƞǕƨǋƷƱǈƳƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ
૰ƸƦƷڎኖƷ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠǇƢŵ
  ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷርϋư
ƋƬƨƱƖƸŴܱᨥƷ࠰ᱫƴǋƱƮƍƯ̬ᨖ૰ǛોǊǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷࣱКƴᛚǓƕƋƬƨئӳƴ
ƸŴ
ܱᨥƷࣱКƴǋƱƮƘڎኖ࠰ᱫƷ̬ᨖ૰ƴોǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƓǑƼЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ǛોǊǔئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴឬᢅЎƕƋǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦ
Ʒࠀ᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
  ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴɧឱЎƕƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍ
ƸŴƦƷࠀ᫇Ǜ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥưƍ
ᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƨƩƠŴዅ˄ሁƷૅʙဌƕႆဃƠƨࢸƴ
ᛚǓƕႆᙸƞǕƨئӳƸŴ˟ᅈƸŴƦƷࠀ᫇ǛૅƏǂƖዅ˄ሁ
ƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵ

主契約

ᇹவᲶ࠰ᱫƷᚘምᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƸŴৎቔɥƴᚡ᠍ƞǕƨЈဃ࠰உଐǛؕแƱƠƯ
࠰ᱫưᚘምƠŴᲫ࠰சƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖዸኽࢸƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƸŴЭƷ࠰ᱫƴŴ࠰ҥˮƷڎኖ
ࣖ࢘ଐƝƱƴᲫബǛьƑƯᚘምƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖ૰ƸŴڎኖଐƴƓƚǔᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫưᚘምƠǇƢŵ

ᇹவᲶཎКவˑཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ɟཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

主契約
がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶӷ̬᫇ᨦཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈ
ƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
ƨƩƠŴᇹᲰவᲶዅ˄ƷᆔŴዅ˄ሁƓǑƼዅ˄᫇ሁƷਦܭᲸᇹ
ᲬƴƓƍƯᚮૺዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍƳƍئӳƴƸŴஜཎЩƷ˄ь
ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷ
ૅᲸᇹᲬǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
Წ ᚮૺዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨئӳ
ؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲬ̿
 ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨئӳ
ؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲬ̿ƴܼଈዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇
Ჭ ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ
ᇹவᲶᚮૺዅ˄ᙐૠૅׅཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ˯ᚐኖཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕƭƗƷƍƣǕ
ƔƷ૾ඥǛ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷ̬ᨖڎ
ኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵƨƩƠŴƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᧓ƕ࠰
ưܭǊƯƋǔئӳƴƸŴᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ
૾ඥƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
  ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥ
  ᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥ
Წ ЭᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˯ᚐኖлӳᲢᲫǑǓǋݱƞƍлӳƱƠǇƢŵᲣ
ǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸŴᇹவᲶᚐኖ
ᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹவᲶᚐኖᲸᇹᲫƷᙹ
ܭƴǑǓᚘምƠƨᚐኖƴŴЭӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖ
лӳǛʈơƯᚘምƠǇƢŵ
  ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳƸŴ٭ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƤǜŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƴܭǊǔᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴᇹவᲶᚐኖᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸƷ̬ᨖڎኖƷᚐኖƷ᫇ƸŴᇹᲰவ
Ჶዅ˄ƷᆔŴዅ˄ሁƓǑƼዅ˄᫇ሁƷਦܭᲸᇹᲬƴƓƍƯ
ਦܭƞǕƯƍǔዅ˄ƷᆔƴࣖơƯŴƭƗƴܭǊǔ᫇ǛӳምƠ
ƨ᫇ƱƠǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸưƋƬƯǋŴ̬ᨖ
૰ᡂ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍƳƍƱƖƸŴ̬
ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
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ᇹவᲶඥʴڎኖཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸዸኽࢸƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ
˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠ
ƯዸኽƠǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕര
ʧ̬ᨖӖӕʴƷئӳƴᨂǓǇƢŵƨƩƠŴƜƷ̬ᨖڎኖƴᇹவᲶ
ዅ˄ӖӕʴਦܭཎЩᲸƷᙹܭƴǑǔዅ˄ӖӕʴਦܭཎЩƕ˄ьƞ
ǕƯƍǔئӳƴƸŴஜཎЩƷ˄ьƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
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ᇹவᲶዅ˄ӖӕʴਦܭཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸዸኽࢸƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ
˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠ
ƯዸኽƠǇƢŵƨƩƠŴƜƷ̬ᨖڎኖƴᇹவᲶඥʴڎኖཎЩᲸƷᙹ
ܭƴǑǔඥʴڎኖཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴஜཎЩƷ˄ьƸӕ
ǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴዅ˄Ʒૅʙဌƕႆ
ဃƢǔǇưƸŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƨɥưŴ˟ᅈƴݣƢǔᡫჷƴ
ǑǓŴƭƗƷӲӭƷዅ˄ƷӖӕʴǛਦܭǇƨƸ٭ƢǔƜƱƕưƖ
ǇƢŵƨƩƠŴࢸ٭Ʒዅ˄ƷӖӕʴƕ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷئӳƸŴ࢘
ᛆᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƸᙲƠǇƤǜŵ
  ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƷዅ˄ƷӖӕʴ
  ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƷዅ˄ƷӖӕʴ
Ჭ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆ
ƠǇƢŵ
Ხ ᇹᲬƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƢǔЭƴ٭ЭƷዅ˄ƷӖӕʴƴዅ˄
ǛૅƬƨƱƖƸŴƦƷૅࢸƴࢸ٭Ʒዅ˄ƷӖӕʴƔǒዅ˄
Ʒᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ᇹᲬƷǄƔŴஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅ
ᲸᇹᲯƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
Ჰ ᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᢡᚕƴǑǓዅ˄ƷӖӕʴǛਦܭǇƨ
Ƹ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Ჱ ஜཎЩƴǑǔŴዅ˄ƷӖӕʴƴƭƍƯƸŴᇹவᲶരʧ̬ᨖӖ
ӕʴƷരʧᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵƜƷᨥŴᇹவᲶരʧ̬ᨖӖӕ
ʴƷരʧᲸɶŴžരʧ̬ᨖӖӕʴſƱƋǔƷǛžዅ˄ƷӖӕʴſ
ƴᛠǈஆƑǇƢŵ

主契約

  Ĭ ᇹᲰவᲶዅ˄ƷᆔŴዅ˄ሁƓǑƼዅ˄᫇ሁƷਦܭᲸᇹᲬ
ƴƓƍƯᚮૺዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍǔئӳ
   ᴉ ƜƷ̬ᨖڎኖƴӷ̬᫇ᨦཎЩƕ˄ьƞǕƯƍƳƍئӳ
    ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ
࢘ଐᲢ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨଐƱ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟ
ᐲƢǔئӳƸŴƦƷࣖ࢘ଐŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƷЭ
ଐǇưƴᚐኖƠƨƱƖᲴؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲟƱӷ᫇
    ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ
࢘ଐˌࢸƴᚐኖƠƨƱƖᲴؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲟƱӷ᫇
   ᴊ ƜƷ̬ᨖڎኖƴӷ̬᫇ᨦཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳ
    ؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲟƱӷ᫇
  ĭ ᇹᲰவᲶዅ˄ƷᆔŴዅ˄ሁƓǑƼዅ˄᫇ሁƷਦܭᲸᇹᲬ
ƴƓƍƯλᨈዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍǔئӳ
   λᨈዅ˄ଐ᫇Ʒ̿Ʊӷ᫇
Ხ ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

主契約

  ᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖ
ᎍǛዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
  ᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲮᇹᲭӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬
ᨖڎኖᎍǛžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷ܇ƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƷ
രʧ̬ᨖƷӖӕʴſƱƠǇƢŵ
  ᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲯᇹᲭӭƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƷ٭ƕᘍǘǕŴࢸ٭Ʒ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưƳƍئ
ӳƴƸŴஜཎЩƸ̬ᨖڎኖᎍƷ٭ƱӷƴјщǛڂƏǋƷƱƠǇ
Ƣŵ
  ᇹᲰவᲶዅ˄ƷᆔŴዅ˄ሁƓǑƼዅ˄᫇ሁƷਦܭᲸᇹᲬ
ƴƓƍƯരʧ̬ᨖƓǑƼരʧƕਦܭƞǕƯƍƳƍئӳƴƸŴ
ᇹᲫǛžஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸዸኽࢸƴŴ̬
ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷ̬ᨖ
ڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴƷئӳƴᨂ
ǓǇƢŵſƱᛠǈஆƑǇƢŵ

がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶ̾ʴڎኖཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈ
ƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƸŴ̾ʴڎኖƱƠǇƢŵ
  ᇹவᲶ̾ʴڎኖƱܼଈڎኖƷႻʝƷ٭ᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
̾ʴڎኖƱܼଈڎኖƷႻʝƷ٭ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
ᇹவᲶᡫᨈዅ˄ૅਘΪཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶᚮૺዅ˄࠰ૅཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

ᇹவᲶ̬ᨖሁƷᛪ൭ƷᨥƷ࣏ᙲƴ᧙ƢǔཎЩᲸ
  ܫπፙŴ˟ᅈŴئŴኵӳሁƷ˳ׇᲢ˳ׇƷˊᘙᎍǛԃǈǇƢŵˌ
ɦŴž˳ׇſƱƍƍǇƢŵᲣǛ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧ̬ᨖӖӕʴƱ
ƠŴƦƷ˳ׇƔǒዅɨƷૅƍǛӖƚǔࢼಅՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖ
ڎኖƷئӳŴ̬ᨖڎኖᎍưƋǔ˳ׇƕ࢘ᛆ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖሁƷμᢿ
ǇƨƸƦƷႻ࢘ᢿЎǛᢡଈᙀΝᙹᆉሁƴǋƱƮƘരʧᡚᎰǇƨƸࡼ
ঀሁᲢˌɦŴžരʧᡚᎰሁſƱƍƍǇƢŵᲣƱƠƯരʧᡚᎰሁ
ƷӖዅᎍƴૅƏƱƖƸŴ̬ᨖሁƷᛪ൭ƷᨥŴᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭ
ƷƍƣǕƔƷƓǑƼᇹᲭӭƷƷ੩Јǋ࣏ᙲƱƠǇƢŵ
ƨƩƠŴ
ƜǕǒƷᎍƕᲬʴˌɥưƋǔƱƖƸŴƦƷƏƪᲫʴƔǒƷ੩ЈưឱǓ
ǔǋƷƱƠǇƢŵ
  രʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƷᛪ൭ϋܾᄩᛐ
  രʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƴരʧᡚᎰሁǛૅƬƨƜƱǛᚰƢǔ

  ̬ᨖڎኖᎍưƋǔ˳ׇƕӖዅᎍஜʴưƋǔƜƱǛᄩᛐƠƨ
ᇹவᲶɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴ
ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇƷཎኖλᨈዅ˄
ƕૅǘǕǔଐƴᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨئӳ
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ᇹவᲶƦƷ˂Ჸ
  ƜƷኖഘư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
  ၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
  žၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ
̊ƑƹŴ፦ܾɥƷϼፗŴၲϼፗǛˤǘƳƍ౨௹ŴȪȏȓȪȆȸǷ
ȧȳƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
  žƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƴƸŴҽဃٻᐫᲢ࠰
உଐˌࢸƸҽဃіٻᐫᲣƷܭǊǔᚨؕแᲢ࠰உଐҽ
ဃႾԓᅆᇹӭᲣƴᢘӳƠƯƍǔǋƷƱƠƯᣃᢊࡅჄჷʙƴފЈƕ
ᘍǘǕƨዼԧǱǢ၏ᲢዼԧǱǢ၏ƱӷሁƷᚨǛԃǈǇƢŵᲣ
ƴƓƚǔλᨈǛԃǈǇƢŵ
  ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
  žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈſƴƸŴၲϼፗǛˤǘƳƍᕤдȷ
ၲ૰ƷទλŴӖӕƷǈƷᡫᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ

― 79 ―

がん保険
︹２０００︺ 普通保険約款

ᇹவᲶܭཎኖƆƕǜ̬ᨖƇሁǛ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

主契約

ƴƸŴᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᡫᨈ
ዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
  ᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸᇹǛŴ
ƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
 ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᲫׅƷᡚᨈƷƦƷᡫᨈƴƭƍƯƸŴଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠ
ǇƢŵ
  ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴ
ᡫᨈዅ˄ƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖ
ƆƇ
Ʒཎኖᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠǛᡫምƠƯଐǛǋƬƯᨂࡇ
ƱƠǇƢŵ
  ЭӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷ̬ᨖڎኖƴᇹவᲶᡫᨈዅ˄ૅ
ਘΪཎЩᲸƷᙹܭƴǑǔᡫᨈዅ˄ૅਘΪཎЩƕ˄ьƞǕƯƍ
ǔئӳƴƸŴᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸᇹǛŴƭƗƷƱƓǓᛠ
ǈஆƑǇƢŵ
 ӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᲫׅƷᡚᨈƷƦƷᡫᨈƴƭƍƯƸŴଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠ
ǇƢŵ
  ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴ
ᡫᨈዅ˄ƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖ
ƆƇ
Ʒཎኖᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠǛᡫምƠƯଐǛǋƬƯᨂࡇ
ƱƠǇƢŵ

ɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

主契約

ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴƕǜ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴƜƷཎኖƷ
ᘮ̬ᨖᎍƕɥႝϋૼဃཋƱᚮૺᄩܭƞǕƨئӳƴཎኖᚮૺዅ˄ǛŴɥ
ႝϋૼဃཋƷၲǛӖƚǔƜƱǛႺƷႸႎƱƠƯλᨈǛƠƨئӳƴཎ
ኖλᨈዅ˄ǛŴܭƷλᨈƷࢸƴဃ܍ƠƯᡚᨈƠƨئӳƴཎኖܡנၲ
ዅ˄ǛŴƦƷࢸɥႝϋૼဃཋƷၲǛӖƚǔƜƱǛႺƷႸႎƱƠ
ƯᡫᨈǛƠƨئӳƴཎኖᡫᨈዅ˄ǛૅƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷ
ưƢŵ

上皮内新生物特約
︹２０００︺

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼ̬ᨖ᧓ƷڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưƕǜ̬ᨖƆƇᲢˌɦŴ
žɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠ
ЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ˟ᅈƷܭǊǔርưɼڎኖƴ˄ь
ƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƸŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ტᇹ
Ძ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚӕƬƨƔŴƜƷཎኖƷᘮ̬
ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷƷƍƣǕƔƍƱƠǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷڎኖଐƸŴɼڎኖƷڎኖଐƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷርᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴƭƗƷƍƣǕƔƷƜƷཎኖƷ
ᘮ̬ᨖᎍƷǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵƨƩƠŴᣐͪᎍǛਦܭƢǔئӳ
ƸŴɼڎኖƕܼଈڎኖưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵǇƨŴ܇ǛਦܭƢǔ
ئӳƸŴɼڎኖƕܼଈڎኖưƋǔƔǇƨƸɼڎኖƴ̓܇ཎኖƆƇ
ƕ˄ьƞǕƯƍǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
ᘮ̬ᨖᎍƷ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷር
 ஜʴ

ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍ

 ᣐͪᎍ

ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴƦƷᣐͪᎍƱ
ƠƯᚡ᠍ƞǕƯƍǔᎍ
ᲢɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷര
ʧƴŴ
ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴƦƷᣐ
ͪᎍƱƠƯᚡ᠍ƞǕƯƍƨᎍưŴ
ƜƷཎኖƷዸኽ
Ǉưૼƨƴ۟ۊǛƠƯƍƳƍᎍǛԃǈǇƢŵᲣ

 ܇

ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴƦƷ܇ƱƠƯᚡ
᠍ƞǕƯƍǔബசƷᎍ
ᲢɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖ
ᎍƷരʧƴŴɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴ
ƦƷ܇ƱƠƯᚡ᠍ƞǕƯƍƨᎍưŴ
ƜƷཎኖƷዸኽ
Ǉư۟ۊǛƠƯƍƳƍബசƷᎍǛԃǈǇ
ƢŵˌɦŴž܇ſƱƍƍǇƢŵᲣƨƩƠŴ˟ᅈƕԓ
ჷƴǋƱƮƘᢠ৸ɥŴࡽƖӖƚǒǕƳƍƱᛐǊƨ
܇ƕƋƬƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƜ
ƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƔǒƦƷ܇ǛᨊƖǇƢŵ

ᇹᲭவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐͪᎍƷئӳưŴƜƷཎኖƷዸኽࢸŴ
ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔưƳƘƳƬƨ
ƱƖƴƸŴƦƷƔǒƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƍǇƢŵ
ƨƩƠŴɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧƴǑǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
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ᇹᲯவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴ˟ᅈܭƷርưܭǊǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼɼڎኖƷ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛᨂࡇƱƠŴ˟ᅈܭƷርưܭǊǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǉǋƷƱƠŴ
ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕЭኛƷƱƖƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ǋЭኛƱƠǇƢŵ
Ხ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍ
ئӳƴƸŴƜƷཎኖƸŴƦƷசᡂ̬ᨖ૰ƷᡂஉƴޓƢǔڎኖࣖ
࢘ଐƔǒݩஹƴӼƬƯᚐኖƞǕƨǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ ࠰ڎኖǇƨƸҞ࠰ڎኖƴƓƍƯŴƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨ
ƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨئӳŴƦƷᡂஉƴݣ
ࣖƢǔǋƷƱƠƯƍᡂǇǕƨƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰Ტ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
ʙဌƴᛆ࢘ƠƨࢸƴŴƍᡂǇǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢǘǕǔ̬ᨖ૰Ǜ
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上皮内新生物特約
︹２０００︺

ᇹᲮவᲶཎኖƷᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛ
ኺᢅƠƨଐƷ፻ଐǛƜƷཎኖƷᝧ˓ڼଐᲢˌɦŴžᝧ˓ڼଐſƱ
ƍƍǇƢŵᲣƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
ƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷཎኖƷዸኽࢸƴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍ
ƷǛࢽƨᎍƴƭƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷዸኽࢸƴૼƨƴЈဃƠƨ܇ƴƭƍƯƸŴЈဃଐƔŴЭ
ƴܭǊǔᝧ˓ڼଐƷƍƣǕƔƍଐǛ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᝧ˓ڼ
ଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵƨƩƠŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴЈဃƠƨƔŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷƍƣǕƔƍƔǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓
ǛƍǇƢŵ
  ЭӭƷئӳǛᨊƖŴƜƷཎኖƷዸኽࢸƴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ
ǛࢽƨᎍƴƭƍƯƸŴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽƨଐƔǒƦ
ƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐƔŴЭƴܭǊǔᝧ˓ڼ
ଐƷƍƣǕƔƍଐǛ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᝧ˓ڼଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦ
ƷଐƔǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰
ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽƨ
ƔŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷƍƣǕƔƍƔǒƜƷཎኖɥ
Ʒᝧ˓ǛƍǇƢŵ

主契約

Წ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇ƷئӳŴƭƗƷӲӭƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
  ƜƷཎኖƷዸኽƴЭவᇹᲭӭƴᛆ࢘ƠƯƍǔᎍƸŴƜƷཎኖƷ
ዸኽƔǒƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷዸኽࢸƴЭவᇹᲭӭƴᛆ࢘ƢǔƜƱƴƳƬƨᎍƕƋǔ
ئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
Ʃƞƍŵ˟ᅈƕ১ᜄƠƨئӳƴƸŴ࣏ᙲǛ੩ЈƠƨƔǒƜƷ
ཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷዸኽࢸƴૼƨƴЈဃƠƨ܇ƴƭƍƯƸŴЭӭƷᙹܭƴ
ƔƔǘǒƣŴЈဃଐƔǒᐯѣႎƴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷǛࢽǔ
ǋƷƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷዸኽࢸƴƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴᛆ࢘Ơƨ
Ɣǒ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƸƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƍǇƢŵ

  Ĭ ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔưƳƘƳƬƨƱƖŵƨƩƠŴ
ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧƴǑǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ĭ ബƴƳƬƨƱƖ

主契約

ᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ
᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖሁǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖሁƱƱǋƴƦƷ̬ᨖ
ሁƷӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷئӳƸૅƍǇƤ
ǜŵ
Ჰ ЭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼ
ڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖሁƷ
ૅƓǑƼૅئƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

上皮内新生物特約
︹２０００︺

ᇹᲰவᲶɥႝϋૼဃཋƷܭ፯ƓǑƼᚮૺᄩܭᲸ
Ძ ƜƷཎኖƴƓƍƯžɥႝϋૼဃཋſƱƸŴКᘙƴܭǊǔɥႝϋૼ
ဃཋǛƍƍǇƢŵ
Წ ɥႝϋૼဃཋƷᚮૺᄩܭƸŴଐஜƷҔࠖƷǛਤƭᎍᲢଐஜƷҔ
ࠖƷǛਤƭᎍƱӷሁƷଐஜٳƷҔࠖǛԃǈǇƢŵᲣƴǑƬƯŴ
၏ྸኵጢܖႎᙸᲢဃ౨ǛԃǈǇƢŵᲣƴǑǓƳƞǕƨǋƷưƳƚǕ
ƹƳǓǇƤǜŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷዅ˄ƷᆔŴཎኖዅ˄Ŵᚮૺዅ˄лӳƷਦܭᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷዅ˄ƷᆔƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ཎኖᚮૺዅ˄
  ཎኖλᨈዅ˄
  ཎኖܡנၲዅ˄
  ཎኖᡫᨈዅ˄
  ᲢˌɦŴžཎኖᚮૺዅ˄ſŴžཎኖλᨈዅ˄ſŴžཎኖܡנၲ
ዅ˄ſŴžཎኖᡫᨈዅ˄ſǛዮᆅƠƯžཎኖዅ˄ſƱƍƍ
ǇƢŵᲣ
Წ ƜƷཎኖƴƓƍƯૅƏཎኖዅ˄ƸŴɼڎኖƴƓƍƯਦܭƞǕƨ
ዅ˄ƴǑǓŴƭƗƷƱƓǓਦܭƞǕǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ɼڎኖƴƓƍƯᚮૺዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍǔئӳ
  ཎኖᚮૺዅ˄
  ɼڎኖƴƓƍƯλᨈዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍǔئӳ
  ཎኖλᨈዅ˄
  ɼڎኖƴƓƍƯܡנၲዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍǔئӳ
  ཎኖܡנၲዅ˄
  ɼڎኖƴƓƍƯᡫᨈዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍǔئӳ
  ཎኖᡫᨈዅ˄
Ჭ ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴЭƴƓƍƯਦ
ܭƞǕƳƔƬƨཎኖዅ˄ƷૅƸƋǓǇƤǜŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴᚮૺዅ˄лӳǛŴ˟ᅈܭƷ
ርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Ჯ ЭƴƓƍƯਦܭƞǕƨᚮૺዅ˄лӳƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤ
ǜŵ
ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ
Ძ ཎኖዅ˄ƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ཎኖᚮૺዅ˄
ཎኖዅ˄Ǜૅ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼଐˌࢸƷƜƷ
ƏئӳᲢˌɦŴžૅ ཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴɥႝϋૼဃཋƱᚮૺᄩܭƞ
ʙဌſƱƍƍǇ ǕƨƱƖ
ƢŵᲣ
ૅ᫇

ᇹᲬƴܭǊǔ᫇

Ӗӕʴ

ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍ
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ૅ᫇

Ӗӕʴ
ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍ

  ཎኖܡנၲዅ˄
ૅʙဌ
ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭ
ƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƨࢸŴဃ܍ƠƯᡚᨈƠ
ƨƱƖ
Ĭཎኖλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈ
ĭɥᚡĬƷλᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌɥƷλᨈ
ૅ᫇

ĬƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜʴƷئӳᲴ
ᲫׅƷᡚᨈƴƭƖŴɼڎኖƷܡנၲዅ˄᫇
ᲢᡚᨈƠƨଐྵנƷɼڎኖƷܡנၲዅ˄᫇
ƱƠǇƢŵˌɦŴஜӭƴƓƍƯӷơŵᲣ
ĭƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐͪᎍǇƨƸ܇Ʒ
ئӳᲴ
ᲫׅƷᡚᨈƴƭƖŴɼڎኖƷܡנၲዅ˄᫇ƴ
ɼڎኖƷܼଈዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇

Ӗӕʴ
ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍ

  ཎኖᡫᨈዅ˄
ૅʙဌ
ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭ
ƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ĬƭƗƷ ᴉ ƓǑƼ ᴊ ƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƯ
ƍǔƜƱ
ᴉ ཎኖλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈ
ᴊ ɥᚡ ᴉ ƷλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈ
ĭƭƗƷ ᴉ Ɣǒ ᴌ ƷƢǂƯǛƨƢᡫᨈǛƠƯƍ
ǔƜƱ
ᴉ ɥᚡĬƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨɥႝϋૼဃ
ཋƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
ᴊ ɥᚡĬƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐˌࢸଐˌϋƷ
᧓ᲢˌɦŴžཎኖᡫᨈ᧓ſƱƍƍǇƢŵᲣ
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ĬƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜʴƷئӳᲴ
žɼڎኖƷλᨈዅ˄ଐ᫇ᲢλᨈɶƴɼڎኖƷλ
ᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנ
ƷɼڎኖƷλᨈዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵˌɦŴஜӭ
ƴƓƍƯӷơŵᲣſgžλᨈଐૠᲢɥႝϋૼဃཋ
ƷၲǛႺƷႸႎƱƠƨλᨈଐૠƱƠǇƢŵˌ
ɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣſ
ĭƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐͪᎍǇƨƸ܇Ʒ
ئӳᲴ
žɼڎኖƷλᨈዅ˄ଐ᫇ƴɼڎኖƷܼଈዅ˄
лӳǛʈơƯࢽƨ᫇ſgžλᨈଐૠſ

主契約


  ཎኖλᨈዅ˄
ૅʙဌ
ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭ
ƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴᚮૺᄩܭƞǕƨɥႝϋૼဃཋ
ƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
ĭКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙ
ƴܭǊǔλᨈ

ƴᘍǘǕƨᡫᨈ
ᴋ КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲᲢƨƩƠŴ
धᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍᚮၲǛԃǈǇ
ƢŵᲣǁƷᡫᨈ
ᴌ КᘙƴܭǊǔᡫᨈ
ૅ᫇

主契約

ĬƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜʴƷئӳᲴ
ᡫᨈᲫଐƋƨǓŴɼڎኖƷᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ტཎኖ
ᡫᨈ᧓ɶƴɼڎኖƷᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕ
ƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷɼڎኖƷᡫᨈዅ˄
ଐ᫇ƱƠǇƢŵˌɦŴஜӭƴƓƍƯӷơŵᲣ
ĭƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐͪᎍǇƨƸ܇Ʒ
ئӳᲴ
ᡫᨈᲫଐƋƨǓŴɼڎኖƷᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƴɼڎ
ኖƷܼଈዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇
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Ӗӕʴ
ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍ

Წ ཎኖᚮૺዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ

ૅ᫇
ɼڎኖƷ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋ ĬƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜ
ƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷɼڎኖƷ
ʴƷئӳᲴ
࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢɼڎኖƷ̿
ɼڎኖƷؕแᚮૺዅ˄᫇Ʒ
̬᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨଐƱɼ
Წ̿ƴᚮૺዅ˄лӳǛʈơƯࢽ
ڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟ
ƨ᫇
ᐲƢǔئӳƸŴƦƷࣖ࢘ଐᲣƷЭ ĭƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐ
ଐǇưƴཎኖᚮૺዅ˄Ʒૅ
ͪᎍǇƨƸ܇ƷئӳᲴ
ʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
žɼڎኖƷؕแᚮૺዅ˄᫇Ʒ
Წ̿ƴᚮૺዅ˄лӳǛʈơƯࢽ
ƨ᫇ſƴɼڎኖƷܼଈዅ˄л
ӳǛʈơƯࢽƨ᫇
ɼڎኖƷ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋ ĬƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜ
ƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷɼڎኖƷ
ʴƷئӳᲴ
࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢɼڎኖƷ̿
ɼڎኖƷؕแᚮૺዅ˄᫇ƴ
̬᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨଐƱɼ
ᚮૺዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ
ڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟ
᫇
ᐲƢǔئӳƸŴƦƷࣖ࢘ଐᲣˌࢸ ĭƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐ
ƴཎኖᚮૺዅ˄Ʒૅʙဌƴ
ͪᎍǇƨƸ܇ƷئӳᲴ
ᛆ࢘ƠƨƱƖ
žɼڎኖƷؕแᚮૺዅ˄᫇
ƴᚮૺዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ
᫇ſƴɼڎኖƷܼଈዅ˄лӳǛ
ʈơƯࢽƨ᫇

Ჭ ཎኖዅ˄ƕૅǘǕǔЭƴૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖ
ᎍƕരʧƠƨƱƖƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜʴƷئӳ
  ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ
രʧƷඥܭႻዓʴưƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸŴசƷཎኖዅ˄ǛŴ
ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴ
ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔئӳǛ
ᨊƖǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐͪᎍƷئӳ
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主契約

  ɼڎኖƷᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕƜƷཎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƷരʧƷඥܭႻዓʴưƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸŴசƷ
ཎኖዅ˄ǛŴɼڎኖƷᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪᎍƷരʧ̬ᨖ
ӖӕʴƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƷᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƷᣐͪ
ᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇Ʒئӳ
  ˟ᅈƸŴ
சƷཎኖዅ˄ǛŴ
ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƴૅƍǇƢŵ
ƨƩƠŴɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕƢưƴരʧƠƯƍǔئӳǛᨊƖǇ
Ƣŵ
Ხ ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴཎኖᚮૺዅ˄ƷૅƸŴƜ
ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơᲫׅƷǈƱƠǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴɥႝϋૼဃཋˌٳƷʙဌƴǑƬƯλ
ᨈǛƠŴƦƷλᨈɶƴɥႝϋૼဃཋƱᚮૺᄩܭƞǕƨئӳƴƸŴɥႝ
ϋૼဃཋƷၲǛڼƠƨƱ˟ᅈƕᛐǊƨଐƔǒŴɥႝϋૼဃཋƷ
ၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈǛڼƠƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჰ ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛƠƨئӳưŴ
ƦƷ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈƴƭƖŴЭλᨈƔǒዒዓƠƯλᨈƠƯƍƨƱ
ǈƳƢǂƖʙऴƕƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨƱƖƴƸŴЭλᨈƔǒዒዓƠƯ
ƍƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჱ ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴɼڎኖƷλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
ƴཎኖλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛƠƨئӳƴƸŴᇹᲫ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴཎኖλᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
Ჲ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕŴཎኖλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔλᨈ
ǛƠŴƦƷλᨈɶƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕႆဃƠƨƱƖƸŴ
ƦƷʙဌƕဃơƨǛԃǜưዒዓƠƯƍǔ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷλᨈƸŴƜ
ƷཎኖƷஊјɶƷλᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
  ᇹᲭவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸᇹᲫǇƨƸᇹᲬᇹᲮ
ӭƷᙹܭƴǑǓŴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƬƨƱƖ
  ᇹவᲶɼڎኖƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯ
ƍƨƜƱƴǑǓŴɼڎኖƕјƱƞǕƨئӳƷӕৢᲸᇹᲫᇹᲫӭ
ƷᙹܭƴǑǓŴƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
Ჳ ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴཎኖλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ơ
ƨλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƴλᨈǛڼƠƨ
ئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƦƷλᨈƷᡚᨈƴƭƍƯƸŴ
ཎኖܡנၲዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
 ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᇹᲫᇹᲭӭƴܭǊǔλᨈǛƠƨࢸŴ
ဃ܍ƠƯᡚᨈƠƨئӳưǋŴƦƷλᨈƷᡚᨈƴƭƖɼڎኖƷܡנၲ
ዅ˄ƕૅǘǕǔƱƖƸŴƦƷλᨈƷᡚᨈƴƭƍƯƸŴᇹᲫƷᙹ
ܭƴƔƔǘǒƣŴཎኖܡנၲዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
 ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹᲫᇹᲭӭƴܭǊǔλᨈǛƠŴƦƷλᨈ
ɶƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕႆဃƠƨƱƖƸŴƦƷʙဌƕဃơ
ƨǛԃǜưዒዓƠƯƍǔλᨈƷƦƷᡚᨈƴƭƍƯƸŴƜƷཎኖƷஊ
јɶƷᡚᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
  ᇹᲭவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸᇹᲫǇƨƸᇹᲬᇹᲮ
ӭƷᙹܭƴǑǓŴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƬƨƱƖ
  ᇹவᲶɼڎኖƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯ
ƍƨƜƱƴǑǓŴɼڎኖƕјƱƞǕƨئӳƷӕৢᲸᇹᲫᇹᲫӭ
ƷᙹܭƴǑǓŴƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
 ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ơƨئ
ӳƴƸŴཎኖᡫᨈዅ˄ƸᙐƠƯૅƍǇƤǜŵ
  ӷɟƷଐƴᲬˌׅɥᡫᨈǛƠƨƱƖ
  ᲬˌɥƷʙဌƷၲǛႸႎƱƠƨᲫׅƷᡫᨈǛƠƨƱƖ
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 ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔଐ
ƴཎኖᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᇹᲫ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴཎኖᡫᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
  ཎኖλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
  ɼڎኖƷλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
  ɼڎኖƷᡫᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
 ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƕŴཎኖᡫᨈ᧓ɶƴཎኖλᨈዅ˄ƕ
ૅǘǕǔλᨈǛƢǔƜƱƴǑǓŴૼƨƴཎኖᡫᨈ᧓ƕܭǊǒǕǔ
ئӳƴƸŴᇹᲫᇹᲮӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƢưƴܭǊǒǕƨཎኖ
ᡫᨈ᧓ƸŴƦƷλᨈǛڼƠƨଐƷЭଐƴኳʕƠƨǋƷƱƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕဃơƨǛ
ԃǜưዒዓƠƯƍǔཎኖᡫᨈ᧓ɶƴᡫᨈƠƨƱƖƸŴƦƷ࢘ᛆᘮ̬
ᨖᎍƷᡫᨈǛŴƜƷཎኖƷஊјɶƷᡫᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
  ᇹᲭவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸᇹᲫǇƨƸᇹᲬᇹᲮ
ӭƷᙹܭƴǑǓŴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƬƨƱƖ
  ᇹவᲶɼڎኖƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯ
ƍƨƜƱƴǑǓŴɼڎኖƕјƱƞǕƨئӳƷӕৢᲸᇹᲫᇹᲫӭ
ƷᙹܭƴǑǓŴƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
 ƜƷཎኖƷӷɟƷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷཎኖᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠ
ƷᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᲫׅƷᡚᨈƷƦƷᡫᨈƴƭƍƯƸŴଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴཎኖᡫᨈዅ˄ƓǑƼɼڎኖƷᡫᨈ
ዅ˄ǛૅƏଐૠǛᡫምƠƯଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸᇹவᲶɼڎኖƴዅ˄ӖӕʴਦܭཎЩƕ˄
ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸŴᇹவᲶɼڎኖƴඥʴڎኖཎЩƕ˄ьƞ
ǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸƓǑƼᇹவᲶɼڎኖƴ̓܇ཎኖƆƇƕ˄
ьƞǕƯƍǔئӳưŴཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇ƷƱƖƷཎЩᲸᇹᲳ
ӭǛᨊƖŴૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭Ƣ
ǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
ᇹᲳவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇ƷئӳưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʒڼ
ˌࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴƭƗƷӲӭƷƢǂƯƴᛆ࢘Ơ
ƨƱƖƴƸŴƜƷཎኖƸ࢘ИܭǊƨƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷʕƢǔଐ
ǇưஊјƴዒዓƠŴ˟ᅈƸŴഏƷᡂஉᲢᡂஉƷИଐƔǒڎኖ
ࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƦƷᡂஉᲣˌࢸƷƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵ
  ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƯƍǔƜƱ
  ܇ƕဃ܍ƠƯƍǔƜƱ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƨئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷڎኖϋܾƷ٭ƴ᧙ƢǔᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ᡂǛβᨊƠƨƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴᡂஉƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱ
ƴᡂƕƋƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖዅ˄ǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ŴૅƓ
ǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄ǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ŴૅƓ
ǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
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ƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴ
ƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ

ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷဎᡂƴᨥƠŴƜƷཎኖ
Ʒᘮ̬ᨖᎍƴ᧙Ƣǔԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎ
ኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒ
ƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴɼኖഘɶž̬ᨖڎኖᎍſƱƋǔƷǛž̬ᨖڎኖᎍǇƨƸɼ
ڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
Წ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐᲢƜƷཎኖƷࣄ
ƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷƜƷཎኖƷࣄଐƱƠǇƢŵᲣƔǒƦƷଐ
ǛԃǊƯᲬ࠰ˌϋƴŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱƴǋƱƮƍƯŴƜƷཎኖ
Ʒᘮ̬ᨖᎍƕλᨈǇƨƸᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᲬ࠰ǛƜƑƯƍƯǋ˟
ᅈƸƜƷཎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
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上皮内新生物特約
︹２０００︺

ᇹவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭ŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
Ʒ٭ƷᨥŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ǜ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƕჺƞǕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕɼڎኖƷ̬ᨖ
᧓ǛƜƑǔƱƖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ǜჺ
ƢǔǋƷƱƠŴǇƨŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛƋǘƤƯჺƢ
ǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕჺƞǕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕ
ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛƜƑǔƱƖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛჺƢǔǋƷƱƠŴǇƨŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ǛƋǘƤƯჺƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ხ ЭᲭƷئӳŴ˟ᅈƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭ƷᙹܭŴɼኖഘƷ
̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ƷᙹܭǛแဇƠƯŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭Ŵ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ǛӕǓৢƍǇƢŵ

主契約

ᇹவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƕŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷࡨ๛̬ᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥ
ƷƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷƷƍƣǕƔƍƔǒŴ˟ᅈ
ƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍŴ
ƦƷƷޓƢǔଐǛƜƷཎኖƷࣄଐƱƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼ
ଐƸƭƗƷƱƓǓƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒŴཎኖዅ˄Ʒૅƴƭ
ƍƯƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷࣄଐƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒƦ
ƷଐǛԃǊƯᲭƔஉˌϋƷئӳ
  ᇹᲮவᲶཎኖƷᝧ˓ڼᲸƴܭǊǔᝧ˓ڼଐ
  ƜƷཎኖƷࣄଐƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒƦ
ƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛƜƑƯƍǔئӳ
  ƜƷཎኖƷࣄଐ
Ჭ ЭƷǄƔŴɼኖഘƷࣄƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄ
ǛӕǓৢƍǇƢŵ

ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

主契約
上皮内新生物特約
︹２０００︺

ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜʴƷئӳŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴ
ᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖ
  ɼڎኖƕᚐኖƦƷ˂ƷʙဌƴǑƬƯෞ๒ƠƨƱƖ
Წ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐͪᎍƷئӳŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔ
ƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖ
  ᇹᲭவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸᇹᲫƷᙹܭƴᛆ࢘Ơƨ
ƱƖ
  ɼڎኖƕܼଈڎኖƔǒ̾ʴڎኖƴ٭ƞǕƨƱƖ
  ɼڎኖƕᚐኖƦƷ˂ƷʙဌƴǑƬƯෞ๒ƠƨƱƖ
Ჭ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇ƷئӳŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ
࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
  ɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔ̓܇ཎኖƆƇƕᚐኖƦƷ˂Ʒʙဌƴ
ǑƬƯෞ๒ƠƨƱƖŵƨƩƠŴɼڎኖƕ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖƴ٭
ƞǕƨƜƱƴǑǓ̓܇ཎኖƆƇƕෞ๒ƠƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ɼڎኖƕܼଈڎኖƔǒ̾ʴڎኖƴ٭ƞǕƨƱƖŵƨƩƠŴ٭
ࢸƷɼڎኖƴ̓܇ཎኖƆƇƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ɼڎኖƕᚐኖƦƷ˂ƷʙဌƴǑƬƯෞ๒ƠƨƱƖŵƨƩƠŴᇹᲳ
வᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸƷᙹܭƴǑǓŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƕβᨊƞǕǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Ხ ЭᲭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎ
ኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩ
ƠŴᇹᲫᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬᇹᲫӭƷئӳǛᨊƖǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇ƷئӳŴƜƷཎኖƷƢǂƯƷᘮ̬ᨖ
ᎍƕᇹᲭவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸᇹᲬᇹᲮӭƷᙹܭƴᛆ
࢘ƠƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖ
ǇƢŵᛪ൭ƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƸዒዓƠƯƍǔǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯ
ƍƨƜƱƴǑǓŴɼڎኖƕјƱƞǕƨئӳƷӕৢᲸ
Ძ ɼኖഘƷᇹᲲவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍ
ƨئӳᲸƷᙹܭƴǑǓɼڎኖƕјƱƞǕƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓ
ƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƸӷƴෞ๒ƠŴෞ๒ǇưƸјщƕƋƬƨǋƷƱƠǇ
ƢŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
  ЭӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƕјƱƞǕƨƕƜƷཎኖƷ
ᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖǛјƱƠŴ
ƢưƴƍᡂǇǕƨƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
  ᇹᲳவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴஜவƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊǇƨƸٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᙹܭƴǑǓ
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ƜƷཎኖƕᚐᨊƞǕǔƱƖ
  ɼኖഘƷᚴഖƴǑǔӕෞƠǇƨƸɧඥӕࢽႸႎƴǑǔјƷᙹܭ
ƷแဇƴǑǓƜƷཎኖƕӕෞƠǇƨƸјƱƞǕǔƱƖ

主契約

ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᚐኖƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎ
ኖƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣ
ƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇ƷئӳưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƜ
ƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕӷɟƷƱƖƴƸŴ
ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ

ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤ
ƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎКவˑཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼ̬ᨖ᧓ƷڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘ
ǒƣŴɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖڎኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১
ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƢǔ
ƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ
ԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛΪ࢘Ƣǔ᧓ƷИଐᲢˌɦŴᇹᲫவᲶཎ
ኖƷዸኽƓǑƼ̬ᨖ᧓ƷڼᲸᇹᲭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴžƜ
ƷཎኖƷڎኖଐſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưŴƭƗ
ƷƱƓǓܭǊǔǋƷƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴ
ƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵஜཎኖவǛᡫơƯӷơŵᲣ

  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᡂஉɶƴɼڎኖƷᡂ
૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩ
ƞƍŵ
  ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴӷƴƍᡂǉɼڎ
ኖƷ̬ᨖ૰Ʊӷơ྅ʖ᧓ƕƋǓǇƢŵ
  ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƷɶᡦ˄
ьƸƳƔƬƨǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆ

― 89 ―

上皮内新生物特約
︹２０００︺

ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

主契約
上皮内新生物特約
︹２０００︺

ဃƠƯǋɼኖഘƷᙹܭƸแဇƠǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼ̬ᨖ᧓ƷڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔ
ǘǒƣŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔЭƴ
ܭǊǔƜƷཎኖƷڎኖଐᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸ
ȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƷƍƣǕ
ƔଔƍǛƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƱƠǇƢŵ
  ЭӭƴܭǊǔƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒƜƷཎኖ
ƷڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃ
ơƨƱƖƸŴЭᇹᲫӭƷᙹܭᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰
ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƴ
ƔƔǘǒƣŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƷႺЭƷɼڎኖ
ƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǛƜƷཎኖƷڎኖଐƱƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘም
ƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵƜƷئӳŴƜ
ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷ٭ƸƋǓǇƤǜŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƕኳ៲ưܭǊƯƋǔƱƖ
   ƜƷཎኖƷڎኖଐƴƓƚǔƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫᲢƜƷཎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇ƷئӳƸŴɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷ࠰
ᱫƱƠǇƢŵᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƕኳ៲ˌٳưܭǊƯƋǔƱƖ
   ƜƷཎኖƷڎኖଐႺЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢƜƷཎኖ
ƷڎኖଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢǔئӳƸƦƷࣖ
࢘ଐᲣƴƓƚǔƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫᲢƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖ
ᎍƷƕ܇ƷئӳƸŴ
ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƱƠǇƢŵ
Უ
ƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ЭӭĭƷئӳŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊ
ƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇ƷᡂǛᙲƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸᇹᲫǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇ
Ƣŵ
Ძ ƜƷཎኖƷᚐኖƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ
̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴ
ᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƕ
ኳ៲ˌٳưܭǊƯƋǔƱƖƸŴƜƷཎኖƷڎኖଐƱɼڎኖƷ࠰
ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢǔئӳǛᨊƖŴƜƷཎኖƷڎኖଐႺ
ЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƔǒƜƷཎኖƷڎኖଐǇưƷ
உૠǛьምƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ЭவᇹᲫᇹᲬӭƴܭǊǔዅ˄ЪถૅඥưཎКவˑཎЩǛ˄
ьƠƨئӳưŴ
ɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƕኳ៲ˌٳưܭǊƯƋǔƱƖƴƸŴ
ЭவᇹᲭᇹᲫӭɶŴžƜƷئӳŴ̬ᨖ࠰ࡇƸŴƜƷཎኖƷڎኖଐ
ƔǒƦƷႺࢸƴПஹƢǔƜƷཎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇư
ǛᇹᲫ̬ᨖ࠰ࡇƱƠŴˌࢸŴƜƷཎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴ
Ძ࠰ǛьƑƯᚘምƢǔǋƷƱƠǇƢŵſƱƋǔƷǛžƜƷئӳŴ̬
ᨖ࠰ࡇƸŴƜƷཎኖƷڎኖଐƔǒƦƷႺࢸƴПஹƢǔɼڎኖƷ࠰ҥ
ˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưǛᇹᲫ̬ᨖ࠰ࡇƱƠŴˌࢸŴɼڎኖƷ࠰
ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᲫ࠰ǛьƑƯᚘምƢǔǋƷƱƠǇƢŵſƱ
ᛠǈஆƑǇƢŵ
  ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ
ᇹவᲶ˯ᚐኖཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕƭƗƷƍƣǕƔƷ
૾ඥǛ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ь

― 90 ―

ᇹவᲶɼڎኖƴӷ̬᫇ᨦཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƴӷ̬᫇ᨦཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴᇹᲲவᲶཎኖዅ
˄ƷૅᲸᇹᲬǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
Წ ཎኖᚮૺዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜʴƷئӳ
ɼڎኖƷؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲬ̿ƴᚮૺዅ˄лӳǛʈơƯࢽ
ƨ᫇
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐͪᎍǇƨƸ܇Ʒئӳ
žɼڎኖƷؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲬ̿ƴᚮૺዅ˄лӳǛʈơƯ
ࢽƨ᫇ſƴɼڎኖƷܼଈዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇
ᇹவᲶɼڎኖƴዅ˄ӖӕʴਦܭཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷ
ཎЩᲸ
  ɼڎኖƴዅ˄ӖӕʴਦܭཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴƭƗƷ
ƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴཎኖዅ
˄ƷӖӕʴƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜʴƷئӳ
   ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƷዅ˄ƷӖӕ
ʴ
  ĭ ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐͪᎍǇƨƸ܇Ʒئӳ
   ɼڎኖƷᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƕૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƷዅ˄ƷӖӕ
ʴ
  ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲭƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴඥʴڎኖཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƴඥʴڎኖཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
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上皮内新生物特約
︹２０００︺

ᇹவᲶɼڎኖƴ̬ᨖ૰ɟཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

主契約

ƠƯዸኽƠǇƢŵƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕ࠰ưܭǊƯƋǔ
ئӳƴƸŴᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥƸӕǓৢ
ƍǇƤǜŵǇƨŴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇ƷئӳưŴƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƱƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕӷɟƷƱƖƴƸŴஜཎЩƷ
˄ьƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
  ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥ
  ᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥ
Წ ЭᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˯ᚐኖлӳᲢᲫǑǓǋݱƞƍлӳƱƠǇƢŵᲣ
ǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷƜƷཎኖƷᚐኖƸŴᇹவ
ᲶཎኖƷᚐኖᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹவᲶཎኖƷ
ᚐኖᲸᇹᲫƷᙹܭƴǑǓᚘምƠƨᚐኖƴŴЭӭƴƓ
ƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳǛʈơƯᚘምƠǇƢŵ
  ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳƸŴ٭ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƤǜŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƴܭǊǔᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘ
ǒƣŴƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
Ხ ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

ƠǇƢŵ
  ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎ
ኖᎍǛཎኖዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
  ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲭᇹᲭӭƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ


主契約

ᇹவᲶɼڎኖƴ̓܇ཎኖƆƇƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳưŴཎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇ƷƱƖƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƴᡫᨈዅ˄ૅਘΪཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳ
ƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

上皮内新生物特約
︹２０００︺

ᇹவᲶƦƷ˂Ჸ
  ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
  ၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
  žၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ
̊ƑƹŴ፦ܾɥƷϼፗŴၲϼፗǛˤǘƳƍ౨௹ŴȪȏȓȪȆȸǷ
ȧȳƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
  žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈſƴƸŴၲϼፗǛˤǘƳƍᕤдȷ
ၲ૰ƷទλŴӖӕƷǈƷᡫᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
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ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
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第２被保険者である子等の保障継続特則

ᇹᲬவᲶૼڎኖƷӕৢᲸ
  ૼڎኖƷӕৢƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ૼڎኖƸŴ̾ʴڎኖƱƠǇƢŵ
 ૼڎኖƴƓƍƯૅƏዅ˄ሁƸŴૼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌ
ɦŴஜཎЩƴƓƍƯžૼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣᇹᲰவᲶዅ˄Ʒᆔ
Ŵዅ˄ሁƓǑƼዅ˄᫇ሁƷਦܭᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴΨڎኖƴƓƍƯžૅƏዅ˄ሁſƱƠƯਦܭƞǕƯƍƨዅ
˄ሁƴǑǓŴ
ƭƗƷƱƓǓਦܭƞǕǔǋƷƱƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴ
ΨڎኖƴƓƍƯžૅƏዅ˄ሁſƱƠƯᚮૺዅ˄Ŵᡫᨈዅ˄
ŴരʧƕਦܭƞǕƯƍƨئӳưǋŴૼڎኖƴƓƍƯƸŴ
ᚮૺዅ˄Ŵᡫᨈዅ˄ŴരʧƸਦܭƞǕƳƍǋƷƱƠǇ
Ƣŵ
Ĭ ΨڎኖƴƓƍƯλᨈዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍƨئӳ
λᨈዅ˄
ĭ ΨڎኖƴƓƍƯܡנၲዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍƨئӳ
ܡנၲዅ˄

主契約

ᇹᲫவᲶᢠ৸ǛӖƚǔƜƱƳƘŴૼƨƳƕǜ̬ᨖƆƇǛዸኽ
ưƖǔڎኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưƢưƴዸኽƞǕƯƍǔƕǜ̬ᨖ
ƆƇ
ڎኖᲢ̓܇ཎኖƆƇƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƸ̓܇ཎኖƆƇ
ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜཎЩƴƓƍƯžΨڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷܼ
ଈڎኖƷᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷƏƪᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴƦƷ܇ƱƠ
Ưᚡ᠍ƞǕƯƍǔബசƷᎍᲢ̓܇ཎኖƆƇƕ˄ьƞǕƯ
ƍǔئӳƸ̓܇ཎኖƆƇƷᘮ̬ᨖᎍǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜཎЩ
ƴƓƍƯž܇ſƱƍƍǇƢŵᲣƕബƴᢋƢǔଐƷᲮƔஉЭƔǒ
ബƴᢋƢǔଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴŴΨڎኖƷ̬ᨖڎኖᎍǑǓƕǜ
̬ᨖƆƇƷዸኽǛƠƨƍଓƷဎЈƕƋƬƨئӳƴƸŴΨڎኖƷ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ࢘ᛆ܇ƸŴ࢘ᛆ܇ƴƭƍƯᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷᢠ৸
ǛӖƚǔƜƱƳƘŴ࢘ᛆ܇ǛᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƱƢǔૼƨƳƕǜ̬ᨖ
ƆƇڎኖᲢˌɦŴஜཎЩƴƓƍƯžૼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛ
ዸኽƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƷЭଐǇư
ƴЭƷဎЈǛƢǔƜƱƕưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊ
ƨƱƖƴƸŴ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉ
ǛኺᢅƢǔଐǇưƷ᧓ƴЭƷဎЈǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئ
ӳƴƸŴஜཎЩƷӕৢƸᘍƍǇƤǜŵ
 ΨڎኖƷዅ˄᫇ሁƕŴ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔئӳ
 ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƷЭଐǇưƴŴΨڎኖƴƓƍƯ࢘ᛆ
܇Ʒᝧ˓ڼଐƕПஹƠƯƍƳƍئӳ
 ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƷЭଐǇưƴŴΨڎኖƴƓƍƯ࢘ᛆ
܇ƕᘮ̬ᨖᎍƷǛվڂƠƨئӳ
 ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƷЭଐǇưƴŴΨڎኖƕјщǛڂƬ
ƨئӳ
Ხ ஜཎЩᲢžࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſǛԃǈǇ
ƢŵᲣƷӕৢƸŴᘮ̬ᨖᎍᲫӸ࢘ƨǓᲫڎኖƱƠǇƢŵ

主契約
第２被保険者である子等の保障継続特則

Į ΨڎኖƴƓƍƯരʧ̬ᨖƕਦܭƞǕƯƍƨئӳ
രʧ̬ᨖ
 ૼڎኖƷዅ˄᫇ሁƸŴૼኖഘᇹᲰவᲶዅ˄ƷᆔŴዅ˄ሁ
ƓǑƼዅ˄᫇ሁƷਦܭᲸᇹᲰƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴЭӭƷᙹ
ܭƴǑǓૼڎኖƴƓƍƯૅƏዅ˄ሁƱƠƯਦܭƞǕƨዅ˄
ሁƴǑǓŴƭƗƷƱƓǓਦܭƞǕǔǋƷƱƠǇƢŵ

ዅ˄ሁ
ૼڎኖƷዅ˄᫇ሁ
λᨈዅ˄
λᨈዅ˄ଐ᫇Ჴ
žΨڎኖƷλᨈዅ˄ଐ᫇ƴΨڎኖƷܼଈ
ዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇ſǇƨƸžᲫɢ
όſƷƏƪŴƍƣǕƔݱƞƍ૾Ʒ᫇
ܡנၲዅ˄ ܡנၲዅ˄᫇Ჴ
žΨڎኖƷܡנၲዅ˄᫇ƴΨڎኖƷܼ
ଈዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇ſǇƨƸž
ɢόſƷƏƪŴƍƣǕƔݱƞƍ૾Ʒ᫇
രʧ̬ᨖ
രʧ̬ᨖ᫇Ჴ
žΨڎኖƷരʧ̬ᨖ᫇ƴΨڎኖƷܼଈዅ
˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇ſǇƨƸžɢόſ
ƷƏƪŴƍƣǕƔݱƞƍ૾Ʒ᫇

 ૼኖഘᇹவᲶ̾ʴڎኖƱܼଈڎኖƷႻʝƷ٭ᲸƷᙹܭƴƔ
ƔǘǒƣŴ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
 ૼڎኖƴƓƍƯƸŴ̓܇ཎኖƆƇǛ˄ьƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƥǜŵ
 ૼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕŴΨڎኖƴƓƍƯૅʙဌƴᛆ࢘ƠŴ
ዅ˄ƕૅǘǕƯƍƨئӳŴૼڎኖƴƓƍƯƸŴƦƷૅƷҾ
׆ƱƳƬƨƕǜƷᚮૺᄩܭƸƳƔƬƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇ
ƢŵƨƩƠŴૼڎኖƷࣄƷ১ᜄƷЙૺǛƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ

ᇹᲭவᲶૼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼᲸ
  ૼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƸŴૼኖഘᇹᲫவᲶ̬ᨖ᧓ƷڼᲸᇹ
ᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƠƨƱƠǇ
Ƣŵ
ᇹᲮவᲶૼڎኖƷᝧ˓ڼᲸ
  ૼڎኖƴƓƍƯƸŴૼኖഘᇹᲮவᲶᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔ
ƔǘǒƣŴᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǛᝧ˓ڼଐƱƠŴ˟
ᅈƸŴƦƷଐƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
ᇹᲯவᲶૼڎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ૼڎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂ
ǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Წ ЭƷ̬ᨖ૰ƕڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬ
ƨƱƖƸŴૼڎኖƷዸኽƸƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫவᲶᢠ৸ǛӖƚǔƜƱƳƘŴૼ
ƨƳƕǜ̬ᨖƆƇǛዸኽưƖǔڎኖᲸᇹᲬƴܭǊǔဎЈƴǑ
ǓૼڎኖƕዸኽƞǕƨƱƖƴƸŴڎኖଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉ
ǛኺᢅƢǔଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴૼڎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƓǑƼ
ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷƏƪᡂǛᘍƏଐƷޓƢǔᡂஉǇưƷ̬
ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴᡂǛᘍƏଐƷޓƢǔ
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ᡂஉǇưƷ̬ᨖ૰ǛǇƱǊƯƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ხ ЭƷ̬ᨖ૰ƕڎኖଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛኺᢅƢǔଐƷ
ޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴૼڎኖƷዸኽƸ
ƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ

ᇹᲲவᲶΨڎኖƴɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇƕ˄ьƞǕƯƍƨئ
ӳƷཎЩᲸ
  ΨڎኖƴŴ
ཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕ܇Ʒɥႝϋૼဃཋཎኖ
ƆƇ
ƕ˄ьƞǕƯƍƨئӳƴƸŴૼڎኖƷዸኽƷᨥƴŴ࢘ᛆ܇Ǜᘮ̬ᨖ
ᎍƱƢǔཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜʴƷɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇ
ǛŴૼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƢǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱ
ƓǓƱƠǇƢŵ
 ࢘ᛆ܇ƴƭƍƯƸŴૼڎኖƴ˄ьƢǔɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇ
Ʒᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷᢠ৸ƸᘍƍǇƤǜŵ
 ૼڎኖƴ˄ьƢǔɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇƴƭƍƯƸŴᇹᲮ
வᲶૼڎኖƷᝧ˓ڼᲸŴᇹᲰவᲶΨڎኖƷஊјɶƷλᨈƱǈƳ
ƞǕǔλᨈƷӕৢᲸƓǑƼᇹᲱவᲶΨڎኖƱૼڎኖƷ̬ᨖ᧓Ǜ
ዒዓƞǕƨǋƷƱǈƳƢӕৢᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
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ᇹᲱவᲶΨڎኖƱૼڎኖƷ̬ᨖ᧓ǛዒዓƞǕƨǋƷƱǈƳƢӕ
ৢᲸ
  ૼኖഘᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸŴᇹᲲவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌ
ЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳᲸŴᇹவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑ
ǔᚐᨊᲸƓǑƼᇹவᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳᲸƷᙹܭƷᢘ
ဇƴᨥƠƯƸŴΨڎኖƷ̬ᨖ᧓ƱŴૼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞ
ǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ

主契約

ᇹᲰவᲶΨڎኖƷஊјɶƷλᨈƱǈƳƞǕǔλᨈƷӕৢᲸ
  ᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷǛڂƬƨǛԃǜưዒዓƠŴΨڎኖƷ
୍ᡫ̬ᨖኖഘᇹᲱவᲶዅ˄ሁƷૅᲸƷᙹܭƴǑǓΨڎኖƷஊј
ɶƷλᨈƱǈƳƞǕǔ࢘ᛆ܇ƷλᨈƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴૼڎኖƴ
ǋƱƮƘλᨈዅ˄ƷૅƸᘍƍǇƤǜŵ

ૼƕǜ̬ᨖᲢᲿᲣ ୍ᡫ̬ᨖኖഘ Ⴘഏ

主契約
新がん保険
︵Ｅ型︶ 普通保険約款

ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
ᇹᲫவ ᘮ̬ᨖᎍƷር
ᇹᲬவ ࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվ
ᇹᲭவ ƕǜƷܭ፯ƓǑƼᚮૺᄩܭ
ᇹᲮவ λᨈ
ᇹᲯவ ڎኖଐ
ᇹᲰவ ᝧ˓ڼଐ
ᇹᲱவ രʧ̬ᨖŴλᨈዅ˄Ŵܡנၲዅ˄
ᇹᲲவ ᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳ
ᇹᲳவ രʧ̬ᨖǇƨƸዅ˄Ʒᛪ൭ዓƖ
ᇹவ രʧ̬ᨖǇƨƸዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئ
ᇹவ രʧ
ᇹவ ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊ
ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍŴരʧ̬ᨖӖӕʴŴዅ˄ӖӕʴƷˊᘙᎍ
ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ
ᇹவ ̬ᨖ૰ƷЭኛ
ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣ
ᇹவ ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂј
ᇹவ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳ
ᇹவ ̬ᨖڎኖƷࣄ
ᇹவ ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭
ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ٭
ᇹவ ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴŴዅ˄ӖӕʴƷ٭
ᇹவ ᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭
ᇹவ രʧ̬ᨖӖӕʴŴዅ˄ӖӕʴƷരʧ
ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ʒ٭
ᇹவ ڎኖϋܾƷ٭
ᇹவ ̬ᨖڎኖƷЎл
ᇹவ ᚴഖƴǑǔӕෞƠ
ᇹவ ɧඥӕࢽႸႎƴǑǔј
ᇹவ ԓჷ፯Ѧ
ᇹவ ԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊ
ᇹவ ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳ
ᇹவ ٻʙဌƴǑǔᚐᨊ
ᇹவ ᚐኖƓǑƼӝૠƷถݲ
ᇹவ ᚐኖ
ᇹவ ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓ
ᇹவ ࠰ᱫƷᚘምŴ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
ᇹவ ј
ᇹவ ሥᠤᘶЙ
ᇹவ രʧ̬ᨖƷᛪ൭ƷᨥƷ࣏ᙲƴ᧙ƢǔཎЩ
ᇹவ ƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƜƱƷƋǔᎍƕဎᡂǛƢǔئӳƷཎЩ
ᇹவ ˯ᚐኖཎЩ
ᇹவ ɥႝϋૼဃཋཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩ
ᇹவ ƦƷ˂
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ૼƕǜ̬ᨖᲢᲿᲣ ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
 ƜƷ̬ᨖƸŴᘮ̬ᨖᎍƕŴƕǜǛႺƷҾ׆ƱƠƯരʧƠƨƱƖƸര
ʧ̬ᨖǛŴƕǜƷၲǛӖƚǔƜƱǛႺƷႸႎƱƠƯλᨈƠƯƍǔ
ƱƖƸλᨈዅ˄ǛŴƕǜƷၲǛӖƚǔƜƱǛႺƷႸႎƱƠƯλᨈ
ƠŴƦƷᡚᨈࢸŴܡנၲǛƠƨƱƖƸܡנၲዅ˄ǛૅƍŴƝܼ
ଈƷဃƷܭܤǛƸƔǔƜƱǛႸႎƱƠƨ̬ᨖưƢŵ

ᇹᲭவᲶƕǜƷܭ፯ƓǑƼᚮૺᄩܭᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯžƕǜſƱƸŴКᘙƴܭǊǔफࣱૼဃཋǛ
ƍƍǇƢŵ
Წ ƕǜƷᚮૺᄩܭƸŴଐஜƷҔࠖƷǛਤƭᎍᲢଐஜƷҔࠖƷ
ǛਤƭᎍƱӷሁƷଐஜٳƷҔࠖǛԃǈǇƢŵˌɦŴžҔࠖſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƴǑƬƯ၏ྸኵጢܖႎᙸᲢဃ౨ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ǇƨƸኬᏘܖႎᙸƴǑǓƳƞǕƨǋƷưƳƚǕƹƳǓǇƤǜŵ
ƳƓŴ
၏ྸኵጢܖႎ౨௹ǇƨƸኬᏘܖႎ౨௹ƕᘍǘǕƳƔƬƨئӳƴƸŴƦ
Ʒ౨௹ƕᘍǘǕƳƔƬƨྸဌƓǑƼ˂ƷᙸƴǑǔᚮૺᄩܭƷఌਗƕ
ଢǒƔưƋǔƱƖƸŴƦƷᚮૺᄩܭǋᛐǊǇƢŵᲢˌɦŴƕǜƷᚮૺ
ᄩܭƕƳƞǕƨଐǛžᚮૺᄩܭଐſƱƍƍǇƢŵᲣ
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ᇹᲬவᲶࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƴЭவᇹᲬӭƴᛆ࢘ƠƯƍǔᎍƴƭƍƯƸŴƦƷ
ڎኖଐƴŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƳǓǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƷ፻ଐˌࢸƴЭவᇹᲬӭƴᛆ࢘ƢǔƜƱƱƳƬƨ
ᎍƸŴᛆ࢘Ơƨƴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƳǓǇƢŵ
Ჭ ࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƏƪɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷᣐͪᎍƕŴڎኖଐˌࢸƴɼ
ƨǔᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔưƳƘƳƬƨƱƖƸŴƦƷƔǒࢼƨǔᘮ̬
ᨖᎍƷǛվڂƠǇƢŵƨƩƠŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷരʧƴǑǔئӳ
ǛᨊƖǇƢŵ
Ხ ࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƏƪɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ܇ƕŴڎኖଐˌࢸƴƭƗƷ
ƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴᛆ࢘ƠƨƔǒࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷǛ
վڂƠǇƢŵ
  ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔưƳƘƳƬƨƱƖŵƨƩƠŴɼƨǔᘮ
̬ᨖᎍƷരʧƴǑǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ബƴƳƬƨƱƖ

主契約

ᇹᲫவᲶᘮ̬ᨖᎍƷርᲸ
  ƜƷ̬ᨖƷᘮ̬ᨖᎍƸŴ̾ʴڎኖƴƓƍƯƸŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷǈ
ưŴܼଈڎኖƴƓƍƯƸŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƔǒನ
ƞǕǇƢŵƜƷئӳŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƓǑƼࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƸŴƭƗ
ƷӲӭƴܭǊǔᎍƱƠǇƢŵᲢˌɦŴžɼƨǔᘮ̬ᨖᎍſƱžࢼƨǔ
ᘮ̬ᨖᎍſǛƋǘƤƯžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣ
  ̾ʴڎኖƴƓƍƯƸŴ̬ᨖᚰУɥƴᚡ᠍ƞǕƨᎍǛɼƨǔᘮ̬ᨖ
ᎍƱƠǇƢŵ
  ܼଈڎኖƴƓƍƯƸŴ̬ᨖᚰУɥƴᚡ᠍ƞǕƨᎍǛɼƨǔᘮ̬ᨖ
ᎍƱƠŴƭƗƷĬŴĭƴᛆ࢘ƢǔᎍǛࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƠǇƢŵ
  Ĭ ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴƦƷᣐͪᎍƱƠƯᚡ᠍ƞǕƯƍǔ
ᎍ
  ĭ ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴƦƷ܇ƱƠƯᚡ᠍ƞǕƯƍǔ
ബசƷᎍ

ᇹᲮவᲶλᨈᲸ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯžλᨈſƱƸŴКᘙƴܭǊǔλᨈᲢˌɦŴ
žλᨈſƱƍƍǇƢŵᲣǛƍƍŴКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲ
ƴƓƚǔλᨈưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ

主契約
新がん保険
︵Ｅ型︶ 普通保険約款

ᇹᲯவᲶڎኖଐᲸ
Ძ ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ტᇹ
Ძ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǋԃǈǇƢŵᲣǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙Ƣ
ǔԓჷƷଐᲢˌɦŴžԓჷଐſƱƍƍǇƢŵᲣƷƍƣǕƔƍଐǛƜ
Ʒ̬ᨖڎኖƷᇌƢǔଐᲢˌɦŴžڎኖଐſƱƍƍǇƢŵᲣƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴഏƷʙǛᚡ᠍Ơƨ̬
ᨖᚰУǛႆᘍƠǇƢŵ
  ˟ᅈӸ
  ̬ᨖڎኖᎍƷ൞ӸǇƨƸӸᆅ
  ᘮ̬ᨖᎍƷ൞Ӹȷဃ࠰உଐᲢஜኖഘǇƨƸཎኖவƴƯཎܭƞǕ
ǔƱƖƸŴᘙᅆƠǇƤǜŵƨƩƠŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƔǒᨊٳƢǔᎍ
ƴƭƍƯƸŴ൞ӸǛᘙᅆƠǇƢŵᲣ
  ̬ᨖȷዅ˄ሁƷӖӕʴƷ൞ӸǇƨƸƦƷӖӕʴǛཎܭƢǔƨ
Ǌƴ࣏ᙲƳʙᲢஜኖഘǇƨƸཎኖவƴƯཎܭƞǕǔƱƖƸŴᘙ
ᅆƠǇƤǜŵᲣ
  ̬ᨖዅ˄ƷӸᆅᲢ˄ьƞǕƯƍǔཎኖȷཎЩǛԃǈǇƢŵᲣ
  ஜኖഘưܭǊǔ̬ᨖ᧓
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓
  ڎኖӝૠᲢ˄ьƞǕƯƍǔཎኖƷ̬ᨖȷዅ˄ሁƷ᫇ǛԃǈǇ
ƢŵᲣ
  ̬ᨖ૰ƓǑƼƦƷᡂ૾ඥ
  ڎኖᆔ
  ڎኖଐ
  ̬ᨖᚰУǛ˺Ơƨ࠰உଐ
ᇹᲰவᲶᝧ˓ڼଐᲸ
Ძ ڎኖଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐǛᝧ˓ڼଐ
ƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴܼଈڎኖƴƓƍƯڎኖଐƷ፻ଐˌࢸƴࢼ
ƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƳƬƨᎍƴƭƍƯƸŴƭƗƷӕৢǛƠǇƢŵ
  ڎኖଐƷ፻ଐˌࢸƴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ܇ƱƠƯЈဃƠŴࢼƨǔᘮ
̬ᨖᎍƱƳƬƨᎍƴƭƍƯƸŴЭƷᝧ˓ڼଐƔŴЈဃƠƨଐƷ
ƍƣǕƔƍଐǛ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᝧ˓ڼଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐ
Ɣǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
  ЭӭƷئӳǛᨊƖŴڎኖଐƷ፻ଐˌࢸƴᇹᲬவᇹᲬƷᙹܭƴǑ
ǓŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƳƬƨᎍƴƭƍƯƸŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƳƬ
ƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐǛ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍ
Ʒᝧ˓ڼଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇ
Ƣŵ
ᇹᲱவᲶരʧ̬ᨖŴλᨈዅ˄Ŵܡנၲዅ˄Ჸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƷരʧ̬ᨖŴλᨈዅ˄Ŵܡנၲዅ˄ᲢˌɦŴ
žλᨈዅ˄ſƱžܡנၲዅ˄ſǛƋǘƤƯžዅ˄ſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƸŴƭƗƷƱƓǓưƢŵ
  രʧ̬ᨖ
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴИǊƯƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍ
ǔƜƱ
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ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴƕǜǛႺƷҾ׆ƱƠƯരʧƠ
ƯƍǔƜƱ
ૅ᫇ᲢڎኖᲫ Ĭɼƨǔᘮ̬ᨖᎍ
ᴉ ബசưരʧƠƨƱƖᲴɢό
ӝȷᘮ̬ᨖᎍᲫ
Ӹ࢘ƨǓᲣ
ᴊ ബˌɥưരʧƠƨƱƖᲴɢό
ĭࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍ
ᴉ ബசưരʧƠƨƱƖᲴɢό
ᴊ ബˌɥưരʧƠƨƱƖᲴɢό
Ӗӕʴ

രʧ̬ᨖӖӕʴᲢരʧ̬ᨖӖӕʴƷਦܭƷƳƍ
ƱƖƸŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷඥܭႻዓʴᲣ

Ӗӕʴ

ዅ˄ӖӕʴᲢዅ˄ӖӕʴƷਦܭƷƳƍƱƖƸŴ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍᲣ


  ܡנၲዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈƷࢸŴᡚᨈ
ƠŴܡנၲǛƠƯƍǔƜƱ
ĭƦƷλᨈƕଐˌɥዒዓƠƨλᨈưƋǔƜƱ
ૅ᫇ᲢڎኖᲫ ᲫᡚᨈƴƭƖ
ӝȷᘮ̬ᨖᎍᲫ Ĭɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƴݣƠƯᲴɢό
Ӹ࢘ƨǓᲣ
ĭࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƴݣƠƯᲴɢό
ǛૅƍǇƢŵ
ƨƩƠŴᡚᨈଐƷ፻ଐˌࢸଐˌϋƷ᧓ƴരʧ
ǇƨƸϐλᨈǛƠƨئӳƷܡנၲዅ˄ƸŴᡚ
ᨈࢸƷܡנၲଐૠƴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƸ
Ძଐ࢘ƨǓᲱҘᲯႊόŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯ
ƸᲫଐ࢘ƨǓᲯҘόǛʈơƨ᫇ƱƠǇƢŵƜƷ
ئӳŴƜƷ᫇ǛឬƑǔૅฎƷܡנၲዅ˄
ƴƭƍƯƸŴഏƴૅƏዅ˄Ŵരʧ̬ᨖŴര
ʧƔǒࠀƠࡽƘǋƷƱƠǇƢŵ
Ӗӕʴ

ዅ˄ӖӕʴᲢዅ˄ӖӕʴƷਦܭƷƳƍƱƖƸŴ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍᲣ


Წ ᝧ˓ڼଐˌࢸƴരʧƠŴƦƷࢸƴƕǜǛႺƷҾ׆ƱƠƯരʧƠ
ƨʙܱƕᄩᛐƞǕƨئӳƴƸŴƦƷരʧଐǛᚮૺᄩܭଐƱƠƯЭƷ
രʧ̬ᨖǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮ
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ૅ᫇ᲢڎኖᲫ Ĭɼƨǔᘮ̬ᨖᎍᲴ
ӝȷᘮ̬ᨖᎍᲫ  λᨈၲᲫଐƴƭƖᲫɢό
Ӹ࢘ƨǓᲣ
ĭࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍᲴ
 λᨈၲᲫଐƴƭƖᲰҘό

主契約


  λᨈዅ˄
ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ૅʙဌ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴИǊƯƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍ

ǔƜƱ
ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴƕǜƷၲƕ࣏ᙲƱƞǕŴƦƷ
ၲǛӖƚǔƜƱǛႺƷႸႎƱƠƯλᨈᲢϐλ
ᨈǋԃǈǇƢŵᲣƠƯƍǔƜƱ
ĮᚮૺᄩܭଐˌࢸƷλᨈưƋǔƜƱ

ૺᄩܭƞǕƯƍǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Ჭ ܼଈڎኖƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƕᇹᲫƷዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔ
λᨈ᧓ɶǇƨƸܡנၲ᧓ɶƴŴᇹᲬவᇹᲭǇƨƸᇹᲮƷᙹ
ܭƴࢼƍŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷǛվڂƠƨئӳƴƸŴƦƷዒዓɶƷ
λᨈ᧓ƴݣƠƯƸλᨈዅ˄ƷǈǛŴƦƷዒዓɶƷܡנၲ᧓ƴ
ݣƠƯƸܡנၲዅ˄ƷǈǛૅƍǇƢŵ

主契約
新がん保険
︵Ｅ型︶ 普通保険約款

ᇹᲲவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴԓჷଐˌЭǇƨƸԓჷଐƔǒ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᝧ˓ڼ
ଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑ
ƼμƯƷᘮ̬ᨖᎍƷƦƷʙܱƷჷŴɧჷƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ
ڎኖǛјƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƭƗƷǑƏƴӕǓৢƍǇ
Ƣŵ
  ԓჷଐˌЭƴŴ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨʙܱǛŴ
̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƕσƴჷǒƳƔƬƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖ
ᎍƴƍƠǇƢŵ
  ԓჷଐˌЭƴŴ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨʙܱǛŴ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷƍƣǕƔƕჷƬƯƍƨئӳƴƸŴƍ
ƠǇƤǜŵ
  ԓჷଐƔǒ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖ
ᎍƕƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇ
Ƣŵ
Ჭ ஜவƷᢘဇƷƋǔئӳƴƸŴᇹவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸŴ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
ᇹᲳவᲶരʧ̬ᨖǇƨƸዅ˄Ʒᛪ൭ዓƖᲸ
Ძ രʧ̬ᨖǇƨƸዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍǇ
ƨƸƦƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ૅʙဌƷဃơƨരʧ̬ᨖǇƨƸዅ˄ƷӖӕʴƸŴƢǈǍƔƴ
࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƦƷരʧ̬ᨖǇƨƸዅ˄Ǜ
ᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴዅ˄Ӗӕʴƕ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍưƋǔئӳ
ưŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕዅ˄Ǜᛪ൭ưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǔƱ˟ᅈƕ
ᛐǊƨƱƖƴƸŴƭƗƷӲӭƴܭǊǔƍƣǕƔƷᎍƕŴ࣏ᙲᲢК
ᘙᲫᲣƓǑƼཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔǛ੩ЈƠƯŴ˟ᅈƷ১
ᜄǛࢽƯŴ࢘ᛆዅ˄ӖӕʴƷˊྸʴᲢˌɦŴžˊྸᛪ൭ʴſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƱƠƯዅ˄Ʒᛪ൭ǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠƯƍ
ǔ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷᣐͪᎍ
  ᣐͪᎍƕƍƳƍئӳƴƸŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸ࢘ᛆᘮ
̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠƯƍǔᲭᚃሁϋƷᚃଈ
  ˊྸᛪ൭ʴƱƠƯƷᙲˑǛƨƠƯƍǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨᎍ
Ხ ЭƷᙹܭƴǑǓŴ
˟ᅈƕዅ˄Ǜˊྸᛪ൭ʴƴૅƬƨئӳƴƸŴ
ƦƷࢸᙐƠƯƦƷዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸŴƜǕǛૅƍ
ǇƤǜŵ
ᇹவᲶരʧ̬ᨖǇƨƸዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئᲸ
Ძ രʧ̬ᨖǇƨƸዅ˄ሁᲢཎኖƷዅ˄ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜ
வƴƓƍƯžዅ˄ሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ
˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯᲯփಅଐˌϋƴ˟ᅈƷଐஜƴƓ
ƚǔɼƨǔʙѦưૅƍǇƢŵ
Წ ዅ˄ሁǛૅƏƨǊƴᄩᛐƕ࣏ᙲƳഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔئӳƴƓƍ
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主契約

ƯŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒዅ˄ሁƷᛪ൭Ǉưƴ˟ᅈƴ੩ЈƞǕƨ
ƩƚưƸᄩᛐưƖƳƍƱƖƴƸŴƦǕƧǕ࢘ᛆӲӭƴܭǊǔʙ
ƷᄩᛐᲢ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔᚮૺǛԃǈǇƢŵᲣǛᘍƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴዅ˄ሁǛૅƏǂƖᨂ
ƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯ
ଐǛኺᢅƢǔଐƱƠǇƢŵ
  ዅ˄ሁƷૅʙဌႆဃƷஊƷᄩᛐƕ࣏ᙲƳئӳ
  ᘮ̬ᨖᎍƷരʧǇƨƸዅ˄ሁƷૅʙဌưƋǔܭƷཞ७ƴᛆ࢘
ƢǔʙܱƷஊ
  ዅ˄ሁƷૅƍƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ዅ˄ሁƷૅʙဌƕႆဃƠƨҾ׆
  ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴᐱƬƨҾ
׆
  ᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴŴƕǜƷᚮૺᄩܭƷӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƜƱƷ
ஊ
  ƜƷኖഘƴܭǊǔٻʙဌŴᚴഖǇƨƸɧඥӕࢽႸႎƴᛆ࢘Ƣǔ
ӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ЭᲮӭƴܭǊǔʙŴᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸᇹᲫᇹᲯӭ
ƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸዅ˄
ሁƷӖӕʴƷ̬ᨖڎኖዸኽƷႸႎǋƠƘƸዅ˄ሁƷᛪ൭Ʒॖƴ
᧙Ƣǔ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒዅ˄ሁƷᛪ൭ǇưƴƓƚǔʙܱ
Ჭ ЭƷᄩᛐǛƢǔƨǊŴഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔʙƴƭƍƯƷཎКƳༀ
˟Ǎᛦ௹ƕɧӧഎƳئӳƴƸŴЭᲬƴƔƔǘǒƣŴዅ˄ሁǛૅ
ƏǂƖᨂƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐ
ƔǒឪምƠƯŴ࢘ᛆӲӭƴܭǊǔଐૠᲢӲӭƷƏƪᙐૠƴᛆ࢘Ƣǔ
ئӳƴƸŴƦǕƧǕƴܭǊǔଐૠƷƏƪஇǋٶƍଐૠᲣǛኺᢅƢǔ
ଐƱƠǇƢŵ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷҔၲೞ᧙Ǉƨ
ƸҔࠖƴݣƢǔༀ˟ƷƏƪŴༀ˟έƷਦܭƢǔ᩿ሁƷ૾ඥƴᨂܭ
ƞǕǔༀ˟  ଐ
  ЭᇹᲬӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷࡰᜱٟඥᲢଯ
ԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƴǋƱƮƘༀ˟ƦƷ˂ƷඥˋƴǋƱƮƘༀ˟
ଐ
  ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭŴᇹᲮӭƓǑƼᇹᲯӭƴܭǊǔʙƴƭƍƯ
Ʒᄂᆮೞ᧙ሁƷᧉݦೞ᧙ƴǑǔҔܖǇƨƸܖሁƷᅹܖ২ᘐႎƳཎ
КƷᛦ௹ŴЎௌǇƨƸᦷ  ܭଐ
  ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲯӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƠŴ̬ᨖڎኖ
ᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴǛᘮွᎍƱƠƯŴ਼௹Ŵឪᚫ
ƦƷ˂ƷДʙዓƕڼƞǕƨƜƱƕإᢊሁƔǒଢǒƔưƋǔئӳ
ƴƓƚǔŴЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲯӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƢǔŴ
ᡛᐲŴឪᚫŴЙൿሁƷДʙዓƷኽௐƴƭƍƯƷᜩݑŴ౨ݑሁƷ਼
௹ೞ᧙ǇƨƸᘶЙƴݣƢǔༀ˟  ଐ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷଐஜٳƴƓ
ƚǔᛦ௹  ଐ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷܹяඥ
Ტଯ
ԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƕᢘဇƞǕƨ؏עƴƓƚǔᛦ௹  ଐ
Ხ ЭᲬƷᄩᛐǛƢǔئӳŴ˟ᅈƸዅ˄ሁǛᛪ൭ƠƨᎍᲢˊᘙᎍᲣ
ƴᡫჷƠǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬƓǑƼᇹᲭƴਫ਼ƛǔ࣏ᙲƳʙƷᄩᛐƴᨥƠŴ
̬ᨖڎኖᎍŴ
ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴƕദ࢘ƳྸဌƳƘ࢘ᛆᄩᛐǛڳƛŴ
ǇƨƸƜǕƴࣖơƳƔƬƨƱƖᲢ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔ࣏ᙲƳᚮ
ૺƴࣖơƳƔƬƨƱƖǛԃǈǇƢŵᲣƸŴ˟ᅈƸŴƜǕƴǑǓ࢘ᛆʙ

ƷᄩᛐƕࡨƠƨ᧓Ʒ๛Ʒᝧ˓ǛǘƣŴƦƷ᧓Ƹዅ˄ሁǛ
ૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ᇹᲫƔǒЭǇưƷᙹܭƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯǋแဇƠ
ǇƢŵ
ᇹவᲶരʧᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̾ʴڎኖƴƓƍƯƸŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƕڎኖଐƔǒƦƷଐ
ǛԃǊƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨଐˌࢸƴƕǜˌٳƷҾ׆ưരʧƠƨئӳƴŴ
ܼଈڎኖƴƓƍƯƸŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƦƷᣐͪᎍƕσƴᝧ˓ڼଐ
ˌࢸƴരʧƠŴƦƷƍƣǕƔஇࢸƷരʧᎍƕڎኖଐƔǒƦƷଐǛԃǊ
ƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨଐˌࢸƴƕǜˌٳƷҾ׆ưരʧƠƨئӳƴŴƭƗƷ
രʧǛƦƷരʧƠƨᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵ

ƕǜˌٳƷҾ׆ư ૅ᫇ᲢڎኖᲫӝ࢘ƨǓᲣ
രʧƠƨᘮ̬ᨖᎍ

主契約

ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍ

ĬബசưരʧƠƨƱƖᲴɢό
ĭബˌɥưരʧƠƨƱƖᲴᲯɢό

ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ ĬബசưരʧƠƨƱƖᲴᲰɢό
ᣐͪᎍ
ĭബˌɥưരʧƠƨƱƖᲴᲭɢό
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Წ രʧƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ࢘ᛆᘮ̬
ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƸŴ๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴƸŴƢǈǍƔƴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴരʧǛᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ஜவƷരʧƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴЭவƷᙹ
ܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊᲸ
  ܼଈڎኖƴƓƍƯŴڎኖଐˌࢸƴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƓǑƼƦƷᣐͪᎍ
ƕσƴരʧƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƭƗƷᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƝƱƷڎ
ኖࣖ࢘ଐˌᨀƷ̬ᨖ૰ᡂǛβᨊƠǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍŴരʧ̬ᨖӖӕʴŴዅ˄ӖӕʴƷˊᘙᎍ
Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸӷɟᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷരʧ
̬ᨖӖӕʴŴዅ˄ӖӕʴƕᲬʴˌɥƋǔƱƖƸŴӲˊᘙᎍǛᲫʴ
ܭǊƯƘƩƞƍŵƦƷˊᘙᎍƸŴƦǕƧǕƷ̬ᨖڎኖᎍŴരʧ̬ᨖ
ӖӕʴǇƨƸዅ˄ӖӕʴǛˊྸƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷˊᘙᎍƕܭǇǒƳƍƔǇƨƸƦƷנƕɧଢƷƱƖƸŴ˟ᅈ
ƕ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸӷɟᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖӖӕʴǇƨƸዅ˄Ӗ
ӕʴƷᲫʴƴݣƠƯƠƨᘍໝƸŴ˂ƷᎍƴݣƠƯǋјщǛဃơǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕᲬʴˌɥƋǔئӳƴƸŴƦƷᝧ˓Ƹᡲ࠘ƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴƦƷᡂ᧓ɶŴׅᇹவᇹᲫƴܭǊǔᡂ૾ඥᲢኺ
ែᲣƴƠƨƕƍŴƭƗƷ᧓ᲢˌɦŴžᡂஉſƱƍƍǇƢŵᲣϋ
ƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
  உڎኖƷئӳ
  உҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍئӳƸŴƦƷஉƷଐƱƠ
ǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐǇư
  ࠰ڎኖǇƨƸҞ࠰ڎኖƷئӳ
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ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸᡂ૾ඥƴƠƨƕƬƯŴƭƗƷƱƓǓݩஹƷ̬ᨖ૰Ǜ
ЭኛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  உڎኖƷئӳ
  ࢘உЎˌࢸƷᲰƔஉЎǇƨƸƔஉЎƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕư
ƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓлǓࡽƖǇƢŵ
  ᲰƔஉЎǛЭኛƢǔƱƖᲴᲫƔஉЎƷ̬ᨖ૰ƷᲟ
  ƔஉЎǛЭኛƢǔƱƖᲴᲫƔஉЎƷ̬ᨖ૰ƷᲟ
  Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
  Ĭ ݩஹƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ˟ᅈ
ƷܭǊǔྙưлǓࡽƖǇƢŵ
  ĭ ĬƷᙹܭƴǑǓлǓࡽƔǕƨЭኛ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈƷܭǊǔྙƷ
МऒǛƭƚƯᆢǈᇌƯƯƓƖŴҞ࠰ҥˮǇƨƸ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘
ଐƝƱƴ̬ᨖ૰ƷᡂƴΪ࢘ƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴƭƗƷئӳƴЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖ
ڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴരʧ̬ᨖǇƨƸരʧǛૅ
ƏƱƖƸŴരʧ̬ᨖǇƨƸരʧƱƱǋƴരʧ̬ᨖӖӕʴƴ
ƍƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ

主契約

  ࠰ҥˮǇƨƸҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐǇư
Წ ЭƷ̬ᨖ૰ƕڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴƍᡂǇǕŴƔƭƦƷଐǇ
ưƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢരʧ̬ᨖ
ǇƨƸരʧǛૅƏƱƖƸŴരʧ̬ᨖǇƨƸരʧƱƱ
ǋƴരʧ̬ᨖӖӕʴᲣƴƍƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨئӳŴƦƷᡂஉƴࣖݣƢǔǋƷƱƠƯƍ
ᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ტ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊʙဌƴᛆ࢘ƠƨࢸƴŴƍᡂǇǕ
ƨǋƷƱƠƯӕǓৢǘǕǔ̬ᨖ૰ǛᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷ
ƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ᇹᲫᇹᲫӭƷڎኖƷئӳŴ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
  ᇹᲫᇹᲬӭƷڎኖƷئӳŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓ
சኺᢅ᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ
૰Ⴛ࢘᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢരʧ̬ᨖǇƨƸരʧǛૅƏƱƖ
ƸŴരʧ̬ᨖǇƨƸരʧƱƱǋƴരʧ̬ᨖӖӕʴᲣƴૅ
ƍǇƢŵ
Ხ ЭƷᙹܭƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯแဇƠǇƢŵ
Ჯ ЭᲭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ᇹவᲶരʧ̬ᨖǇƨƸዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئᲸƷᙹ
ܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇŴᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴരʧ̬ᨖŴዅ˄ǇƨƸരʧƷૅʙဌƕဃơƨ
ئӳƴƸŴ˟ᅈƸசᡂ̬ᨖ૰ǛૅƏǂƖരʧ̬ᨖŴዅ˄Ǉƨ
ƸരʧƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵƨƩƠŴዅ˄ŴരʧƕࠀƠ
ࡽƘǂƖசᡂ̬ᨖ૰ƴɧឱƢǔƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƦƷசᡂ
̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჱ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇŴᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴ̬ᨖ૰ᡂβᨊʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴᇹ
ᲫƷ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჲ ЭᲬƷئӳŴசᡂ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴᇹவᇹᲬƓǑ
ƼᇹᲭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

主契約

ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ
̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥǛᢠ৸ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷ̬
ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥƸŴ˟ᅈƷਦܭƢǔ૾ඥƴǑǓ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱ
ƕưƖǔئӳƴᨂǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ᗡೞ᧙ሁƷ˟ᅈƷਦܭƠƨӝࡈƴᡛƢǔƜƱƴǑǓƍᡂǉ
૾ඥ
  ˟ᅈƷਦܭƠƨᗡೞ᧙ሁƷӝࡈਰஆƴǑǓƍᡂǉ૾ඥ
  ˳ׇޓǇƨƸᨼׇǛᡫơƍᡂǉ૾ඥᲢ˳ׇޓǇƨƸᨼׇƱ
˟ᅈƱƷ᧓ƴ˳ׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴแ˳ׇӕৢڎኖƆƕǜ̬
ᨖƇŴᨼׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇǇƨƸཎКᨼׇӕৢڎኖƆƕǜ̬
ᨖƇƕዸኽƞǕƯƍǔئӳƴᨂǓǇƢŵᲣ
  ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴਤӋƠƯƍᡂǉ૾ඥ
  ˟ᅈƷਦܭƠƨǯȬǸȃȈǫȸȉႆᘍ˟ᅈƷǯȬǸȃȈǫȸȉƴ
ǑǓƍᡂǉ૾ඥ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓŴᇹᲫӲӭƷ̬ᨖ૰
ᡂ૾ඥǛ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥƕᇹᲫᇹᲭӭưƋǔ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴƦƷ̬ᨖ
ڎኖƕ˟ᅈƷӕৢவˑƴᛆ࢘ƠƳƘƳƬƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴЭ
ƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥǛ˂Ʒᡂ૾ඥƴ٭ƠƯƘƩƞƍŵ
ƜƷئӳŴ̬ᨖڎኖᎍƕ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥƷ٭ǛᘍƏǇưƷ᧓Ʒ̬ᨖ
૰ƴƭƍƯƸŴ
˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
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ᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјᲸ
Ძ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓ྅ʖ᧓ƕƋ
ǓǇƢŵ
  உڎኖƷئӳ
  ᡂஉƷ፻உИଐƔǒଐǇư
  Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
  ᡂஉƷ፻உИଐƔǒ፻ŷஉƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǇưᲢᡂ
உƷڎኖࣖ࢘ଐƕᲬஉŴᲰஉŴஉƷӲଐƷئӳƴƸŴƦǕƧǕ
ᲮஉŴᲲஉŴᲫஉƷӲଐǇưᲣ
Წ ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸŴ྅ʖ
᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸ
ᚐኖǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹவᲶ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸ
Ძ ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴരʧ̬ᨖŴዅ˄ǇƨƸരʧƷૅ
ʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴசᡂ̬ᨖ૰Ǜരʧ̬ᨖŴዅ˄
ǇƨƸരʧƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴዅ˄ǇƨƸരʧƕࠀƠࡽƘǂƖசᡂ̬ᨖ૰
ƴɧឱƢǔƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƦƷ྅ʖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƴ
சᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵƜƷசᡂ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕ
ƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸ྅ʖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍŴ
˟ᅈƸŴ྅ʖ᧓ɶƴૅʙဌƷႆဃƠƨૅƏǂƖዅ˄ǇƨƸര
ʧǛૅƍǇƤǜŵ
Ჭ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ƦƷ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴசᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵƜ
Ʒசᡂ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸ྅ʖ᧓ʕ
ƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍŴ˟ᅈƸŴβᨊʙဌƷႆဃƴǑǓβᨊƢǂ
Ɩ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖƷࣄᲸ
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ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ٭Ჸ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƓǑƼ˟ᅈƷӷॖǛࢽƯŴ̬ᨖڎኖɥƷೌ
МƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯǛᇹɤᎍƴ১ዒƞƤǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئ
ӳŴ٭ƸŴ̬ᨖᚰУƴᘻƠǇƢŵ
ᇹவᲶ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴŴዅ˄ӖӕʴƷ
٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴരʧ̬ᨖŴരʧǇƨƸዅ˄Ʒૅʙဌƕ
ႆဃƢǔǇưƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƨɥưŴ˟ᅈƴݣƢǔᡫჷƴǑ
Ǔരʧ̬ᨖӖӕʴǇƨƸዅ˄ӖӕʴǛ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ƨƩƠŴࢸ٭Ʒരʧ̬ᨖӖӕʴǇƨƸዅ˄Ӗӕʴƕᘮ̬ᨖᎍᲢᘮ
̬ᨖᎍƷരʧƴ᧙Ƣǔ̬ᨖዅ˄ƴƋƬƯƸᘮ̬ᨖᎍǇƨƸƦƷႻዓʴᲣ
ƷئӳƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƸᙲƠǇƤǜŵ
Წ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆ
ƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƢǔЭƴŴ٭ЭƷരʧ̬ᨖӖӕʴǇ
ƨƸዅ˄ӖӕʴƴŴരʧ̬ᨖŴരʧǇƨƸዅ˄ǛૅƬ
ƨƱƖƸŴƦƷૅࢸƴࢸ٭Ʒരʧ̬ᨖӖӕʴǇƨƸዅ˄Ӗӕ
ʴƔǒŴരʧ̬ᨖŴരʧǇƨƸዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟
ᅈƸƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
ᇹவᲶᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ЭவƴܭǊǔǄƔŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴരʧ̬ᨖǇƨƸരʧƷ
ૅʙဌƕႆဃƢǔǇưƸŴඥࢷɥஊјƳᢡᚕƴǑǓŴരʧ̬ᨖӖ
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ᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭Ჸ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥǛ٭
ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ

主契約

Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖڎኖƕјщǛڂƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰
ˌϋƴ˟ᅈܭƷǛ੩ЈƠŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƨƏƑŴࣄǇư
ƴƢưƴПஹƠƯƍǔᡂஉƴΪ࢘Ƣǔசᡂ̬ᨖ૰ǛɟਙƠƯ˟
ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥưƍᡂǉƜƱƴǑǓ̬ᨖڎኖǛࣄƢǔƜƱƕư
ƖǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƕᚐኖǛᛪ൭ƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖ
ڎኖƷࣄƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ˟ᅈƸŴசᡂ̬ᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐƔŴࣄƷᨥƷᘮ̬ᨖᎍƴ᧙
ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐǛࣄଐƱƠǇƢŵƜƷئӳŴࣄଐ
Ǜᝧ˓ڼଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƷʕƢǔଐǇư
ƴܼଈڎኖƴƓƍƯᇹᲬவᇹᲬƷᙹܭƴǑǓࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƳƬ
ƨᎍƴƭƍƯƸŴᇹᲰவᇹᲬƷᝧ˓ڼଐƔŴЭƷࣄଐƷƍƣ
ǕƔƍଐǛᝧ˓ڼଐƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓
ǛƍǇƢŵ
Ხ ܼଈڎኖƴƓƍƯŴ̬ᨖڎኖƕјщǛڂƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
ࣄଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƷ᧙̞ƕᇹᲫவᇹᲬӭƴᛆ
࢘ƢǔƜƱƱƳƬƨᎍƸŴᇹᲰவᇹᲬƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵƜƷئ
ӳŴžЈဃƠƨଐſƓǑƼžࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƳƬƨଐſƸžࣄଐſ
ƱᛠǈஆƑǇƢŵ
Ჯ ᇹᲲவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳᲸ
ƷᙹܭƸŴஜவƷئӳƴแဇƠǇƢŵƜƷئӳŴžԓჷଐſƸžࣄ
ƷᨥƷᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
Ჰ ̬ᨖڎኖƷࣄƴᨥƠƯƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƠǇƤǜŵ

ӕʴǛ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭ƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƕƳƚǕƹŴƦ
ƷјщǛဃơǇƤǜŵ
Ჭ ЭᲬƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭ƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƕരʧƠƨࢸŴ
̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƕ˟ᅈƴᡫჷƠƳƚǕƹŴƜǕǛ˟ᅈƴݣ৴Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƤǜŵ
Ხ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆƠ
ǇƢŵ
Ჯ ዅ˄ӖӕʴƴƭƍƯƸŴᢡᚕƴǑǔ٭ƸưƖǇƤǜŵ

主契約

ᇹவᲶരʧ̬ᨖӖӕʴŴዅ˄ӖӕʴƷരʧᲸ
Ძ രʧ̬ᨖӖӕʴǇƨƸዅ˄ӖӕʴᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯžӖӕ
ʴſƱƍƍǇƢŵᲣƕૅʙဌƷႆဃˌЭƴരʧƠƨƱƖƸŴƦƷඥ
ܭႻዓʴǛӖӕʴƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓӖӕʴƱƳƬƨᎍƕരʧƠƨئӳƴŴƜƷᎍƴඥ
ܭႻዓʴƕƍƳƍƱƖƸŴЭƷᙹܭƴǑǓӖӕʴƱƳƬƨᎍƷƏƪ
ဃ܍ƠƯƍǔ˂ƷӖӕʴǛӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴǑǓӖӕʴƱƳƬƨᎍƕᲬʴˌɥƍǔئӳŴƦƷӖ
ӕлӳƸרሁƱƠǇƢŵ
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ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ʒ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƕ˰Ǜ٭ƠƨƱƖƸŴƨƩƪƴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦ
ܭƠƨئƴᡫჷƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ЭƷᡫჷƕƳƘŴ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ǜ˟ᅈƕᄩᛐưƖƳƔƬƨئ
ӳŴ˟ᅈƕჷƬƨஇኳƷ˰ƋƯƴႆƠƨᡫჷƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴПᢋ
ƠƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ
ᇹவᲶڎኖϋܾƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ̾ʴڎኖ
ƱܼଈڎኖƷႻʝƷ٭ǛᘍƏƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴ٭ƸŴ
̬ᨖᚰУƴᘻƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴࢸ٭Ʒɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƸŴ٭ЭƷɼƨǔᘮ̬ᨖᎍ
ƱӷɟƱƠŴܼଈڎኖǁƷ٭ƷئӳŴૼƨƴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƳǔ
ᎍƴƭƍƯƸŴᇹᲬவᲶࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸŴᇹᲰவᲶᝧ
˓ڼଐᲸŴᇹᲲவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯ
ƍƨئӳᲸƓǑƼᇹவᲶരʧᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵƜƷئ
ӳŴᇹᲬவᲶࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվᲸŴᇹᲰவᲶᝧ˓ڼଐᲸŴ
ᇹவᲶരʧᲸƷᙹܭƷžڎኖଐſƸžܼଈڎኖǁƷ٭ଐſ
ƱŴᇹᲲவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳ
ᲸƷžԓჷଐſƸž̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁ٭ƢǔᨥƷࢼƨǔᘮ̬
ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
Ჭ ஜவƴǑǔࢸ٭ƸŴڎኖଐƴƓƚǔɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǋƱ
ƮƍƯŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥƴǑǓᚘምƠƨ̬ᨖ૰ƴദƠǇƢŵƜƷ
ئӳŴ٭ଐྵנƷ̬ᨖ૰ྙǛᢘဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖƷЎлᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርư̬ᨖڎኖǛ
ЎлƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴ
ƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴႆᘍƠƨ̬ᨖᚰУƴˊƑƯŴ
ƦǕƧǕૼƨƴ̬ᨖᚰУǛႆᘍƠǇƢŵ
ᇹவᲶᚴഖƴǑǔӕෞƠᲸ
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  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷᚴഖƴǑǓ̬ᨖڎኖƷዸኽŴࣄǇƨ
Ƹ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭ƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎ
ኖǛӕǓෞƢƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰
ƸƍƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶɧඥӕࢽႸႎƴǑǔјᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍƕ̬ᨖᲢዅ˄Ŵ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵǇƨŴ
ƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖƷ̬ᨖŴዅ˄Ŵ̬ᨖ૰Ʒᡂ
βᨊǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣ
ǛɧඥƴӕࢽƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴ̬ᨖǛɧඥƴӕࢽƞƤǔႸႎǛ
ǋƬƯ̬ᨖڎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭ƕ
ᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖǛјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ
̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷئӳƴƸŴЭவƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊǛ
ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
  ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ
٭ƷᨥŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱǛჷƬƯƍƨƱƖǇƨƸᢅڂƷƨ
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ᇹவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴॖǇƨƸٻƳᢅڂƴǑƬƯŴЭ
வƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬ
ƨƔǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴݩஹƴӼƬƯ
̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴƭƗƷʙဌƕဃơƨࢸưǋŴ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƠŴƭƗƷӕ
ৢǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  രʧ̬ᨖŴዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖ
  ᚐᨊƷҾ׆ƱƳƬƨᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖŴዅ˄ƷૅƍǛᘍƍ
ǇƤǜŵ˟ᅈƸŴƢưƴᚐᨊƷҾ׆ƱƳƬƨᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖŴ
ዅ˄ǛૅƬƯƍǔƱƖưǋƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƷʙဌƕဃơƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƸᘍƍǇƤǜŵ˟ᅈƸŴƢưƴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊ
ǛƠƯƍƨƱƖưǋƦƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛ൭ǊǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴരʧ̬ᨖŴዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ̬
ᨖ૰ᡂƷβᨊƷʙဌƷႆဃƕŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳƬƨʙܱƴǑǒƳƔ
ƬƨƜƱǛŴ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍŴരʧ̬ᨖӖӕʴǇƨƸዅ˄
ӖӕʴƕᚰଢƠƨƱƖƸŴരʧ̬ᨖŴዅ˄ƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰
ᡂƷβᨊǛᘍƍǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑ
ƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷנƕɧଢưƋǔƔŴ
ƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈ
ƸŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍǇƨƸᚐᨊƷҾ׆ƱƳƬƨᘮ̬ᨖᎍƷരʧ̬ᨖ
ӖӕʴǇƨƸዅ˄ӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇƢŵ
Ჯ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ

主契約

ᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭ƷᨥŴ
ૅʙဌƷӧᏡࣱƴ᧙ƢǔᙲƳʙƷƏƪԓჷưឋբƠƨʙƴ
ƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴƦƷԓჷƴǑƬƯԓჷƠƯƘ
ƩƞƍŵƨƩƠŴ˟ᅈਦܭƷҔࠖƷឋբƴǑǓԓჷǛ൭ǊƨƱƖƸŴ
ƦƷҔࠖƴݣƠƯӝ᪽ưԓჷƠƯƘƩƞƍŵ

主契約

ǊჷǒƳƔƬƨƱƖ
  ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
ƷԓჷǛƢǔƜƱǛڳƛƨƱƖ
  ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴݣƠŴᇹவƷԓჷ
ǛƠƳƍƜƱǛѰǊƨƱƖǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛǔƜƱǛѰ
ǊƨƱƖ
  ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖዸኽƷࢸŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱǛჷǓŴƦƷ
ʙܱǛჷƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫƔஉƕኺᢅƠƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕڎኖଐŴࣄଐǇƨƸ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭
ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ˌɥዒዓƠƯƍǔƱƖŵƨƩƠŴڎኖଐŴ
ࣄଐǇƨƸ̾ʴڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
Წ࠰ˌϋƴരʧ̬ᨖŴዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊ
ʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴᲬ࠰ǛឬƑƯƍƯǋ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭᇹᲬӭƓǑƼᇹᲭӭƷئӳƴƸŴӲӭƴᙹܭƢǔ̬ᨖۥʼᎍƷ
ᘍໝƕƳƔƬƨƱƠƯǋŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹவƷᙹ
ܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬƨƔǇ
ƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨƱᛐǊǒǕǔئӳƴƸŴᢘဇƠǇƤǜŵ

新がん保険
︵Ｅ型︶ 普通保険約款

ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴܭǊǔʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴƜ
Ʒ̬ᨖڎኖǛݩஹƴӼƬƯᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƕŴരʧᲢ˂Ʒ̬ᨖڎ
ኖƷരʧ̬ᨖǛԃǈŴ̬ᨖᆔƓǑƼዅ˄ƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇ
Ƥǜŵ
Უ
ǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴᚴӕƞƤǔႸႎưʙਔᐲ
Ტச
ǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴƕƜƷ̬ᨖڎኖƷ
ዅ˄ሁᲢ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵˌ
ɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴᚴӕƞƤǔ
ႸႎưʙਔᐲᲢசǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖሁᲢዅ˄ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓ
ƍƯӷơŵᲣƷᛪ൭ƴ᧙ƠŴ̬ᨖሁƷӖӕʴƴᚴഖᘍໝᲢசǛ
ԃǈǇƢŵᲣƕƋƬƨئӳ
  ˂Ʒ̬ᨖڎኖƱƷᙐƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƴƔƔǔ̬ᨖ᫇ሁƷ
ӳᚘ᫇ƕᓸƠƘᢅٻưƋƬƯŴ̬ᨖСࡇƷႸႎƴӒƢǔཞ७ƕǋƨ
ǒƞǕǔƓƦǕƕƋǔئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕŴƭƗƷƍƣǕ
Ɣƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
  Ĭ ୧щׇŴ୧щׇՃᲢ୧щׇՃưƳƘƳƬƨଐƔǒᲯ࠰ǛኺᢅƠ
ƳƍᎍǛԃǈǇƢŵᲣŴ୧щׇแನՃŴ୧щ˖̞᧙ׇಅƦƷ˂
ƷӒᅈ˟ႎѬщᲢˌɦžӒᅈ˟ႎѬщſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘Ƣ
ǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  ĭ Ӓᅈ˟ႎѬщƴݣƠƯሁǛ੩̓ƠŴǇƨƸ̝ܯǛ̓ɨƢǔ
ƳƲƷ᧙ɨǛƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  Į Ӓᅈ˟ႎѬщǛɧ࢘ƴМဇƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  į ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕඥʴƷئӳŴӒᅈ˟ႎѬ
щƕƦƷඥʴƷኺփǛૅᣐƠŴǇƨƸƦƷඥʴƷኺփƴܱឋႎƴ
᧙ɨƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  İ ƦƷ˂Ӓᅈ˟ႎѬщƱᅈ˟ႎƴ᩼ᩊƞǕǔǂƖ᧙̞ǛஊƠƯƍ
ǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖǋƠƘƸ˂Ʒ̬ᨖڎኖƕٻ
ʙဌƴǑƬƯᚐᨊƞǕŴǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸ̬ᨖ
ሁƷӖӕʴƕ˂Ʒ̬ᨖᎍƱƷ᧓ưዸኽƠƨ̬ᨖڎኖǋƠƘƸσฎ
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ᇹவᲶᚐኖᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺᢅ
࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠƨᚐ
ኖǛ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖ૰Ʒᡂƕβᨊ
ƞǕƯƍǔئӳƴƸŴᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
Წ ᚐኖƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴᇹவᲶരʧ̬
ᨖǇƨƸዅ˄ሁƷૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍˌٳƷᎍư̬ᨖڎኖƷᚐኖǛƢǔƜƱƕưƖǔᎍ
ᲢˌɦŴ
žͺೌᎍሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸŴᚐኖƷᡫჷƕ
˟ᅈƴПᢋƠƨƔǒᲫƔஉǛኺᢅƠƨଐƴјщǛဃơǇƢŵ
Წ ЭƷᚐኖƕᡫჷƞǕƨئӳưǋŴᡫჷƷƴƓƍƯƭƗƷӲӭƷ
ƢǂƯǛƨƢዅ˄ሁᲢരʧ̬ᨖŴരʧƓǑƼཎኖƷዅ˄
ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷӖӕʴƸŴ̬ᨖڎኖ
ᎍƷӷॖǛࢽƯŴЭƷ᧓ƕኺᢅƢǔǇưƷ᧓ƴŴ࢘ᛆᚐኖƷᡫჷ
ƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƴᚐኖƷјщƕဃơƨƱƢǕƹ˟ᅈƕͺೌᎍሁƴ
ૅƏǂƖ᫇ǛͺೌᎍሁƴૅƍŴƔƭ˟ᅈƴƦƷଓǛᡫჷƠƨƱ
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新がん保険
︵Ｅ型︶ 普通保険約款

ᇹவᲶᚐኖƓǑƼӝૠƷถݲᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯ̬ᨖڎኖǛᚐኖƢǔƜƱŴǇƨƸ̬ᨖ
ڎኖƷӝૠǛ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓŴถƣǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷ̬ᨖڎኖƷӝૠǛถơƨئӳƸŴถơƨӝૠƴႻ࢘Ƣǔ̬ᨖ
ڎኖƸᚐኖƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ

主契約

ڎኖƕٻʙဌƴǑǓᚐᨊƞǕǔƳƲƴǑǓŴ˟ᅈƷ̬ᨖڎኖᎍŴ
ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴݣƢǔ̮᫂ǛƳƍŴƜƷ̬ᨖ
ڎኖǛዒዓƢǔƜƱǛࢳƠƑƳƍᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴਫ਼ƛǔ
ʙဌƱӷሁƷʙဌƕƋǔئӳ
Წ ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨࢸưǋŴ
˟ᅈƸŴ
ЭƷᙹܭƴǑƬƯƜƷ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴЭӲӭƴܭǊǔʙဌƷႆဃˌࢸƴဃơƨ
ૅʙဌƴǑǔ̬ᨖሁᲢЭᇹᲯӭƷǈƴᛆ࢘ƠƨئӳưŴЭᇹ
ᲯӭĬƔǒİǇưƴᛆ࢘ƠƨƷƕ̬ᨖሁƷӖӕʴƷǈưƋǓŴƦƷ
̬ᨖሁƷӖӕʴƕ̬ᨖሁƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƸŴ̬ᨖሁ
ƷƏƪŴƦƷӖӕʴƴૅǘǕǔǂƖ̬ᨖሁǛƍƍǇƢŵˌɦŴஜ
ƴƓƍƯӷơŵᲣǛૅǘƣŴǇƨŴЭӲӭƴܭǊǔʙဌƷႆဃ
ˌࢸƴဃơƨβᨊʙဌƴǑǔ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƤǜŵǋƠŴ
Ƣưƴ̬ᨖሁǛૅƬƯƍƨƱƖƸŴƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƠŴǇƨŴ̬
ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƯƍƨƱƖƸŴᡂǛβᨊƠƨ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳ
ƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑ
ƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧ
ଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷưƖƳƍئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠ
ǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჯ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫᇹᲯӭƷᙹܭƴǑƬƯ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊƠƨئӳưŴ̬ᨖሁƷɟᢿƷӖӕʴƴݣƠƯᇹᲬƷᙹܭǛᢘ
ဇƠ̬ᨖሁǛૅǘƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƷƏƪૅǘǕƳƍ̬ᨖ
ሁƴࣖݣƢǔᢿЎƴƭƍƯƸЭƷᙹܭǛᢘဇƠŴƦƷᢿЎƷᚐኖ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ

ƖƸŴЭƷᚐኖƸƦƷјщǛဃơǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍưƳƍƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƷᚃଈŴᘮ̬ᨖᎍƷᚃଈǇƨƸᘮ̬ᨖᎍஜʴưƋǔƜ
Ʊ
Ჭ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
Ხ ᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸŴ࢘ᛆᚐኖƷјщƕဃ
ơǇƨƸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓјщƕဃơƳƘƳǔǇưƴŴዅ˄ሁƷ
ૅʙဌƕဃơŴƜƷ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƢǔئӳưŴ˟ᅈƕዅ˄ሁǛ
ૅƏǂƖƱƖƸŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇ƷᨂࡇưŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇
ǛͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇Ɣǒͺೌᎍ
ሁƴૅƬƨ᫇ǛࠀƠࡽƍƨസ᫇ǛŴዅ˄ሁƷӖӕʴƴૅƍǇ
Ƣŵ

主契約
新がん保険
︵Ｅ型︶ 普通保険約款

ᇹவᲶ࠰ᱫƷᚘምŴ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƸŴৎቔɥƴᚡ᠍ƞǕƨЈဃ࠰உଐǛؕแƱƠƯ
࠰ᱫưᚘምƠŴᲫ࠰சƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖዸኽࢸƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƸŴЭƷ࠰ᱫƴŴ࠰ҥˮƷڎኖ
ࣖ࢘ଐƝƱƴᲫബǛьƑƯᚘምƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖ૰ƸڎኖଐƴƓƚǔɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫưᚘምƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴᛚǓƕƋƬƨ
ئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷርٳư
ƋƬƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ
̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷܱᨥƷ࠰ᱫ
ƕڎኖƷ̬ᨖ૰ᘙƷஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƯƍƳƍئӳưŴᛚǓƕႆᙸ
ƞǕƨƱƖƢưƴƦƷ࠰ᱫˌɥƴᢋƠƯƍƨƱƖƴƸŴஇ˯࠰ᱫƴ
ᢋƠƨଐƴڎኖƕዸኽƞǕƨǋƷƱǈƳƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬
ᨖ૰ƸƦƷڎኖƷ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠǇƢŵ
  ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷርϋư
ƋƬƨƱƖƸŴܱᨥƷ࠰ᱫƴǋƱƮƍƯ̬ᨖ૰ǛોǊǇƢŵ
Ჯ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷࣱКƴᛚǓƕƋƬƨئӳƴ
ƸŴ
ܱᨥƷࣱКƴǋƱƮƘڎኖ࠰ᱫƷ̬ᨖ૰ƴોǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჰ ᇹᲮᇹᲬӭƓǑƼЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ǛોǊǔئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴឬᢅЎƕƋǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦ
Ʒࠀ᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
  ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴɧឱЎƕƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍ
ƸŴƦƷࠀ᫇Ǜ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥưƍ
ᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƨƩƠŴരʧ̬ᨖŴዅ˄ǇƨƸരʧ
ƷૅʙဌƕႆဃƠƨࢸƴᛚǓƕႆᙸƞǕƨئӳƸŴ˟ᅈƸŴƦ
Ʒࠀ᫇ǛૅƏǂƖരʧ̬ᨖŴዅ˄ǇƨƸരʧƔǒࠀƠ
ࡽƖǇƢŵ
ᇹவᲶјᲸ
  രʧ̬ᨖŴዅ˄ŴരʧŴᚐኖǋƠƘƸᇹᲲவƷᙹ
ܭƴǋƱƮƘଏᡂ̬ᨖ૰ƷǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊǛᛪ൭Ƣǔ
ೌМƸŴᲭ࠰᧓ᛪ൭ƕƳƍئӳƴƸෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔരʧ̬ᨖŴዅ˄ǇƨƸരʧᲢˌɦŴ
ž̬ᨖሁſƱƍƍǇƢŵᲣƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷ
ଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙѦƷענǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴᲢ̬ᨖ
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ሁƷӖӕʴƕᲬʴˌɥƍǔƱƖƸŴƦƷˊᘙᎍƱƠǇƢŵᲣƷ˰ע
ǛሥᠤƢǔଐஜϋƴƋǔ૾עᘶЙᲢஜ࠻ƱƠǇƢŵᲣƷǈǛǋƬ
ƯŴӳॖƴǑǔሥᠤᘶЙƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤƴƭƍ
ƯƸŴЭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶ˯ᚐኖཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕƭƗƷƍƣǕ
ƔƷ૾ඥǛ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷ̬ᨖڎ
ኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
  ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥ
  ᚐኖƷɥᨂǛਦܭƢǔ૾ඥ
  ᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥ
Წ ЭᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥưƜƷཎЩǛ

― 111 ―

新がん保険
︵Ｅ型︶ 普通保険約款

ᇹவᲶƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƜƱƷƋǔᎍƕဎᡂǛƢǔئӳƷ
ཎЩᲸ
Ძ ƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƜƱƷƋǔᎍƕƜƷ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛƢǔئ
ӳƴƸŴƭƗƷӲӭƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƯƍǔƱƖƴᨂǓŴ˟ᅈƸŴƜ
Ʒ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠǇƢŵ
  ƕǜƷၲǛӖƚƨஇࢸƷଐƔǒŴ࠰ˌɥኺᢅƠƯƍǔƜƱ
  ƕǜƴ᧙ƢǔԓჷƷϋܾƕŴദᄩƔƭҗЎưƋǔƜƱ
  ڎኖଐƴƓƚǔɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕŴബˌɥưƋǔƜƱ
  ͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕŴ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƠƯƍǔƜƱ
Წ ЭƷ̬ᨖڎኖƷဎᡂƸŴ̾ʴڎኖƷǈƱƠǇƢŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƭƗƷ
ƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ˟ᅈƷܭǊǔཎК̬ᨖ૰ǛŴ୍ᡫ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛ
ᙲƠǇƢŵƜƷئӳŴཎК̬ᨖ૰Ʊ୍ᡫ̬ᨖ૰Ʒӳᚘ᫇ǛŴƜƷ̬
ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƠǇƢŵ
  ЭӭƷཎК̬ᨖ૰ƴƭƍƯƸŴᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
  ԓჷƞǕƨ࢘ᛆƕǜƷᚮૺᄩܭƸƳƔƬƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢ
ƍǇƢŵƨƩƠŴᇹᲫᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷƍƣǕƔǛƨƠƯ
ƍƳƔƬƨƜƱƕЙଢƠƨƱƖǛᨊƖǇƢŵ
  ᇹவᲶڎኖϋܾƷ٭ᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̾ʴڎኖƔǒܼ
ଈڎኖǁƷ٭ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
  Ʒ٭ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

主契約

ᇹவᲶരʧ̬ᨖƷᛪ൭ƷᨥƷ࣏ᙲƴ᧙ƢǔཎЩᲸ
  ܫπፙŴ˟ᅈŴئŴኵӳሁƷ˳ׇᲢ˳ׇƷˊᘙᎍǛԃǈǇƢŵˌ
ɦŴž˳ׇſƱƍƍǇƢŵᲣǛ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧ̬ᨖӖӕʴƱ
ƠŴƦƷ˳ׇƔǒዅɨƷૅƍǛӖƚǔࢼಅՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖ
ڎኖƷئӳŴ̬ᨖڎኖᎍưƋǔ˳ׇƕ࢘ᛆ̬ᨖڎኖƷരʧ̬ᨖƷμ
ᢿǇƨƸƦƷႻ࢘ᢿЎǛᢡଈᙀΝᙹᆉሁƴǋƱƮƘരʧᡚᎰǇƨƸ
ࡼঀሁᲢˌɦŴžരʧᡚᎰሁſƱƍƍǇƢŵᲣƱƠƯരʧᡚᎰ
ሁƷӖዅᎍƴૅƏƱƖƸŴരʧ̬ᨖƷᛪ൭ƷᨥŴᇹᲫӭǇƨƸᇹ
ᲬӭƷƍƣǕƔƷƓǑƼᇹᲭӭƷƷ੩Јǋ࣏ᙲƱƠǇƢŵƨ
ƩƠŴƜǕǒƷᎍƕᲬʴˌɥưƋǔƱƖƸŴƦƷƏƪᲫʴƔǒƷ੩Ј
ưឱǓǔǋƷƱƠǇƢŵ
  രʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƷᛪ൭ϋܾᄩᛐ
  രʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƴരʧᡚᎰሁǛૅƬƨƜƱǛᚰƢǔ

  ̬ᨖڎኖᎍưƋǔ˳ׇƕӖዅᎍஜʴưƋǔƜƱǛᄩᛐƠƨ

主契約
新がん保険
︵Ｅ型︶ 普通保険約款

˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˯ᚐኖлӳᲢᲫǑǓǋݱƞƍлӳƱƠǇƢŵᲣ
ǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ᚐኖƸŴ
ᇹவᲶᚐኖᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ᇹவᲶᚐኖᲸᇹᲫƷᙹܭƴǑǓᚘምƠƨᚐኖƴŴ
ЭӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳǛʈơƯᚘምƠǇƢŵ
  ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳƸŴ٭ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƤǜŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƴܭǊǔᚐኖƷɥᨂǛਦܭƢǔ૾ඥưƜƷཎЩ
Ǜ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴᲫӝ࢘ƨǓƷᚐኖƷɥᨂƱƠƯŴᚐኖ
ᨂࡇ᫇ǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  Ძӝ࢘ƨǓƷᚐኖƸŴЭӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨᚐኖ
ᨂࡇ᫇ǛᨂࡇƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨᚐኖᨂࡇ᫇ƸŴ٭ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƤǜŵ
Ხ ᇹᲫᇹᲭӭƴܭǊǔᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥưƜƷཎЩǛ
˄ьƠƨئӳƴƸŴ
ᇹவᲶᚐኖᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ƜƷ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
Ჯ ᇹᲬƔǒᇹᲮǇưƷܭǊƷǄƔŴஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸᇹᲫᇹᲫӭǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑ
ǇƢŵ
 உڎኖƷئӳ
 ࢘உЎˌࢸƷᲰƔஉЎǇƨƸƔஉЎƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱ
ƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓлǓࡽƖǇƢŵ
 ᲰƔஉЎǛЭኛƢǔƱƖᲴᲫƔஉЎƷ̬ᨖ૰ƷᲟ
 ƔஉЎǛЭኛƢǔƱƖᲴᲫƔஉЎƷ̬ᨖ૰ƷᲟ
  ̬ᨖᚰУƴᚡ᠍ƠǇƢŵ
  ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ
ᇹவᲶɥႝϋૼဃཋཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴɥႝϋૼဃཋཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴᘮ̬
ᨖᎍƕŴɥႝϋૼဃཋཎኖƷཎኖܡנၲዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ơ
ƨƱƖưŴᡚᨈଐƷ፻ଐˌࢸଐˌϋƷ᧓ƴരʧǇƨƸλᨈዅ˄
ƷૅǘǕǔλᨈǛƠƨƱƖƴƸŴžૅฎƷɥႝϋૼဃཋཎኖƷཎ
ኖܡנၲዅ˄Ʒૅ᫇ƔǒᡚᨈࢸƷܡנၲଐૠƴƭƗƴܭǊǔ
᫇ǛʈơƯࢽƨ᫇ǛࠀƠࡽƍƨ᫇ſǛŴഏƴૅƏዅ˄Ŵര
ʧ̬ᨖǇƨƸരʧƔǒࠀƠࡽƘǋƷƱƠǇƢŵ
ᘮ̬ᨖᎍ
᫇ᲢڎኖᲫӝ࢘ƨǓᲣ
ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍ

ᲱҘᲯႊό

ࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍ

ᲯҘό

ᇹவᲶƦƷ˂Ჸ
  ƜƷኖഘư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
  ၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
  žၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ
̊ƑƹŴ፦ܾɥƷϼፗŴၲϼፗǛˤǘƳƍ౨௹ŴȪȏȓȪȆȸǷ
ȧȳƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
  žƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƴƸŴҽဃٻᐫᲢ࠰
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உଐˌࢸƸҽဃіٻᐫᲣƷܭǊǔᚨؕแᲢ࠰உଐҽ
ဃႾԓᅆᇹӭᲣƴᢘӳƠƯƍǔǋƷƱƠƯᣃᢊࡅჄჷʙƴފЈƕ
ᘍǘǕƨዼԧǱǢ၏ᲢዼԧǱǢ၏ƱӷሁƷᚨǛԃǈǇƢŵᲣ
ƴƓƚǔλᨈǛԃǈǇƢŵ
  ܡנၲ
  žܡנၲſƱƸŴ៲˳ƷᨦܹǇƨƸ၌၏ƴǑǓŴଐࠝဃƕСᨂ
ǛӖƚǔƔǇƨƸСᨂǛьƑǔƜƱǛ࣏ᙲƱƢǔƨǊŴКᘙƴ
ܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲǁƷᡫᨈƳƲƷஇ˯ᨂ࣏ᙲƳٳЈǛᨊƖŴ
ѣርƕܼދϋƴᨂǒǕƯƍǔཞ७ǛƍƍǇƢŵ


主契約
新がん保険
︵Ｅ型︶ 普通保険約款
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ࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

主契約
従たる被保険者である子等の保障継続特則

ᇹᲫவᲶᢠ৸ǛӖƚǔƜƱƳƘŴૼƨƳૼƕǜ̬ᨖᲢᲿᲣǛዸ
ኽưƖǔڎኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưƢưƴዸኽƞǕƯƍǔૼƕǜ̬ᨖڎኖ
ǇƨƸƕǜܭ̬ᨖڎኖᲢ̓܇ཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƸ̓܇ཎ
ኖǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜཎЩƴƓƍƯžΨڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ
ܼଈڎኖƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƏƪɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱӷɟৎቔƴƦƷ
܇ƱƠƯᚡ᠍ƞǕƯƍǔബசƷᎍᲢ̓܇ཎኖƕ˄ьƞǕƯƍ
ǔئӳƸ̓܇ཎኖƷᘮ̬ᨖᎍǛԃǈǇƢŵ
ˌɦŴ
ஜཎЩƴƓƍƯ
ž܇ſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƕബƴᢋƢǔଐƷᲮƔஉЭƔǒബƴᢋƢǔ
ଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴŴΨڎኖƷ̬ᨖڎኖᎍǑǓૼƕǜ̬ᨖƷዸኽǛ
ƠƨƍଓƷဎЈƕƋƬƨئӳƴƸŴΨڎኖƷ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ࢘ᛆ
܇ƸŴ࢘ᛆ܇ƴƭƍƯᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷᢠ৸ǛӖƚǔƜƱƳƘŴ࢘
ᛆ܇Ǜɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƱƢǔૼƨƳૼƕǜ̬ᨖ
ᲢᲿᲣ
ڎኖ
ᲢˌɦŴ
ஜཎЩƴƓƍƯžૼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƷЭଐǇư
ƴЭƷဎЈǛƢǔƜƱƕưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊ
ƨƱƖƴƸŴ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉ
ǛኺᢅƢǔଐǇưƷ᧓ƴЭƷဎЈǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئ
ӳƴƸŴஜཎЩƷӕৢƸᘍƍǇƤǜŵ
 ΨڎኖƷӝૠƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔئӳ
 ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƷЭଐǇưƴŴΨڎኖƴƓƍƯ࢘ᛆ
܇Ʒᝧ˓ڼଐƕПஹƠƯƍƳƍئӳ
 ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƷЭଐǇưƴŴΨڎኖƴƓƍƯ࢘ᛆ
܇ƕᘮ̬ᨖᎍƷǛվڂƠƨئӳ
 ࢘ᛆ܇ƕബƴᢋƢǔଐƷЭଐǇưƴŴΨڎኖƕјщǛڂƬ
ƨئӳ
Ხ ஜཎЩ
Ტ
žᇹᲬᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſ
ǛԃǈǇƢŵ
Უ
ƷӕৢƸŴᘮ̬ᨖᎍᲫӸ࢘ƨǓᲫڎኖƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶૼڎኖƷӕৢᲸ
  ૼڎኖƷӕৢƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ૼڎኖƸŴ̾ʴڎኖƱƠǇƢŵ
 ૼڎኖƷӝૠƸŴᲫӝᲢΨڎኖƷƕîǇƨƸᲿƷئӳ
ƸӝᲣƱƠǇƢŵ
 ૼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴஜཎЩƴƓƍƯžૼኖഘſƱƍ
ƍǇƢŵᲣᇹவᲶڎኖϋܾƷ٭ᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̾ʴ
ڎኖƔǒܼଈڎኖǁƷ٭ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
 ૼڎኖƴƓƍƯƸŴ̓܇ཎኖŴٻ၌၏ၲཎኖŴ၌၏ཎኖƆƕ
ǜ̬ᨖƇŴܹཎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴܭ
ཎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴኳ៲ཎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴʼᜱཎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴ
ɥႝϋૼဃཋཎኖŴዼԧǱǢཎኖŴƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲཎኖŴཎܭ
ၲᡫᨈཎኖŴӷ̬᫇ᨦཎኖŴૼᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴܹര
ʧлفཎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴͻܹཎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴٻ၌၏λᨈ
ၲཎኖƆƕǜ̬ᨖƇŴࣱڡ၌၏ཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼʼᜱ̬
ᨦ˄ҔၲཎኖƆƕǜ̬ᨖȷƇǛ˄ьƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
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 ૼڎኖƷɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ΨڎኖƴƓƍƯૅʙဌƴᛆ࢘ƠŴ
λᨈዅ˄ǇƨƸᚮૺዅ˄ƕૅǘǕƯƍƨئӳŴૼڎኖƴƓ
ƍƯƸŴƦƷૅƷҾ׆ƱƳƬƨƕǜƷᚮૺᄩܭƸƳƔƬƨǋƷ
ƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵƨƩƠŴࣄƷ১ᜄƷЙૺǛƢǔئӳ
ǛᨊƖǇƢŵ
ᇹᲭவᲶૼڎኖƷڎኖଐᲸ
  ૼڎኖƷڎኖଐƸŴ
ૼኖഘᇹᲯவᲶڎኖଐᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶૼڎኖƷᝧ˓ڼଐᲸ
  ૼڎኖƷᝧ˓ڼଐƸŴૼኖഘᇹᲰவᲶᝧ˓ڼଐᲸƷᙹܭƴƔ
ƔǘǒƣŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐƱƠǇƢŵ

ᇹᲱவᲶΨڎኖƱૼڎኖƷ̬ᨖ᧓ǛዒዓƞǕƨǋƷƱǈƳƢӕ
ৢᲸ
  ૼኖഘᇹᲱவᲶരʧ̬ᨖŴλᨈዅ˄Ŵܡנၲዅ˄ᲸŴᇹ
ᲲவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳᲸŴ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƓǑƼᇹவᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊ
ưƖƳƍئӳᲸƷᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴΨڎኖƷ̬ᨖ᧓ƱŴૼ
ڎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჶ᧽ЩᲸ
ᲫᲨஜཎЩƴƓƍƯŴžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬ᨖſŴž̓܇ཎ
ኖſƱƸŴŴŴîŴᲽŴᲾŴᲿŴ᳀Ŵ᳁Ǜ
ዮᆅƠƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
ᲬᲨஜཎЩƴƓƍƯŴžٻ၌၏ၲཎኖſƴƸŴžٻ၌၏ၲཎ
ኖƆƇſǛԃǈǇƢŵ
ᲭᲨ࠰உଐˌЭƴዸኽƞǕƨžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬
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従たる被保険者である子等の保障継続特則

ᇹᲰவᲶΨڎኖƷλᨈዅ˄Ŵܡנၲዅ˄ƕዒዓૅƞǕǔ
ئӳƷӕৢᲸ
  ˟ᅈƕŴΨڎኖƷλᨈዅ˄ǇƨƸܡנၲዅ˄Ʒૅƴ᧙Ƣ
ǔᙹܭƴǋƱƮƖŴ࢘ᛆ܇ƴƭƍƯλᨈዅ˄ǇƨƸܡנၲዅ˄
ƷዒዓૅǛᘍƏƱƖƸŴ˟ᅈƸŴૼڎኖƴǋƱƮƘλᨈዅ˄
ǇƨƸܡנၲዅ˄ƷૅƸᘍƍǇƤǜŵ

主契約

ᇹᲯவᲶૼڎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ૼڎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂ
ǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Წ ЭƷ̬ᨖ૰ƕڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬ
ƨƱƖƸŴૼڎኖƷዸኽƸƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫவᲶᢠ৸ǛӖƚǔƜƱƳƘŴૼ
ƨƳૼƕǜ̬ᨖᲢᲿᲣǛዸኽưƖǔڎኖᲸᇹᲬƴܭǊǔဎЈƴ
ǑǓૼڎኖƕዸኽƞǕƨƱƖƴƸŴڎኖଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔ
உǛኺᢅƢǔଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴૼڎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƓǑ
ƼᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷƏƪᡂǛᘍƏଐƷޓƢǔᡂஉǇưƷ
̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴᡂǛᘍƏଐƷޓƢ
ǔᡂஉǇưƷ̬ᨖ૰ǛǇƱǊƯƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ხ ЭƷ̬ᨖ૰ƕڎኖଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛኺᢅƢǔଐƷ
ޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴૼڎኖƷዸኽƸ
ƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ



ᨖſŴž̓܇ཎኖſƸŴƱǈƳƠǇƢŵ

主契約
従たる被保険者である子等の保障継続特則
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ਦྸˊܭᛪ൭ཎኖ
Ტ࠰ᲮஉᲬଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴዅ˄ሁƷӖӕʴưƋǔᘮ̬ᨖᎍƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖ
ƳƍܭƷʙऴƕƋǔئӳሁƴŴƋǒƔơǊਦܭƞǕƨਦྸˊܭᛪ൭ʴ
ƕᘮ̬ᨖᎍƴˊǘƬƯᛪ൭ǛᘍƏƜƱǛӧᏡƱƢǔƜƱǛɼƳϋܾƱƢ
ǔǋƷưƢŵ
ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥǇƨƸዸኽƠƨࢸƴŴɼڎኖƷᘮ
̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƷӷॖǛࢽƨƏƑưŴ̬
ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄
ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ɼڎኖǛዸኽƠƨࢸƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳƴƸŴ˟ᅈƕƜƷཎ
ኖƷ˄ьǛ১ᜄƠƨଐǛƜƷཎኖƷ˄ьଐƱƠǇƢŵ

ᇹᲮவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴǑǔዅ˄ሁƷᛪ൭Ჸ
Ძ ዅ˄ሁƷӖӕʴᲢ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷئӳƸ̬ᨖڎኖᎍŵˌɦӷ
ơŵᲣƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍƭƗƷӲӭƴܭǊǔཎКƳʙऴƕƋ
ǔƱƖƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƕŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ੩ЈƠƯŴዅ˄
ሁƷӖӕʴƷˊྸʴƱƠƯዅ˄ሁƷᛪ൭ǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ዅ˄ሁƷᛪ൭ǛᘍƏॖ࣬ᘙᅆƕᩊưƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨئӳ
  ͻ၏ӸƷԓჷǛӖƚƳƍᔟࣱƕ᭗ƍƱ˟ᅈƕᛐǊǔͻ၏Ӹƴƭ
ƍƯԓჷǛӖƚƯƍƳƍئӳǇƨƸ˷ԡƷԓჷǛӖƚƯƍƳƍئӳ
  ƦƷ˂ЭᲬӭƴแơǔཞ७Ტዅ˄ሁƷӖӕʴƕരʧƠƨئӳǛ
ᨊƖǇƢŵᲣưƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨئӳ
Წ ЭƷᛪ൭ǛᘍƏئӳŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƸᛪ൭ƴƓƍƯᇹᲭவᲶ
ਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸƴܭǊǔርϋưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჭ ዅ˄ሁƷӖӕʴƴዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǓŴਦ
ྸˊܭᛪ൭ʴƕᛪ൭ƴᇹᲭவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸƴܭǊǔር
ٳưƋǔئӳǋƠƘƸਦܭƞǕƯƍƳƍئӳᲢᇹᲯவᲶਦྸˊܭᛪ
൭ʴƷ٭ƓǑƼਦܭƷગׅᲸƷᙹܭƴǑǓਦྸˊܭᛪ൭ʴƕગׅƞ
ǕƨئӳƓǑƼਦྸˊܭᛪ൭ʴƕരʧƠƯƍǔئӳǛԃǈǇƢŵᲣǇ
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指定代理請求特約

ᇹᲭவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƋǒƔơǊƭƗƷӲӭƷር
ϋưᲫʴƷᎍᲢˌɦŴžਦྸˊܭᛪ൭ʴſƱƍƍǇƢŵᲣǛਦܭƠ
ƯƘƩƞƍŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƷৎቔɥƷᣐͪᎍ
  ᘮ̬ᨖᎍƷႺኒᘉଈ
  ЭӭƷǄƔŴᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠ
Ưƍǔᘮ̬ᨖᎍƷᲭᚃሁϋƷᚃଈ

特約

ᇹᲬவᲶཎኖƷݣᝋƱƳǔዅ˄ሁᲸ
  ƜƷཎኖƷݣᝋƱƳǔዅ˄ሁᲢˌɦŴžዅ˄ሁſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƸŴɼڎኖƓǑƼɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖᲢˌɦŴž˄ьཎኖſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƷዅ˄ƷƏƪŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƱӖӕʴƕӷɟʴưƋǔዅ˄Ტ̬ᨖŴɟŴ࠰Ŵ
ᅔŴૅੲǛԃǈŴӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦӷơŵᲣ
  ᘮ̬ᨖᎍƱ̬ᨖڎኖᎍƕӷɟʴưƋǔئӳƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ

ƨƸਦྸˊܭᛪ൭ʴƴዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǔئӳ
ƸŴƭƗƷӲӭƴܭǊǔƍƣǕƔƷᎍᲢˌɦŴžˊྸᛪ൭ʴſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƕŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ੩ЈƠƯŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴዅ
˄ሁƷӖӕʴƷˊྸʴƱƠƯዅ˄ሁƷᛪ൭ǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠƯƍǔᘮ̬ᨖ
ᎍƷৎቔɥƷᣐͪᎍ
  Эӭƴᛆ࢘ƢǔᣐͪᎍƕƍƳƍئӳƴƸŴᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇ
ƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠƯƍǔᲭᚃሁϋƷᚃଈ
  ˊྸᛪ൭ʴƱƠƯƷᙲˑǛƨƠƯƍǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨᎍ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕዅ˄ሁǛਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭
ʴƴૅƬƨئӳƴƸŴƦƷࢸᙐƠƯƦƷዅ˄ሁƷᛪ൭ǛӖƚƯ
ǋŴ˟ᅈƸŴƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ɼኖഘƓǑƼ˄ьཎኖƷཎኖவƷ៲˳ᚮ௹Ŵ၏ഭᄩᛐሁƷᙹܭƴ
ܭǊǔǄƔŴ˟ᅈƸŴʙܱƷᄩᛐƴᨥƠŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸ
ᛪ൭ʴƕŴ˟ᅈƔǒƷʙܱƷༀ˟ƴƭƍƯദ࢘ƳྸဌƕƳƘׅሉǇƨ
ƸӷॖǛǜƩƱƖƸŴƦƷׅሉǇƨƸӷॖǛࢽƯʙܱƷᄩᛐƕኳǘ
ǔǇưŴዅ˄ƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵ˟ᅈƕ
ਦܭƠƨҔࠖƴǑǔᘮ̬ᨖᎍƷᚮૺǛ൭ǊƨƱƖǋӷಮƱƠǇƢŵ
Ჰ ஜவƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴॖƴዅ˄ሁƷૅʙဌᲢ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂβᨊʙဌǛԃǈǇƢŵᲣǛဃơƞƤƨᎍǇƨƸॖƴዅ˄ሁƷӖ
ӕʴǛዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཞ७ƴƞƤƨᎍƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƓ
ǑƼˊྸᛪ൭ʴƱƠƯƷӕৢǛӖƚǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ

特約
指定代理請求特約

ᇹᲯவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭ƓǑƼਦܭƷગׅᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǛ٭Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴࢸ٭Ʒਦྸˊܭᛪ൭ʴƸᇹᲭவᲶਦˊܭ
ྸᛪ൭ʴƷਦܭᲸƴܭǊǔርϋưਦܭƢǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭǛગ
ׅƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴЭᲬƷ٭ǇƨƸગׅǛᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲ
ᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ᇹᲫƷ٭ǇƨƸᇹᲬƷગׅƸŴ̬ᨖᚰУƴᘻǛӖƚƯƔǒ
ưƳƚǕƹŴ˟ᅈƴݣ৴ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᡫ
ჷᲸ
  ɼڎኖǇƨƸ˄ьཎኖƷԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼٻʙဌƴ
ǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƓǑƼཎኖவƷԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭƓǑƼٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴ᧙ƢǔᙹܭƴܭǊǔǄƔŴ
ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯŴ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴ
ƷƍƣǕƴǋᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭
ʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹᲲவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷෞ๒Эƴૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨዅ˄ሁƴƭƍƯƸŴᇹᲮ
வᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴǑǔዅ˄ሁƷᛪ൭ᲸƷᙹܭ
ǛᢘဇƠǇƢŵ
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ᇹᲳவᲶɼኖഘŴཎኖவƷˊྸᛪ൭ƴ᧙ƢǔᙹܭƷɧᢘဇᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴ
ਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴǑǔᛪ൭ƴ᧙ƢǔᙹܭƕƋǔƱƖ
ưǋŴ࢘ᛆᙹܭǛᢘဇƠǇƤǜŵǇƨŴƦƷᙹܭƴǑƬƯਦྸˊܭᛪ
൭ʴƕਦܭƞǕƯƍƨئӳƴƸŴƦƷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭƸƜƷཎ
ኖǛ˄ьƠƨƱƖƴગׅƞǕǔǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶɼڎኖƕᲯ࠰ƝƱМࠀᣐ࢘˄ƜƲǋ̬ᨖŴƜƲǋ̬ᨖ
ƆƇƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƴዮӳʼᜱ̬ᨦᆆᘍཎኖƳƲƕ˄ьƞǕƯƍǔئ
ӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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指定代理請求特約

ᇹவᲶɼڎኖƕૼҔၲ̬ᨖŴ၌၏λᨈ̬ᨖƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

特約

ᇹவᲶɼڎኖƕƕǜ̬ᨖƷئӳƷӕৢᲸ
Ძ ƜƷཎኖǛƕǜ̬ᨖ᳕ଯԧ࠰உСܭ᳗Ŵૼƕǜ̬ᨖŴƕǜܭ
̬ᨖǇƨƸƕǜ̬ᨖƆƇƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠ
ǇƢŵ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸᇹᲫɶŴžɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍſƱƋǔƷ
Ǜ
žɼڎኖƷɼƨǔᘮ̬ᨖᎍǇƨƸᇹᲫᘮ̬ᨖᎍſ
ƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍǇƨƸᇹᲫᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžɼ
ƨǔᘮ̬ᨖᎍሁƷܼଈſƱƍƍǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴਦྸˊܭᛪ൭
ʴƷਦܭƸưƖǇƤǜŵ
  ૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨᘮ̬ᨖᎍƕɼƨǔᘮ̬ᨖᎍሁƷܼଈƷئӳưŴ
ዅ˄ሁƷӖӕʴƕᇹᲮவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴǑ
ǔዅ˄ሁƷᛪ൭ᲸᇹᲫƴܭǊǔཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖƴƸŴӷவ
ᇹᲭƷᙹܭǛƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑƯᢘဇƠǇƢŵ
Ჭ ƭƗƷӲӭƴܭǊǔƍƣǕƔƷᎍᲢˌɦŴžˊྸᛪ൭ʴſƱ
ƍƍǇƢŵᲣƕŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ੩ЈƠƯŴዅ˄ሁƷ
ӖӕʴƷˊྸʴƱƠƯዅ˄ሁƷᛪ൭ǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍǇƨƸᇹᲫᘮ̬ᨖᎍ
  ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍǇƨƸᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƕƍƳƍئӳƴƸŴૅ
ʙဌƴᛆ࢘Ơƨᘮ̬ᨖᎍƱӷއǇƨƸဃᚘǛɟƴƠƯƍǔ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷৎቔɥƷᣐͪᎍǇƨƸᲭᚃሁϋƷᚃଈ
  ˊྸᛪ൭ʴƱƠƯƷᙲˑǛƨƠƯƍǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨᎍ
Წ ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖŴƕǜ̬ᨖƆƇŴƕǜ̬
ᨖƆᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇǇƨƸ
ƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇƴ˄ьƠƨئӳưŴɼኖഘƷᝧ
˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳƷᙹܭƴǑǓɼ
ڎኖƕјƱƞǕƨƱƖƴƸŴƜƷཎኖƸӷƴෞ๒ƠŴෞ๒Ǉư
ƸјщƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖǛƕǜ̬ᨖ᳕ଯԧ࠰உСܭ᳗ƴ˄ьƠƨئӳưŴƦƷ
ࢸɼڎኖƷɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ٭ƕᘍǘǕƨƱƖƴƸŴૼƨƴɼƨǔ
ᘮ̬ᨖᎍƴƳƬƨᎍƴƭƍƯƸਦྸˊܭᛪ൭ʴƴǑǔᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᙹ
ܭƸᢘဇƤƣŴᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ

Ჶ᧽ЩᲸ
ᲫᲨஜཎኖƴƓƍƯŴžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬ᨖſƱƸŴŴ
ŴîŴᲽŴᲾŴᲿŴ᳀ƓǑƼ᳁ǛዮᆅƠƨǋƷǛ
ƍƍǇƢŵ
ᲬᲨஜཎኖƴƓƍƯŴž̓܇ཎኖſƱƸŴŴŴîŴᲽŴ
ᲾŴᲿŴ᳀Ŵ᳁ƓǑƼ̓܇ཎኖƆƇǛዮᆅƠƨǋƷǛƍ
ƍǇƢŵ
ᲭᲨᲬ࠰ᲱஉᲫଐˌЭƴዸኽƞǕƨžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬
ᨖſŴž̓܇ཎኖſƸŴƱǈƳƠǇƢŵ

特約
指定代理請求特約
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˳ׇӕৢཎኖƆƕǜ̬ᨖƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƱž˳ׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇſǛዸኽƠƨܫπ
ፙŴ˟ᅈŴኵӳŴئƦƷ˂Ʒ˳ׇᲢˌɦŴž˳ׇſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƴޓƠŴ˳ׇƔǒܭႎƴዅɨᲢࢫՃإᣛǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ƷૅǛӖƚǔᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖưŴ̬ᨖڎኖᎍƷૠƕ
ӸˌɥƍǔئӳƴŴ˳ׇǛᡫơƯ˟ᅈƴƜƷཎኖƷᢘဇǛဎƠЈƨ
̬ᨖڎኖƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ƭƗƷئӳƴƸŴЭƷᙹܭǛแဇƠƯŴӲ̬ᨖڎኖƴƜƷཎኖǛ
ᢘဇƠǇƢŵ
  ˳ׇǇƨƸ˳ׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷ˳ׇƷޓՃǛ
ᘮ̬ᨖᎍᲢᇹᲬᘮ̬ᨖᎍŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍǛᨊƖǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ƱƢǔ̬ᨖڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕӸˌɥƍǔئӳ
  ЭƷ̬ᨖڎኖᎍƱЭӭƷᘮ̬ᨖᎍƕŴӸǑƤƷƏƑӳምᲢӷɟ
ʴƷئӳƴƸᲫӸƱƠƯᚘምƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣƠƯӸˌɥƍ
ǔئӳ
  ˳ׇƷʙಅƕᲬƭˌɥƋǔƱƖƸŴᲫʙಅƴƓƍƯƜƷཎኖ
ƷʴૠᙲˑǛƨƞƳƘƯǋŴЭƓǑƼЭᲬӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘
Ƣǔʙಅƕ˂ƴƋǔئӳ

ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍ
ƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴૅƏዅ
ɨƔǒᨊƠƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜዅ
ɨƔǒᨊƠƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠ
ǇƢŵᲣ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔ
ӝࡈᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒ˳ׇƷ
ӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜ
ਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊ
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団体取扱特約
︹がん保険︺

ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬˳ׇᨖ
૰ྙǛᢘဇƠǇƢŵ

特約

ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴ
ɼƨǔ̬ᨖڎኖ
ᲢˌɦŴ
žɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢ
ǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕ
แƱƠƯᚘምƠǇƢŵƨƩƠŴžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓ
ཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖଐƷЭ
ଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖ
ሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴɼڎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑ
Ƽ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱ
ƕƋǕƹችምƠǇƢŵ

ƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭᲬӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂ
ǇǕƨଐ
Ჭ ዅɨƔǒᨊƞǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǇƨƸਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴ
ਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕŴܱᨥƴ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇưƷ᧓
ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴǑǓŴƦƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ʒ
ᨊǇƨƸਰஆƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷ
ᨊǇƨƸਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ხ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇ
ǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲯவᲶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ
  ˳ׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᡂ᫇ƴݣƢ
ǔ᪸ӓᚰǛ˳ׇƴʩ˄ƠŴ̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

特約
団体取扱特約
︹がん保険︺

ᇹᲱவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢ˳ׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸᘮ̬ᨖᎍᲣƕŴ
˳ׇƷޓՃưƳƘƳƬƨƱƖŵƨƩƠŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱ
ǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓ǛᨊƖǇƢŵ
  ˟ᅈƱ˳ׇƕዸኽƠƯƍƨž˳ׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇſƕᚐኖ
ƞǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷ
ૠƕӸசƱƳǓŴᲰƔஉǛኺᢅƠƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔ
ƬƨƱƖ
ᇹᲲவᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ
Ძ ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭǇƨƸᇹᲯӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕڂјƠƨ
̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣЭவᇹᲯӭƴǑƬƯƜƷཎኖƕڂјƠƨئ
ӳŴസ܍Ƣǔ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸˌɥưƋǕƹŴസ
̬܍ᨖڎኖǛžแ˳ׇӕৢཎኖƆƕǜ̬ᨖƇſƷӕৢƴ٭ƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ
  ˟ᅈƸŴ˳ׇǇƨƸ˳ׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷ˳ׇƷ
ޓՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ
̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴˊƑƯŴ
̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ᇹவᲶૼƕǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
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ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖ
ᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼ
ኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷ
ဎᡂǛ১ᜄƠƨଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƨƩƠŴ
žࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖ
ڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ
૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙Ƣǔ
ԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢˌɦŴஜƴƓƍƯž̬ᨖ᧓Ʒ
ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼڎኖƴ˄
ьƠƨཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌ
ǇƨƸཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ
᧓ƷڼǛ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕ
ƹችምƠǇƢŵ
 ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂǜưƘƩ
ƞƍŵƜƷئӳŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴ˟
ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖ
Ƹෞ๒ƠǇƢŵ

特約

ᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇƴ˄ьƢǔ
ئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

Ჶ᧽ЩᲸ
ஜཎኖƴƓƍƯŴžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬ᨖſƱƸŴŴ
ŴîŴᲽŴᲾŴᲿŴ᳀Ŵ᳁ǛዮᆅƠƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
ǇƨŴ࠰உଐˌЭƴዸኽƞǕƨžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬
ᨖſƸŴƱǈƳƠǇƢŵ
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団体取扱特約
︹がん保険︺

ᇹவᲶ˳ׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸŴᇹவᲶૼƕ
ǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸŴᇹவᲶƕǜ̬ᨖ
ƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸŴᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐ
ኖƇ
ƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸǇƨƸƦƷ˂ƷʙƴƭƍƯŴ
˟ᅈƱ˳ׇƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴƦƷӕǓൿǊƴ
ǑǔǋƷƱƠǇƢŵ

แ˳ׇӕৢཎኖƆƕǜ̬ᨖƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸ
  ƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƱžแ˳ׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇſǛዸኽƠƨܫ
πፙŴ˟ᅈŴՠࡃŴኵӳŴئŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷ˳ׇᲢˌɦŴ
ž˳ׇſƱƍƍǇƢŵᲣƴޓƢǔࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁᲢˌɦŴ
žޓՃſƱƍƍǇƢŵƜƷئӳŴޓՃƕ˟ᅈŴՠࡃሁưƋǔئӳ
ƴƸŴ࢘ᛆޓՃƷࢫᎰՃሁǋԃǉǋƷƱƠǇƢŵǇƨŴኵӳŴᡲӳ
˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷ˳ׇƴƓƍƯŴޓՃƕኵጢưƋǔئӳƴƸŴ࢘ᛆ
ޓՃƷࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁƓǑƼኵጢǛನƠƯƍǔ˟ᅈŴՠ
ࡃŴኵӳŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁǋԃǉǋƷ
ƱƠǇƢŵᲣǛ̬ᨖڎኖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖڎኖᎍƷૠƕӸˌ
ɥƍǔئӳŴǇƨƸ˳ׇǋƠƘƸ˳ׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƱƳǓŴ
ƦƷ˳ׇƷޓՃǛᘮ̬ᨖᎍᲢᇹᲬᘮ̬ᨖᎍŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍǛᨊƖ
ǇƢŵˌɦӷơŵᲣƱƢǔ̬ᨖڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸˌɥƍǔئ
ӳƴŴ˳ׇǛᡫơƯ˟ᅈƴƜƷཎኖƷᢘဇǛဎƠЈƨ̬ᨖڎኖƴᢘဇ
ƠǇƢŵ

特約
準団体取扱特約
︹がん保険︺

ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴ
ɼƨǔ̬ᨖڎኖ
ᲢˌɦŴ
žɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢ
ǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕ
แƱƠƯᚘምƠǇƢŵƨƩƠŴžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓ
ཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖଐƷЭ
ଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖ
ሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴɼڎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑ
Ƽ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱ
ƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ˟ᅈƷܭǊǔแ̬˳ׇ
ᨖ૰ྙǛᢘဇƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍ
ƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴૅƏዅ
ɨᲢࢫՃإᣛǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƔǒᨊƠ
ƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛዅɨƔǒᨊƠ
ƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔ
ӝࡈᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒ˳ׇƷ
ӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜ
ਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊ
ƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭᲬӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂ
ǇǕƨଐ
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Ჭ ዅɨƔǒᨊƞǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǇƨƸਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴ
ਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕŴܱᨥƴ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇưƷ᧓
ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴǑǓŴƦƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ʒ
ᨊǇƨƸਰஆƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷ
ᨊǇƨƸਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ხ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇ
ǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲯவᲶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ
  ˳ׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᡂ᫇ƴݣƢ
ǔ᪸ӓᚰǛ˳ׇƴʩ˄ƠŴ̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

ᇹᲳவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ
  ˟ᅈƸŴ˳ׇǇƨƸ˳ׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷ˳ׇƷ
ޓՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ
̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴˊƑƯŴ
̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ᇹவᲶૼƕǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖ
ᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼ
ኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷ
ဎᡂǛ১ᜄƠƨଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƨƩƠŴ

― 125 ―

準団体取扱特約
︹がん保険︺

ᇹᲲவᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ
  ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭǇƨƸᇹᲯӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕڂјƠƨ
̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ

特約

ᇹᲱவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢ˳ׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸᘮ̬ᨖᎍᲣƕŴ
˳ׇƷޓՃưƳƘƳƬƨƱƖŵƨƩƠŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱ
ǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓ǛᨊƖǇƢŵ
  ˟ᅈƱ˳ׇƕዸኽƠƯƍƨžแ˳ׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇſƕᚐ
ኖƞǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷ
ૠƕӸசƱƳǓŴᲰƔஉᲢஉڎኖƷئӳƸᲭƔஉᲣǛኺᢅƠ
ƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔƬƨƱƖ

žࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖ
ڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ
૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙Ƣǔ
ԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢˌɦŴஜƴƓƍƯž̬ᨖ᧓Ʒ
ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼڎኖƴ˄
ьƠƨཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌ
ǇƨƸཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ
᧓ƷڼǛ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕ
ƹችምƠǇƢŵ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂǜưƘƩ
ƞƍŵƜƷئӳŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴ˟
ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖ
Ƹෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

特約

ᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇƴ˄ьƢǔ
ئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

準団体取扱特約
︹がん保険︺

ᇹவᲶ˳ׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸŴᇹவᲶૼƕ
ǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸŴᇹவᲶƕǜ̬ᨖ
ƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸŴᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐ
ኖƇ
ƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸǇƨƸƦƷ˂ƷʙƴƭƍƯŴ
˟ᅈƱ˳ׇƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴƦƷӕǓൿǊƴ
ǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჶ᧽ЩᲸ
ஜཎኖƴƓƍƯŴžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬ᨖſƱƸŴŴ
ŴîŴᲽŴᲾŴᲿŴ᳀Ŵ᳁ǛዮᆅƠƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
ǇƨŴ࠰உଐˌЭƴዸኽƞǕƨžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬
ᨖſƸŴƱǈƳƠǇƢŵ
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ᨼׇӕৢཎኖƆƕǜ̬ᨖƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸ
  ƜƷཎኖƸŴƭƗƷவˑǛƨƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍᲢᇹᲬᘮ̬ᨖᎍŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍǛᨊƖǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ƸŴܫπፙŴ˟ᅈŴՠࡃŴኵӳŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷᨼׇᲢˌɦŴ
žᨼׇſƱƍƍǇƢŵᲣƴޓƢǔࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁᲢˌɦŴ
žޓՃſƱƍƍǇƢŵƜƷئӳŴޓՃƕ˟ᅈŴՠࡃሁưƋǔئ
ӳƴƸŴ࢘ᛆޓՃƷࢫᎰՃሁǋԃǉǋƷƱƠǇƢŵǇƨŴኵӳŴ
ᡲӳ˟Ŵ
ӷಅ˳ׇሁƷᨼׇƴƓƍƯŴ
ޓՃƕኵጢưƋǔئӳƴƸŴ
࢘ᛆޓՃƷࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁƓǑƼኵጢǛನƠƯƍǔ˟
ᅈŴՠࡃŴኵӳŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟Ճሁǋ
ԃǉǋƷƱƠǇƢŵᲣǇƨƸƦƷޓՃƷᣐͪᎍŴʚᚃሁˌϋƷᚃ
ଈưƋǔƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƸᨼׇǋƠƘƸᨼׇƷˊᘙᎍǇƨƸᨼׇƷޓՃưƋ
ǔƜƱ
  ᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸˌɥưƋǔƜƱ
  ᨼׇƱ˟ᅈƱƷ᧓ƴžᨼׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇſƕӕǓƔǘƞ
ǕƯƓǓŴ̬ᨖ૰ƷɟਙᨼƕưƖǔǋƷưƋǔƜƱ

ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƸŴᨼׇ
ǛᡫơƯӷɟưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖ૰ƸŴᨼׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍ
ƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ᨼׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴૅƏዅ
ɨᲢࢫՃإᣛǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƔǒᨊƠ
ƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛዅɨƔǒᨊƠ
ƨଐᲢ˟ᅈƱᨼׇƱƕӕǓൿǊƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ᨼׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔ
ӝࡈᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒᨼׇƷ
ӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜ
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集団取扱特約
︹がん保険︺

ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ˟ᅈƷܭǊǔᨼׇ̬ᨖ
૰ྙǛᢘဇƠǇƢŵ

特約

ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴ
ɼƨǔ̬ᨖڎኖ
ᲢˌɦŴ
žɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢ
ǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕ
แƱƠƯᚘምƠǇƢŵƨƩƠŴžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓ
ཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖଐƷЭ
ଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖ
ሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴɼڎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑ
Ƽ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱ
ƕƋǕƹችምƠǇƢŵ

ਦܭӝࡈƔǒᨼׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱᨼׇƱƕӕǓൿǊ
ƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭᲬӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂ
ǇǕƨଐ
Ხ ዅɨƔǒᨊƞǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǇƨƸਦܭӝࡈƔǒᨼׇƷӝࡈƴ
ਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕŴܱᨥƴ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇưƷ᧓
ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴǑǓŴƦƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ʒ
ᨊǇƨƸਰஆƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷ
ᨊǇƨƸਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇ
ǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲯவᲶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ
  ᨼׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᡂ᫇ƴݣƢ
ǔ᪸ӓᚰǛᨼׇƴʩ˄ƠŴ̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

特約
集団取扱特約
︹がん保険︺

ᇹᲱவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢᨼׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸᘮ̬ᨖᎍᲣƕ
രʧǇƨƸᨼׇǛᏮᡚƠƨƱƖŵƨƩƠŴᨼׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱ
ǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓ǛᨊƖǇƢŵ
  ˟ᅈƱᨼׇƕዸኽƠƯƍƨžᨼׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇſƕᚐኖ
ƞǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸசƱƳ
ǓŴᲰƔஉǛኺᢅƠƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔƬƨƱƖ
ᇹᲲவᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ
  ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭǇƨƸᇹᲯӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕڂјƠƨ
̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ
ᇹᲳவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ
  ˟ᅈƸŴᨼׇǇƨƸᨼׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷᨼׇƷ
ޓՃǇƨƸƦƷޓՃƷᣐͪᎍŴʚᚃሁˌϋƷᚃଈǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ
̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴˊƑƯŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟ
ਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ᇹவᲶૼƕǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖ
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ᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼ
ኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷ
ဎᡂǛ১ᜄƠƨଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƨƩƠŴ
žࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖ
ڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ
૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙Ƣǔ
ԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢˌɦŴஜƴƓƍƯž̬ᨖ᧓Ʒ
ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼڎኖƴ˄
ьƠƨཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌ
ǇƨƸཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ
᧓ƷڼǛ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕ
ƹችምƠǇƢŵ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂǜưƘƩ
ƞƍŵƜƷئӳŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴ˟
ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖ
Ƹෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

Ჶ᧽ЩᲸ
 ஜཎኖƴƓƍƯŴžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬ᨖſƱƸŴŴ
ŴîŴᲽŴᲾŴᲿŴ᳀Ŵ᳁ǛዮᆅƠƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
 ǇƨŴ࠰உଐˌЭƴዸኽƞǕƨžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬
ᨖſƸŴƱǈƳƠǇƢŵ
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集団取扱特約
︹がん保険︺

ᇹவᲶᨼׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸŴᇹவᲶૼƕ
ǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸŴᇹவᲶƕǜ̬ᨖ
ƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸŴᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐ
ኖƇ
ƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸǇƨƸƦƷ˂ƷʙƴƭƍƯŴ
˟ᅈƱᨼׇƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴƦƷӕǓൿǊƴ
ǑǔǋƷƱƠǇƢŵ

特約

ᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇƴ˄ьƢǔ
ئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

ཎКᨼׇӕৢཎኖƆƕǜ̬ᨖƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸ
  ƜƷཎኖƸŴƭƗƷவˑǛƨƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍᲢᇹᲬᘮ̬ᨖᎍŴࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍǛᨊƖǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
ƸŴ᪳МऒǛ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƢǔƜƱǛƋǒƔơǊኖளƞǕƨ᪳
ᎍᨼׇŴǇƨƸᨼׇƷɼƨǔႸႎƕཋԼሁƷទλƴᨥƠ̮ဇ̓ɨǛ
ӖƚǔǋƷưƋǔᨼׇᲢˌɦŴžᨼׇſƱƍƍǇƢŵᲣƴޓƢǔ
ᎍᲢˌɦŴžޓՃſƱƍƍŴޓՃƕ˟ᅈŴՠࡃሁưƋǔئӳƴ
ƸŴ࢘ᛆޓՃƷࢫᎰՃǋԃǉǋƷƱƠǇƢŵᲣǇƨƸƦƷޓՃ
ƷᣐͪᎍŴʚᚃሁˌϋƷᚃଈưƋǔƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƸᨼׇǋƠƘƸᨼׇƷˊᘙᎍǇƨƸᨼׇƷޓՃưƋ
ǔƜƱ
  ᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸˌɥưƋǔƜƱ
  ᨼׇƱ˟ᅈƱƷ᧓ƴžཎКᨼׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇſƕӕǓƔ
ǘƞǕƯƓǓŴ̬ᨖ૰ƷɟਙᨼƕưƖǔǋƷưƋǔƜƱ

特約
特別集団取扱特約
︹がん保険︺

ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴ
ɼƨǔ̬ᨖڎኖ
ᲢˌɦŴ
žɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢ
ǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕ
แƱƠƯᚘምƠǇƢŵƨƩƠŴžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓ
ཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖଐƷЭ
ଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖ
ሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴɼڎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑ
Ƽ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱ
ƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ˟ᅈƷܭǊǔᨼׇ̬ᨖ
૰ྙǛᢘဇƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƸŴᨼׇ
ǛᡫơƯӷɟưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖ૰ƸŴᨼׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍ
ƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ᨼׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔ
ӝࡈᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒᨼׇƷ
ӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜ
ਦܭӝࡈƔǒᨼׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱᨼׇƱƕӕǓൿǊ
ƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇ
Ǖƨଐ
Ხ ਦܭӝࡈƔǒᨼׇƷӝࡈƴਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕŴܱᨥƴ
˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇưƷ᧓ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴ
ǑǓŴƦƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭ
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ƷਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇ
ǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲯவᲶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ
  ᨼׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᡂ᫇ƴݣƢ
ǔ᪸ӓᚰǛᨼׇƴʩ˄ƠŴ̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

ᇹᲲவᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ
  ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭǇƨƸᇹᲯӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕڂјƠƨ
̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ

ᇹவᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ
  ˟ᅈƸŴᨼׇǇƨƸᨼׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷᨼׇƷ
ޓՃǇƨƸƦƷޓՃƷᣐͪᎍŴʚᚃሁˌϋƷᚃଈǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ
̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴˊƑƯŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟ
ਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ᇹவᲶૼƕǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖ
ᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼ
ኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷ
ဎᡂǛ১ᜄƠƨଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƨƩƠŴ
žࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖ
ڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ
૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙Ƣǔ
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特別集団取扱特約
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ᇹᲳவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

特約

ᇹᲱவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢᨼׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸᘮ̬ᨖᎍᲣƕ
രʧǇƨƸᨼׇǛᏮᡚƠƨƱƖŵƨƩƠŴᨼׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱ
ǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓ǛᨊƖǇƢŵ
  ˟ᅈƱᨼׇƕዸኽƠƯƍƨžཎКᨼׇӕৢڎኖƆƕǜ̬ᨖƇſƕ
ᚐኖƞǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸசƱƳ
ǓŴᲰƔஉǛኺᢅƠƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔƬƨƱƖ

ԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢˌɦŴஜƴƓƍƯž̬ᨖ᧓Ʒ
ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼڎኖƴ˄
ьƠƨཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌ
ǇƨƸཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ
᧓ƷڼǛ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕ
ƹችምƠǇƢŵ
 ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴƍᡂǜưƘƩ
ƞƍŵƜƷئӳŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕڎኖଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴ˟
ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖ
Ƹෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇƴ˄ьƢǔ
ئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

特約

ᇹவᲶᨼׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸŴᇹவᲶૼƕ
ǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸŴᇹவᲶƕǜ̬ᨖ
ƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸŴᇹவᲶƕǜ̬ᨖƆᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐ
ኖƇ
ƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸǇƨƸƦƷ˂ƷʙƴƭƍƯŴ
˟ᅈƱᨼׇƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴƦƷӕǓൿǊƴ
ǑǔǋƷƱƠǇƢŵ

特別集団取扱特約
︹がん保険︺

Ჶ᧽ЩᲸ
ஜཎኖƴƓƍƯŴžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬ᨖſƱƸŴŴ
ŴîŴᲽŴᲾŴᲿŴ᳀Ŵ᳁ǛዮᆅƠƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
ǇƨŴ࠰உଐˌЭƴዸኽƞǕƨžૼƕǜ̬ᨖſŴžƕǜܭ̬
ᨖſƸŴƱǈƳƠǇƢŵ
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̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷɶᡦƴƓ
ƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈƕƜǕǛ১ᜄƠƨئӳ
ƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔƴƸŴƭƗƷவˑǛƨƢƜƱǛᙲƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƷਦܭƢǔӝࡈᲢˌɦŴžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƕ˟ᅈƱ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƷӕৢǛ੩ઃƠƯƍǔᗡೞ᧙ሁᲢ˟ᅈ
ƕ̬ᨖ૰ƷӓኛಅѦǛۀᚠƠƯƍǔ˟ᅈƷਦܭƢǔᗡೞ᧙ሁǛԃ
ǈǇƢŵˌɦŴž੩ઃᗡೞ᧙ሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴᚨፗƠƯƋǔ
ƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƕ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴݣƠŴਦܭӝࡈƔǒ˟ᅈƷӝࡈǁ
̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛ˓ۀƢǔƜƱ
ᇹᲬவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔஉƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴӝࡈਰஆ̬ᨖ૰
ྙƱƠǇƢŵ
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ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷӕৢᲸ
Ძ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴ
ਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
Ტᇹ
Ძ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳƬ
ƨƱƖƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴŴᇹᲫׅ
̬ᨖ૰Ǜ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ਰஆଐƴᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳƬƨئӳƴƸŴ
ƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  உƷ̬ᨖڎኖƷئӳŴ፻உƷਰஆଐƴ፻உЎƷ̬ᨖ૰ƱӳǘƤ
Ư̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛᘍƍǇƢŵ
  ࠰ǇƨƸҞ࠰Ʒ̬ᨖڎኖƷئӳŴਰஆଐƷ፻உƷࣖ࢘ଐƴϐ
ࡇ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛᘍƍǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍ
ƸŴɼኖഘƴܭǊǔ྅ʖ᧓ϋƴᡂஉǛᢅƗƨ̬ᨖ૰Ǜ˟ᅈǇƨ
Ƹ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ

特約

ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍
ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷܭǊƨଐᲢᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷئӳƸŴᡂ
உɶƷ˟ᅈƷܭǊƨଐŵˌɦᳺਰஆଐſƱƍƍǇƢŵᲣƴਦܭӝࡈ
Ɣǒ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ˟ᅈƷӝࡈƴਰǓஆƑǔƜƱƴǑƬƯ˟ᅈƴƍ
ᡂǇǕǔǋƷƱƠǇƢŵƨƩƠŴਰஆଐƕ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ˞ಅଐƴ
ᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ፻փಅଐǛਰஆଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴਰஆଐƴ̬ᨖ૰ƷᡂƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ӷɟƷਦܭӝࡈƔǒᲬˑˌɥƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ǛਰǓஆƑǔئӳ
ƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƴݣƠƦƷਰஆࡀǛਦܭưƖƳƍǋƷƱ
ƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƸŴਰஆଐƷЭଐǇưƴᡂ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜਦܭӝࡈƴ
᪳λƠƯƓƘƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƴǑǔӝࡈਰஆƴǑƬƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ
᪸ӓᚰƷႆᘍƸᘍƍǇƤǜŵ

ᇹᲯவᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƷڎኖଐሁƷӕৢᲸ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ʒ
ӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛڎኖଐƱƠǇ
ƢŵƨƩƠŴžࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſǛ˄ь
ƠƯ̬ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛƕǜ̬ᨖƆƇŴƕǜ̬ᨖƆᚐኖƇŴƕ
ǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇǇƨƸƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖ
Ƈƴ˄ьƠƨئӳ
  ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ̬ᨖ᧓Ʒڼ
ƷޓƢǔଐƱƠǇƢŵƨƩƠŴžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦ
ዒዓཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭᲬӭƴਫ਼ƛǔ̬ᨖᆔˌٳƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƨئ
ӳ
  ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ˟ᅈƷᝧ˓
ڼƷଐƱƠǇƢŵ
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ᇹᲰவᲶਦܭӝࡈǇƨƸ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴਦܭӝࡈǛӷɟƷ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ˂Ʒӝࡈƴ٭
ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴਦܭӝࡈǛᚨፗƠƯƍǔᗡೞ᧙ሁǛŴ
˂Ʒ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƋǒƔơ
Ǌ˟ᅈƓǑƼ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴဎƠЈƯƘƩƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕӝࡈਰஆƷӕৢǛͣഥƢǔئӳƴƸŴƋǒƔơǊ˟ᅈ
ƓǑƼ࢘ᛆ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴဎƠЈƯŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸
ƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ੩ઃᗡೞ᧙ሁƕ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƷӕৢǛͣഥƠƨئӳƴƸŴ˟
ᅈƸŴƦƷଓǛ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍ
ƸŴਦܭӝࡈǛ˂Ʒ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴ٭ƢǔƔŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺ
ែᲣǛᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ˟ᅈƸŴ˟ᅈǇƨƸ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷഥǉǛࢽƳƍʙऴƴǑǓਰஆ
ଐǛ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛƋǒƔơ
Ǌ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  ƭƗƷʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖƸෞ๒ƠǇƢŵ
  உƷ̬ᨖڎኖƷئӳưŴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕෞ๒ǇƨƸڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷЭኛƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ˂Ʒ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇᲸᇹᲬƴᛆ࢘ƠƳƘƳƬƨƱƖ
ᇹᲲவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶڎኖଐሁƷཎЩᲸ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳưŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒ
ဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈƕƜǕǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲯவᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƷ
ڎኖଐሁƷӕৢᲸƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
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  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐᲢஜӭƴƓƍƯž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬
ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼ
ኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴരʧŴ
̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴ
žڎኖଐſƱƋǔƷǛžᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳǓŴਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴᇹᲫ
̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨƱƖƴ
ƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈ
ƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐᲢஜӭƴƓƍƯž̬ᨖ᧓Ʒڼ
ſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ
᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƜ
ƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴര
ʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳ
ƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛžᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟
ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  Į ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹ
ܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖ
ᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢஜӭƴƓƍƯž̬ᨖ᧓
ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬
ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ
ƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴ
രʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئ
ӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛž˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚ
ӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐſƱᛠ
ǈஆƑǇƢŵ
  į ɼڎኖƴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋ
ཎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳŴ̓܇ཎኖŴᘐཎ
ኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖƷཎኖவƴƭƍƯƸŴ
ЭĬƔǒĮƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
  İ ɥᚡĬƔǒĮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖଐ
ƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ
̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖ
ƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹች
ምƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛƕǜ̬ᨖƆƇŴƕǜ̬ᨖƆᚐኖƇŴƕ
ǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇǇƨƸƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖ
Ƈƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƱƠŴƦƷଐ
ƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠǇƢŵƳƓŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴڎኖଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳǓŴਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴᇹᲫ
̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨƱƖƴ
ƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓Ʒڼ
ƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  Į ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹ
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ܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔஉƷ፻
உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐ
ǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
 į ЭĬƔǒĮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔ
ǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢ
ǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕ
ဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ
᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ
૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖǛЭᲬӭƴਫ਼ƛǔ̬ᨖᆔˌٳƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƨئ
ӳ
 Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƱƠŴƦƷଐƷޓƢ
ǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠǇƢŵƳƓŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ƸŴڎኖଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
 ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳǓŴਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴᇹᲫ
̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨƱƖƴ
ƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
ƷଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
 Į ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƴƸŴɼኖഘƷᙹ
ܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉ
Ʒ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦ
ƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
 į ЭĬƔǒĮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƔǒڎኖ
ଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄
Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨ
ƱƖƸŴᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹ
ችምƠǇƢŵ
 İ ɼڎኖƴƕǜཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳŴƕǜཎኖƷཎኖவ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴžᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐƔǒƦƷଐǛԃǊ
ƯᲭƔஉǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐſ
ǛƕǜཎኖƷᝧ˓ڼଐƱƠǇƢŵ

ᇹவᲶዅ˄ሁǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƷዸኽࢸƴዅ˄ሁᲢ̬ᨖŴ࠰ǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦ
ǛբƍǇƤǜŵˌɦӷơŵᲣǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƴƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʊӷ
ƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵƜƷئӳŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
  ࢘ᛆཎኖƷཎኖவƷɶᡦ˄ьƢǔئӳƷ˄ьଐᲢཎኖƷڎኖଐ
ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࢘ᛆཎኖƷ˄ьଐ
ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔ
ɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴ
ƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔ
ɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
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  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔ
ɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳǓŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ
૰ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷӕৢᲸᇹᲬǛแဇƠƯ፻உƴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨ
ଐƷޓƢǔஉƷЭஉǛᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉ
ƱǈƳƠƯЭӭƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
  ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷӕৢᲸᇹᲭǛแဇƠƯ࢘
ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴஜவƷᙹܭƸᢘဇ
ƤƣŴ࢘ᛆཎኖƷཎኖவƷɶᡦ˄ьƢǔئӳƷ˄ьଐƷᙹܭǛᢘ
ဇƠǇƢŵ


特約
保険料口座振替特約
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КᘙᲫ ᛪ൭
Ჶƕǜ̬ᨖƆƇᲸ
ᲫᲨዅ˄ሁƷᛪ൭
  Ⴘ
ዅ˄
ȷ
ᚮૺዅ˄
ȷ
λᨈዅ˄
ȷ
ܡנၲዅ˄
ȷ
ᡫᨈዅ˄

ዅ˄
ȷ
ᇹᲫׅƔǒᇹᲮׅƷ
ᚮૺዅ˄࠰

別表
1

̬ᨖሁ
ȷ
രʧ̬ᨖ
ȷ
രʧ

̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ

࣏  ᙲ    
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ
၏ྸኵጢ౨௹إԓ
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲ
ƷλᨈᚰଢᲢλᨈዅ˄Ŵܡנၲዅ˄
ƷئӳᲣ
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᡫᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲ
ƷᡫᨈᚰଢᲢᡫᨈዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷئӳƸŴᇹᲫᘮ
̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟƷئӳ
ƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎ
ቔ৫ஜᲣ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷئӳƸŴ࢘ᛆᘮ
̬ᨖᎍƷৎቔ৫ஜ
ȷ
ӖӕʴᲢᇹவᇹᲭƷᙹܭƴǑǓˊྸᛪ൭ʴ
ƕᛪ൭ƢǔئӳƴƸŴˊྸᛪ൭ʴᲣƷৎቔ৫ஜ
ƱҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳ
ƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ
ӖӕʴᲢᇹவᇹᲭƷᙹܭƴǑǓˊྸᛪ൭ʴ
ƕᛪ൭ƢǔئӳƴƸŴˊྸᛪ൭ʴᲣƷৎቔ৫ஜ
ƱҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢᲢƨƩ
ƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷരʧᚮૺǇ
ƨƸര˳౨కᲣ
ȷ
၏ྸኵጢ౨௹إԓᲢരʧ̬ᨖƷئӳᲣ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷئӳƸŴᇹᲫᘮ
̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷئӳƸŴ࢘ᛆᘮ
̬ᨖᎍƷৎቔ৫ஜ
ȷ
ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
ᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƓǑƼᇹᲬᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨ
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別表

ƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ
̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿƷႾ
ဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ᚐኖሁ
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
ᚐኖ
ȷ
ᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
ȷ
ዅ˄᫇ሁƷถ᫇
ȷ
̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ
ࣄ
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
ᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ڎኖϋܾƷ٭
̬ᨖᚰУ
ȷ
̾ʴڎኖƱܼଈڎኖ ȷ
ȷ
ᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷᲢ˟ᅈƕ
ƷႻʝƷ٭
ཎƴ੩ЈǛ൭ǊƨئӳᲣ
ȷ
̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥ
ᲢׅૠᲣƷ٭
ȷ
̬ᨖ᧓Ʒ٭
ȷ
̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭

ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭
ȷ
̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖڎኖᎍƷ٭
ȷ
̬ᨖᚰУ
ȷ
ӖӕʴƷ٭
ȷ
ዅ˄Ӗӕʴਦܭཎ
ЩƷ˄ь
ȷ
ඥʴڎኖཎЩƷ˄ь
சኺᢅ᧓ƴࣖݣƠƨ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ʒƍ ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
Ơ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ӖӕʴƷ٭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷᢡᚕƷϙƠ
ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖ ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
Ʒ܍ዓ
ȷӖӕʴƷҮᦷᚰଢ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜ
ȷͺೌᎍሁǁƷૅǛᚰƢǔ
ᲢදᲣ ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿƷႾ
ဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ






1

КᘙᲫ ᛪ൭
Ჶૼƕǜ̬ᨖᲢᲿᲣᲸ
ᲫᲨരʧ̬ᨖŴዅ˄ሁƷᛪ൭
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢ
ᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷ
രʧᚮૺǇƨƸര˳౨కᲣ
ȷ
၏ྸኵጢ౨௹إԓᲢരʧ̬ᨖƷئ
ӳᲣ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷئӳ
ƸŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ
˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷئӳ
ƸŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷৎቔ৫ஜ
ȷ
ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ

ዅ˄
ȷ
λᨈዅ˄
ȷ
ܡנၲዅ˄

ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ
၏ྸኵጢ౨௹إԓ
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨ
ƸᚮၲƷλᨈᚰଢᲢλᨈዅ˄Ʒئ
ӳᲣ
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷܡנၲƷ
ᚰଢᲢܡנၲዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷئӳ
ƸŴɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ
ӖӕʴƱӷɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈ
ƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƕࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷئӳ
ƸŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷৎቔ৫ஜ
ȷ
ӖӕʴᲢᇹᲳவᇹᲭƷᙹܭƴǑǓˊྸ
ᛪ൭ʴƕᛪ൭ƢǔئӳƴƸŴˊྸᛪ൭
ʴᲣƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ

̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ

ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
ɼƨǔᘮ̬ᨖᎍƓǑƼࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷ
˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئ
ӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ
̬ᨖᚰУ

別表

രʧ̬ᨖሁ
ȷ
രʧ̬ᨖ
ȷ
രʧ

1

ᲢදᲣ ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿƷႾ
ဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ
ᚐኖሁ
ȷ
ᚐኖ
ȷ
ӝૠƷถݲ

࣏  ᙲ    
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ

சኺᢅ᧓ƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
࢘᫇ƷƍƠ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ӖӕʴƷ٭

ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ

ᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
٭
ȷ
̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰ
ଢ
ȷᢡᚕƷϙƠ
ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖӕʴƷҮᦷᚰଢ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜ
ȷͺೌᎍሁǁƷૅǛᚰƢǔ
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別表

ᲢදᲣ ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿƷႾ
ဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ


























1

КᘙᲫ ᛪ൭

別表
1

ᲶɥႝϋૼဃཋཎኖƆƇᲸ
ᲫᲨཎኖዅ˄ሁƷᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ཎኖዅ˄
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
ཎኖᚮૺዅ˄
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ
၏ྸኵጢ౨௹إԓ
ȷ
ཎኖλᨈዅ˄
ȷ
ཎኖܡנၲዅ˄ ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲ
ȷ
ཎኖᡫᨈዅ˄
ƷλᨈᚰଢᲢཎኖλᨈዅ˄Ŵཎኖܡנၲ
ዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ
˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᡫᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲ
ƷᡫᨈᚰଢᲢཎኖᡫᨈዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ
ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕஜʴƷئӳƸŴ࢘
ᛆᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟƷ
ئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳ
ƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ
ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷƕᣐͪᎍǇƨƸ܇
ƷئӳƸŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷৎቔ৫ஜᲢƨƩƠŴ
ӖӕʴƱӷɟƷئӳƸɧᙲᲣ
ȷ
ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ
ཎኖƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ᨊ
ȷ
ɼڎኖƷᇹᲫᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈ
ƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ
̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿƷႾ
ဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ ȷ
˟ᅈܭƷ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷဎᡂ
ဎᡂ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ
ȷ
࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷৎቔ৫ஜ
ȷ
̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ
ཎኖƷᚐኖ
ȷ
˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ
̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ
̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿƷႾ
ဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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КᘙᲫ ᛪ൭
Ჶਦྸˊܭᛪ൭ཎኖᲸ
ᲫᲨዅ˄ሁƷᛪ൭
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

ਦྸˊܭᛪ൭ƴǑǔዅ˄
ሁƷૅ

ȷɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴܭǊǔዅ
˄ሁƷᛪ൭
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍᲢᲯ࠰ƝƱМࠀᣐ࢘˄ƜƲǋ̬ᨖǇ
ƨƸƜƲǋ̬ᨖƆƇƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
ƷئӳƸ̬ᨖڎኖᎍŵˌɦӷơŵᲣƱਦˊܭ
ྸᛪ൭ʴƷዓƕᄩᛐưƖǔৎቔᜈஜ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸਦྸˊܭᛪ൭ʴƷͤࡍ̬ᨖᘮ
̬ᨖᎍᚰƷϙƠ
ȷዅ˄ሁƷӖӕʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍ
ཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ

ˊྸᛪ൭ƴǑǔዅ˄ሁ
Ʒૅ

ȷɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴܭǊǔዅ
˄ሁƷᛪ൭
ȷˊྸᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍƱˊྸᛪ൭ʴƷዓƕᄩᛐưƖǔৎ
ቔᜈஜ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƷͤࡍ̬ᨖᘮ̬ᨖ
ᎍᚰƷϙƠ
ȷዅ˄ሁƷӖӕʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍ
ཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཎ
КƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ

  Ⴘ
ਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭ሁ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷગׅ
ȷཎኖƷᚐኖ

࣏  ᙲ    
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿƷႾဦ
ǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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別表

ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿƷႾဦ
ǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭

1

Кᘙ ၏ᨈǇƨƸᚮၲ                  
ž၏ᨈǇƨƸᚮၲſƱƸŴƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱƠǇƢŵ
ᲫᲨҔၲඥƴܭǊǔଐஜϋƴƋǔ၏ᨈǇƨƸधᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƢǔᚮ
ၲ
ᲬᲨɥᚡᲫƷئӳƱӷሁƷଐஜٳƴƋǔҔၲᚨ



Кᘙ λᨈ                     
žλᨈſƱƸŴҔࠖƴǑǔၲƕ࣏ᙲưƋǓŴƔƭᐯܡሁưƷၲƕᩊƳƨ
ǊŴКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴλǓŴࠝƴҔࠖƷሥྸɦƴƓƍƯ
ၲƴࣞݦƢǔƜƱǛƍƍǇƢŵ



Кᘙ ᡫᨈ                     
žᡫᨈſƱƸŴҔࠖƴǑǔၲƕ࣏ᙲưƋǓŴКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮ
ၲᲢƨƩƠŴधᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍᚮၲǛԃǈǇƢŵᲣƴƓƍƯŴ
ٳஹƴǑǔᚮݑŴ৲ᕤŴϼፗŴᘐŴƦƷ˂ƷၲǛӖƚǔƜƱǛƍƍǇƢŵ
ᲢࢮᚮǛԃǈǇƢŵᲣ

別表
21-1
22-1
23-1
27

― 144 ―

Кᘙ फࣱૼဃཋ    
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別表

ᲫᲨफࣱૼဃཋƱƸŴ࠰உᲱଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘҽဃі
Ⴞٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲ ᳃ᲽᲾ
ᲧᲢ࠰༿Უแਗſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴƭƗƷؕஜЎǳȸȉ
ƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
   ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ
੩ᙲſƴƓƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳЎ੩ᙲƕᘍƞǕƨئӳƸŴ
ૼƨƳЎƷؕஜЎǳȸȉƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
ؕஜЎ
ЎႸ
ǳȸȉ
ӝՑƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᐾఌᲶؕࡁᲸᢿƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᐾƷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ഫᎹƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ӝᏸࡁƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ӝᔟƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷӝᏸƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ɦᐄƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷٻ՜෩ᐄƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ఒƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ɶԹ᪽Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᱠᲶɥᲸԹ᪽Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
షཞᨋЇᲶᲸƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ɦԹ᪽Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷӝՑŴӝᏸƓǑƼԹ᪽Ʒफࣱ
Ჽ
ૼဃཋ
ᢊƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏎƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ݱᐂƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ኽᐂƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ႺᐂཞኽᐂᆆᘍᢿƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ႺᐂƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏀᧉƓǑƼᏀᧉሥƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏁƓǑƼᏁϋᏐሥƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏐƷƏᲶֳᲸƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷᏐᢊƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᐘƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷෞ֥҄Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᱠᏸƓǑƼɶƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
иᱠᏸƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ձ᪽Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ൢሥƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ൢሥૅƓǑƼᏍƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏟᐄƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
࣎ᐥŴጏᨠƓǑƼᏟᐏƷफࣱૼဃཋ
Ჽ



21-1
22-1
23-1
27

ЎႸ

別表
27

ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷԠԈ֥ኒƓǑƼᏟᏸϋᐥ֥Ʒ
फࣱૼဃཋ
ᲢׄᲣᏃƷᭌƓǑƼ᧙ራ᠂ᭌƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷᭌƓǑƼ᧙ራ᠂ᭌƷफࣱૼဃཋ
ႝᐎƷफࣱ᱅ᑥᏽ
ႝᐎƷƦƷ˂Ʒफࣱૼဃཋ
ɶႝᏽ
ǫȝǸᲶ-CRQUKᲸᎹᏽ
ఴᅕኺƓǑƼᐯࢷᅕኺኒƷफࣱૼဃཋ
ࢸᐃᐏƓǑƼᐃᐏƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƷኽӳኵጢƓǑƼ᠂ᢿኵጢƷफࣱૼဃཋ
ʐƷफࣱૼဃཋ
ٳᨏƷफࣱૼဃཋ
ᏺƷफࣱૼဃཋ
ܷ܇᪹ᲢᢿᲣƷफࣱૼဃཋ
˳ܷ܇ᢿƷफࣱૼဃཋ
ܷ܇ƷफࣱૼဃཋŴᢿˮɧଢ
ҳߺƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷࣱڡဃ഻֥Ʒफࣱૼဃཋ
ᏒႴƷफࣱૼဃཋ
ᨏᒚƷफࣱૼဃཋ
ЭᇌᐄƷफࣱૼဃཋ
ችߺᲶოɺᲸƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷဏࣱဃ഻֥Ʒफࣱૼဃཋ
ᏴႥǛᨊƘᏴƷफࣱૼဃཋ
ᏴႥƷफࣱૼဃཋ
ބሥƷफࣱૼဃཋ
ᐆᏝƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷބែƷफࣱૼဃཋ
აƓǑƼ˄֥ޓƷफࣱૼဃཋ
᭒ᐏƷफࣱૼဃཋ
ᏯƷफࣱૼဃཋ
Ꮸ᭒ŴᏯᅕኺƓǑƼɶᅕኺኒƷƦƷ˂ƷᢿˮƷफࣱૼ
ဃཋ
ဍཞᐄƷफࣱૼဃཋ
иᏴƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƷϋЎඣᐄƓǑƼ᧙ᡲኵጢƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷफࣱૼဃཋ
ȪȳȑራƷዓႆࣱƓǑƼᢿˮɧଢƷफࣱૼဃཋ
ԠԈ֥ƓǑƼෞ֥҄Ʒዓႆࣱफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƷᢿˮƷዓႆࣱफࣱૼဃཋ
ᢿˮƷଢᅆƞǕƳƍफࣱૼဃཋ
țǸǭȳᲶ*QFIMKPᲸ၏
ǖᏘࣱ᳕ኽራࣱ᳗᩼țǸǭȳᲶPQPᴈ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽ
ƼǇǜࣱ᩼țǸǭȳᲶPQPᴈ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽ
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ؕஜЎ
ǳȸȉ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ

ЎႸ

ؕஜЎ
ǳȸȉ
Ჽ
Ჽ

別表

ఴࣱƓǑƼႝᐎኬᏘȪȳȑᏽ
᩼țǸǭȳᲶPQPᴈ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽƷƦƷ˂ƓǑƼᛇ
ኬɧଢƷ
फࣱβ၃ف഻ࣱ၌ध
Ჽ
ٶႆࣱᭌ᭒ᏽƓǑƼफࣱ࢟ឋኬᏘࣱૼဃཋ
Ჽ
Ȫȳȑࣱႉᘉ၏
Ჽ
ᭌ᭒ࣱႉᘉ၏
Ჽ
ҥྶࣱႉᘉ၏
Ჽ
ƦƷ˂ƷኬᏘƷଢᅆƞǕƨႉᘉ၏
Ჽ
ኬᏘɧଢƷႉᘉ၏
Ჽ
ȪȳȑኵጢᡯᘉኵጢƓǑƼ᧙ᡲኵጢƷƦƷ˂ƓǑƼᛇ
Ჽ
ኬɧଢƷफࣱૼဃཋ
ᇌƠƨᲢҾႆࣱᲣٶᢿˮƷफࣱૼဃཋ
Ჽ

ᲬᲨɥᚡᲫƴƓƍƯžफࣱૼဃཋſƱƸŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻ
žᨥ၌၏ЎᲧᏽၨ ܖᇹᲭ༿ſɶŴૼဃཋƷࣱཞǛᘙƢᇹᲯఐǳȸȉ
ƕƭƗƷǋƷǛƍƍǇƢŵ
   ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽၨܖſƴƓ
ƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳ༿ƕႆᘍƞǕƨئӳƸŴૼƨƳ༿ƴƓƚǔ
ᇹᲯఐǳȸȉƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
ᇹᲯఐࣱཞǳȸȉဪӭ
ᲩᲭ ȷȷȷफࣱŴҾႆᢿˮ
ᲩᲰ ȷȷȷफࣱŴ᠃ᆆᢿˮ

  फࣱŴዓႆᢿˮ
ᲩᲳ ȷȷȷफࣱŴҾႆᢿˮӍƸ᠃ᆆᢿˮƷКɧᛇ
ᲢදᲣžफࣱૼဃཋſƴƸŴᨥݣƕǜᡲӳᲢ᳃ᲽᲽᲣƴǑǓႆᘍƞǕƨ
ž᳇फࣱᏽၨƷЎſư၏ЎƕᲪƴЎƞǕƯƍǔ၏٭ƸŴ
ԃǇǕǇƤǜŵƠƨƕƬƯŴɥႝϋၶŴ᩼ේၶŴٻᐂƷቬᐏϋၶሁƸŴ
27
फࣱૼဃཋƴᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
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Кᘙ ɥႝϋૼဃཋ

別表
28

ᲫᲨɥႝϋૼဃཋƱƸŴ࠰உᲱଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘҽဃ
іႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲ ᳃Ჽ
ᲾᲧᲢ࠰༿Უแਗſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴƭƗƷؕஜЎǳȸ
ȉƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
   ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ
੩ᙲſƴƓƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳЎ੩ᙲƕᘍƞǕƨئӳƸŴ
ૼƨƳЎƷؕஜЎǳȸȉƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
ؕஜЎ
ЎႸ
ǳȸȉ
ӝᏸŴᢊƓǑƼᏎƷɥႝϋၶ
Ჾ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷෞ֥҄Ʒɥႝϋၶ
Ჾ
ɶƓǑƼԠԈ֥ኒƷɥႝϋၶ
Ჾ
ɥႝϋ᱅ᑥᏽ
Ჾ
ႝᐎƷɥႝϋၶ
Ჾ
ʐƷɥႝϋၶ
Ჾ
ܷ܇᪹ᲢᢿᲣƷɥႝϋၶ
Ჾ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷဃ഻֥Ʒɥႝϋၶ
Ჾ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷɥႝϋၶ
Ჾ

ᲬᲨɥᚡᲫƴƓƍƯžɥႝϋૼဃཋſƱƸŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻ
žᨥ၌၏ЎᲧᏽၨ ܖᇹᲭ༿ſɶŴૼဃཋƷࣱཞǛᘙƢᇹᲯఐǳȸȉ
ƕƭƗƷǋƷǛƍƍǇƢŵ
   ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽၨܖſƴƓ
ƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳ༿ƕႆᘍƞǕƨئӳƸŴૼƨƳ༿ƴƓƚǔ
ᇹᲯఐǳȸȉƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
ᇹᲯఐࣱཞǳȸȉဪӭ
ᲩᲬ ȷȷȷɥႝϋၶ
ɥႝϋ ᩼ේࣱ ̛᩼᙭ࣱ
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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。

1

まず、担当代理店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。

2

担当代理店またはアフラックより
ご請求に必要な書類をお送りします。

3

請求書類をご用意のうえ
アフラックへご返送ください。

4

アフラックに請求書類が到着後
内容を確認します。

5

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

通話料無料

携帯OK

●受付時間 AM9:00〜PM5:00 ●月曜日〜金曜日（祝日を除く）

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

説明事項ご確認のお願い
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものです。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し
込みください。
特に

●お申込の撤回または解除について
（クーリング・オフ制度）
●給付金・保険金・年金などをお支払いできない場合について
●保障の開始について
●保険料のお払込方法について
●保険料払込の猶予期間と失効について
●ご契約の復活について
●解約と解約払戻金について
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、
保険料の受領など募集代理店の役割も含めて、ご説明の中でわか
りにくい点がございましたら当社にお問い合わせください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用く
ださい。

2013年10月作成
募集代理店
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