やっかん

ご契約のしおり・約款

〈5年ごと配当付個人年金保険〔利差・死差配当〕〉

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。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。
また、このご契約について必ずご家族にもお知らせください。
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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。

契約者配当金【 けいやくしゃはいとうきん 】
資産の運用成果や被保険者の死亡実績（予定死亡率に対する死亡割
合）を5年ごとに通算して利益が生じた場合に、ご契約者にお支払いす
るお金のことをいいます。
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契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。
１年未満の端数については、切り捨てて計算します。なお、ご契約後
の被保険者の年齢は、年単位の契約応当日ごとに契約年齢に１歳を加
えて計算します。
（例）
24歳７か月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。

契約年齢や保険期間などの計算の基準日をいいます。

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

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

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

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

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

準用【 じゅんよう 】
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、必
要な変更を加えてあてはめることをいいます。
【 せきにんかいしき
（び）】
責任開始期（日）

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

契約日【 けいやくび 】

ご契約のしおり

契約年齢【 けいやくねんれい 】

ご契約のしおり

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

特約【 とくやく 】

主な保険用語のご説明

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

な 年金支払開始日【 ねんきんしはらいかいしび 】
被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当
日をいいます。

年金の現価【 ねんきんのげんか 】
将来の年金をお支払いするために必要な現在の積立金のことをいい
ます。（将来の年金のお支払額を所定の利率で割り引いて計算しま
す。）

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

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

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

保険期間【 ほけんきかん 】
給付金・保険金などを保障する期間のことをいいます。

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。
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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 】

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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主な保険用語のご説明

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。

ご契約のしおり

保険証券【 ほけんしょうけん 】

ご契約のしおり ﹁個人年金﹂
の特長としくみについて

「個人年金」について
「個人年金」の特長としくみについて
・「個人年金＜正式名称：５年ごと配当付個人年金保険〔利差・死
差配当〕
＞」
には、つぎのような特長があります。

【特長】
1 老後の生活資金を計画的に確保できます。
2 年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、
「死亡給付

金」をお支払いします。
3 ５年ごとに
「契約者配当金」をお支払いします。

資産の運用成果や被保険者の死亡実績（予定死亡率に対する
死亡割合）を５年ごとに通算して利益が生じた場合に、契約者
配当金をお支払いします。なお、契約者配当金は経済情勢な
どにより変動（増減）しますので、契約者配当金をお支払いで
きない場合もあります。
4 所得税法上の要件を満たすご契約は、
「個人年金保険料税

制適格特約」を付加できます。
「個人年金保険料税制適格特約」を付加したご契約の保険料
は、
「個人年金保険料」
として所得控除の対象となります。
〈ご契約の例：５年確定年金〉

５年ごと積立配当金
死亡給付金

増額年金
基本年金額

保険料払込
期間
▲
契約日

基本年金

年金支払期間（５年）
▲
年金支払開始日
（※）
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増加年金
５年ごと積立配当金

増額年金

死亡給付金
保険料払込
期間
▲
契約日

基本年金額

基本年金

年金支払期間（10年）
▲
年金支払開始日
（※）

〈ご契約の例：10年保証期間付終身年金〉
増加年金
５年ごと積立配当金
死亡給付金
保険料払込
期間
▲
契約日

増額年金
基本年金額 基本年金
保証期間（10年）

保証期間経過
後に死 亡され
た場合には、年
金のお支払は
ありません。
保証期間経過後（終身）…

▲
年金支払開始日
（※）

※「年金支払開始日」は、年金支払開始年齢に達した後に到来す
る最初の年単位の契約応当日となります。なお、年金は、ご
請求に必要な書類が当社に到着した日以後にお支払いします
ので、実際の着金日は、約款に定める年金支払開始日とは異
なることがあります。
・ 増額年金・増加年金とは、契約者配当金によって買増しした年
金をいいます。
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の特長としくみについて
ご契約のしおり ﹁個人年金﹂

〈ご契約の例：10年確定年金〉

死亡給付金
（既払込保険料相当額）

解約払戻金

▲
契約日

年 金 支 払のた めに
積 み 立てられる 金 額

ご契約のしおり ﹁個人年金﹂
の特長としくみについて

● 年金支払開始日前のしくみ

▲
年金支払開始日
保険料払込満了
保険料払込期間

※このしくみ図は月払契約で、契約者配当金を含んでいません。
・この保険は、年金支払開始日前の死亡保障額を既払込保険料
相当額におさえ、年金額が多くなるように設計されています。
・解約払戻金は死亡給付金を上限としていますので、多くの場合、
将来の年金のお支払のために積み立てている金額（保険料積立
金）
より少なくなります。
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年金には、「確定年金」と「保証期間付終身年金」があります。お
申込のご契約の内容については、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。
〈年金：確定年金の場合〉
支払事由

支払額

年金支払期間中の年金支
払日に生存していたとき

基本年金額

年金支払開始日以後、年 年 金 支 払 期 間
金支払期間中の最後の年 中 の 未 払 年 金
金支払日前に死亡したとき の現価

受取人

年金受取人

〈年金：保証期間付終身年金の場合〉
支払事由

支払額

年金支払日に生存してい
るとき

基本年金額

年金支払開始日以後、保
保証期間中の未
証期間中の最後の年金支
払年金の現価
払日前に死亡したとき

受取人

年金受取人

〈死亡給付金〉
支払事由

支払額

受取人

年金支払開始日前に死亡
死亡給付金
既払込保険料相当額
したとき
受取人
i 既払込保険料相当額とは…
月払・半年払・年払の保険契約の既払込保険料相当額は以下のと
おりです。
「基本年金額に対する月払保険料」
（※）
×
「被保険者が死亡したときまでの経過月数」
「被保険者が死亡したときまでの経過月数」は保険料払込期間を超
えないものとします。したがって、保険料の払込が満了した後の
死亡給付金額は一定となります。
（※）
「基本年金額に対する月払保険料」は、割引のない「普通保険
料率」
が適用されます。
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のお支払について
ご契約のしおり ﹁個人年金﹂

「個人年金」のお支払について

ご契約のしおり ﹁個人年金﹂
のお支払について

年金現価の一時支払
・確定年金
お申出により、年金支払開始日以後年金支払期間中の最後
の年金支払日前に限り、年金支払期間中の将来の年金のお
支払にかえて、残存年金支払期間の未払年金の現価を一時
金でお支払いできます。この場合、ご契約は消滅します。
・保証期間付終身年金
お申出により、年金支払開始日以後保証期間中の最後の年
金支払日前に限り、保証期間中の将来の年金のお支払にか
えて、残存保証期間の未払年金の現価を一時金でお支払い
できます。

●

●

つぎの免責事由に該当した場合には、死亡給付金をお支払い
できません。
名称

免責事由

死亡給付金

(1) 責任開始期（日）から３年以内の被保険者の自殺
(2) 契約者または死亡給付金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱

＊ 戦争その他の変乱による危険の増加が会社の計算の基礎にお
よぼす影響が少ない場合には、当社は死亡給付金を全額また
は削減して支払います。
保険料の払込免除

・所定の高度障害状態になった場合、または不慮の事故によっ
て180日以内に所定の身体障害状態になった場合には、そ
の後の保険料のお払込を免除します。
・所定の高度障害状態については巻末の別表３を、所
定の身体障害状態については巻末の別表４をご覧く
ださい。
・不慮の事故については「対象となる不慮の事故につ
いて」の項をご覧ください。
・保険料のお払込を免除している場合には、ご契約の内容の
変更はお取扱いしません。
・約款に定める免責事由に該当した場合には、保険料のお払
込を免除しません。
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・
「個人年金保険料税制適格特約」を付加したご契約の保険料は、
「個人年金保険料」
として所得控除の対象となります。
・この特約を付加する場合、つぎの要件をすべて満たすことが必
要です。
(1) 年金受取人はご契約者またはその配偶者のいずれかである
こと
(2) 年金受取人は被保険者と同一であること
(3) 保険料払込期間は10年以上であること
(4) 年金の種類が確定年金の場合、
年金支払開始日における被
保険者の年齢が60歳以上で、
かつ、年金支払期間は10年
以上であること
・この特約を付加した場合には、上記(1) 〜 (4)の要件を満たさ
なくなるような、ご契約の内容の変更はお取扱いしません。
ご注意

①５年確定年金のご契約には、この特約を付加できません。
②この特約を付加したご契約は、５年確定年金への変更
ができません。

・この特約を付加したご契約の契約者配当金のお支払方法
＊ 年金支払開始日以前に分配され積み立てられた契約者配当
金は、年金支払開始日に増額年金の一時払保険料に充当し
ます。ご契約の継続中は、契約者配当金を途中で引き出す
ことはできません。
＊ 年金支払開始日後に分配された契約者配当金は、増加年金
の一時払保険料に充当し、年金とともに年金受取人にお支払
いします。
・この特約のみの解約はできません。
・「個人年金保険料税制適格特約」を付加しない場合でも、お払
込みいただいた保険料は「一般生命保険料」として生命保険料
控除の対象となります。
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ご契約のしおり ﹁個人年金保険料税制適格特約﹂について

「個人年金保険料税制適格特約」について

ご契約のしおり

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

対象となる不慮の事故について

● 急激・偶発・外来の定義

傷害の原因となった事故から傷害の発生までに時間
急激 的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持
続性の強いものは該当しません。）
傷害の原因となった事故または傷害の発生が被保険
偶発 者にとって予見できないことをいいます。
（被保険者
の故意によるものは該当しません。）
傷害の原因が被保険者の身体の外部から作用するこ
外来 とをいいます。
（身体の内部的原因によるものは該当
しません。）
● 急激かつ偶発的な外来の事故の例

該当例

非該当例

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

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

※ 除外する事故
疾病の発症等におけ 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外
る軽微な外因
因により発症しまたはその症状が増悪したとき
疾病の診断・治療上 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、
の事故
医薬品等の使用および処置における事故
疾病による障害の状 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神
態にある者の窒息等 経障害の状態にある者の、食物その他の物体
の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
接触皮膚炎、食中毒 ① 感染性食中毒およびアレルギー性・食餌性・
などの原因となった
中毒性の胃腸炎、大腸炎
事故
② 外用薬もしくは薬物接触によるアレルギー、
皮膚炎など
③ 洗剤、油脂、グリースまたは溶剤その他の
化学物質による皮膚炎など
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● 免責事由に該当した場合

詳しくは、
「個人年金」のお支払についての項をご
覧ください。

● 告知義務違反による解除の場合

● 保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合

● 重大事由による解除の場合

重大事由については、 重大事由とは… の項を
ご覧ください。

● 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合

・この場合、すでにお払込いただいた保険料は払戻しません。

● 法令等に基づく対応の場合

詳しくは、 法令等に基づく対応について の項を
ご覧ください。
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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

ご契約のしおり お支払いできない場合について

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、被保険者または死亡給付金などの受取人が死亡給
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) 死亡給付金などの請求に関して死亡給付金などの受取人に
詐欺行為があったとき
（未遂を含みます）
(3) 他の保険契約との重複によって、死亡給付金などの合計額
が著しく過大であるとき
(4) 契約者、被保険者または死亡給付金の受取人が、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) 上記のほか、当社の契約者、被保険者または死亡給付金な
どの受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困
難とする上記(1)から(4)と同等の重大な事由があるとき
・上記に定める事由が生じた後に、死亡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
死亡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、複数の死亡
給付金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、死亡給付金のうち、その受取人にお支払いすることとなっ
ていた死亡給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いしま
す。）すでに死亡給付金などをお支払いしていたときでも、その
返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込を免
除していたときでもその保険料のお払込を求めることができま
す。
（※1）暴力団、暴力団員（脱退後5年を経過しない者を含む）
、
暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会
的勢力をいいます。
（※2）反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供
与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいま
す。また、保険契約者もしくは死亡給付金の受取人が
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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(1) 当社は、この保険契約におけるご契約者、被保険者、保険金・
給付金等の受取人が、日本および米国、国際機関等の経済
制裁または通商禁止令その他の法令等によって、取引するこ
とを禁止または制限された者である場合、重大事由に該当
したものとみなし、当社はご契約を解除することができます。
この場合、当社は、上記の法令等に従いこの保険契約に関
する情報を米国当局等に対し報告します。
(2) (1)の場合、保険金・給付金等もしくは解約払戻金の支払い、
保険料等の返金は行いません。また、前項の取扱いによっ
て、ご契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人に損失、
損害または諸費用が発生しても、当社は一切責任を負いま
せん。
※経済制裁等の詳細については、財務省または経済産業省、
および米国財務省外国資産管理局（OFAC）のホームページ
をご参照ください。
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ご契約のしおり お支払いできない場合について

法令等に基づく対応について

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
死亡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。

● 免責事由に該当した場合

〈死亡給付金〉

お支払いする場合

解 説

ご契約後に交通事故で死亡し 死亡給付金をお支払いできな
い場合（免責事由）はあらかじ
た場合
め定められており、その事由に
該当する場合には、死亡給付金
お支払いできない場合
をお支払いできません。
被 保 険 者 が 契 約 者 の 故 意に
ご契約後に契約者の故意によ
よって死亡した場合には、免責
り死亡した場合
事由に該当するため、死亡給付
金をお支払いできません。
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申込書・告知書はご自身で正確にご記入ください

生命保険募集人について
・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・告知書はご自身で正確にご記入ください ほか

・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。
・告知書は、被保険者ご自身で正確にご記入ください。

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（第1回保険料をクレジットカードでお支払いに
なる場合は、ご契約の申込日またはクレジットカードの有効性
を当社が確認した日のいずれか遅い日）からその日を含めて８
日以内であれば、ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除
（以下、「お申込の撤回など」といいます。）をすることができま
す。（※）
・この場合には、お払込みいただいた金額をお返しします。
・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）
」と「告知書の写し（または告知の内容）
」をご契
約者にお送りします。
・
「保険証券」
・
「告知書の写し」などの内容が、お申込の内容と相
違していないかどうか、ご確認ください。万一、内容が相違し
ているなど、ご不審な点があった場合には、すぐに当社または
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。
＊ 新たな保険契約についても一般のご契約と同様に告知義務
があります。保険種類によって異なりますが、
多くの場合、
「現
在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提にした新
たな保険契約のお申込」の際は「新たな保険契約の責任開始
日」を起算日として、「告知義務違反」による解除の規定が適
用されます。
＊ 詐欺によるご契約の取消しの規定などについても、新たな保
険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となり
ます。
＊ 告知が必要な傷病歴などがある場合には、新たな保険契約
をお引受けできなかったり、その事実をありのままに告知い
ただけなかったために、上記のとおりご契約が解除されたり
取消しとなることもありますので、ご注意ください。
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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

告知と告知義務について
● ご契約者や被保険者の告知について

・ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがら
についておたずねいたします。

告知と告知義務について

● 告知義務について

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

・告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した
医師が持ちます。生命保険募集人・募集代理店・生命保険面
接士には告知受領権がなく、生命保険募集人・募集代理店・
生命保険面接士に口頭でお話しされただけでは告知をしてい
ただいたことになりませんので、ご注意ください。
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● ご契約の内容の確認について

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

告知が事実と相違する場合
●「告知義務違反」
によるご契約または特約の解除

・告知をしていただくことがらは、告知書に記載してあります。
もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実
を告知されなかったり、事実と違うことを告知いただいたりし
ますと、責任開始日から２年以内であれば、当社は「告知義務
違反」
としてご契約または特約を解除することがあります。
＊ 責任開始日から２年を経過していても、給付金・年金などの
お支払事由が責任開始日から２年以内に生じていた場合な
どには、ご契約または特約を解除することがあります。
＊ ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金・年
金などのお支払事由が生じていても、原則としてこれをお
支払いすることはできません。また、保険料のお払込を免
除する事由が生じていても、原則としてお払込を免除するこ
とはできません。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた
場合、または告知をしないことや事実でないことを告げること
を勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除すること
はできません。
ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、
ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項につい
て、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認
められる場合には、当社はご契約または特約を解除することが
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告知が事実と相違する場合

・当社では、他のご契約者との公平性を保つため、お客さまの
ご健康の状態などに応じたお引受を行っています。ご契約をお
断りする場合もありますが、傷病歴などがある方を全てお断り
するわけではありません。なお、お断りする場合には、お客さ
まあてに書面または募集代理店を通じてご通知します。

ご契約のしおり

● 傷病歴などがある方のお引受について

ご契約のしおり
告知が事実と相違する場合

できます。
・上記に記載したご契約または特約を解除する場合以外にも、ご
契約または特約の締結の状況などにより、給付金・年金など
をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水
準では治癒が困難な疾患や、死亡危険の極めて高い疾患の
既往症・現症などについて故意に告知をしなかった場合」など、
「告知義務違反」の内容が特に重大な場合には、詐欺による
ご契約の取消しの規定を適用して、給付金・年金などをお支
払いできないことがあります。この場合、
「告知義務違反」
によ
る解除の対象となる責任開始日から２年を経過した後でもご
契約が取消しとなることがあります。また、すでにお払込み
いただいた保険料はお返ししません。
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（例１）当社の承諾前にお払込があった場合

▲
▲
2/15 承諾
告知およびお払込(または有効性の確認)がともに完了した時
＝責任開始期

（例２）
当社の承諾後にお払込があった場合

▲
▲
▲
告知 承諾 3/15
お払込(または有効性の確認)が完了した時
＝責任開始期

※第１回保険料をクレジットカードでお支払いになる場合は、
告知およびクレジットカードの有効性の当社による確認がと
もに完了した時となります。
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保障の開始

・当社が、ご契約上の保障を開始する時期を、責任開始期とい
います。ご契約を当社がお引受けすることを承諾した場合の責
任開始期は、
「告知および第１回保険料のお払込がともに完了し
た時
（※）
」
となります。

ご契約のしおり

保障の開始

ご契約のしおり

保険料のお払込について
保険料のお払込方法（回数）

保険料のお払込方法
︵回数・経路︶

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

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

ご契約のしおり

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

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３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。
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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

保険料のお払込が困難な場合
・保険料のお払込が困難な場合に、つぎの方法によりご契約を
継続させることができます。

保険料のお払込が困難な場合

● 保険料の自動振替貸付

・一時的に保険料のご都合がつかないとき、当社が自動的に
保険料を立て替え
（自動振替貸付）
、ご契約を継続させること
ができます。
・立て替えできる金額は解約払戻金の範囲内で、立替利息は
所定の利率（年払契約においては年８％以下、半年払契約に
おいては半年４％以下、月払契約においては月８/12％以下
で定めます。）
で計算します。
・いつでも立替の元利金の全部または一部を返済できます。
なお、ご返済がありませんと、立替の元利金が増え、ご契約
が効力を失うことがあります。お早めにご返済ください。
・保険料の自動振替貸付を希望しない場合には、書面で当社
または募集代理店へお申出ください。
● 基本年金額の減額

・基本年金額を所定の範囲で減額することによって、その後の
保険料のご負担を軽くできます。
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・所定の範囲でつぎのとおり保険料の払込期間を変更できます。
● 保険料払込期間を短縮する場合

● 保険料払込期間を延長する場合

・契約日から３年以上経過したご契約で、かつ残余保険料払込
期間が２年以上ある場合にお取扱いします。変更後のご契約
の基本年金額は、所定の方法で増額します。
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保険料払込期間の変更

・契約日から３年以上経過したご契約で、かつ変更後のご契約
の残余保険料払込期間が２年以上ある場合にお取扱いしま
す。変更後のご契約の基本年金額は、
変更前と同額とします。
この場合、所定の金額をお払込みいただき、将来の保険料
を改めます。

ご契約のしおり

保険料払込期間の変更

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。
・ご契約は年金支払開始日前であれば解約できますが、年金
支払開始日以後は解約のお取扱はできません。
● 解約払戻金について

・生命保険は、多数の方が保険料を出し合い、相互に保障し、
助け合う制度です。したがって、預貯金のように保険料がそ
のまま積み立てられるものではありません。保険料のうち、
一部は年々の給付金・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、多くの場合お払込み
いただいた保険料全額は戻りません。特に、ご契約後経過
年数が短い場合は、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、性別、保険期間、保険料払込期間、
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。

― 36 ―

・途中でお金がご入用のときは、年金支払開始日前に限り、ご契
約者に対する貸付の制度を利用できます。
・貸付金額は解約払戻金額の９割（保険料払込済のご契約につい
ては８割）
の範囲内です。
・貸付金の利息は、所定の利率で計算します。
・いつでも貸付金の元利金の全部または一部を返済できます。
なお、ご返済がありませんと、貸付金の元利金が増え、ご契約
が効力を失うことがあります。お早めにご返済ください。
・貸付金額が所定の限度を下まわる場合は、ご契約者に対する
貸付の制度はお取扱いしません。

― 37 ―

ご契約のしおり ご契約者に対する貸付について

ご契約者に対する貸付について

ご契約のしおり

給付金等のご請求手続について

給付金等のご請求手続について／給付金等のお支払の時期について

・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。

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
Ａ 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
③告知義務違反に該当する可能性がある場合
④重大事由、詐欺または不法取得目的に該当
する可能性がある場合
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（※）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

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
Ｂ
学等の科学技術的な特別の調査、分析ま
たは鑑定が必要な場合
④ご契約者、被保険者または、給付金受取人 ④180日
を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事
手続が開始されたことが報道等で明らかで
ある場合における、送致、起訴、判決等の
刑事手続の結果についての警察、検察等
の捜査機関または裁判所に対する照会が必
要な場合
⑤日本国外における調査が必要な場合
⑤180日
⑥災害救助法が適用された地域における調査 ⑥60日
が必要な場合

ご契約のしおり

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

●「指定代理請求特約」
のしくみ・特長

保険料の払込免除について、ご契約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
ご契約者に代わって保険料の払込免除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
「ご契約者に代わって保険料の払込免除を請求できるこ
と」
をお伝えください。

● 代理請求できる場合

・あらかじめ指定された指定代理請求人がご契約者に代わって
保険料の払込免除を請求できるのは、つぎの場合です。
＊ご契約者が、事故や病気などにより、保険料の払込免除の
請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
など
ご請求に必要な書類については、巻末の別表１を
ご覧ください。
● 代理請求できる方

・あらかじめつぎの範囲内で指定された指定代理請求人（１名）
が、ご契約者に代わって保険料の払込免除を請求できます。
＊ご契約者の戸籍上の配偶者
＊ご契約者の直系血族
＊その他、ご契約者と同居し、またはご契約者と生計を一に
しているご契約者の３親等内の親族
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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、ご契約者が請求できない特別な事情
があるときは、代理請求人がご契約者に代わって保険料の払
込免除を請求できます。

＊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
＊指定代理請求人に保険料の払込免除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。
＊ご契約者と同居し、またはご契約者と生計を一にしている
ご契約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、ご契約者と同居
し、またはご契約者と生計を一にしている３親等内の親族
＊代理請求人としての要件を満たしていると当社が認めた方
● 留意点

・故意に保険料の払込免除事由を生じさせた方または故意に
ご契約者を保険料の払込免除を請求できない状態にさせた
方は、指定代理請求人または代理請求人としての取扱を受
けることができません。

ご注意

代理請求によって保険料の払込免除を行った後に、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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ご契約のしおり ﹁指定代理請求特約﹂について

※ご契約者は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。

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
年金の種類などの変更

・年金支払開始日前に限り、所定の範囲で、年金の種類、年
金支払期間（年金の種類が確定年金の場合）
、保証期間（年金
の種類が保証期間付終身年金の場合）を変更できます。この
場合、基本年金額を改めます。
・年金支払開始日の前日に、所定の範囲で、年金支払開始日
を繰り下げることができます。この場合、基本年金額を改め
ます。
ご契約者の変更

・ご契約者は、年金支払開始日前に限り、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。
受取人の変更
● 年金受取人の変更

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更で
きます。ただし、変更後の年金受取人はご契約者か被保険
者のいずれかに限ります。
・年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年金受取人に年金をお支
払いしたときは、そのお支払後に変更後の年金受取人から
年金の請求を受けても、当社は年金をお支払いしません。
ご注意

「個人年金保険料税制適格特約」を付加した場合は、ご契
約の内容の変更に一部制限があります。
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・ご契約者は、死亡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、死亡給付金受取人を変更すること
ができます。
・死亡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給付金受取人に死亡
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
亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当社は
死亡給付金をお支払いしません。
● 遺言による死亡給付金受取人の変更

・ご契約者は、死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、
法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更すること
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。
・死亡給付金受取人の変更は、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給付金受取人に死亡
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
亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当社は
死亡給付金をお支払いしません。

― 43 ―

ご契約のしおり ご契約の内容の変更

● 死亡給付金受取人の変更

ご契約のしおり ご契約の内容の変更

死亡給付金受取人が死亡された場合

・死亡給付金受取人が死亡された場合は、すみやかにご連絡い
ただき、新しい死亡給付金受取人に変更してください。
・死亡給付金受取人が死亡された時以後、死亡給付金受取人の
変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡
時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。
・死亡給付金受取人となった方が２人以上いる場合は、死亡給付
金の受取割合は均等とします。
例：ご契約者・被保険者：Ａさん
死亡給付金受取人：Ｂさん
A
（夫）
ご契約者・
被保険者

C
（子）

Bさん
（死亡給付金受取人）
が死亡
し、死亡給付金受取人の変更手
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
死亡給付金 Aさん、CさんとＤさんが死亡給
付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さんが死亡給付金受取人とな
ります。この場合、CさんとDさ
D
んの死亡給付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、年金証書を紛失したとき

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、保険証券ま
たは年金証書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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● 契約者配当金のお支払

・５年ごとの契約者配当金のお支払前でも、契約日から２年を
経過した後にご契約を解約・減額した場合、または契約日か
ら１年を経過した後に死亡給付金のお支払などによってご契
約が消滅した場合にも契約者配当金をお支払いします。ただ
し、解約・減額の場合にお支払いする契約者配当金は、死
亡給付金のお支払などの場合に比べ少なくなります。
・上記のほか、長期継続したご契約に対して特別配当金をお支
払いすることがあります。
ご注意

契約者配当金は経済情勢などにより変動（増減）しますの
で、お支払いできない場合もあります。
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契約者配当金のお支払について

・年金支払開始日以前
契約者配当金は、資産の運用成果を５年ごとに通算して利益
が生じた場合、ご契約者に公平に分配され、ご契約後６年目
から５年ごとにお支払いします。
・年金支払開始日後
契約者配当金は、資産の運用成果や被保険者の死亡実績
（予
定死亡率に対する死亡割合）
※を５年ごとに通算して利益が生
じた場合、ご契約者に公平に分配され、年金支払開始日後６
年目から５年ごとにお支払いします。
※年金の種類が確定年金の場合には、被保険者の死亡実績に
よる契約者配当金のお支払はありません。

ご契約のしおり

契約者配当金のお支払について

ご契約のしおり

● 契約者配当金のお支払方法

管轄裁判所について

・年金支払開始日以前
所定の利率で積み立てておき、年金支払開始日に増額年金
の一時払保険料に充当します。この積み立てた契約者配当
金は、年金支払開始日前であれば、ご請求によりいつでも引
き出すことができます。（ただし、「個人年金保険料税制適格
特約」
を付加した場合は、途中で引き出すことはできません。）
・年金支払開始日後
増加年金の一時払保険料に充当し、年金とともに年金受取
人にお支払いします。

管轄裁判所について
・給付金・保険金・年金などのご請求に関する訴訟については、
当社の日本における主たる事務所の所在地または給付金・保険
金・年金などのお受取人の住所地を管轄する日本国内にある地
方裁判所のみをもって合意による管轄裁判所とします。
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犯罪収益移転防止法にもとづく取引時確認について

・なお、確認させていただいた内容に、変更が生じる場合は、
当社にご連絡ください。

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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犯罪収益移転防止法にもとづく取引時確認について／被保険者による解約請求について

・犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法
律）により、ご契約時、契約内容変更時などには、運転免許証
やパスポートなどの公的証明書などをご提示いただき、本人特
定事項（氏名、住所、生年月日など）
、職業または事業の内容
などの確認を行っております。これは、お客さまの取引に関す
る記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する
資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用され
たりすることを防ぐことを目的としたものです。

ご契約のしおり

その他生命保険に関するお知らせ

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

● プライバシーポリシーについて

・当社は「個人情報の取扱いについて」と題するプライバシーポ
リシーを策定し、これにもとづいて業務を行っています。その
内容は、当社ホームページにてご確認ください。
● 個人情報の収集方法
・当社は、法令などに従い、適正な方法により個人情報を収集し
ます。主な収集方法としては、保険申込み時の契約申込書な
どや保険契約の継続・維持管理などに必要な各種帳票により
収集する方法や、アンケートなどにより収集する方法、電話な
どを通じてお伺いすることにより収集する方法があります。そ
して、個人情報の収集にあたっては、当社は、法令などに従い、
個人情報の利用目的をホームページで公表するほか、申込書
などに記載します。
なお、当社にお電話でお問い合わせいただいた場合、適切な
対応を行うために、通話内容を録音させていただく場合があ
ります。

● 個人情報の利用
・当社は、個人情報を、上記記載の個人情報の利用目的の範囲
内で利用させていただきます。ただし、法令などにもとづく場
合は、この限りではありません。
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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
●

ご契約のしおり

個人情報の取扱いについて

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

【個人データの第三者提供について】
〈代理店に対する提供〉
・当社は代理店制度を採用していますので、個人情報の利用目
的のために、お客さまの個人情報を当社指定の代理店に対し
て提供します。なお、
当社指定の代理店とは、
つぎのとおりです。
(1) ご契約の全部または一部を担当する代理店（お客さまの担
当代理店）
(2) ご契約者が所属する企業などの許可を得て、当該企業など
において各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理な
どを行っている代理店
（企業などの担当代理店）
(3) お客さまの担当代理店または企業などの担当代理店が提携
する、当社の承認を受けた代理店
(4) ご契約者から個人情報の提供について了解を得た代理店
(5) その他、個人情報の利用目的を達成するために必要な範
囲内にある代理店
〈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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〈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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個人情報の取扱いについて

〈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。

ご契約のしおり

〈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。

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】

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。）
● 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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● 米国内国歳入法に伴う手続きについて

米国内国歳入法では、米国納税義務者による租税回避を防ぐ
ため、保険会社を含む金融機関は、取引等をする際、お客
様が米国納税義務者であるかを確認し、米国監督当局に報告
すること等が求められています。このため、契約のお申込み、
ご契約者の変更手続き、保険契約に基づく給付金、保険金、
払戻金等（以下「給付金等」という）のご請求手続き等の取引に
際して当社から本人確認書類、報告書類等の提出をお願いす
ることがあります。当該書類の提出がなされない場合、お受
け取りいただく給付金等が課税の対象となり、源泉徴収される
可能性があります。その源泉徴収の割合は最大で30パーセン
トとなることがあります。
● 個人情報の収集・利用・第三者提供

当社は、米国内国歳入法に基づく本人確認および米国監督当
局等の政府または州機関への報告（それらの要否の判定を含
む）
を適切に行うために以下の取扱をいたします。
(1) 当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の
必要な情報を取得すること
(2) 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確
認や報告の要否判定に利用すること
(3) 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を米国
監督当局等の政府または州機関へ報告
（提供）
すること
〈米国納税義務者について〉
「米国納税義務者」
とは以下のものを指します。
・米国市民または米国居住者（一般に183日以上、米国
に滞在する者。滞在日数の計算には、対象年度の滞在
日数に加え、前年の滞在日数の3分の1に相当する日
数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮され
る。また、永住権所有者を含む）
・米国パートナーシップ
・米国法人
・米国財団
・米国信託
・実質的米国人所有者※が一人以上いる米国外の事業体
（日本の内国法人を含む）
（※米国人が25％を超える議決権または価値を有する
など）
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の対応について
ご契約のしおり ﹁米国内国歳入法﹂︵米国税法︶

「米国内国歳入法」
（米国税法）の対応について

ご契約のしおり ﹁支払査定時照会制度﹂

「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
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、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の他
の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働
者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組
合連合会
（以下、
「各生命保険会社など」
といいます。）
とともに、
給付金・保険金・年金などのお支払の判断または保険契約もし
くは共済契約など
（以下、
「保険契約など」
といいます。）
の解除、
取消しもしくは無効の判断（以下、「お支払などの判断」といい
ます。）
の参考にすることを目的として、
「支払査定時照会制度」
にもとづき、当社を含む各生命保険会社などの保険契約など
に関する以下の相互照会事項記載の情報を共同して利用して
います。
給付金・保険金・年金などのご請求があった場合や、これらに
関係する保険事故が発生したと判断される場合には、「支払査
定時照会制度」
にもとづき、相互照会事項の全部または一部に
ついて、(一社)生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社
などに照会を行い、他の各生命保険会社などから情報の提供
を受け、また他の各生命保険会社などからの照会に対し、情
報を提供すること
（以下、
「相互照会」
といいます。）
があります。
相互照会される情報は以下の相互照会事項に限定され、ご請
求に関係する傷病名などの情報が相互照会されることはあり
ません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社などに提
供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社などによ
るお支払などの判断の参考にするために利用されることがあり
ますが、その他の目的のために利用されることはありません。
なお、照会を受けた各生命保険会社などに相互照会事項記載
― 54 ―

〈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、訂正を申し出ることができます。また、
「個人情報の
保護に関する法律」に違反して相互照会事項記載の情報が取扱
われている場合は、所定のお手続により、当該情報の利用の
停止または第三者への提供の停止を求めることができます。そ
れぞれのお手続の詳細については、当社にお問合わせくださ
い。
・「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名に
ついては、(一社)生命保険協会ホームページ（http://www.
seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。
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ご契約のしおり ﹁支払査定時照会制度﹂

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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【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。）
◇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。

ご契約のしおり

税法上のお取扱について
（平成26年3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から
その年に支払われた契約者配当金を差引いた
金額です。

・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。
●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
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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

2. 死亡給付金などの税法上のお取扱について

・契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり死
亡給付金などに対する税金が異なります。
● 死亡給付金のお取扱

税法上のお取扱について

ご 契 約 例
契約形態

契約者
被保険者
（保険料負担者）

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

受取人

夫

夫

妻

夫

夫

子

夫

妻

夫

税の種類

相続税

所得税
（一時所得）

夫

子

夫

夫

妻

子
贈与税

夫

子

妻

・契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金の受取人が相続
人の場合、死亡給付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。
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ご 契 約 例
契約形態

契約者
（保険料負担者） 被保険者

契約者
（保険
料負担者）
と
受取人が異
なる場合

夫

夫

税の種類

夫
所得税
（雑所得）

夫

夫

妻

妻

夫

妻

年金受給権取得
時にその税法上
の評価額に対し
て贈与税が課税
されます。さらに
毎年の年金受取
時に雑 所 得とし
て所得税が課税
されます。
（贈与
税の課税部分を
除く）

ご案内

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

契約者
（保険
料負担者）
と
受取人が同
一人の場合

受取人

ご契約のしおり

● 年金のお取扱

●MEMO
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約款・特約条項
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Ჯ࠰ƝƱᣐ࢘˄̾ʴ࠰̬ᨖƆМࠀȷരࠀᣐ࢘Ƈ ୍ᡫ̬ᨖኖഘ Ⴘഏ

約款・特約条項
５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
ᲫᲨဇᛖƷॖ፯
  ᇹᲫவ ဇᛖƷॖ፯
ᲬᲨ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
  ᇹᲬவ ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
ᲭᲨɧॾƷʙሁƷܭ፯
  ᇹᲭவ ɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯
ᲮᲨ࠰Ʒᆔ
  ᇹᲮவ ࠰Ʒᆔ
ᲯᲨ࠰ƓǑƼരʧዅ˄Ʒૅ
  ᇹᲯவ ࠰ƓǑƼരʧዅ˄Ʒૅ
  ᇹᲰவ ࠰ƷЎлૅ
  ᇹᲱவ ᄩ࠰ܭƷɟૅ
  ᇹᲲவ ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰Ʒɟૅ
  ᇹᲳவ ࠰ᚰ
ᲰᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
  ᇹவ ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƳƍئӳ
ᲱᲨ࠰ሁƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئ
  ᇹவ ࠰ሁƷᛪ൭ዓƖ
  ᇹவ ࠰ሁƷૅƓǑƼૅئ
ᲲᲨ̬ᨖڎኖᎍሁƷˊᘙᎍ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍŴ࠰ӖӕʴŴരʧዅ˄ӖӕʴƷˊᘙᎍ
ᲳᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣ
  ᇹவ ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂј
  ᇹவ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄Ʒӕෞ
  ᇹவ ̬ᨖ૰ƷЭኛ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖƷࣄ
ᲨڎኖϋܾƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭
  ᇹவ ࠰ƷᆔƷ٭
  ᇹவ ࠰ૅڼଐƷጮǓɦƛ
  ᇹவ ࠰ૅ᧓Ʒ٭
  ᇹவ ̬ᚰ᧓Ʒ٭
Შ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
Შ̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ٭
  ᇹவ ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔ࠰ӖӕʴƷ٭
  ᇹவ ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔരʧዅ˄ӖӕʴƷ٭
  ᇹவ ᢡᚕƴǑǔരʧዅ˄ӖӕʴƷ٭
  ᇹவ രʧዅ˄ӖӕʴŴ࠰ӖӕʴƷരʧ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ʒ٭
ᲨڎኖƷӕෞƠȷјȷᚐᨊ
  ᇹவ ᚴഖƴǑǔӕෞƠ
  ᇹவ ɧඥӕࢽႸႎƴǑǔј
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款
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約款・特約条項

  ᇹவ ԓჷ፯Ѧ
  ᇹவ ԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳ
  ᇹவ ٻʙဌƴǑǔᚐᨊ
Შᚐኖȷᚐኖ
  ᇹவ ᚐኖ
  ᇹவ ؕஜ࠰᫇Ʒถ᫇
  ᇹவ ᚐኖ
  ᇹவ ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓ
Შ࠰ᱫƷᚘምȷ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
  ᇹவ ࠰ᱫƷᚘም
  ᇹவ ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
Შڎኖᎍᣐ࢘Ʒл࢘ƓǑƼૅ
  ᇹவ ڎኖᎍᣐ࢘Ʒл࢘
  ᇹவ ڎኖᎍᣐ࢘Ʒૅ
Შј
  ᇹவ ј
ᲨሥᠤᘶЙ
  ᇹவ ሥᠤᘶЙ
ᲨƦƷ˂
  ᇹவ ̬ᨖ૰ɟཎЩ
  ᇹவ ᢠ৸ьλཎЩ
  ᇹவ രʧዅ˄Ʒᛪ൭ƷᨥƷ࣏ᙲƴ᧙ƢǔཎЩ


Ჯ࠰ƝƱᣐ࢘˄̾ʴ࠰̬ᨖƆМࠀȷരࠀᣐ࢘Ƈ ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

約款・特約条項
５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
 ƜƷ̬ᨖƸŴᎊࢸƷᝅƔƳဃǛ̬ᨦƢǔ࠰̬ᨖưŴƭƗƷዅ˄Ǜ
ᘍƏƜƱǛɼƳႸႎƱƠƨǋƷưƢŵ
  ࠰
  Ĭ ᄩ࠰ܭƷئӳ
   ࠰ૅڼଐˌࢸŴ࠰ૅ᧓ɶᘮ̬ᨖᎍƕဃ܍ƠƯƍǔᨂ
ǓŴ࠰ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴ࠰ૅ᧓ɶƷஇࢸƷ࠰ૅ
ଐЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƸŴസ࠰܍ૅ᧓Ʒச
࠰Ʒྵ̖ǛૅƍǇƢŵ
  ĭ ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰Ʒئӳ
   ࠰ૅڼଐˌࢸŴᘮ̬ᨖᎍƕဃ܍ƠƯƍǔᨂǓŴኳ៲ƴǘƨ
ƬƯŴ࠰ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᚰ᧓ɶƷஇࢸƷ࠰ૅ
ଐЭƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƸŴസ̬܍ᚰ᧓Ʒச࠰Ʒྵ
̖ǛૅƍǇƢŵ
  രʧዅ˄
  ᘮ̬ᨖᎍƕ࠰ૅڼଐЭƴരʧƠƨƱƖƴૅƍǇƢŵ
ᲫᲨဇᛖƷॖ፯
ᇹᲫவᲶဇᛖƷॖ፯Ჸ
  ƜƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘƴƓƍƯ̅ဇƞǕǔƭƗƷӲӭƷဇᛖƷॖ፯ƸŴ
ƦǕƧǕƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  žؕஜ࠰᫇ſ
  žؕஜ࠰᫇ſƱƸŴᇹᲫׅƷ࠰Ʒૅ᫇ƱƠƯ̬ᨖڎኖƷዸኽ
ƷᨥŴ˟ᅈܭƷርϋưŴ̬ᨖڎኖᎍƕਦܭƠƨ᫇Ტ̬ᨖڎኖ
Ʒዸኽࢸƴ٭ƞǕƨئӳƸࢸ٭Ʒ᫇ᲣǛƍƍǇƢŵ
  ž࠰ૅڼଐſ
  ž࠰ૅڼଐſƱƸŴᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕ࠰ૅ࠰ڼᱫƴП
ᢋƢǔ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǛƍƍǇƢŵ
  ž࠰ૅଐſ
  ž࠰ૅଐſƱƸŴᇹᲫׅƷ࠰ƴƭƍƯƸ࠰ૅڼଐǛƍ
ƍŴᇹᲬࢸˌׅƷ࠰ƴƭƍƯƸŴ࠰ૅڼଐƷ࠰ҥˮƷࣖ࢘
ଐǛƍƍǇƢŵ
ᲬᲨ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
ᇹᲬவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨࢸƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨئӳ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛӖƚӕƬƨࢸƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨ
ئӳ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛӖƚӕƬƨᲢᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷЭƴ
ӖƚӕƬƨئӳƴƸŴԓჷƷᲣ
Წ ЭƷᝧ˓ڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠǇƢŵ
Ჭ ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴഏƷʙǛᚡ᠍Ơƨ̬
ᨖᚰУǛႆᘍƠǇƢŵ
  ˟ᅈӸ
  ̬ᨖڎኖᎍƷ൞ӸǇƨƸӸᆅ
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ᲭᲨɧॾƷʙሁƷܭ፯
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹᲭவᲶɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯Ჸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯžɧॾƷʙſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹ
ƷʙǛƍƍŴžɧॾƷʙƴǑǔͻܹſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳ
ஹƷʙƴǑǔͻܹǛƍƍǇƢŵ
Წ ЭƴƓƍƯž࣯ນſŴžͪႆſƓǑƼžٳஹſƱƸŴƭƗƷӲӭ
ƴܭǊǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
  ࣯ນ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙƔǒͻܹƷႆဃǇưƴ᧓ႎ᧓ᨠƷƳƍƜ
ƱǛƍƍŴॸࣱŴӒࣄࣱŴਤዓࣱƷࢍƍǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ͪႆ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙǇƨƸͻܹƷႆဃƕᘮ̬ᨖᎍƴƱƬƯʖᙸ
ưƖƳƍƜƱǛƍƍŴᘮ̬ᨖᎍƷॖƴǋƱƮƘǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤ
ǜŵ
  ٳஹ
  ͻܹƷҾ׆ƕᘮ̬ᨖᎍƷ៲˳ƷٳᢿƔǒ˺ဇƢǔƜƱǛƍƍŴ៲˳
ƷϋᢿႎҾ׆ƴǑǔǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
Ჭ ၌၏ǇƨƸ˳ឋႎƳᙲ׆ǛஊƢǔᎍƕ᠉ࣇƳ׆ٳƴǑǓႆၐƠǇƨ
ƸƦƷၐཞƕفफƠƨƱƖƴƸŴƦƷ᠉ࣇƳ׆ٳƸ࣯ນƔƭͪႆႎƳ
ٳஹƷʙƱǈƳƠǇƤǜŵ
Ხ ƜƷ̬ᨖڎኖƴܭǊǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƴƭƍƯƸŴЭᲭƷ
ǄƔŴƭƗƷӲӭƴܭǊǔƱƜǖƴǑǓǇƢŵ
  ៲˳ٳᢿƔǒஊǬǹǇƨƸஊཋឋǛͪƔƭɟƴԈλŴԈ
ӓǇƨƸઅӕƠƨƱƖƴ࣯ນƴဃƣǔɶၐཞǛԃǈǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƴƞǕƨҔၲᘍໝƴǑǔͻܹƸᨊƖǇƢŵƨƩƠŴᇹ
ᲫƴܭǊǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲƷƨǊƷҔၲᘍໝƴǑǔ
ͻܹƸƜƷᨂǓưƸƋǓǇƤǜŵ
  ၌၏ƴǑǔԠԈᨦܹŴִɦᨦܹŴችᅕᅕኺᨦܹƷཞ७ƴƋǔᎍƷ
ཋƦƷ˂Ʒཋ˳ƷԈλǇƨƸִɦƴǑǔൢᢊصǇƨƸᆷऒƸᨊ
ƖǇƢŵ
  ज़௨ࣱɶƓǑƼǢȬȫǮȸࣱȷࣱȷɶࣱƷᏎᐂ໒Ŵٻ
ᐂ໒ƸᨊƖǇƢŵ
  ٳဇᕤǋƠƘƸᕤཋᚑƴǑǔǢȬȫǮȸŴႝᐎ໒ƳƲƸᨊƖǇ
Ƣŵ
  ඹдŴᏢŴǰȪȸǹǇƨƸ๋дƦƷ˂Ʒ҄ܖཋឋƴǑǔႝᐎ໒
ƳƲƸᨊƖǇƢŵ
  ଐݧ၏ȷ༏ݧ၏ƳƲƷᢅࡇƷ᭗ภɶƷൢᝋவˑƴǑǔǋƷŴ᭗ޛ
၏ƳƲƷൢןƷ҄٭ƴǑǔǋƷŴʈǓཋᣓƍƓǑƼȷญƸᨊƖ

約款・特約条項

  ᘮ̬ᨖᎍƷ൞Ӹȷဃ࠰உଐ
  ࠰ሁƷӖӕʴƷ൞ӸǇƨƸƦƷӖӕʴǛཎܭƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳ
ʙ
  ̬ᨖዅ˄ƷӸᆅᲢ˄ьƞǕƯƍǔཎЩǛԃǈǇƢŵᲣ
  ࠰Ʒᆔ
  ࠰ૅ࠰ڼᱫƓǑƼ࠰ૅڼଐ
  ࠰ૅ᧓Ტ࠰Ʒᆔƕᄩ࠰ܭƷئӳᲣ
  ̬ᚰ᧓Ტ࠰Ʒᆔƕ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰ƷئӳᲣ
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓
  ࠰ሁƷ᫇
  ̬ᨖ૰ƓǑƼƦƷᡂ૾ඥ
  ڎኖଐ
  ̬ᨖᚰУǛ˺Ơƨ࠰உଐ

ǇƢŵ
  ᢅࡇƳѐщǍນƠƍᢃѣɶƷᢅࡇƷᎹ˳ᘍ̅Ŵᬳ᪦୧ᩧƓǑƼਰ
ѣƸᨊƖǇƢŵ
ᲮᲨ࠰Ʒᆔ

約款・特約条項

ᇹᲮவᲶ࠰ƷᆔᲸ
̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƭƗƷ
ƍƣǕƔƷ࠰ƷᆔǛਦܭƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
 ᄩ࠰ܭ
࠰ૅ᧓ƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ̬ᨖڎኖᎍƕਦܭƠƨ᧓
ƱƠǇƢŵ
 ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰
̬ᚰ᧓ƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ̬ᨖڎኖᎍƕਦܭƠƨ᧓ƱƠ
ǇƢŵ

５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᲯᲨ࠰ƓǑƼരʧዅ˄Ʒૅ
ᇹᲯவᲶ࠰ƓǑƼരʧዅ˄ƷૅᲸ
Ძ ࠰ƓǑƼരʧዅ˄ƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ࠰ƷᆔᲴᄩ࠰ܭ
࠰Ŵരʧዅ˄Ǜ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ࠰ૅ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ࠰ૅ
ૅƏئӳᲢˌɦŴ ᧓ɶƷ࠰ૅଐƴ ڼଐˌࢸŴ࠰ૅ
᧓ɶƷஇࢸƷ࠰ૅ
žૅʙဌſƱƍƍ ဃ܍ƠƯƍǔƱƖ
ǇƢŵᲣ
ଐЭƴരʧƠƨƱƖ
ૅ᫇

࠰Ʒ࠰Ʒૅ᫇ƸŴ КᘙƴܭǊǔ࠰ૅ
ؕஜ࠰᫇Ʊӷ᫇
᧓ɶƷச࠰Ʒ
ྵ̖

Ӗӕʴ
࠰Ӗӕʴ
࠰Ӗӕʴ

  ࠰ƷᆔᲴ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ࠰ૅ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ࠰ૅ
ଐƴဃ܍ƠƯƍǔƱƖ ڼଐˌࢸŴ̬ᚰ᧓
ɶƷஇࢸƷ࠰ૅଐ
ЭƴരʧƠƨƱƖ
ૅ᫇
Ӗӕʴ

  രʧዅ˄
ૅʙဌ

࠰Ʒ࠰Ʒૅ᫇ КᘙƴܭǊǔ̬ᚰ
ƸŴؕஜ࠰᫇Ʊӷ᫇ ᧓ɶƷச࠰Ʒྵ̖
࠰Ӗӕʴ

࠰Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ࠰ૅڼଐЭƴരʧƠƨƱƖ

ૅ᫇

КᘙƴܭǊǔരʧዅ˄᫇

Ӗӕʴ

രʧዅ˄Ӗӕʴ

ૅʙဌƴᛆ࢘Ơ
Ưǋരʧዅ˄Ǜ
ૅǘƳƍئӳ
Ტˌ
ɦŴžβᝧʙဌſ
ƱƍƍǇƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧዅ˄ӖӕʴƷॖ
ĭᝧ˓ڼᲢࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄ
ƷᨥƷᝧ˓ڼŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭Ʒᨥ

― 70 ―

Ʒരʧዅ˄᫇Ʒف᫇ᢿЎƴƭƍƯƸƦƷᨥƷ
ᝧ˓ڼŵˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔଐƔǒƦƷ
ଐǛԃǊƯᲭ࠰ˌϋƷᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈ
ĮʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ

ᇹᲱவᲶᄩ࠰ܭƷɟૅᲸ
  ࠰Ʒᆔƕᄩ࠰ܭƷئӳƴƸŴ࠰ӖӕʴƸŴ࠰ૅڼଐ
ˌࢸŴ࠰ૅ᧓ɶƷஇࢸƷ࠰ૅଐЭƴᨂǓŴ࠰ૅ᧓ɶ
ƷݩஹƷ࠰ƷૅƴƔƑƯŴസ࠰܍ૅ᧓Ʒச࠰Ʒྵ̖Ʒ
ɟૅǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳƷૅ᫇ƸКᘙƴܭ
Ǌǔ᫇ƱƠŴ
̬ᨖڎኖƸ࠰ƷɟૅǛᘍƬƨƱƖƴෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰ƷɟૅᲸ
Ძ ࠰Ʒᆔƕ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰ƷئӳƴƸŴ࠰ӖӕʴƸŴ࠰
ૅڼଐˌࢸŴ̬ᚰ᧓ɶƷஇࢸƷ࠰ૅଐЭƴᨂǓŴ̬ᚰ᧓
ɶƷݩஹƷ࠰ƷૅƴƔƑƯŴസ̬܍ᚰ᧓Ʒச࠰Ʒྵ̖Ʒɟ
ૅǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳƷૅ᫇ƸŴКᘙƴܭ
Ǌǔ᫇ƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓŴ࠰ƷɟૅƕᘍǘǕƨƱƖƸŴƭƗƷӲӭ
ƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ̬ᚰ᧓ኺᢅࢸƷ࠰ૅଐƴᘮ̬ᨖᎍƕဃ܍ƠƯƍǔƱƖƸŴ
࠰ǛዒዓƠƯૅƍǇƢŵ
  ࠰ƷɟૅƕᘍǘǕƨࢸŴസ̬܍ᚰ᧓ɶƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧ
ƠƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸᘮ̬ᨖᎍƷരʧƴෞ๒ƠǇƢŵ
  ࠰ᚰƴᘻƠǇƢŵ
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹᲰவᲶ࠰ƷЎлૅᲸ
Ძ ࠰ӖӕʴƸŴ࠰ૅڼଐˌࢸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ࠰Ʒ
ЎлૅǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ࠰Ʒૅ᫇ƕ˟ᅈƷ
ܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔئӳƴƸŴ࠰ƷЎлૅƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓŴ࠰ǛЎлƠƯૅƏƱƖƸŴ˟ᅈܭƷМྙ
ƴǑǓᚘምƠƨМऒǛƭƚƯૅƍǇƢŵ

約款・特約条項


Წ ࠰ӖӕʴƸŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱƠŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƷ
ᨥŴ̬ᨖڎኖᎍƕਦܭƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ࠰Ӗӕʴƕᘮ̬ᨖᎍƷئӳưŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓŴச࠰Ʒ
ྵ̖ǛૅƏƱƖƸŴᘮ̬ᨖᎍƷരʧƷඥܭႻዓʴƴૅƍǇƢŵ
Ხ രʧዅ˄ǛૅƏƱƖƴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍ
ƴݣƢǔ˄ƕƋǔƱƖƸŴ˟ᅈƸŴരʧዅ˄ƔǒƦǕǒƷ˄
ƷΨМǛࠀƠࡽƖǇƢŵ
Ჯ βᝧʙဌƴᛆ࢘ƠƯŴരʧዅ˄ǛૅǘƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ
̬ᨖ૰ᆢᇌᲢരʧዅ˄᫇ǛɥǇǘǔئӳƸŴരʧዅ˄᫇Ʊӷ᫇
ƱƠǇƢŵᲣǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƕॖ
ƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳƴƸૅƍǇƤǜŵ
Ჰ രʧዅ˄Ӗӕʴƕॖƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳưŴƦƷӖӕ
ʴƕരʧዅ˄ƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƴƸŴ˟ᅈƸŴരʧዅ˄
Ʒസ᫇ǛƦƷ˂Ʒരʧዅ˄ӖӕʴƴૅƍŴૅǘƳƍᢿЎƷ̬ᨖ
૰ᆢᇌǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕŴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯരʧዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷ̬
ᨖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖ
ơŴരʧዅ˄Ǜμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᇹᲳவᲶ࠰ᚰᲸ
  ˟ᅈƸŴᇹᲫׅƷ࠰ǛૅƏƱƖƴŴ࠰ᚰǛ˺ƠƯ࠰Ӗ
ӕʴƴႆᘍƠǇƢŵ
ᲰᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ

約款・特約条項
５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ
ഏƷᡂஉᲢᡂஉƷИଐƔǒڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴᛆ࢘Ơƨ
ƱƖƸŴƦƷᡂஉᲣˌࢸƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏ǛҾ׆ƱƠƯŴ̬
ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴКᘙᲭƴܭǊǔ᭗ࡇᨦܹཞ७ᲢˌɦŴž᭗ࡇᨦܹ
ཞ७ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘ƠƨƱƖŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼЭƴ
ƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƴŴ
ᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏
Ტᝧ
˓ڼЭƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƷҾ׆ƱƳƬƨͻܹǇƨƸ
၌၏Ʊ׆ௐ᧙̞ƷƳƍͻܹǇƨƸ၌၏ƴᨂǓǇƢŵᲣǛҾ׆ƱƢǔ
ᨦܹཞ७ƕૼƨƴьǘƬƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛԃǈǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷҾ׆
ƱƠƯŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƷ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ɶƴКᘙᲮƴܭǊǔ៲˳ᨦܹƷཞ७ᲢˌɦŴž៲˳ᨦܹཞ७ſƱ
ƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘ƠƨƱƖŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃ
ơƯƍƨᨦܹཞ७ƴŴᝧ˓ڼˌࢸƷɧॾƷʙǛႺƷҾ׆Ʊ
Ƣǔᨦܹཞ७ƕૼƨƴьǘƬƯ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛԃǈ
ǇƢŵ
  ᇹᲫӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭƷ၌၏Ǜ
Ҿ׆ƱƠƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯ
ƍƨƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ
১ᜄƠƨርϋư̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵƨƩƠŴʙܱƷɟ
ᢿƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈ
ƕദᄩƴჷǔƜƱƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ĭ ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛ
ӖƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚ
ƨƜƱƕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵƨƩƠŴƦ
Ʒ၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨ
ƸᐯᙾƠƯƍƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓ
ƱƠǇƢŵ
  ڎኖϋܾƷ٭ƴ᧙ƢǔᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ᡂǛβᨊƠƨ̬ᨖ૰ƸŴᡂஉƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᡂƕƋ
ƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƳƍئӳᲸ
Ძ ЭவᇹᲫᇹᲫӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷ
ƍƣǕƔƴǑǓ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂǛβᨊƠǇƤǜŵƨƩƠŴᇹᲮӭƴƋƬƯƸŴƦƷҾ׆ƴǑǔ᭗
ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷ̬ᨖƷᚘምƷؕᄽ
ƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱ˟ᅈƕᛐǊƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰Ʒᡂ
ǛβᨊƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖ
  ᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈᘍໝ
  ᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
  ʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ
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ᇹவᲶ࠰ሁƷᛪ൭ዓƖᲸ
Ძ ࠰ǋƠƘƸരʧዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌ
ƕဃơƨƱƖƸŴ
̬ᨖڎኖᎍŴ
࠰ӖӕʴǇƨƸരʧዅ˄ӖӕʴƸŴ
๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ૅʙဌƷဃơƨ࠰ǇƨƸരʧዅ˄ƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ࣏ᙲ
ᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴ࠰ǇƨƸരʧዅ˄Ǜᛪ൭ƠƯ
ƘƩƞƍŵ
Ჭ ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ๛ƳƘ
࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊǛᛪ൭Ơ
ƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶ࠰ሁƷૅƓǑƼૅئᲸ
Ძ ࠰ǇƨƸരʧዅ˄ሁᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯž࠰ሁſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪም
ƠƯᲯփಅଐˌϋƴ˟ᅈƷଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙѦưૅƍǇƢŵ
Წ ࠰ሁǛૅƏƨǊƴᄩᛐƕ࣏ᙲƳഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔئӳƴƓƍƯŴ
̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒ࠰ሁƷᛪ൭Ǉưƴ˟ᅈƴ੩ЈƞǕƨƩ
ƚưƸᄩᛐưƖƳƍƱƖƴƸŴƦǕƧǕ࢘ᛆӲӭƴܭǊǔʙƷᄩᛐ
Ტ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔᚮૺǛԃǈǇƢŵᲣǛᘍƍǇƢŵƜƷئ
ӳƴƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࠰ሁǛૅƏǂƖᨂƸŴƦƷ
ᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯଐǛኺᢅ
ƢǔଐƱƠǇƢŵ
 ࠰ሁƷૅʙဌႆဃƷஊƷᄩᛐƕ࣏ᙲƳئӳ
ᘮ̬ᨖᎍƷരʧƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊ
 രʧዅ˄ƷૅƍƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
രʧዅ˄ƷૅʙဌƕႆဃƠƨҾ׆
 ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴᐱƬƨҾ
׆
 ƜƷኖഘƴܭǊǔٻʙဌŴᚴഖǇƨƸɧඥӕࢽႸႎƴᛆ࢘Ƣǔ
ӧᏡࣱƕƋǔئӳ
ЭᲭӭƴܭǊǔʙŴᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸᇹᲫᇹᲯӭ
ƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸ࠰ሁ
ƷӖӕʴƷ̬ᨖڎኖዸኽƷႸႎǋƠƘƸ࠰ሁƷᛪ൭Ʒॖƴ᧙Ƣ
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᲱᲨ࠰ሁƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئ

約款・特約条項

Წ ЭவᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷ
ƍƣǕƔƴǑǓ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂǛβᨊƠǇƤǜŵƨƩƠŴᇹᲱӭǇƨƸᇹᲲӭƴƋƬƯƸŴƦƷ
Ҿ׆ƴǑǔ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷ̬ᨖ
ƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱ˟ᅈƕᛐǊƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ
̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅڂ
  ᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
  ᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
  ᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
  ᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ᠃ƠƯƍǔ᧓ƴ
ဃơƨʙ
  ᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃
ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
  עᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
  ʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ

約款・特約条項
５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ǔ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒ࠰ሁƷᛪ൭ǇưƴƓƚǔʙܱ
Ჭ ЭƷᄩᛐǛƢǔƨǊŴഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔʙƴƭƍƯƷཎКƳༀ
˟Ǎᛦ௹ƕɧӧഎƳئӳƴƸŴЭᲬƴƔƔǘǒƣŴ࠰ሁǛૅƏ
ǂƖᨂƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪ
ምƠƯŴ
࢘ᛆӲӭƴܭǊǔଐૠ
ᲢӲӭƷƏƪᙐૠƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ
ƦǕƧǕƴܭǊǔଐૠƷƏƪஇǋٶƍଐૠᲣǛኺᢅƢǔଐƱƠǇƢŵ
 ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷҔၲೞ᧙Ǉƨ
ƸҔࠖƴݣƢǔༀ˟ƷƏƪŴༀ˟έƷਦܭƢǔ᩿ሁƷ૾ඥƴᨂܭ
ƞǕǔༀ˟  ଐ
 ЭᇹᲬӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷࡰᜱٟඥᲢଯ
ԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƴǋƱƮƘༀ˟ƦƷ˂ƷඥˋƴǋƱƮƘༀ˟
ଐ
 ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲮӭƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷᄂᆮೞ
᧙ሁƷᧉݦೞ᧙ƴǑǔҔܖǇƨƸܖሁƷᅹܖ২ᘐႎƳཎКƷᛦ௹Ŵ
ЎௌǇƨƸᦷ  ܭଐ
 ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲮӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƠŴ̬ᨖڎኖ
ᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ࠰ሁƷӖӕʴǛᘮွᎍƱƠƯŴ਼௹ŴឪᚫƦ
Ʒ˂ƷДʙዓƕڼƞǕƨƜƱƕإᢊሁƔǒଢǒƔưƋǔئӳƴ
ƓƚǔŴЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲮӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƢǔŴ
ᡛᐲŴឪᚫŴЙൿሁƷДʙዓƷኽௐƴƭƍƯƷᜩݑŴ౨ݑሁƷ਼
௹ೞ᧙ǇƨƸᘶЙƴݣƢǔༀ˟  ଐ
 ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷଐஜٳƴƓ
ƚǔᛦ௹  ଐ
 ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷܹяඥ
Ტଯ
ԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƕᢘဇƞǕƨ؏עƴƓƚǔᛦ௹  ଐ
Ხ ЭᲬƴਫ਼ƛǔ࣏ᙲƳʙƷᄩᛐƴᨥƠŴ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇ
ƨƸ࠰ሁƷӖӕʴƕദ࢘ƳྸဌƳƘ࢘ᛆᄩᛐǛڳƛŴǇƨƸƜǕƴ
ࣖơƳƔƬƨƱƖᲢ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔ࣏ᙲƳᚮૺƴࣖơƳƔ
ƬƨƱƖǛԃǈǇƢŵᲣƸŴ˟ᅈƸŴƜǕƴǑǓ࢘ᛆʙƷᄩᛐƕ
ࡨƠƨ᧓Ʒ๛Ʒᝧ˓ǛǘƣŴƦƷ᧓Ƹ࠰ሁǛૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ᇹᲫƔǒЭǇưƷᙹܭƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯǋแဇƠǇ
Ƣŵ
ᲲᲨ̬ᨖڎኖᎍሁƷˊᘙᎍ
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍŴ࠰ӖӕʴŴരʧዅ˄ӖӕʴƷˊᘙᎍᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍŴ࠰ӖӕʴǇƨƸരʧዅ˄Ӗӕ
ʴƕᲬʴˌɥƋǔƱƖƸŴ
ӲˊᘙᎍǛᲫʴܭǊƯƘƩƞƍŵ
ƜƷئӳŴ
ƦƷˊᘙᎍƸŴƦǕƧǕ˂Ʒ̬ᨖڎኖᎍŴ࠰ӖӕʴǇƨƸരʧዅ˄
ӖӕʴǛˊྸƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷˊᘙᎍƕܭǇǒƳƍƔǇƨƸƦƷנƕɧଢƷƱƖƸŴ˟ᅈ
ƕ̬ᨖڎኖᎍŴ࠰ӖӕʴǇƨƸരʧዅ˄ӖӕʴƷᲫʴƴݣƠƯƠ
ƨᘍໝƸŴ˂ƷᎍƴݣƠƯǋјщǛဃơǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕᲬʴˌɥƋǔئӳƴƸŴƦƷᝧ˓Ƹᡲ࠘ƱƠǇƢŵ
ᲳᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴƦƷᡂ᧓ɶŴׅᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸᇹᲫƴܭǊǔᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴƭƗ
Ʒ᧓ᲢஜኖഘǛᡫơƯžᡂஉſƱƍƍǇƢŵᲣϋƴƍᡂǜư
ƘƩƞƍŵ
 உڎኖƷئӳ
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ᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјᲸ
Ძ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓ྅ʖ᧓ƕƋ
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ̬ᨖ
૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖ
ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴᨂǓǇƢŵ
  ᗡೞ᧙ሁƷ˟ᅈƷਦܭƠƨӝࡈƴᡛƢǔƜƱƴǑǓƍᡂǉ
૾ඥ
  ˟ᅈƷਦܭƠƨᗡೞ᧙ሁƷӝࡈਰஆƴǑǓƍᡂǉ૾ඥ
  ˳ׇޓǛᡫơƍᡂǉ૾ඥᲢ˳ׇޓƱ˟ᅈƱƷ᧓ƴ˳ׇӕৢ
ڎኖƕዸኽƞǕƯƍǔئӳƴᨂǓǇƢŵᲣ
  ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴਤӋƠƯƍᡂǉ૾ඥ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴЭӲӭƷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥ
ᲢኺែᲣǛ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƕᇹᲫᇹᲬӭǇƨƸᇹᲭӭưƋǔ̬ᨖ
ڎኖƴƓƍƯŴƦƷ̬ᨖڎኖƕ˟ᅈƷӕৢவˑƴᛆ࢘ƠƳƘƳƬƨƱ
ƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛ
˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƯƘƩƞƍŵƜƷئӳŴ̬ᨖڎኖᎍƕ
̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥ
ᲢኺែᲣ
Ʒ٭ǛᘍƏǇưƷ᧓Ʒ̬ᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ
˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ

約款・特約条項

உҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷ
ଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐ
Ǉư
 Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
Ҟ࠰ҥˮǇƨƸ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐǇư
Წ ЭƷ̬ᨖ૰ƕڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴƍᡂǇǕŴƔƭŴƦƷଐ
Ǉưƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨ
ئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢരʧዅ˄
ǛૅƏƱƖƸŴരʧዅ˄ƱƱǋƴƦƷരʧዅ˄ӖӕʴᲣƴ
ƍƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨئӳŴƦƷᡂஉƴࣖݣƢǔǋƷƱƠƯƍ
ᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ტ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƴᛆ࢘ƠƨࢸƴŴƍᡂǇ
ǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢǘǕǔ̬ᨖ૰ǛᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴഏƷ
ƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
 ᇹᲫᇹᲫӭƷڎኖƷئӳŴ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
 ᇹᲫᇹᲬӭƷڎኖƷئӳŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓ
சኺᢅ᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ
૰Ⴛ࢘᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍ രʧዅ˄ǛૅƏƱƖƸŴരʧዅ˄ƱƱ
ǋƴƦƷരʧዅ˄Ӗӕʴ ƴૅƍǇƢŵ
Ხ ЭƷᙹܭƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯแဇƠǇƢŵ
Ჯ ЭᲭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ᇹவᲶ࠰ሁƷૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴരʧዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴசᡂ̬
ᨖ૰ǛૅƏǂƖരʧዅ˄ƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵ
Ჱ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸச
ᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჲ ЭƷئӳŴசᡂ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴᇹவᲶ྅ʖ᧓ɶ
ƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸᇹᲬƓǑƼᇹᲭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ


ǓǇƢŵ
 உڎኖƷئӳ
 ᡂஉƷ፻உИଐƔǒଐǇư
 Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
 ᡂஉƷ፻உИଐƔǒ፻ŷஉƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐǇưᲢᡂ
உƷڎኖࣖ࢘ଐƕᲬஉŴᲰஉŴஉƷӲଐƷئӳƴƸŴƦǕƧǕ
ᲮஉŴᲲஉŴᲫஉƷӲଐǇưᲣ
Წ ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸŴ྅ʖ
᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ






約款・特約条項
５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸ
Ძ ྅ʖ᧓ɶƴ࠰ǇƨƸരʧዅ˄ƷૅʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴ
˟ᅈƸŴசᡂ̬ᨖ૰Ǜ࠰ǇƨƸരʧዅ˄ƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵ
Წ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎ
ኖᎍƸŴƦƷ྅ʖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƴசᡂ̬ᨖ૰Ǜƍᡂǜư
ƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭƷசᡂ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸ྅ʖ
᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍ
ǇƤǜŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄Ჸ
Ძ ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳƍǇǇư྅ʖ᧓ǛᢅƗƨئӳưǋŴƜƷ̬ᨖڎ
ኖƴᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƋǒƔơǊ̬ᨖڎኖᎍƔǒКെƷဎЈ
ƕƳƍᨂǓŴ˟ᅈƸŴᐯѣႎƴ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛƠ˄ƚƯ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƴΪ࢘ƠŴ̬ᨖڎኖǛஊјƴዒዓƞƤǇƢŵ
Წ ஜவƷ˄ƸƠ˄ƚǔ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ƱƦƷМऒƷӳᚘ᫇ƕᚐኖ
᫇ᲢƦƷ̬ᨖ૰ƷᡂƕƋƬƨǋƷƱƠƯᚘምƠŴஜவƷ˄Ǉ
ƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƕƋǔƱƖƸƦƷΨМǛࠀƠࡽƖǇƢŵ
Უ
ǛƜƑƳƍ᧓ᘍǘǕǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ஜவƴǑǓƠ˄ƚǔ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ƸŴƭƗƷӲӭƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
  உڎኖƷئӳ
  ᲭƔஉЎƷ̬ᨖ૰ƴႻ࢘Ƣǔ᫇ŵƨƩƠŴЭƷᙹܭƴǑǓᲭƔ
உЎƷ̬ᨖ૰ƴႻ࢘Ƣǔ᫇Ʒ˄ƕưƖƳƍƱƖƸŴ˄ƕưƖ
ǔርưஇǋٶƍஉૠЎƷ̬ᨖ૰ƴႻ࢘Ƣǔ᫇ƱƠǇƢŵ
  ࠰ڎኖǇƨƸҞ࠰ڎኖƷئӳ
  ƍᡂǉǂƖ̬ᨖ૰ƴႻ࢘Ƣǔ᫇
Ხ ஜவƷ˄Ƹ྅ʖ᧓ʕƴƠ˄ƚƨǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ ஜவƷ˄ƷМऒƸŴ
˟ᅈܭƷМྙ
Ტ࠰ڎኖƴƓƍƯƸ࠰ᲲᲟ
ˌɦŴҞ࠰ڎኖƴƓƍƯƸҞ࠰ᲮᲟˌɦŴஉڎኖƴƓƍƯƸஉᲲ
ᲩᲟˌɦưܭǊǇƢŵᲣƴǑǓᚘምƠŴഏˌࢸƷ̬ᨖ૰ᡂƷ྅
ʖ᧓ƕʕƢǔଐᲢஉڎኖƴƓƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊǔଐᲣƝƱƴ
ΨƴጮǓλǕǇƢŵ
Ჰ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƍƭưǋŴஜவƷ˄ƷΨМƷμᢿǇƨƸɟᢿ
ǛᡉฎƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷӕෞᲸ
  ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕᘍǘǕƨئӳưǋŴ྅ʖ᧓ʕƷଐƷ፻
ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉˌϋƴ̬ᨖڎኖᎍƔǒƭƗƷӲӭƷƍƣ
ǕƔƷᛪ൭ƕƋƬƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǛᘍǘƳ
ƔƬƨǋƷƱƠƯŴƦƷᛪ൭ƴǑǔӕৢǛƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷᚐኖ
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  ؕஜ࠰᫇Ʒถ᫇

ᲨڎኖϋܾƷ٭
ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ࠰ŴҞ࠰ǇƨƸஉƷ̬
ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣǛႻʝƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ̬ᨖ૰
ᡂ᧓Ǜ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ˟ᅈƕŴஜவƷ٭Ǜ১ᜄƠƨƱƖƸŴƭƗƷӲӭƷƱƓǓӕǓৢ
ƍǇƢŵ
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛჺƢǔئӳ
  ؕஜ࠰᫇Ǜ٭ЭƱӷ᫇ƱƠǇƢŵƜƷئӳŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥ
ưᚘምƠƨ᫇ƷᡂǛᙲƠŴݩஹƷ̬ᨖ૰ǛોǊǇƢŵ
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖƷࣄᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖڎኖƕјщǛڂƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭ࠰
ˌϋưŴƔƭ࠰ૅڼଐЭƴᨂǓŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ
੩ЈƠŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴࣄǇưƷசᡂ̬ᨖ૰ǛŴ˟ᅈƷਦ
ܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥưƍᡂǉƜƱƴǑǓŴ̬ᨖڎኖ
ǛࣄƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƕᚐኖǛᛪ൭
ƠƨࢸƸŴ̬ᨖڎኖǛࣄƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Წ ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ᲸᇹᲰƷᙹܭƴǑǓјщǛڂƬ
ƨ̬ᨖڎኖǛࣄƞƤǔئӳƴƸŴ˟ᅈܭƷ᫇ǋƍᡂǜưƘƩ
ƞƍŵ
Ჭ ᇹᲬவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸƷᙹܭƸŴஜவƷئӳƴแဇƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴᇹᲬவᇹᲬƷžڎኖଐſƸŴžࣄଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖƷࣄƴᨥƠƯƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƠǇƤǜŵ

約款・特約条項

ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƴƠƨƕƬƯŴƭƗƷƱƓǓݩஹ
Ʒ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  உڎኖƷئӳ
  ࢘உЎˌࢸƷᲰƔஉЎǇƨƸƔஉЎƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕư
ƖǇƢŵƜƷئӳŴ˟ᅈܭƷлࡽྙư̬ᨖ૰ǛлǓࡽƖǇƢŵ
  Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
  Ĭ ݩஹƷ̬ᨖ૰ǛЭኛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ˟ᅈ
ƷܭǊǔМྙưлǓࡽƖǇƢŵ
  ĭ ЭĬƷᙹܭƴǑǓлǓࡽƔǕƨЭኛ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈƷܭǊǔМ
ྙƷМऒǛƭƚƯᆢǈᇌƯƯƓƖŴҞ࠰ҥˮǇƨƸ࠰ҥˮƷڎኖ
ࣖ࢘ଐƝƱƴ̬ᨖ૰ƷᡂƴΪ࢘ƠǇƢŵ
  Į Эኛ᧓ƕʕƠƨئӳƴЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔƱƖƸŴƦ
Ʒസ᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖǇƨƸ̬ᨖ૰
ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖƴŴЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔئӳƸŴƜ
ǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
ƨƩƠŴ
രʧዅ˄ǛૅƏƱƖƸŴ
രʧዅ˄ƱƱǋƴരʧዅ˄ӖӕʴƴƍƠǇƢŵ

  ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛࡨᧈƢǔئӳ
  ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưؕஜ࠰᫇Ǜف᫇ƠǇƢŵ
Ხ ஜவƷ٭ƸŴ˟ᅈƕ১ᜄƠƨƔǒјщǛဃơǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƸŴஜவƷ٭ƷᨥƷര
ʧዅ˄᫇Ʒف᫇ᢿЎƴƭƍƯแဇƠǇƢŵ

約款・特約条項

ᇹவᲶ࠰ƷᆔƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰ૅڼଐЭƴᨂǓŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈ
ƷܭǊǔርưŴ࠰ƷᆔǛ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴ
ؕஜ࠰᫇ǛોǊǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶ࠰ૅڼଐƷጮǓɦƛᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰ૅڼଐƷЭଐƴᨂǓŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ
˟ᅈƷܭǊǔርưŴ࠰ҥˮư࠰ૅڼଐǛጮǓɦƛǔƜƱƕư
ƖǇƢŵƜƷئӳŴؕஜ࠰᫇ǛોǊǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓ࠰ૅڼଐǛጮǓɦƛƨƱƖƸŴጮǓɦƛЭ
Ʒ࠰ૅڼଐˌࢸƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ̬ᨖ૰ƷᡂƸᙲƠǇƤǜŵ
  ᇹᲯவᲶ࠰ƓǑƼരʧዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲭӭƷᙹܭƴƔ
ƔǘǒƣŴരʧዅ˄᫇ƸŴᘮ̬ᨖᎍƷരʧଐƴƓƚǔ̬ᨖ૰ᆢᇌ
Ⴛ࢘᫇ƱƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷጮǓɦƛǛᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙ
ᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶ࠰ૅ᧓Ʒ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰Ʒᆔƕᄩ࠰ܭƷئӳƴƸŴ࠰ૅڼଐ
ЭƴᨂǓŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ࠰ૅ᧓Ǜ
٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴؕஜ࠰᫇ǛોǊǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶ̬ᚰ᧓Ʒ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰Ʒᆔƕ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰ƷئӳƴƸŴ࠰
ૅڼଐЭƴᨂǓŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ̬ᚰ
᧓Ǜ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴؕஜ࠰᫇ǛોǊǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Შ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰ૅڼଐЭƴᨂǓŴᚐኖ᫇ƷᲳлᲢ̬
ᨖ૰ᡂฎƷ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸᲲлƱƠŴǇƨŴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
˄ǇƨƸஜவƷ˄ƕƋǔƱƖƸŴƦǕǒƷ˄ƷΨМǛࠀƠ
ࡽƖǇƢŵᲣƷርϋưŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưŴ˄ǛӖƚǔƜƱƕ
ưƖǇƢŵ
ƨƩƠŴ
˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔئӳƴƸŴ
˟ᅈƸŴஜவƷ˄ǛӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ˄ǛӖƚǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ
˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷ˄ƷМऒƸŴ˟ᅈܭƷМྙƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴŴஜவƷ˄ǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
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ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰ૅڼଐЭƴᨂǓŴᘮ̬ᨖᎍƓǑƼ˟ᅈƷӷ
ॖǛࢽƯŴ̬ᨖڎኖɥƷೌМƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯǛᇹɤᎍƴ১ዒƞƤ
ǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƱ࠰ӖӕʴƕီƳǔئӳŴ࠰ӖӕʴƸŴ࠰ૅ
ڼଐƴ̬ᨖڎኖɥƷೌМƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯǛ১ዒƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔ࠰ӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƨɥưŴ˟ᅈƴݣƢǔᡫჷƴǑ
Ǔ࠰ӖӕʴǛ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴࢸ٭Ʒ࠰Ӗӕ
ʴƸ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷƏƪƔǒਦܭƢǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Წ ࠰ૅڼଐˌࢸƴŴЭƷᙹܭƴǑǓ࠰Ӗӕʴƕ٭ƞǕƨ
ئӳƴƸŴࢸ٭Ʒ࠰ӖӕʴƸ̬ᨖڎኖɥƷೌМƓǑƼ፯ѦƷƢǂ
ƯǛ১ዒƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯ
ƘƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙ
ᅆƠǇƢŵ
Ხ ᇹᲫƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƢǔЭƴ٭ЭƷ࠰Ӗӕʴƴ࠰Ǜૅ
ƬƨƱƖƸŴƦƷૅࢸƴࢸ٭Ʒ࠰ӖӕʴƔǒ࠰Ʒᛪ൭ǛӖ
ƚƯǋŴ˟ᅈƸƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
ᇹவᲶ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔരʧዅ˄ӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴരʧዅ˄ƷૅʙဌƕႆဃƢǔǇưƸŴᘮ̬ᨖᎍ
ƷӷॖǛࢽƨɥưŴ˟ᅈƴݣƢǔᡫჷƴǑǓരʧዅ˄ӖӕʴǛ٭
ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆ
ƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƢǔЭƴ٭ЭƷരʧዅ˄Ӗӕʴƴര
ʧዅ˄ǛૅƬƨƱƖƸŴƦƷૅࢸƴࢸ٭Ʒരʧዅ˄Ӗӕʴ
Ɣǒരʧዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

Შ̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭

約款・特約条項

˄ƕƋǔƱƖƸŴ˟ᅈƸŴૅƏǂƖ᫇ƔǒƦǕǒƷ˄ƷΨМ
ǛࠀƠࡽƖǇƢŵ
Ჯ ஜவƷ˄ƓǑƼ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷΨМƕᚐኖ᫇Ǜ
ƜƑƨƱƖƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƸŴ
˟ᅈܭƷ᫇ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
ƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵ
Ჰ ˟ᅈƕЭƷᡫჷǛႆƠƨଐƷޓƢǔஉƷ፻உଐǇưƴŴ˟ᅈ
ܭƷ᫇ƕƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸŴƜƷଐƷ፻ଐƔ
ǒјщǛڂƍǇƢŵ
Ჱ ࠰ૅڼଐƷЭଐƴஜவƷ˄ǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕ
ƋǔƱƖƸŴ̬ᨖ૰ᆢᇌƔǒƦǕǒƷ˄ƷΨМǛࠀƠࡽƖŴ
̬ᨖ૰ᆢᇌƷസ᫇ǛǋƬƯૼƨƴؕஜ࠰᫇ǛܭǊǇƢŵƨƩƠŴ
ƦƷئӳƷؕஜ࠰᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔƱƖƸŴ࠰Ʒ
ૅǛᘍǘƣŴ̬ᨖ૰ᆢᇌƷസ᫇Ǜɟƴ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍŴ̬
ᨖڎኖƸ࠰ૅڼଐƷЭଐƴ̬ᨖ᧓ƕʕƠƯෞ๒ƠƨǋƷƱ
ƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƍƭưǋŴஜவƷ˄ƷΨМƷμᢿǇƨƸɟᢿ
ǛᡉฎƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ

約款・特約条項

ᇹவᲶᢡᚕƴǑǔരʧዅ˄ӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ЭᲬவƴܭǊǔǄƔŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴരʧዅ˄Ʒૅʙဌƕႆဃ
ƢǔǇưƸŴඥࢷɥஊјƳᢡᚕƴǑǓŴരʧዅ˄ӖӕʴǛ٭Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷരʧዅ˄ӖӕʴƷ٭ƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƕƳƚǕƹŴƦ
ƷјщǛဃơǇƤǜŵ
Ჭ ЭᲬƴǑǔരʧዅ˄ӖӕʴƷ٭ƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƕരʧƠƨࢸŴ
̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƕ˟ᅈƴᡫჷƠƳƚǕƹŴƜǕǛ˟ᅈƴݣ৴Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƤǜŵ
Ხ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆ
ƠǇƢŵ
Ჯ ࠰ӖӕʴƴƭƍƯƸŴᢡᚕƴǑǔ٭ƸưƖǇƤǜŵ

５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶരʧዅ˄ӖӕʴŴ࠰ӖӕʴƷരʧᲸ
Ძ രʧዅ˄ӖӕʴǇƨƸ࠰ӖӕʴᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯžӖӕʴſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƕૅʙဌƷႆဃˌЭƴരʧƠƨƱƖƸŴƦƷඥܭႻ
ዓʴǛӖӕʴƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓӖӕʴƱƳƬƨᎍƕരʧƠƨئӳƴŴƜƷᎍƴඥ
ܭႻዓʴƕƍƳƍƱƖƸŴЭƷᙹܭƴǑǓӖӕʴƱƳƬƨᎍƷƏƪ
ဃ܍ƠƯƍǔ˂ƷӖӕʴǛӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴǑǓӖӕʴƱƳƬƨᎍƕᲬʴˌɥƍǔئӳƴƸŴƦ
ƷӖӕлӳƸרሁƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ʒ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƕŴ˰Ǜ٭ƠƨƱƖƸŴƨƩƪƴ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
Წ ЭƷᡫჷƕƳƘŴ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ǜ˟ᅈƕᄩᛐưƖƳƔƬƨئ
ӳŴ˟ᅈƕჷƬƨஇኳƷ˰ƋƯƴႆƠƨᡫჷƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴПᢋ
ƠƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ
ᲨڎኖƷӕෞƠȷјȷᚐᨊ
ᇹவᲶᚴഖƴǑǔӕෞƠᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷᚴഖƴǑǓ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄ
ƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖǛӕǓෞƢƜƱƕưƖǇƢŵƜ
ƷئӳŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶɧඥӕࢽႸႎƴǑǔјᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍƕരʧዅ˄Ტ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵǇƨŴƜ
Ʒ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖƷ̬ᨖŴዅ˄Ŵ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣ
ǛɧඥƴӕࢽƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴരʧዅ˄ǛɧඥƴӕࢽƞƤǔႸ
ႎǛǋƬƯ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬
ᨖڎኖǛјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴૅʙဌƷӧᏡࣱƴ᧙ƢǔᙲƳ
ʙƷƏƪԓჷưឋբƠƨʙƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖ
ᎍƸŴƦƷԓჷƴǑƬƯԓჷƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴॖǇƨƸٻƳᢅڂƴǑƬƯŴЭ
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ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴܭǊǔʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴƜ
Ʒ̬ᨖڎኖǛݩஹƴӼƬƯᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧዅ˄ӖӕʴƕŴരʧዅ˄Ტ˂Ʒ̬ᨖڎ
ኖƷരʧ̬ᨖǛԃǈŴ̬ᨖᆔƓǑƼዅ˄ƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇ
ƤǜŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴᚴӕƞƤǔႸႎưʙਔᐲᲢச
ǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍƕᚴӕƴǑǓ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛӖƚǔႸႎưʙਔ
ᐲᲢசǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷئӳƴƸŴЭவƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊǛ
ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
 ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱ
ǛჷƬƯƍƨƱƖǇƨƸᢅڂƷƨǊჷǒƳƔƬƨƱƖ
 ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
ƷԓჷǛƢǔƜƱǛڳƛƨƱƖ
 ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴݣƠŴᇹவƷԓჷ
ǛƠƳƍƜƱǛѰǊƨƱƖǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛǔƜƱǛѰ
ǊƨƱƖ
 ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖዸኽƷࢸŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱǛჷǓŴƦƷ
ʙܱǛჷƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫƔஉƕኺᢅƠƨƱƖ
 ̬ᨖڎኖƕᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛƜƑ
ƯஊјƴዒዓƠƯƍǔƱƖŵƨƩƠŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦ
ƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ˌϋƴരʧዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒᡂ
ƷβᨊʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴᲬ࠰ǛƜƑƯƍƯǋ˟ᅈƸ̬ᨖڎ
ኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭᇹᲬӭƓǑƼᇹᲭӭƷئӳƴƸŴӲӭƴᙹܭƢǔ̬ᨖۥʼᎍƷ
ᘍໝƕƳƔƬƨƱƠƯǋŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹவƷᙹ
ܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬƨƔǇ
ƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨƱᛐǊǒǕǔئӳƴƸŴᢘဇƠǇƤǜŵ

約款・特約条項

வƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬ
ƨƔǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴݩஹƴӼƬƯ
̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴരʧዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃ
ơƨࢸưǋ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƠŴƭƗƷӕৢǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  രʧዅ˄ƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵ
  ˟ᅈƸŴƢưƴരʧዅ˄ǛૅƬƯƍǔƱƖŴǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂβᨊǛᘍƬƯƍǔƱƖưǋŴƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƠŴǇƨƸᡂǛ
βᨊƠƨ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƏƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴരʧዅ˄ƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƷβᨊʙဌƷႆဃƕŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳƬƨʙܱƴǑǒƳƔƬƨƜƱ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸരʧዅ˄ӖӕʴƕᚰଢƠƨƱƖƸŴ
രʧዅ˄ƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑ
ƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧ
ଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷưƖƳƍئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸരʧዅ˄ӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠ
ǇƢŵ
Ჯ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ

約款・特約条項
５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

  ƜƷ̬ᨖڎኖƷ࠰ሁᲢരʧዅ˄ƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃ
ǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷᛪ൭ƴ᧙ƠŴ࠰ሁƷӖӕ
ʴƴᚴഖᘍໝᲢசǛԃǈǇƢŵᲣƕƋƬƨئӳ
  ˂Ʒ̬ᨖڎኖƱƷᙐƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƴƔƔǔ࠰᫇ሁƷӳ
ᚘ᫇ƕᓸƠƘᢅٻưƋƬƯŴ̬ᨖСࡇƷႸႎƴӒƢǔཞ७ƕǋƨǒ
ƞǕǔƓƦǕƕƋǔئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ࠰ሁƷӖӕʴƕŴƭƗƷƍƣǕƔ
ƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
Ĭ୧щׇŴ୧щׇՃᲢ୧щׇՃưƳƘƳƬƨଐƔǒᲯ࠰ǛኺᢅƠƳ
ƍᎍǛԃǈǇƢŵᲣŴ୧щׇแನՃŴ୧щ˖̞᧙ׇಅƦƷ˂Ʒ
Ӓᅈ˟ႎѬщᲢˌɦžӒᅈ˟ႎѬщſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘Ƣǔ
ƱᛐǊǒǕǔƜƱ
ĭӒᅈ˟ႎѬщƴݣƠƯሁǛ੩̓ƠŴǇƨƸ̝ܯǛ̓ɨƢǔƳ
ƲƷ᧙ɨǛƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
ĮӒᅈ˟ႎѬщǛɧ࢘ƴМဇƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
į̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ࠰ሁƷӖӕʴƕඥʴƷئӳŴӒᅈ˟ႎѬщƕ
ƦƷඥʴƷኺփǛૅᣐƠŴǇƨƸƦƷඥʴƷኺփƴܱឋႎƴ᧙ɨ
ƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
İƦƷ˂Ӓᅈ˟ႎѬщƱᅈ˟ႎƴ᩼ᩊƞǕǔǂƖ᧙̞ǛஊƠƯƍǔ
ƱᛐǊǒǕǔƜƱ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖǋƠƘƸ˂Ʒ̬ᨖڎኖƕٻ
ʙဌƴǑƬƯᚐᨊƞǕŴǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸ࠰
ሁƷӖӕʴƕ˂Ʒ̬ᨖᎍƱƷ᧓ưዸኽƠƨ̬ᨖڎኖǋƠƘƸσฎڎ
ኖƕٻʙဌƴǑǓᚐᨊƞǕǔƳƲƴǑǓŴ˟ᅈƷ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ
̬ᨖᎍǇƨƸ࠰ሁƷӖӕʴƴݣƢǔ̮᫂ǛƳƍŴƜƷ̬ᨖڎኖ
ǛዒዓƢǔƜƱǛࢳƠƑƳƍᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴਫ਼ƛǔʙဌ
ƱӷሁƷʙဌƕƋǔئӳ
Წ ࠰ሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨࢸưǋŴ
˟ᅈƸŴ
ЭƷᙹܭƴǑƬƯƜƷ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴЭӲӭƴܭǊǔʙဌƷႆဃˌࢸƴဃơƨ
ૅʙဌƴǑǔ࠰ሁᲢЭᇹᲯӭƷǈƴᛆ࢘ƠƨئӳưŴЭᇹᲯ
ӭĬƔǒİǇưƴᛆ࢘ƠƨƷƕ࠰ሁƷӖӕʴƷǈưƋǓŴƦƷ࠰
ሁƷӖӕʴƕ࠰ሁƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƸŴ࠰ሁƷƏƪŴƦ
ƷӖӕʴƴૅǘǕǔǂƖ࠰ሁǛƍƍǇƢŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷ
ơŵᲣǛૅǘƣŴǇƨŴЭӲӭƴܭǊǔʙဌƷႆဃˌࢸƴဃơ
ƨβᨊʙဌƴǑǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵǋƠŴƢưƴ࠰
ሁǛૅƬƯƍƨƱƖƸŴƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƠŴǇƨŴ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊǛƠƯƍƨƱƖƸŴᡂǛβᨊƠƨ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳƔƬƨǋƷƱ
ƠƯӕǓৢƍǇƢŵǇƨŴ࠰ૅڼଐˌࢸƴЭᇹᲯӭƷǈƴᛆ
࢘ƠƨئӳưŴЭᇹᲯӭĬƔǒİǇưƴᛆ࢘ƠƨƷƕ࠰ሁƷɟᢿ
ƷӖӕʴƷǈưƋǔƱƖƸŴᇹᲫƴ᧙ǘǒƣŴ̬ᨖڎኖƷƏƪŴƦ
ƷӖӕʴƴૅǘǕǔǂƖ࠰ƴࣖݣƢǔᢿЎƷǈǛᚐᨊƠǇƢŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑ
ƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧ
ଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷưƖƳƍئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ࠰ሁƷӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇ
Ƣŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖ
ᲢᚐᨊƕᘍǘǕƨଐƕ࠰ૅڼଐˌࢸưƋǔئӳƸŴ࠰Ʒ
ɟૅ᫇ƱƠǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƕƋǔƱƖƸŴƜ
ǕǛ̬ᨖڎኖᎍᲢᚐᨊƕᘍǘǕƨଐƕ࠰ૅڼଐˌࢸưƋǔئӳ
ƸŴ࠰ӖӕʴŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƴૅƍǇƢŵ
Ჯ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫᇹᲯӭƷᙹܭƴǑƬƯ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊƠƨئӳưŴ࠰ሁƷɟᢿƷӖӕʴƴݣƠƯᇹᲬƷᙹܭǛᢘဇ

― 82 ―

Ơ࠰ሁǛૅǘƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƷƏƪૅǘǕƳƍ࠰ሁƴ
ࣖݣƢǔᢿЎƴƭƍƯƸЭƷᙹܭǛᢘဇƠŴƦƷᢿЎƷᚐኖ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Შᚐኖȷᚐኖ

ᇹவᲶᚐኖᲸ
Ძ ᚐኖƸŴ
ኺᢅ࠰உૠ
Ტ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴ
ኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠ
ǇƢŵ
Წ ᚐኖƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴᇹவᲶ࠰ሁ
ƷૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍˌٳƷᎍư̬ᨖڎኖƷᚐኖǛƢǔƜƱƕưƖǔᎍ
ᲢˌɦŴ
žͺೌᎍሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐኖᲢ࠰ૅڼଐ
ЭƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨƔǒᲫƔஉǛኺ
ᢅƠƨଐƴјщǛဃơǇƢŵ
Წ ЭƷᚐኖƕᡫჷƞǕƨئӳưǋŴᡫჷƷƴƓƍƯƭƗƷӲӭƷ
ƢǂƯǛƨƢ࠰ƓǑƼരʧዅ˄ƷӖӕʴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƷӷॖ
ǛࢽƯŴЭƷ᧓ƕኺᢅƢǔǇưƷ᧓ƴŴ࢘ᛆᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴ
ПᢋƠƨଐƴᚐኖƷјщƕဃơƨƱƢǕƹ˟ᅈƕͺೌᎍሁƴૅƏǂ
Ɩ᫇ǛͺೌᎍሁƴૅƍŴƔƭ˟ᅈƴƦƷଓǛᡫჷƠƨƱƖƸŴЭ
ƷᚐኖƸƦƷјщǛဃơǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍưƳƍƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƷᚃଈŴᘮ̬ᨖᎍƷᚃଈǇƨƸᘮ̬ᨖᎍஜʴưƋǔƜ
Ʊ
Ჭ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
Ხ ᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸŴ࢘ᛆᚐኖƷјщƕဃ
ơǇƨƸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓјщƕဃơƳƘƳǔǇưƴŴരʧዅ˄
ƷૅʙဌƕဃơŴƜƷ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƢǔئӳưŴ˟ᅈƕരʧዅ˄
ǛૅƏǂƖƱƖƸŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇ƷᨂࡇưŴᇹᲬஜ૨Ʒ
᫇ǛͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇Ɣǒͺ
ೌᎍሁƴૅƬƨ᫇ǛࠀƠࡽƍƨസ᫇ǛŴരʧዅ˄Ӗӕʴƴૅ
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶؕஜ࠰᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰ૅڼଐЭƴᨂǓŴݩஹƴӼƬƯؕஜ࠰᫇
Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷؕஜ࠰᫇ƕ
˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǓؕஜ࠰᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐኖƞ
ǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓؕஜ࠰᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴŴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƕƋǔƱƖƸŴૅƏǂƖ᫇Ǜ
ƦǕǒƷ˄ƷΨМƷᡉฎƴƋƯǇƢŵ

約款・特約条項

ᇹவᲶᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰ૅڼଐЭƴᨂǓŴݩஹƴӼƬƯ̬ᨖڎኖǛ
ᚐኖƠŴᚐኖǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

ƍǇƢŵ
Ჯ ЭᲮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨ
ଐˌࢸᲫƔஉˌϋƴ࠰ૅڼଐƕПஹƢǔئӳƴƸŴᚐኖƷᡫჷ
ƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƴᚐኖƷјщǛဃơǔǋƷƱƠǇƢŵ
Შ࠰ᱫƷᚘምȷ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ

約款・特約条項

ᇹவᲶ࠰ᱫƷᚘምᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƷڎኖ࠰ᱫƸŴৎቔɥƴᚡ᠍ƞǕƨЈဃ࠰உଐǛؕแƱƠ
ƯڎኖଐྵנƷ࠰ᱫưᚘምƠŴᲫ࠰சƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖƷዸኽࢸƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƸŴЭƷڎኖ࠰ᱫƴŴ࠰ҥˮ
Ʒڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᲫബǛьƑƯᚘምƠǇƢŵ

５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷڎኖ࠰ᱫƴᛚǓƕƋƬƨئ
ӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷڎኖ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷር
ٳưƋƬƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ
૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴܱᨥƷ࠰ᱫƕڎኖƷ̬
ᨖ૰ᘙƷஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƯƍƳƍئӳưŴᛚǓƕႆᙸƞǕƨƱƖƢ
ưƴƦƷ࠰ᱫˌɥƴᢋƠƯƍƨƱƖƴƸŴஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƨଐƴڎ
ኖƕዸኽƞǕƨǋƷƱǈƳƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƦƷڎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠǇƢŵ
  ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷڎኖ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷር
ϋưƋƬƨƱƖƸŴ
ܱᨥƷڎኖ࠰ᱫƴǋƱƮƍƯ̬ᨖ૰ǛોǊǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷࣱКƴᛚǓƕƋƬƨئӳƴ
ƸŴܱᨥƷࣱКƴǋƱƮƘڎኖ࠰ᱫƷ̬ᨖ૰ƴોǊǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƓǑƼЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ǛોǊǔئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴឬᢅЎƕƋǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦ
Ʒࠀ᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
  ƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴɧឱЎƕƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍ
ƸŴƦƷࠀ᫇Ǜ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥưƍ
ᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƨƩƠŴ࠰ǇƨƸരʧዅ˄Ʒૅʙဌƕ
ႆဃƠƨࢸƴᛚǓƕႆᙸƞǕƨئӳƸŴ˟ᅈƸŴƦƷࠀ᫇ǛૅƏ
ǂƖ࠰ǇƨƸരʧዅ˄ƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵ
Შڎኖᎍᣐ࢘Ʒл࢘ƓǑƼૅ
ᇹவᲶڎኖᎍᣐ࢘Ʒл࢘Ჸ
Ძ ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᆢǈᇌƯƨڎኖᎍᣐ࢘แͳƷƏƪƔ
ǒʙಅ࠰ࡇƴŴƭƗƷ̬ᨖڎኖᲢᇹᲭӭƴܭǊǔ̬ᨖڎኖƴƭƍ
ƯƸŴ̬ᨖڎኖƷƏƪถ᫇ᢿЎᲣƴݣƠƯŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘም
Ơƨڎኖᎍᣐ࢘ǛлǓ࢘ƯǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲬӭĭƴᛆ࢘Ƣǔ̬
ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴᇹᲬӭĬƴᛆ࢘Ƣǔ̬ᨖڎኖƴݣƠƯлǓ࢘Ưǔ
᫇ǛɦǇǘǔ᫇ƱƠŴᇹᲭӭƴᛆ࢘Ƣǔ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸƜǕ
ƴแơƨ᫇ƱƠǇƢŵ
 ഏƷʙಅ࠰ࡇɶƴڎኖଐƷᲯ࠰ƝƱƷࣖ࢘ଐᲢˌɦŴஜவƴƓƍ
ƯžᲯ࠰ƝƱڎኖࣖ࢘ଐſƱƍƍǇƢŵᲣƕПஹƢǔ࠰ૅڼ
ଐЭƷஊјƳ̬ᨖڎኖŵƨƩƠŴᇹᲮӭƴᛆ࢘Ƣǔ̬ᨖڎኖǛᨊƖ
ǇƢŵ
 ഏƷʙಅ࠰ࡇɶƴෞ๒ƢǔƭƗƴܭǊǔ࠰ૅڼଐЭƷ̬ᨖ
ڎኖ
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶڎኖᎍᣐ࢘ƷૅᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴЭவᇹᲫƷᙹܭƴǑǓлǓ࢘Ưƨڎኖᎍᣐ࢘ǛŴഏƷ
ʙಅ࠰ࡇƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƷ̬ᨖ૰ᲢᇹᲬӭǇƨƸᇹ
ᲭӭƷئӳƸෞ๒ǇƨƸถ᫇ƢǔႺЭƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇ
ưƷ̬ᨖ૰ƱƠǇƢŵᲣƕƍᡂǇǕƯƍǔئӳƴᨂǓŴƭƗƷƱƓ
ǓЎᣐƠǇƢŵ
 ЭவᇹᲫᇹᲫӭƷᙹܭƴǑǓлǓ࢘Ưƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴƭƗ
Ʒ૾ඥƴǑǓЎᣐƠǇƢŵ
Ĭ ഏƷʙಅ࠰ࡇƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƔǒ˟ᅈܭƷМྙƴǑǓ
ᚘምƠƨМऒǛƭƚƯ˟ᅈƴᆢǈᇌƯǇƢŵ
ĭ ᆢǈᇌƯƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖŴǇƨƸ
̬ᨖڎኖᎍƔǒᛪ൭ƕƋƬƨƱƖƸ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨ
ƩƠŴരʧዅ˄ǛૅƏƱƖƸŴരʧዅ˄ƱƱǋƴരʧዅ˄
ӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Į ̬ᨖڎኖᎍƕڎኖᎍᣐ࢘Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙ
ᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
į ࠰ૅڼଐƴᆢǈᇌƯƨڎኖᎍᣐ࢘ƕƋǔƱƖƸŴ࠰
ૅڼଐƴŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưŴؕஜ࠰᫇Ʒف᫇ƷƨǊƷ
ɟ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠǇƢŵ
 ЭவᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓлǓ࢘Ưƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴ̬ᨖ
ڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴരʧዅ˄ǛૅƏƱƖƸŴരʧዅ
˄ƱƱǋƴരʧዅ˄ӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
 ЭவᇹᲫᇹᲭӭƷᙹܭƴǑǓлǓ࢘Ưƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴᇹᲫ
ӭƷᙹܭƴแơƯᆢǈᇌƯǇƢŵ

約款・特約条項

Ĭ രʧዅ˄ƷૅǇƨƸᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄Ჸᇹ
ᲱƷᙹܭƴǑǓෞ๒ƢǔئӳƴƸŴڎኖଐƓǑƼႺЭƷᲯ࠰Ɲ
Ʊڎኖࣖ࢘ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰ǛኺᢅƠƯෞ๒Ƣǔ̬ᨖڎ
ኖ
ĭ ЭĬˌٳƷʙဌƴǑǓෞ๒ƢǔئӳƴƸŴڎኖଐƔǒƦƷଐǛ
ԃǊƯᲬ࠰ƓǑƼႺЭƷᲯ࠰ƝƱڎኖࣖ࢘ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
Ძ࠰ǛኺᢅƠƯෞ๒Ƣǔ̬ᨖڎኖ
 ഏƷʙಅ࠰ࡇɶƴŴڎኖଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ƓǑƼႺЭƷ
Ჯ࠰ƝƱڎኖࣖ࢘ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰ǛኺᢅƠƯؕஜ࠰᫇
Ʒถ᫇ƕᘍǘǕǔ̬ᨖڎኖ
 ഏƷʙಅ࠰ࡇɶƴ࠰ૅڼଐƕПஹƢǔ̬ᨖڎኖ
 ഏƷʙಅ࠰ࡇɶƴ࠰ૅڼଐƷᲯ࠰ƝƱƷࣖ࢘ଐᲢˌɦŴஜ
வƴƓƍƯžᲯ࠰ƝƱࣖ࢘ଐſƱƍƍǇƢŵᲣƕПஹƢǔஊјƳ̬
ᨖڎኖŵƨƩƠŴᇹᲰӭƴᛆ࢘Ƣǔ̬ᨖڎኖƓǑƼഏƷʙಅ࠰ࡇƷ
Ჯ࠰ƝƱࣖ࢘ଐƴᇹᲱӭǇƨƸᇹᲲӭƴᛆ࢘Ƣǔ̬ᨖڎኖǛᨊƖǇ
Ƣŵ
 ࠰Ʒᆔƕᄩ࠰ܭƷئӳưŴഏƷʙಅ࠰ࡇɶƴஇࢸƷ࠰ૅ
ଐƕПஹƢǔ̬ᨖڎኖ
 ഏƷʙಅ࠰ࡇɶƴŴ࠰ૅڼଐƓǑƼႺЭƷᲯ࠰ƝƱࣖ࢘ଐ
ƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰ǛኺᢅƠƯŴᇹᲱவᲶᄩ࠰ܭƷɟૅ
ᲸƷᙹܭƴǑǓŴෞ๒Ƣǔ̬ᨖڎኖ
 ഏƷʙಅ࠰ࡇɶƴЭӭˌٳƷʙဌƴǑǓŴ࠰ૅڼଐƓǑƼ
ႺЭƷᲯ࠰ƝƱࣖ࢘ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫ࠰ǛኺᢅƠƯෞ๒Ƣǔ
̬ᨖڎኖŵƨƩƠŴ࠰Ʒᆔƕᄩ࠰ܭƷئӳưŴஇࢸƷ࠰ૅ
ଐˌࢸƴෞ๒Ƣǔ̬ᨖڎኖǛᨊƖǇƢŵ
Წ ЭƷǄƔŴڎኖଐƔǒឪምƠƯ࠰ܭૠǛኺᢅƠŴƔƭŴܭƷ
வˑǛƨƢ̬ᨖڎኖƴݣƠƯǋŴڎኖᎍᣐ࢘ǛлǓ࢘ƯǔƜƱƕ
ƋǓǇƢŵ

約款・特約条項
５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

 ЭவᇹᲫᇹᲮӭƷᙹܭƴǑǓлǓ࢘Ưƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴ࠰
ૅڼଐƴŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưŴؕஜ࠰᫇Ʒف᫇ƷƨǊƷɟ
̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠǇƢŵ
 ЭவᇹᲫᇹᲯӭƷᙹܭƴǑǓлǓ࢘Ưƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴƭƗ
Ʒ૾ඥƴǑǓЎᣐƠǇƢŵ
Ĭ ഏƷʙಅ࠰ࡇƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƴŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưŴ
࠰Ʒૅ᫇Ǜܭ᫇ƱƢǔ࠰̬ᨖᲢˌɦŴžفь࠰̬ᨖſƱ
ƍƍǇƢŵᲣƷɟ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠŴƦƷفь࠰̬ᨖƷ࠰
ƸŴؕஜ̬ᨖᲢஜӭǛᨊƘ୍ᡫ̬ᨖኖഘƕᢘဇƞǕǔᢿЎǛƍƍ
ǇƢŵˌɦŴஜӭƴƓƍƯӷơŵᲣƷ࠰ƱƱǋƴŴؕஜ̬ᨖƷ
࠰ӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
ĭ فь࠰̬ᨖƷ࠰ƷᆔƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
ᴉ ؕஜ̬ᨖƷ࠰Ʒᆔƕᄩ࠰ܭƷئӳŴᄩ࠰ܭƱƠŴƦƷ
࠰ૅ᧓ƷʕଐƸŴؕஜ̬ᨖƷ࠰ૅ᧓ƷʕଐƱ
ӷɟƱƠǇƢŵ
ᴊ ؕஜ̬ᨖƷ࠰Ʒᆔƕ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰ƷئӳŴؕஜ̬ᨖ
Ʒ̬ᚰ᧓ɶƸ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰ƱƠŴƦƷ̬ᚰ᧓Ʒʕ
ଐƸŴؕஜ̬ᨖƷ̬ᚰ᧓ƷʕଐƱӷɟƱƠǇƢŵؕஜ̬ᨖ
Ʒ̬ᚰ᧓ኺᢅࢸƸኳ៲࠰ƱƠǇƢŵ
Į فь࠰̬ᨖƴƭƍƯŴஜӭƴКെƷܭǊƷƳƍʙƸŴƦƷ
ࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷǛᨊƖŴؕஜ̬ᨖƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
į ЭĬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲲவᲶ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰Ʒɟ
ૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴǑǓŴ࠰ƷɟૅƕᘍǘǕƯƍƨƱƖ
ƸŴഏƷʙಅ࠰ࡇƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ˟ᅈܭƷМྙƴ
ǑǓᚘምƠƨМऒǛƭƚƯ˟ᅈƴᆢǈᇌƯƯƓƖŴ̬ᚰ᧓ኺᢅ
ࢸŴ
இИƴૅƏ࠰ƱƱǋƴ࠰ӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
ƨƩƠŴ
࠰ƷɟૅƕᘍǘǕƨࢸŴസ̬܍ᚰ᧓ɶƴŴᘮ̬ᨖᎍƕര
ʧƠƨƱƖŴǇƨƸ࠰ӖӕʴƔǒᛪ൭ƕƋƬƨƱƖƸŴƦƷ
ǇưƴᆢǈᇌƯǒǕƨڎኖᎍᣐ࢘Ǜ࠰ӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
 ЭவᇹᲫᇹᲰӭŴᇹᲱӭǇƨƸᇹᲲӭƷᙹܭƴǑǓлǓ࢘Ưƨ
ڎኖᎍᣐ࢘ƸŴ࠰ӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Წ ЭவᇹᲬƷᙹܭƴǑƬƯлǓ࢘Ưƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴ˟ᅈƷܭǊ
ƨ૾ඥưૅƍǇƢŵ
Ჭ ڎኖᎍᣐ࢘ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴᇹவᲶ࠰
ሁƷૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Შј
ᇹவᲶјᲸ
  ࠰Ŵരʧዅ˄ŴᚐኖŴ̬ᨖ૰ᆢᇌŴڎኖᎍᣐ࢘ƦƷ
˂ƜƷ̬ᨖڎኖƴǑǔᜂૅƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᛪ൭
ƢǔೌМƸŴᲭ࠰᧓ᛪ൭ƕƳƍئӳƸෞ๒ƠǇƢŵ
ᲨሥᠤᘶЙ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔ࠰ǇƨƸരʧዅ˄Ʒᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤƴ
ƭƍƯƸŴ˟ᅈƷଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙѦƷענǇƨƸ࠰ǋƠ
ƘƸരʧዅ˄ƷӖӕʴᲢ࠰ǇƨƸരʧዅ˄ƷӖӕʴƕᲬʴˌɥ
ƍǔƱƖƸŴƦƷˊᘙᎍƱƠǇƢŵᲣƷ˰עǛሥᠤƢǔଐஜϋƴ
Ƌǔ૾עᘶЙᲢஜ࠻ƱƠǇƢŵᲣƷǈǛǋƬƯŴӳॖƴǑǔሥᠤᘶ
ЙƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤƴƭƍ
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ƯƸŴЭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᲨƦƷ˂

ᇹவᲶരʧዅ˄Ʒᛪ൭ƷᨥƷ࣏ᙲƴ᧙ƢǔཎЩᲸ
  ܫπፙŴ˟ᅈŴئŴኵӳሁƷ˳ׇᲢ˳ׇƷˊᘙᎍǛԃǈǇƢŵˌ
ɦŴž˳ׇſƱƍƍǇƢŵᲣǛ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧዅ˄ӖӕʴƱ
ƠŴƦƷ˳ׇƔǒዅɨƷૅƍǛӖƚǔࢼಅՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖ
ڎኖƷئӳŴ̬ᨖڎኖᎍưƋǔ˳ׇƕ࢘ᛆ̬ᨖڎኖƷരʧዅ˄Ʒμ
ᢿǇƨƸƦƷႻ࢘ᢿЎǛᢡଈᙀΝᙹᆉሁƴǋƱƮƘരʧᡚᎰǇƨƸ
ࡼঀሁᲢˌɦŴžരʧᡚᎰሁſƱƍƍǇƢŵᲣƱƠƯരʧᡚᎰ
ሁƷӖዅᎍƴૅƏƱƖƸŴരʧዅ˄Ʒᛪ൭ƷᨥŴᇹᲫӭǇƨƸᇹ
ᲬӭƷƍƣǕƔƷƓǑƼᇹᲭӭƷƷ੩Јǋ࣏ᙲƱƠǇƢŵƨ
ƩƠŴƜǕǒƷᎍƕᲬʴˌɥưƋǔƱƖƸŴƦƷƏƪᲫʴƔǒƷ੩Ј
ưឱǓǔǋƷƱƠǇƢŵ
  രʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƷᛪ൭ϋܾᄩᛐ
  രʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƴരʧᡚᎰሁǛૅƬƨƜƱǛᚰƢǔ

  ̬ᨖڎኖᎍưƋǔ˳ׇƕӖዅᎍஜʴưƋǔƜƱǛᄩᛐƠƨ
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５年ごと配当付個人年金保険
︹利差・死差配当︺
普通保険約款

ᇹவᲶᢠ৸ьλཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈ
ƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ
ƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷᢠ৸ǛӖƚǔƜƱƳƘŴƜƷ̬
ᨖڎኖǛዸኽƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂβᨊᲸŴᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƳƍئӳᲸŴᇹவᲶԓ
ჷ፯ѦᲸŴᇹவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƓǑƼᇹவᲶ̬ᨖ
ڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳᲸƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
 ᇹᲬவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸᇹᲫᇹᲬӭɶŴžᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ
࢘᫇ǛӖƚӕƬƨᲢᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷЭƴӖƚӕƬƨئӳ
ƴƸŴԓჷƷᲣſƱƋǔƷǛžᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛӖƚӕƬƨ
ſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

約款・特約条項

ᇹவᲶ̬ᨖ૰ɟཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈ
ƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ
ƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƸɟƱƠǇƢŵ
 ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸŴᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸŴᇹவ
Ჶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸŴᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓Ɠ
ǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјᲸŴᇹவᲶ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨ
ئӳᲸŴᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ᲸŴᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᐯѣ
ਰஆ˄ƷӕෞᲸŴᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸŴᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂ
᧓Ʒ٭ᲸƓǑƼᇹவᲶ࠰ƷᆔƷ٭ᲸƷᙹܭƸᢘဇƠǇ
Ƥǜŵ
 ᇹᲬவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸᇹᲫᇹᲫӭɶŴžᇹᲫ̬ׅᨖ૰ſ
ƱƋǔƷǛžɟ̬ᨖ૰ſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ᇹᲬவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸᇹᲫᇹᲬӭɶŴžᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ
࢘᫇ſƱƋǔƷǛžɟ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ſƱᛠǈஆƑǇƢŵ

̾ʴ࠰̬ᨖ૰ᆋСᢘཎኖ

約款・特約条項

Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴᲯ࠰ƝƱᣐ࢘˄̾ʴ࠰̬ᨖƆМࠀȷരࠀᣐ࢘Ƈڎኖƴ
˄ьƢǔƜƱƴǑǓŴ˄ьƞǕƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ƕŴࢽᆋඥƴܭǊ
ǔž̾ʴ࠰̬ᨖ૰ſƴᛆ࢘ƠƯŴࢽᨊƷᢘဇƕӖƚǒǕǔƜƱǛ
ႸႎƱƠƨཎኖưƢŵ

個人年金保険料税制適格特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸ
  ƜƷཎኖƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ
ዸኽƷᨥǇƨƸዸኽࢸƴŴ̬ᨖڎኖᎍƷဎЈƴǑǓɼڎኖƴ˄ьƠƯ
ዸኽƠǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƕƭƗƷӲӭƷƢǂƯƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ᨂǓǇƢŵ
  ࠰ӖӕʴƸ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷᣐͪᎍƷƍƣǕƔưƋǔƜƱ
  ࠰ӖӕʴƸᘮ̬ᨖᎍƱӷɟʴưƋǔƜƱ
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ƹ࠰ˌɥưƋǔƜƱ
  ࠰Ʒᆔƕᄩ࠰ܭƷئӳŴ࠰ૅڼଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍ
Ʒ࠰ᱫƸബˌɥưŴƔƭŴ࠰ૅ᧓Ƹ࠰ˌɥưƋǔƜƱ
ᇹᲬவᲶᆋСᢘƷƨǊƷཎКӕৢᲸ
  ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴ
ɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
ᲢˌɦŴ
žɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƱƓǓ
ӕǓৢƍǇƢŵ
  ɼኖഘƷᙹܭƴǑǓлǓ࢘ƯǒǕŴ࠰ૅڼଐˌЭƴЎᣐƞ
Ǖƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  Ĭ ࠰ૅڼଐЭƴЎᣐƞǕƨڎኖᎍᣐ࢘
   ЎᣐƞǕƨଐƔǒ˟ᅈܭƷМྙƴǑǓᚘምƠƨМऒǛƭƚƯ˟
ᅈƴᆢǈᇌƯƯƓƖŴɼڎኖƕ࠰ૅڼଐǇưዒዓƠƨئӳ
ƴƸŴ࠰ૅڼଐƴŴؕஜ࠰᫇Ʒف᫇ƷƨǊƷɟ̬ᨖ
૰ƴΪ࢘ƠǇƢŵƨƩƠŴ࠰ૅڼଐЭƴɼڎኖƕෞ๒Ơƨ
ƱƖƸ̬ᨖڎኖᎍᲢരʧዅ˄ǛૅƏƱƖƸരʧዅ˄ӖӕʴᲣ
ƴૅƍǇƢŵ
  ĭ ࠰ૅڼଐƴЎᣐƞǕƨڎኖᎍᣐ࢘
   ࠰ૅڼଐƴŴؕஜ࠰᫇Ʒف᫇ƷƨǊƷɟ̬ᨖ૰ƴΪ
࢘ƠǇƢŵ
  ɼኖഘƷᙹܭƴǑǓлǓ࢘ƯǒǕŴ࠰ૅڼଐࢸƴЎᣐƞǕ
ƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴЎᣐƞǕƨଐƴŴ࠰᫇Ǜܭ᫇ƱƢǔ࠰̬ᨖ
ᲢˌɦŴžفь࠰̬ᨖſƱƍƍŴفь࠰̬ᨖƷ࠰ƷᆔƸɼ
ኖഘƷᙹܭƷƱƓǓƱƠǇƢŵᲣƷɟ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠŴɼڎኖ
Ʒ࠰ƱƱǋƴ࠰ӖӕʴƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴ࠰Ʒᆔƕᄩ
࠰ܭƷئӳưŴஇࢸƷ࠰ૅଐƴЎᣐƞǕƨڎኖᎍᣐ࢘ƸŴ
࠰ӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
  ЭӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࠰Ʒᆔƕ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰Ʒئ
ӳưŴ࠰ƷɟૅƕᘍǘǕƯƍƨƱƖƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸŴЎ
ᣐƞǕƨଐƔǒ˟ᅈܭƷМྙƴǑǓᚘምƠƨМऒǛƭƚƯ˟ᅈƴ
ᆢǈᇌƯƯƓƖŴ̬ᚰ᧓ኺᢅࢸŴஇИƴПஹƢǔ࠰ૅଐƴŴ
فь࠰̬ᨖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌƴΪ࢘ƠƯŴفь࠰̬ᨖƷ࠰᫇Ǜ
ف᫇ƠǇƢŵƨƩƠŴ࠰ƷɟૅƕᘍǘǕƨࢸŴസ̬܍ᚰ᧓
ɶƴŴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƸŴƦƷǇưƴᆢǈᇌƯǒǕƨڎ
ኖᎍᣐ࢘Ǜ࠰ӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
  ˟ᅈƕૅƏǂƖƭƗƴܭǊǔǇƨƸЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕ
ƋǔƱƖƸŴƜǕǛૅƏǂƖଐƔǒ˟ᅈܭƷМྙƴǑǓᚘምƠ
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ᇹᲭவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ƭƗƷӲӭƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸෞ๒ƠǇƢŵ
  ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖᎍƷ٭ƴǑǓŴᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸᇹᲫӭƷᙹܭƴ
ᛆ࢘ƠƳƍƜƱƱƳƬƨƱƖ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳŴЭவᇹᲮӭƷᙹܭƴǑ
Ǔ˟ᅈƴᆢǈᇌƯƯƓƍƨǇƨƸЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔƱƖ
ƸŴƦǕǒǛ̬ᨖڎኖᎍᲢരʧዅ˄ǛૅƏƱƖƸരʧዅ˄Ӗӕ
ʴᲣƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴ˄ƷΨМƕƋǔƱƖƸŴ
ǇƨƸЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇Ǜ˄ƷΨМƷᡉฎƴƋƯǇƢŵ
ᇹᲮவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
  ƜƷཎኖƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ
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個人年金保険料税制適格特約



約款・特約条項



ƨМऒǛƭƚƯ˟ᅈƴᆢǈᇌƯƯƓƖŴɼڎኖƕ࠰ૅڼଐǇ
ưዒዓƠƨئӳƴƸŴؕஜ࠰᫇Ʒف᫇ƷƨǊƷɟ̬ᨖ૰ƴΪ
࢘ƠǇƢŵƨƩƠŴ࠰ૅڼଐЭƴɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖƸ̬
ᨖڎኖᎍᲢരʧዅ˄ǛૅƏƱƖƸരʧዅ˄ӖӕʴᲣƴૅƍ
ǇƢŵ
 Ĭ ɼኖഘƷᙹܭƴǑǔڎኖϋܾƷ٭ƕᘍǘǕƨئӳƴૅƏǂ
Ɩ
 ĭ ̬ᨖ૰ƷЭኛ᧓ƕʕƠƨئӳǇƨƸɼڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭
ƞǕƨئӳƴૅƏǂƖЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇
 ࠰ૅڼଐƷЭଐƴɼኖഘƴܭǊǔ˄ƷΨМƕƋǔƱ
ƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƷᢠ৸ƠƨƭƗƴܭǊǔƍƣǕƔƷ૾ඥƴǑǓ
˄ƷΨМƷᡉฎǛӕǓৢƍǇƢŵƨƩƠŴ˄ƷΨМƕ˟
ᅈƷܭǊǔ᫇ǛƜƑǔئӳƴƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌƔǒ˄
ƷΨМǛࠀƠࡽƖŴࠀƠࡽƖࢸƷ᫇Ǜɟƴ̬ᨖڎኖᎍƴૅ
ƍŴɼڎኖƸ࠰ૅڼଐƷЭଐƴ̬ᨖ᧓ƕʕƠƯෞ๒Ơ
ƨǋƷƱƠǇƢŵ
 Ĭ ˄ƷΨМǛ˟ᅈƕૅƏǂƖ࠰ƷμᢿǇƨƸɟᢿƔǒ
ࠀƠࡽƘ૾ඥ
  ƜƷئӳƷᡉฎ᫇ƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưӕǓৢƍǇƢŵ
 ĭ ɼኖഘƷ࠰ƷɟૅƷᙹܭƴǑǓ˄ƷΨМǛச࠰
ƔǒࠀƠࡽƘ૾ඥ
 ɼڎኖƷڎኖϋܾƷ٭ሁƴƭƍƯƸŴƭƗƴܭǊǔƱƜǖƴǑ
ǓǇƢŵ
 Ĭ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸᇹᲬӭƔǒᇹᲮӭǇưƷᙹܭƴᛆ࢘ƠƳ
ƍƜƱƱƳǔɼኖഘƷᙹܭƴǑǔڎኖϋܾƷ٭ሁƸӕǓৢƍǇ
Ƥǜŵ
 ĭ ฎ̬ᨖǁƷ٭ƸŴڎኖଐƔǒឪምƠƯ࠰ˌɥƷ᧓ƴǘ
ƨƬƯ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕஊјƴዒዓƠƯƍǔئӳƴᨂǓӕǓৢ
ƍǇƢŵ
 Į ɼኖഘƷᙹܭƴǑǔڎኖϋܾƷ٭ǛᘍƏئӳƸŴૅƏǂƖ
᫇Ɣǒ˄ƷΨМǛࠀƠࡽƔƳƍǋƷƱƠŴɼኖഘƷᙹܭ
ƴǑǔڎኖϋܾƷ٭ƴǑǓ˄ƷΨМƕᚐኖ᫇ǛƜ
ƑǔƜƱƱƳǔئӳƸŴɼኖഘƷᙹܭƴǑǔڎኖϋܾƷ٭Ǜӕ
ǓৢƍǇƤǜŵ

ਦྸˊܭᛪ൭ཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

約款・特約条項

ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴዅ˄ሁƷӖӕʴưƋǔᘮ̬ᨖᎍƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖ
ƳƍܭƷʙऴƕƋǔئӳሁƴŴƋǒƔơǊਦܭƞǕƨਦྸˊܭᛪ൭ʴ
ƕᘮ̬ᨖᎍƴˊǘƬƯᛪ൭ǛᘍƏƜƱǛӧᏡƱƢǔƜƱǛɼƳϋܾƱƢ
ǔǋƷưƢŵ

指定代理請求特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥǇƨƸዸኽƠƨࢸƴŴɼڎኖƷᘮ
̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƷӷॖǛࢽƨƏƑưŴ̬
ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄
ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ɼڎኖǛዸኽƠƨࢸƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳƴƸŴ˟ᅈƕƜƷཎ
ኖƷ˄ьǛ১ᜄƠƨଐǛƜƷཎኖƷ˄ьଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷݣᝋƱƳǔዅ˄ሁᲸ
  ƜƷཎኖƷݣᝋƱƳǔዅ˄ሁᲢˌɦŴžዅ˄ሁſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƸŴɼڎኖƓǑƼɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖᲢˌɦŴž˄ьཎኖſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƷዅ˄ƷƏƪŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƱӖӕʴƕӷɟʴưƋǔዅ˄Ტ̬ᨖŴɟŴ࠰Ŵ
ᅔŴૅੲǛԃǈŴӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦӷơŵᲣ
  ᘮ̬ᨖᎍƱ̬ᨖڎኖᎍƕӷɟʴưƋǔئӳƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
ᇹᲭவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƋǒƔơǊƭƗƷӲӭƷር
ϋưᲫʴƷᎍᲢˌɦŴžਦྸˊܭᛪ൭ʴſƱƍƍǇƢŵᲣǛਦܭƠ
ƯƘƩƞƍŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƷৎቔɥƷᣐͪᎍ
  ᘮ̬ᨖᎍƷႺኒᘉଈ
  ЭӭƷǄƔŴᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠ
Ưƍǔᘮ̬ᨖᎍƷᲭᚃሁϋƷᚃଈ
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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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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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

約款・特約条項

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

ᇹᲳவᲶɼኖഘŴཎኖவƷˊྸᛪ൭ƴ᧙ƢǔᙹܭƷɧᢘဇᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴ
ਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴǑǔᛪ൭ƴ᧙ƢǔᙹܭƕƋǔƱƖ
ưǋŴ࢘ᛆᙹܭǛᢘဇƠǇƤǜŵǇƨŴƦƷᙹܭƴǑƬƯਦྸˊܭᛪ
൭ʴƕਦܭƞǕƯƍƨئӳƴƸŴƦƷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭƸƜƷཎ
ኖǛ˄ьƠƨƱƖƴગׅƞǕǔǋƷƱƠǇƢŵ

約款・特約条項

ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƕƕǜ̬ᨖƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

指定代理請求特約

ᇹவᲶɼڎኖƕૼҔၲ̬ᨖŴ၌၏λᨈ̬ᨖƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕᲯ࠰ƝƱМࠀᣐ࢘˄ƜƲǋ̬ᨖŴƜƲǋ̬ᨖ
ƆƇƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƴዮӳʼᜱ̬ᨦᆆᘍཎኖƳƲƕ˄ьƞǕƯƍǔئ
ӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

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
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
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保険料口座振替特約

ᇹᲬவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔஉƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴӝࡈਰஆ̬ᨖ૰
ྙƱƠǇƢŵ

約款・特約条項

ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷɶᡦƴƓ
ƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈƕƜǕǛ১ᜄƠƨئӳ
ƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔƴƸŴƭƗƷவˑǛƨƢƜƱǛᙲƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƷਦܭƢǔӝࡈᲢˌɦŴžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƕ˟ᅈƱ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƷӕৢǛ੩ઃƠƯƍǔᗡೞ᧙ሁᲢ˟ᅈ
ƕ̬ᨖ૰ƷӓኛಅѦǛۀᚠƠƯƍǔ˟ᅈƷਦܭƢǔᗡೞ᧙ሁǛԃ
ǈǇƢŵˌɦŴž੩ઃᗡೞ᧙ሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴᚨፗƠƯƋǔ
ƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƕ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴݣƠŴਦܭӝࡈƔǒ˟ᅈƷӝࡈǁ
̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛ˓ۀƢǔƜƱ

約款・特約条項
保険料口座振替特約

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
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
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍
ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐᲢМဇᨂࡇ᫇ϋưƋ
ǔƜƱሁƷᄩᛐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛࢽƨɥưŴƭƗƷƴŴ
ਦܭǫȸȉƴǑǓ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛൿฎƢǔƜƱᲢˌɦŴžǯȬǸȃȈ
ǫȸȉૅſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑƬƯ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǋƷƱƠǇ
Ƣŵ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷ
ئӳƸŴ˟ᅈƕǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛ১ᜄƠƨ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷئӳƸŴᡂஉɶƷ˟ᅈƷܭǊƨଐ
Წ ӷɟƷਦܭǫȸȉưᲬˑˌɥƷ̬ᨖڎኖƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛ
ᘍƏئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƴݣƠƦƷൿฎࡀǛਦܭưƖƳ
ƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƸŴǫȸȉ˟ᅈƷ˟ՃᙹኖሁƴƠƨƕƍŴ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜǫȸȉ˟ᅈƴૅƏƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ხ ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨࢸưŴ˟ᅈƕǫȸȉ˟ᅈǑ
Ǔ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ᪸ӓưƖƳƔƬƨئӳƴƸŴƦƷᡂஉɶƷ̬ᨖ
૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛԃǈǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴᇹᲫƷǯȬǸȃȈǫ
ȸȉૅƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƴǑǔǯȬǸȃȈǫȸȉૅƴǑƬƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰
ƴƭƍƯƸŴ᪸ӓᚰƷႆᘍƸᘍƍǇƤǜŵ
ᇹᲮவᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽǒǕ
ƳƔƬƨئӳƷӕৢᲸ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽǒǕƳƔƬƨƱƖƴ
ƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕৢƍǇƢŵ
ᇹᲯவᲶਦܭǫȸȉǇƨƸǫȸȉ˟ᅈƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴਦܭǫȸȉǛӷɟƷǫȸȉ˟ᅈƕႆᘍƢǔ˂ƷǯȬ
ǸȃȈǫȸȉƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴਦܭǫȸȉǛႆᘍƠ
Ưƍǔǫȸȉ˟ᅈƱƸКƷǫȸȉ˟ᅈƕႆᘍƠƯƍǔǯȬǸȃȈǫȸ
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ᇹᲬவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔஉƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴӝࡈਰஆ̬ᨖ૰
ྙƱƠǇƢŵ

約款・特約条項

ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷɶᡦƴƓ
ƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒŴ˟ᅈƷਦܭƢǔǯȬǸȃȈǫȸȉᲢˌɦŴžਦ
ܭǫȸȉſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǓ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉଓƷဎЈƕƋǓŴ
ƔƭŴ˟ᅈᲢஜཎኖǛᡫơƯž̬࢘ᨖ˟ᅈſǛƍƍǇƢŵᲣƕƜǕǛ
১ᜄƠƨئӳƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ЭƷਦܭǫȸȉƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕŴ˟ᅈƷਦܭƢǔǯȬǸȃȈǫ
ȸȉႆᘍ˟ᅈᲢˌɦŴžǫȸȉ˟ᅈſƱƍƍǇƢŵᲣƱƷ᧓ưዸኽƞ
Ǖƨ˟ՃᙹኖሁᲢˌɦŴž˟ՃᙹኖሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴǋƱƮƖŴ
ǫȸȉ˟ᅈǑǓɨƞǕƨǋƷǇƨƸ̅ဇǛᛐǊǒǕƨǋƷưƋǔƜ
ƱǛᙲƠǇƢŵ

約款・特約条項

ȉƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƋǒƔơǊ˟ᅈƴဎƠЈƯ
ƘƩƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴ̬ᨖ૰ƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅƷӕৢǛͣഥƢǔئ
ӳƴƸŴƋǒƔơǊ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸Ơ
ƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ǫȸȉ˟ᅈƕ̬ᨖ૰ƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅƷӕৢǛͣഥƠƨئӳ
ƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬
ᨖڎኖᎍƸŴਦܭǫȸȉǛКƷǫȸȉ˟ᅈƷႆᘍƢǔǯȬǸȃȈǫȸ
ȉƴ٭ƢǔƔŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ

保険料クレジットカード支払特約

ᇹᲰவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  ƭƗƷʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖƸෞ๒ƠǇƢŵ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƴƭƍƯŴ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐ
ǛࢽǒǕƳƔƬƨƱƖ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƴƭƍƯŴ˟ᅈƕǫȸȉ˟ᅈǑǓ̬ᨖ૰Ⴛ࢘
᫇Ǜ᪸ӓưƖƳƔƬƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕෞ๒ǇƨƸڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷЭኛƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ˂Ʒ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƨƱƖ
ᇹᲱவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶڎኖଐሁƷཎЩᲸ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳưŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒ
ဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈƕƜǕǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫׅ
̬ᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƴƍᡂǇǕƨ
ଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢஜӭƴƓƍ
Ưž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎ
ኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠ
ƯᚘምƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴ
ɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴ
ᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛžᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƕ˟ᅈƴƍᡂǇǕƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕ
ƔƍଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  ĭ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐ
ƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢஜӭƴƓƍƯ
ž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖ
ଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯ
ᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴ
ᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛž˟ᅈƕᇹᲫׅ
̬ᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔ
ƍଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  Į ɼڎኖƴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋ
ཎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳŴ̓܇ཎኖŴᘐཎ

― 98 ―
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Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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保険料クレジットカード支払特約



約款・特約条項



ኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖƷཎኖவƴƭƍƯƸŴ
ЭĬƓǑƼĭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
 į ɥᚡĬƓǑƼĭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖ
ଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄
Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨ
ƱƖƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕ
ƹችምƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖǛƕǜ̬ᨖƆƇŴƕǜ̬ᨖƆᚐኖƇŴƕ
ǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇǇƨƸƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖ
Ƈƴ˄ьƠƨئӳ
 Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫׅ
̬ᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓ
ƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
 ĭ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓ
ƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
 Į ЭĬƓǑƼĭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐ
ƔǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭ
Ƣǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌ
ƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ
᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬
ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖǛЭᲬӭƴਫ਼ƛǔ̬ᨖᆔˌٳƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƨئ
ӳ
 Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫׅ
̬ᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻
உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐ
ǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
 ĭ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐ
ƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
 Į ЭĬƓǑƼĭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƔǒڎ
ኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ
˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơ
ƨƱƖƸŴᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕ
ƹችምƠǇƢŵ

КᘙᲫ ᛪ൭
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɦᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɦᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲶᲯ࠰ƝƱᣐ࢘˄̾ʴ࠰̬ᨖƆМࠀȷരࠀᣐ࢘ƇᲸ
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

別表

ᇹᲫׅƷ࠰

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ࠰Ӗӕʴ
ƱӷɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲ
ƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜŵᲣ
ȷ࠰ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ᇹᲬࢸˌׅƷ࠰

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ࠰Ӗӕʴ
ƱӷɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲ
ƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜŵᲣ
ȷ࠰ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ࠰ᚰ

രʧዅ˄

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢ
ᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷ
രʧᚮૺǇƨƸര˳౨కᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲ
ƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷരʧዅ˄ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ

ȷ̬ᨖᚰУ

̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫ
ʙƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙ
ƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲ
ƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ̬ᨖᚰУ

ᚐኖሁ
ȷᚐኖ
ȷؕஜ࠰᫇Ʒถ᫇

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ࣄ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ

ڎኖϋܾƷ٭
ȷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥ
ᲢׅૠᲣƷ٭
ȷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭

ȷ࠰ƷᆔƷ٭
ȷ࠰ૅڼଐƷጮ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖᚰУ
ȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ
Ტ˟ᅈƕཎƴ੩ЈǛ൭ǊƨئӳᲣ


1
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Ǔɦƛ
ȷ࠰ૅ᧓Ʒ٭
ȷ̬ᚰ᧓Ʒ٭
̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
˄
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷ٭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷരʧዅ˄ӖӕʴƷ ȷ̬ᨖᚰУ
٭
࠰ӖӕʴƷ٭

ᆢǈᇌƯƨڎኖᎍᣐ࢘ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭

ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢᲢ࠰ૅڼ
ଐˌࢸƸ࠰ӖӕʴƷҮᦷᚰଢᲣ
ȷ̬ᨖᚰУᲢ࠰ૅڼଐˌࢸƸ࠰ᚰ
Უ
சኺᢅ᧓ƴࣖݣƠƨ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ʒƍ ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
Ơ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ᢡᚕƴǑǔരʧዅ˄ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ӖӕʴƷ٭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰ
ଢ
ȷᢡᚕƷϙƠ
ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
Ʒ܍ዓ
ȷӖӕʴƷҮᦷᚰଢ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜ
ȷͺೌᎍሁǁƷૅǛᚰƢǔ

Ჶਦྸˊܭᛪ൭ཎኖᲸ
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

ਦྸˊܭᛪ൭ƴǑǔዅ ȷɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴܭǊ
˄ሁƷૅ
ǔዅ˄ሁƷᛪ൭
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍᲢᲯ࠰ƝƱМࠀᣐ࢘˄ƜƲǋ̬
ᨖǇƨƸƜƲǋ̬ᨖƆƇƷ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂβᨊƷئӳƸ̬ᨖڎኖᎍŵˌɦӷ
ơŵᲣƱਦྸˊܭᛪ൭ʴƷዓƕᄩᛐư
Ɩǔৎቔᜈஜ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸਦྸˊܭᛪ൭ʴƷͤࡍ̬
ᨖᘮ̬ᨖᎍᚰƷϙƠ
ȷዅ˄ሁƷӖӕʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖ
ƳƍཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ
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別表

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢᲢ࠰ૅڼ
ଐˌࢸƸ٭ЭƷ࠰ӖӕʴƷҮᦷᚰଢ
Უ
ȷ̬ᨖᚰУᲢ࠰ૅڼଐˌࢸƸ࠰ᚰ
Უ

1

ˊྸᛪ൭ƴǑǔዅ˄ ȷɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴܭǊ
ሁƷૅ
ǔዅ˄ሁƷᛪ൭
ȷˊྸᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍƱˊྸᛪ൭ʴƷዓƕᄩᛐưƖ
ǔৎቔᜈஜ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƷͤࡍ̬ᨖᘮ
̬ᨖᎍᚰƷϙƠ
ȷዅ˄ሁƷӖӕʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖ
ƳƍཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳ
ƍཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ

別表

ਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ ٭ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ሁ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ ٭ȷ̬ᨖᚰУ
 
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷગ
 ׅ
ȷཎኖƷᚐኖ

1
3
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КᘙᲭ ݣᝋƱƳǔ᭗ࡇᨦܹཞ७
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別表

ݣᝋƱƳǔ᭗ࡇᨦܹཞ७ƱƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷཞ७ǛƍƍǇƢŵ
ᲫᲨɲაƷᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲬᲨᚕᛖǇƨƸƦƠǌƘƷೞᏡǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲭᲨɶᅕኺኒǇƨƸችᅕƴᓸƠƍᨦܹǛസƠŴኳ៲ࠝƴʼᜱǛᙲƢǔ
ǋƷ
ᲮᲨᏟᐃᢿᐥ֥ƴᓸƠƍᨦܹǛസƠŴኳ៲ࠝƴʼᜱǛᙲƢǔǋƷ
ᲯᲨɲɥᏃƱǋŴ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸƦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬ
ƨǋƷ
ᲰᲨɲɦᏃƱǋŴឱ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸƦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬ
ƨǋƷ
ᲱᲨᲫɥᏃǛ᧙ራˌɥưڂƍŴƔƭŴᲫɦᏃǛឱ᧙ራˌɥưڂƬƨƔ
ǇƨƸƦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲲᲨᲫɥᏃƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƍŴƔƭŴᲫɦᏃǛឱ᧙ራˌɥưڂƬƨ
ǋƷ

ᲶͳᎋᲸ
ƆКᘙᲭ ݣᝋƱƳǔ᭗ࡇᨦܹཞ७ƇƴƭƍƯ
ᲫᲨაƷᨦܹᲢᙻщᨦܹᲣ
  ᙻщƷยܭƸŴɢࡸᚾᙻщᘙƴǑǓŴᲫაƣƭŴƖǐƏദᙻщ
ƴƭƍƯยܭƠǇƢŵ
  žᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴᙻщƕˌɦƴƳƬƯ
ࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
  ᙻƞƘƓǑƼაწɦƴǑǔᙻщᨦܹƸŴᙻщǛڂƬƨǋƷ
ƱƸǈƳƠǇƤǜŵ
ᲬᲨᚕᛖǇƨƸƦƠǌƘƷᨦܹ
  žᚕᛖƷೞᏡǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴƭƗƷᲭƭƷئӳ
ǛƍƍǇƢŵ
  Ĭ ᛖ᪦ನೞᏡᨦܹưŴӝՑ᪦Ŵഫᐾ᪦Ŵӝᔟ᪦ŴƜƏ᪽᪦ƷᲮ
ᆔƷƏƪŴᲭᆔˌɥƷႆ᪦ƕɧᏡƱƳǓŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍ
ئӳ
  ĭ ᏯᚕᛖɶƷͻƴǑǔڂᛖၐưŴ᪦٣ᚕᛖƴǑǔॖ࣓Ʒျᡫ
ƕɧӧᏡƱƳǓŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍئӳ
  Į ٣࠘μᢿƷƯƖЈƴǑǓႆ᪦ƕɧᏡƳئӳ
  žƦƠǌƘƷೞᏡǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴ්ѣˌٳƷ
ǋƷƸઅӕưƖƳƍཞ७ưŴ
ƦƷࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲭᲨࠝƴʼᜱǛᙲƢǔǋƷ
  žࠝƴʼᜱǛᙲƢǔǋƷſƱƸŴཋƷઅӕŴ̝ȷބȷƦƷࢸ
ڼŴƓǑƼᘘბᏮȷឪއȷഩᘍȷλෘƷƍƣǕǋƕᐯЎưƸưƖ
ƣŴࠝƴ˂ʴƷʼᜱǛᙲƢǔཞ७ǛƍƍǇƢŵ
ᲮᲨɥȷɦᏃƷᨦܹ
  žɥȷɦᏃƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴܦμƴƦƷᢃѣೞ
ᏡǛڂƬƨǋƷǛƍƍŴɥȷɦᏃƷܦμᢃѣƻŴǇƨƸɥȷɦᏃƴ
ƓƍƯƦǕƧǕᲭ᧙ٻራᲢɥᏃƴƓƍƯƸᏅ᧙ራŴƻơ᧙ራƓǑƼ
᧙ራŴɦᏃƴƓƍƯƸǇƨ᧙ራŴƻƟ᧙ራƓǑƼឱ᧙ራᲣƷܦμࢍႺ
ưŴࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ


1
3

៲˳ᢿˮƷӸᆅƸƭƗƷƷƱƓǓƱƠǇƢŵ

別表
3
4
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КᘙᲮ ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७

別表

ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७ƱƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷཞ७ǛƍƍǇƢŵ
ᲫᲨᲫაƷᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲬᲨɲƷᎮщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲭᲨᲫɥᏃǛ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸᲫɥᏃƷဇǋƠƘƸᲫɥᏃƷ
Ჭ᧙ٻራɶƷᲬ᧙ራƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲮᲨᲫɦᏃǛឱ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸᲫɦᏃƷဇǋƠƘƸᲫɦᏃƷ
Ჭ᧙ٻራɶƷᲬ᧙ራƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲯᲨਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲰᲨᲫƷᲯਦǛڂƬƨƔǇƨƸᇹᲫਦᲢਦᲣƓǑƼᇹᲬਦᲢᅆਦᲣ
ǛԃǜưᲮਦǛڂƬƨǋƷ
ᲱᲨឱਦǛڂƬƨǋƷ
ᲲᲨᏨ௵ƴᓸƠƍ࢟ڈǇƨƸᓸƠƍᢃѣᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷ

ᲶͳᎋᲸ
ƆКᘙᲮ ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७ƇƴƭƍƯ
ᲫᲨაƷᨦܹᲢᙻщᨦܹᲣ
  ᙻщƷยܭƸŴɢࡸᚾᙻщᘙƴǑǓŴᲫაƣƭŴƖǐƏദᙻщ 3
4
ƴƭƍƯยܭƠǇƢŵ
  žᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴᙻщƕˌɦƴƳƬƯ
ࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
  ᙻƞƘƓǑƼაწɦƴǑǔᙻщᨦܹƸŴᙻщǛڂƬƨǋƷ
ƱƸǈƳƠǇƤǜŵ
ᲬᲨƷᨦܹᲢᎮщᨦܹᲣ
  ᎮщƷยܭƸŴଐஜಅᙹᲢଯԧ࠰உଐોܭᲣƴแਗƠƨ
ǪȸǸǪȡȸǿưᘍƳƍǇƢŵ
  žᎮщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴԗඬૠȷȷ
ȘȫȄƴƓƚǔᎮщȬșȫǛƦǕƧǕ᳛ȷ᳜ȷ᳝ȇǷșȫƱƠƨ
ƱƖŴᲫᲩᲮᲢ᳛ᲥᲬ᳜Ქ᳝ᲣƷ͌ƕȇǷșȫˌɥᲢʼƴƠ
Ưǋٻ٣ᛖǛྸᚐƠƑƳƍǋƷᲣưࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇ
Ƣŵ
ᲭᲨɥȷɦᏃƷᨦܹ
  žɥȷɦᏃƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴܦμƴƦƷᢃѣ
ೞᏡǛڂƬƨǋƷǛƍƍŴɥȷɦᏃƷܦμᢃѣƻŴǇƨƸɥȷɦ
ᏃƴƓƍƯƦǕƧǕᲭ᧙ٻራᲢɥᏃƴƓƍƯƸᏅ᧙ራŴƻơ᧙ራƓ
ǑƼ᧙ራŴɦᏃƴƓƍƯƸǇƨ᧙ራŴƻƟ᧙ራƓǑƼឱ᧙ራᲣƷ
ܦμࢍႺưŴࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
  ž᧙ራƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴ᧙ራƷܦμࢍႺưŴ
ࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǇƨƸʴᭌ᪽ǋƠƘƸʴ᧙ራǛƦƏλፗ
੭ƠƨئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲮᲨਦƷᨦܹ
  žਦǛڂƬƨǋƷſƱƸŴᇹᲫਦᲢਦᲣƴƓƍƯƸਦራ᧓᧙
ራŴƦƷ˂ƷਦƸᡈˮਦራ᧓᧙ራˌɥǛڂƬƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
  žਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴਦƷራƷᲬЎƷ
ᲫˌɥǛڂƬƨئӳŴǇƨƸਦƷɶਦራ᧙ራǋƠƘƸᡈˮਦራ
᧓᧙ራᲢᇹᲫਦᲢਦᲣƴƓƍƯƸਦራ᧓᧙ራᲣƷᢃѣርƕဃྸ
ႎᢃѣርƷᲬЎƷᲫˌɦưࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲯᲨឱਦƷᨦܹ
  žឱਦǛڂƬƨǋƷſƱƸŴឱਦμᢿǛڂƬƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
ᲰᲨᏨ௵Ʒᨦܹ
  žᏨ௵ƷᓸƠƍ࢟ڈſƱƸŴᏨ௵Ʒ࢟ڈƕᡫࠝƷᘘǛბဇƠƯ
ǋٳᢿƔǒǈƯଢǒƔƴǘƔǔᆉࡇˌɥƷǋƷǛƍƍǇƢŵ

― 105 ―

  žᏨ௵ƷᓸƠƍᢃѣᨦܹſƱƸŴ᪹ౢƴƓƚǔܦμࢍႺƷئӳŴ
ǇƨƸᏟౢˌɦƴƓƚǔЭࢸމŴӫމƓǑƼӫׅଆƷᲭᆔƷᢃ
ѣƷƏƪŴᲬᆔˌɥƷᢃѣƕဃྸႎርƷᲬЎƷᲫˌɦƴСᨂƞǕ
ƨئӳǛƍƍǇƢŵ

៲˳ᢿˮƷӸᆅƸƭƗƷƷƱƓǓƱƠǇƢŵ

別表
４
11
12
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Кᘙ ࠰ྵ̖ᘙ                    
࠰Ʒૅസׅ܍ૠᲢ̬ᚰ᧓˄ኳ៲࠰ƷئӳƸŴ̬ᚰ᧓ɶƷ࠰
Ʒૅസׅ܍ૠᲣƴࣖơƯŴؕஜ࠰᫇ƴɦᚡƷྙǛʈơƨ᫇Ǜૅ
ƍǇƢŵƨƩƠŴᘮ̬ᨖᎍƷരʧଐǇƨƸ࠰ƷɟૅƷᛪ൭ଐƔǒ
ƦƷႺࢸƷ࠰ૅଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈܭƷМྙƴ
ǑƬƯлǓࡽƍƯᚘምƠǇƢŵ

࠰Ʒૅസׅ܍ૠ
࠰ȷҞ࠰ȷஉ


Წ



Ჭ



Ხ



Ჯ



Ჰ



Ჱ



Ჲ



Ჳ



























別表

Ძ

11
12




Кᘙ രʧዅ˄᫇                     
ƭƗƷምࡸƴǑƬƯᚘምƞǕǔ᫇ƱƠǇƢŵ
ᲫᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƕஉŴҞ࠰ǇƨƸ࠰Ʒ̬ᨖڎኖ
Ტؕஜ࠰᫇ƴݣƢǔஉ̬ᨖ૰ᲣgᲢᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖǇưƷ
ኺᢅஉૠᲣ
ᲬᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƕɟƷ̬ᨖڎኖ
ؕஜ࠰᫇ƴݣƢǔɟ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇

ᲢදᲫᲣžᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖǇưƷኺᢅஉૠſƸŴڎኖଐƔǒᘮ
̬ᨖᎍƷരʧଐǇưƷஉૠǛƍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ǛឬƑƳƍǋƷƱƠǇƢŵƳƓŴᇢૠƸЏǓɥƛǇƢŵ
ᲢදᲬᲣؕஜ࠰᫇Ʒถ᫇Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭Ŵ࠰ƷᆔƷ٭Ŵ
࠰ૅ᧓Ʒ٭Ŵ̬ᚰ᧓Ʒ٭ƕᘍǘǕƨئӳƴƸŴ̬
ᨖڎኖƷዸኽƔǒŴᘮ̬ᨖᎍƷരʧƷؕஜ࠰᫇ưƋƬƨ
ǋƷƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
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● MEMO
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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
●告知義務について
●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、
告知および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。
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