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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2015年12月1日の場合
「年単位の契約応当日」は2016年12月1日、2017年12月1日、
2018年12月1日と、以後の毎年の12月1日が該当します。

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

契約日【 けいやくび 】
契約年齢や保険期間などの計算の基準日をいいます。
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告知義務違反【 こくちぎむいはん 】
告知内容が事実と相違していた場合には、当社は「告知義務違反」とし
て、ご契約または特約を解除することがあります。

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

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

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

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

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

当社がご契約上の保障を開始する時期
（日）
をいいます。

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。
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主な保険用語のご説明

告知義務【 こくちぎむ 】
ご契約などに際して、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。

ご契約のしおり

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

ご契約のしおり

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 】

主な保険用語のご説明

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

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

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

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

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

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

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

保険料【 ほけんりょう 】
ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。

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。
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ま 待期間【 まちきかん 】

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

がん特約の給付金等において、保険期間の始期から所定の期間経過
後に保障を開始します。この期間を待期間といいます。

ご契約のしおり

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。

ご契約のしおり ﹁定期保険﹂
の特長としくみについて

定期保険について
「定期保険」
の特長としくみについて
【特長】
1 一定期間にわたって、
死亡・高度障害に対する保障を得ること

ができます。
2 契約者に対する貸付の制度があります。
3 健康状態などにより
『元気割引』
が適用される場合には、保険

料の割引があります。
4 主契約の保障に加え、
つぎの特約を付加することで保障内容

を充実させることができます。
定期特約
死亡・高度障害に対する保障を得ることができます。また、
健康状態などにより『元気割引』が適用される場合には、
保険料の割引があります。
家族生活保障特約
死亡・高度障害に対する保障を年金で得ることができま
す。また、健康状態などにより『元気割引』が適用され
る場合には保険料の割引があります。
災害死亡割増特約
不慮の事故または感染症による死亡や、高度障害に対す
る保障を得ることができます。
傷害特約
不慮の事故または感染症による死亡や不慮の事故による
身体障害に対する保障を得ることができます。
医療特約
病気・ケガによる入院、所定の手術を保障します。
がん特約
〈がん〉
〈上皮内新生物〉の治療にかかる費用をカバー、
入院給付金は１日目から安心の無制限保障です。
〈ご契約の例〉
保険期間・保険料払込期間：60歳満期・全期払

「定期保険｣(主契約)
・死亡 保 険 金
・高度 障 害 保 険 金
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▲
60歳

支払事由

支払額

死亡保険金

保険期間中に死亡
したとき

高度障害
保険金

保険期間中に所定
の高度障害状態に
なったとき

保険金額

名称

受取人

死亡保険金受取人

被保険者

所定の高度障害状態については巻末の別表３をご覧くだ
さい。
ご注意

死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしませ
ん。

つぎの免責事由に該当した場合には、保険金をお支払いで
きません。
名称

免責事由

死亡保険金

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

高度障害
保険金

(1) 契約者または被保険者の故意
(2) 被保険者の自殺行為
(3) 被保険者の犯罪行為
(4) 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、当社は保険金を全額また
は削減して支払います。
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のお支払について
ご契約のしおり ﹁定期保険﹂

「定期保険」
のお支払について

ご契約のしおり ﹁定期保険﹂
のお支払について

「定期保険」の保険料の払込免除
・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。
・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。
・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。
・主契約の保険料のお払込が免除になった場合には、付加さ
れている特約の保険料もお払込を免除します。
・保険料のお払込を免除している場合、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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支払事由

特約死亡
保険金

保険期間中に死亡
したとき

特約高度障害
保険金

保険期間中に所定
の高度障害状態に
なったとき

支払額

特約保険金額

名称

受取人

死亡保険金受取人

被保険者

所定の高度障害状態については巻末の別表３をご覧くだ
さい。
ご注意

特約死亡保険金と特約高度障害保険金は重複してお支払
いしません。

つぎの免責事由に該当した場合には、保険金をお支払いで
きません。
名称

免責事由

特約死亡
保険金

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

(1) 契約者または被保険者の故意
特約高度障害 (2) 被保険者の自殺行為
保険金
(3) 被保険者の犯罪行為
(4) 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、当社は保険金を全額また
は削減して支払います。
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について
ご契約のしおり ﹁定期特約﹂

「定期特約」
について

ご契約のしおり ﹁家族生活保障特約﹂
について

更新のみ
取扱

「家族生活保障特約」
について

主契約の保障に加え、死亡・高度障害に対する保障を年金で
得ることができます。
〈ご契約の例〉
保険期間：10年
特約の型：定額型
（※）
特約基準年金額：100万円
45歳で死亡・高度障害状態になられた場合
年金受取総額：1,000万円
（特約基準年金額100万円×年金受取10年間）

特約基準年金額：100万円

更新
▲
30歳 ご契約

▲
40歳

▲
50歳

※「特約の型」
「家族生活保障特約」の特約の型は、定額型のみお取扱いし
ます。
年金は、つぎのとおりお支払いします。
支払事由

特約家族生活
保障年金

保険期間中に死亡
したとき

特約高度障害
年金

保険期間中に所定
の高度障害状態に
なったとき
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毎年の
支払額

特約基準年金額

名称

受取人

死亡保険金受取人

被保険者

所定の高度障害状態については巻末の別表３をご覧くだ
さい。
ご注意

特約家族生活保障年金と特約高度障害年金は重複してお
支払いしません。

・受取人は、年金の支払事由の生じた後は変更できません。
年金の一時支払
・ご希望により、年金は一時金でもお支払いします。この場
合、
「家族生活保障特約」
は消滅します。
つぎの免責事由に該当した場合には、年金をお支払いでき
ません。
名称

免責事由

から3年以内の被保険者の自殺
(1) 責任開始期（日）
特約家族生活
(2) 契約者または死亡保険金受取人の故意
保障年金
(3) 戦争その他の変乱
(1) 契約者または被保険者の故意
特約高度障害 (2) 被保険者の自殺行為
年金
(3) 被保険者の犯罪行為
(4) 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、当社は年金を全額または
削減して支払います。

― 15 ―

について
ご契約のしおり ﹁家族生活保障特約﹂

・お支払事由が生じた日を第１回の年金の支払日とし、以後、
第１回の年金の支払日の毎年の応当日に年金をお支払いし
ます。なお、年金のお支払は通算10年間となります。
（保
険期間が10年満期の場合には、あらかじめ支払保証期間
を10年に定めています。
）

名称

支払事由

支払額

保険期間中につぎのいずれかに該当した
とき
①不慮の事故によって180日以内に死
亡したとき
②所定の感染症によって死亡したとき

災害高度障害保険金

保険期間中につぎのいずれかに該当した
とき
①不慮の事故によって180日以内に所
定の高度障害状態になったとき
②所定の感染症によって所定の高度障
害状態になったとき

災害保険金額

災害死亡保険金

ご契約のしおり ﹁災害死亡割増特約﹂
について

「災害死亡割増特約」
について
受取人

死亡保険金
受取人

被保険者

・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。
・所定の高度障害状態については巻末の別表３を、所定の
感染症については巻末の別表51をご覧ください。
ご注意

災害死亡保険金と災害高度障害保険金は重複してお支払
いしません。
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名称

免責事由

災害死亡保険金

(1) 契約者、
被保険者または死亡保険金受取人の故意または
重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転し
ている間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当
する運転をしている間に生じた事故
(7) 戦争その他の変乱、
地震、
噴火または津波

災害高度障害保険金

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

契約者または被保険者の故意または重大な過失
被保険者の犯罪行為
被保険者の精神障害を原因とする事故
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転し
ている間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当
する運転をしている間に生じた事故
(7) 戦争その他の変乱、
地震、
噴火または津波

＊戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による危険の増
加が会社の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、
当社は保険金を全額または削減して支払います。
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について
ご契約のしおり ﹁災害死亡割増特約﹂

つぎの免責事由に該当した場合には、保険金をお支払いで
きません。

名称

災害死亡保険金
障害給付金

ご契約のしおり ﹁傷害特約﹂
について

「傷害特約」
について
支払事由

支払額

受取人

災害保険金額

死亡保険金
受取人

保険期間中につぎのいずれ
かに該当したとき
①不慮の事故によって180
日以内に死亡したとき
②所定の感染症によって死亡
したとき

災害保険金額
保険期間中に、不慮の事故 に、身体障害状
によって180日以内に所定 態の程度により、 被保険者
の身体障害状態になったとき 所定の給付割合
を乗じて得た額

・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。
・所定の身体障害状態および給付割合については巻末の
別表7を、所定の感染症については巻末の別表51をご
覧ください。
・障害給付金のお支払は、保険期間を通じ給付割合を通算し
て100％を限度とします。
・災害死亡保険金のお支払に際して、同一の不慮の事故によ
りすでに障害給付金をお支払いしている（またはお支払い
する）場合には、その障害給付金の支払額を災害保険金額
から差引いた金額をお支払いします。
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名称

免責事由

災害死亡保険金

(1) 契約者、
被保険者または死亡保険金受取人の故意または
重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転して
いる間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当
する運転をしている間に生じた事故
(7) 戦争その他の変乱、
地震、
噴火または津波

障害給付金

(1) 契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転して
いる間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当
する運転をしている間に生じた事故
(7) 戦争その他の変乱、
地震、
噴火または津波

＊戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による危険の増
加が会社の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、
当社は保険金等を全額または削減して支払います。
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について
ご契約のしおり ﹁傷害特約﹂

つぎの免責事由に該当した場合には、保険金等をお支払い
できません。

ご契約のしおり ﹁医療特約﹂
について

更新のみ
取扱

「医療特約」
について

「医療特約」は、
「疾病特約」と「災害特約」をセットした商品（特
約）です。
【特長】
1 病気・ケガによる入院を保障します。
2 ５日以上の継続入院に対して、
５日目から「疾病・災害入院給

付金」をお支払いします。また、
「疾病・災害入院初期給付金」
により、入院当初（１日目〜４日目まで）の出費をカバーしま
す。
3 「疾病・災害入院給付金」
は、病気・ケガそれぞれ通算1,095

日までお支払いします。
4 病気・ケガによる所定の手術を保障します。

〈ご契約の例〉
保険期間：10 年

「医療特約｣
・疾病入院初期給付金
・疾病入院給付金
・疾病手術給付金
・災害入院初期給付金
・災害入院給付金
・災害手術給付金
▲
60歳

▲
50歳

ご確認

お支払の対象となる給付金の種類とその支払額は、ご
案内しているプランによって異なります。お申込のご
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。
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〈疾病入院初期給付金・災害入院初期給付金〉
支払額

受取人

疾病・災害入院給付金が 疾病・災害入院
支払われる入院をしたとき 初期給付金額

被保険者

支払事由

支払限度

１回の入院に
ついて１回

〈疾病入院給付金・災害入院給付金〉
支払事由

受取人

疾病・災害入
院給付金日
額×（入院日
数−４日）

被保険者

病気または不
慮の事故によ
るケガによっ
て継続５日以
上の入院をし
たとき

支払額

支払限度

病気・ケガそれぞれの入院
につき
１回の入院について、ご契
約の際に指定された日数（支
払限度日数）によってそれぞ
れ60日、120日、180日
など
（通算1,095日）

・疾病入院給付金と災害入院給付金の両方のお支払事由に該当
する場合には、災害入院給付金をお支払いします。
i 「支払限度」の1回の入院とは…

支払事由に該当する入院を２回以上した場合で、入院の原
因が同一かまたは医学上重要な関係にあるとき、または原
因となった不慮の事故が同一であるときには「１回の入院」
とみなしてお取扱いします。
〈疾病手術給付金・災害手術給付金〉
支払額

受取人

所定の手術を 基準疾病・災害手術
受けたとき
給付金額×１・２・４

被保険者

支払事由

支払限度

一部の手術を除き、
回数は無制限

お支払の対象となる手術とそのお支払額については巻末
の別表26-3をご覧ください。
・お支払額は、手術の種類によって異なります。
・
「悪性新生物根治手術」には転移・再発病巣のみの切除等は
含みません。
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について
ご契約のしおり ﹁医療特約﹂

・給付金は、つぎのとおりお支払いします。

〈疾病通院給付金・災害通院給付金〉
支払事由

支払額

疾病・災害入院給付
金が支払われる入院 通院１日あたり、
の退院の日の翌日以 疾病・災害通院
後180日以内の期間 給付金日額
に、通院をしたとき

受取人

被保険者

ご契約のしおり ﹁医療特約﹂
について

疾病・災害通院給付金を追加したプランについて
・
「医療特約」には、疾病・災害通院給付金の保障を追加した
プランもあります。
・疾病・災害通院給付金は、つぎのとおりお支払いします。

支払限度

病気・ケガそれぞ
れの通院につき
退院後の通院につ
い て30日（通 算
1,000日）

・疾病・災害入院給付金が支払われる日については、疾病･
災害通院給付金はお支払いしません。
・疾病通院給付金と災害通院給付金の両方のお支払事由に該
当する場合には、災害通院給付金をお支払いします。
つぎの免責事由に該当した場合には、給付金をお支払いで
きません。
免責事由

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

＊戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による危険の増
加が会社の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、
当社は給付金を全額または削減して支払います。
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・
「がん特約」は、
「がん特約」に低解約払戻金特則（解約払戻
金を０と指定する方法）を付加した商品（特約）です。
・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。
ご確認

お支払の対象となる給付金の種類とその支払額は、ご
案内しているプランによって異なります。お申込のご
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。

診断給付金・入院給付金・手術給付金・通院給付金のお支
払には、保障の開始まで３か月の待期間があります。（詳細
は「保障の開始」を確認ください。）
・給付金は、つぎのとおりお支払いします。
〈診断給付金〉
支払事由

支払額

支払額

〈上皮内新生物〉〈がん〉と診断された場合
と診断されたとき のお支払額の１割

受取人

被保険者

支払事由

被保険者

①65歳未満
（※）
のとき：
基準診断給付金額の２倍
②65歳以上のとき：
〈がん〉と診断
基準診断給付金額（同額保
されたとき
障特則が付加されている場
合には、基準診断給付金額
の２倍）

受取人

支払限度

保険期間を
通じ１回

支払限度

保険期間を
通じ１回

・
〈がん〉
〈上皮内新生物〉それぞれお支払いします。
※満65歳に達した後に到来する最初の主契約の年単位の契約
応当日の前日までとなります。
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について
ご契約のしおり ﹁がん特約﹂

更新のみ
取扱

「がん特約」
について

支払事由

支払額

受取人

〈がん〉
〈上皮内新生物〉に 入院給付金日額
よって入院をしたとき
×入院日数

被保険者

ご契約のしおり ﹁がん特約﹂
について

〈入院給付金〉
支払限度

日数は無制限

・お支払の対象は、
〈がん〉
〈上皮内新生物〉の治療を直接の目
的とする入院です。
i 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、
治療を目的とする入院です。
外来に通院し、病院のベッドに寝て透析、点滴、手術などを行っ
ても「入院」治療とはみなされません。
（入院料などのお支払
があり、約款に定める「入院」の規定に該当するものが対象
となります。
）
〈手術給付金〉
支払額

〈がん〉
〈上皮内新生物〉に 基準手術給付
よって所定の手術を受け 金額（給付倍
たとき
率の型：Ⅰ型）

受取人

被保険者

支払事由

支払限度

一部の手術を
除き、回数は
無制限

・お支払の対象となる手術とそのお支払額については巻
末の別表26-1をご覧ください。
（給付倍率の型は、Ⅰ
型となります。
）
〈通院給付金〉
支払事由

支払額
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被保険者

入院給付金が支払われる継
通院１日あ
続５日以上の入院の退院の
たり、通院
日の翌日以後180日以内
給付金日額
の期間に、通院をしたとき

受取人

支払限度

退院後の通院
につ い て30日
（通算700日）

・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。

●〈がん〉
〈上皮内新生物〉の定義および診断確定について
・
「がん特約」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 ＩＣＤ−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。
詳しくは巻末の別表27、別表28をご覧ください。
・
〈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。
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について
ご契約のしおり ﹁がん特約﹂

代理請求人の制度について
・ご本人（被保険者）が「がん特約」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

ご契約のしおり ﹁リビング・ニーズ特約﹂
について

「リビング・ニーズ特約」
について
【特長】
1 被保険者の余命が６か月以内と判断されるとき、
主契約、
「定

期特約」、
「家族生活保障特約」の死亡保険金の全部または一
部を、
リビング・ニーズ保険金として被保険者の生存中に受取
ることができます。
2 リビング・ニーズ保険金は、
闘病資金や充実した余命期間を過

ごすための資金などとして活用することができます。
3 「リビング・ニーズ特約」の保険料のお払込は必要ありません。

〈リビング・ニーズ保険金〉
支払事由

支払額

受取人

被保険者の余命が6か月以内
と判断されるとき

指定保険金額を
基準として計算し
た金額(※)

被保険者

※リビング・ニーズ保険金のご請求の際に、被保険者は、対象
となる保険金額の範囲内で、指定保険金額を指定してくだ
さい。リビング・ニーズ保険金のお支払額は、指定保険金額
から、リビング・ニーズ保険金の請求日から６か月間の指定
保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金
額とします。
・指定保険金額について
＊100万円以上100万円単位で指定してください。
＊被保険者お１人につき、当社のすべてのご契約を通算し
て3,000万円を限度とします。
・
「余命６か月以内」であるかどうかについては、医師が記入
した診断書などにもとづいて、当社が判断します。
「余命６
か月以内」とは、日本で一般に認められた医療による治療
を行っても余命が６か月以内であることを意味します。
・リビング・ニーズ保険金のお支払は、１回となります。リ
ビング・ニーズ保険金をお支払いした場合には、
「リビング・
ニーズ特約」は消滅します。
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・死亡保険金
・高度障害保険金

リビング･ニーズ保険金のお支払
(ご契約は消滅します｡)
▲
ご請求

・ご契約は、リビング・ニーズ保険金のご請求日にさかの
ぼって消滅します。
・主契約に付加されている特約も同時に消滅します。この場
合、消滅する特約に解約払戻金がある場合でも、解約払戻
金はお支払いしません。
２．死亡保険金の一部をお支払いした場合
リビング･ニーズ保険金のお支払
(保険金は減額されます｡)

・死亡保険金
・高度障害保険金
▲
ご請求

・保険金額は、リビング・ニーズ保険金のご請求日にさかの
ぼって指定保険金額分だけ減額されます。この場合、保険
金額の減額分についての解約払戻金はお支払いしません。
・リビング・ニーズ保険金をお支払いした後も継続する部分
の保険料については、引き続きお払込が必要です。
・
「リビング・ニーズ特約」の対象とならない特約について
は、そのまま継続します。
主契約、
「定期特約」
、
「家族生活保障特約」の保険期間満了
前１年以内である場合の取扱
・リビング・ニーズ保険金のご請求日が、主契約、
「定期特
約」
、
「家族生活保障特約」
の保険期間満了前１年以内である
場合
（主契約、
「定期特約」
、
「家族生活保障特約」
が更新され
る場合を除きます。
）
には、その主契約・特約については
「リ
ビング・ニーズ特約」
は適用しません。
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について
ご契約のしおり ﹁リビング・ニーズ特約﹂

リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合
１．死亡保険金の全部をお支払いした場合

ご契約のしおり ﹃元気割引﹄
について

指定代理請求人の制度について
・被保険者がリビング・ニーズ保険金を請求できない特別な
事情がある場合には、ご契約者があらかじめ指定した指定
代理請求人が、リビング・ニーズ保険金を請求できます。
「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。
）

『元気割引』
について
・
『元気割引』とは、被保険者のご健康の状態などが所定の基
準に該当している場合に、
「健康割引特約」
、
「健康割引特約
〔特約用〕
」を付加することにより、
「定期保険」
（主契約）
「
、定
期特約」
、
「家族生活保障特約」の保険料の割引を行うもの
です。
１．
『元気割引』が適用される場合には、
「定期保険」などの
保険料が通常に比べ割安になります。
２．過去１年間に喫煙したことがない場合には、
「定期保険」
などの保険料がさらに割安になります。
『元気割引』のしくみ
・
「健康割引特約」
、
「健康割引特約
〔特約用〕
」
を付加した
「定期
保険」などの保険料は、通常の保険料に比べ割安になりま
す。なお、被保険者の喫煙状況に応じて、つぎのいずれか
の保険料率を適用します。
＊過去１年間に喫煙したことがある場合
健康体保険料率
＊過去１年間に喫煙したことがない場合
健康体保険料率〔非喫煙〕
〈健康体保険料率の適用について〉
・健康体保険料率は、契約年齢が満20歳から満70歳で、つ
ぎの基準に該当している被保険者に対して適用します。
(1) 血圧が所定の範囲内であること
(2) ボディ・マス・インデックス（ＢＭＩ）※の値が所定
の範囲内であること
(3) ご健康の状態などが所定の範囲内であること
※ＢＭＩは、身長と体重のバランスを判断する指標として
国際的に広く使用されており、つぎの式で計算されます。
２
・ＢＭＩ＝体重＜キログラム＞÷
（身長＜メートル＞）
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〈健康体保険料率〔非喫煙〕の適用について〉
・健康体保険料率〔非喫煙〕は、契約年齢が満20歳から満70
歳で、つぎの基準に該当している被保険者に対して適用し
ます。健康体保険料率〔非喫煙〕は、健康体保険料率よりも
さらに割安な保険料率です。
(1) 健康体保険料率が適用される基準に該当していること
(2) 過去１年間に喫煙したことがないこと（※）
※喫煙状況の判断は、告知に加え所定の検査によって行い
ます。
・診査医扱でのお申込となります。
・お申込の保険金額（つぎの（1）から（3）を合計した金額）が
1,000万円以上の場合に限りお取扱いします。
（ただし、
特約の中途付加または特約のみの更新の際には、
（1）の金
額を除きます。
）
(1)「定期保険」の保険金額
(2)「定期特約」の特約保険金額
(3)「家族生活保障特約」の初年度の特約家族生活保障年
金の現価× 0.7
・保険金額の減額などが行われ、変更後の上記(1)から(3)を
合計した金額が1,000万円を下まわる場合には、次の払
込期月以後の「定期保険」などの保険料率を健康体保険料率
〔非喫煙〕から健康体保険料率に変更し、所定の方法によっ
て計算した金額を授受することがあります。
・喫煙状況について、故意または重大な過失によって、事
実と違うことをお知らせいただいたりしますと、当社は
「健康割引に関する告知義務違反」として「健康割引特約」
、
「健康割引特約〔特約用〕
」を解除することがあります。この
場合には、
「定期保険」などの保険金額などを所定の方法に
よって減額します。
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について
ご契約のしおり ﹃元気割引﹄

・告知書扱などでお申込の場合には、
「健康診断書（お申込か
ら１年６か月以内のもの）
」
の提出が必要です。なお、
「健康
診断書」に偽造または改ざんなどが行われていた場合、当
社は「健康割引特約」
、
「健康割引特約〔特約用〕
」を解除する
ことがあります。

ご契約のしおり ﹃元気割引﹄
について

・喫煙状況についての告知に誤りがあった場合には、つぎの
とおりとします。
＊保険金などのお支払事由または保険料払込の免除事由
が発生する前に告知の誤りが判明した場合
「定期保険」などの保険料または保険金額などを、所定
の方法によってあらためます。
＊保険金などのお支払事由または保険料払込の免除事由
が発生した後に告知の誤りが判明した場合
「定期保険」などの保険金などのお支払額を、所定の方
法によって削減します。
ご注意

元気割引 、健康体保険料率 における 元気 、健康
とは、
「健康割引特約」
、
「健康割引特約〔特約用〕
」にお
ける当社での呼称です。 所定の基準に該当しない方が
元気（健康）ではない ということではありません。

「健康割引特約」
「
、健康割引特約
〔特約用〕
」
の復活について
・保険料のお払込がないまま効力を失った場合でも、失効し
た日から３年以内であれば、
「健康割引特約」
、
「健康割引特
約〔特約用〕
」の復活を請求できます。ただし、被保険者の
喫煙状況により、復活後の「定期保険」などの保険料率を健
康体保険料率〔非喫煙〕から健康体保険料率に変更し、所定
の方法によって計算した金額を授受することがあります。
・復活を行う際に、被保険者の血圧・ＢＭＩの値が所定の基
準に該当しないため、
「健康割引特約」
、
「健康割引特約
〔特約
用〕
」を復活することができずに「定期保険」などを復活する
場合には、復活後の「定期保険」などの保険料率を通常の保
険料率に変更し、所定の方法によって計算した金額を授受
することがあります。
「健康割引特約」
、
「健康割引特約
〔特約用〕
」
の保険期間満了後
のお取扱について
・
「健康割引特約」
、
「健康割引特約〔特約用〕
」には、告知・診査を省
略して更新するお取扱がありません。したがって、更新後の「定
期保険」などの保険料率は、通常の保険料率になります。ただ
し、
「定期保険」
などの保険期間満了の際に告知・診査をあらため
てお申出いただき、被保険者のご健康の状態などが所定の基準
に該当している場合には、
「健康割引特約」
、
「健康割引特約
〔特約
用〕
」
を継続することができます。
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「定期保険」の更新について
・保険期間が年満期の場合、保険期間満了の日の翌日に、
「定
期保険」
は自動的に更新されます。

・更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一の年数とし
ます。ただし、上記(1)に該当する場合には、80歳満期と
して更新することがあります。
「定期特約」
「家族生活保障特約」
「災害死亡割増特約」
「傷害
特約」
「医療特約」
「がん特約」の更新について
・特約の保険期間が年満期の場合、主契約が更新されたとき、
または特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間
満了の日の前にあるときには、保険期間満了の日の翌日に、
自動的に更新されます。
・つぎのいずれかに該当する場合には、特約は更新されません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の
年齢が80歳（
「医療特約」を90歳満期または95歳満
期の主契約に付加している場合は90歳）をこえると
き
(2) 更新後の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間
満了の日をこえるとき
(3) 特別条件特則が付加され、その不担保期間が保険期間
満了の日まで継続するとき（
「医療特約」
）
・更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一の年数とし
ます。ただし、上記(1)または(2)に該当する場合には、所
定の範囲で更新後の保険期間を変更して更新することがあ
ります。
・
「家族生活保障特約」の更新後の支払保証期間は、更新前の
支払保証期間と同一とします。ただし、
「家族生活保障特約」
の更新後の保険期間が変更される場合には、所定の範囲で
更新後の支払保証期間を変更することがあります。
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ご契約の更新

・つぎのいずれかに該当する場合には、
「定期保険」は更新さ
れません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の
年齢が80歳をこえるとき
(2) 払済保険に変更されているとき

ご契約のしおり

ご契約の更新

ご契約のしおり

更新後のご契約と保険料について
・更新後の主契約、特約には、更新日現在の普通保険約款、
特約条項が適用され、更新後の保険料は更新日現在の被保
険者の満年齢、保険料率によって計算されます。

ご契約の更新

・同一の保障内容で更新する場合であっても、更新後の主契
約・特約の保険料は、通常、更新前より高くなります。
・更新前の主契約、特約の保険期間と更新後の主契約、特約
の保険期間は継続したものとみなします。
・給付金の通算支払限度の規定を適用するときは、更新前の
主契約、特約で既に支払われた給付金を通算します。
更新を希望しない場合
・更新を希望しない場合には、保険期間満了の日の２か月前
までにお申出ください。
契約日
（更新されている場合は、直前の更新日）が平成17年
4月1日以前で、平成17年4月2日以後に更新されるご契約
について
・更新後の「医療特約」については、お支払いの対象となる手
術の一部が、つぎのとおり変更されます。
別表26-3

対象となる手術および給付倍率表
手術の種類

給付倍率

§循環器・脾の手術
（省略）
20．静脈瘤根本手術（一連の手術に対し１回の給付を限度と
する。
）
（省略）

１

（省略）

§感覚器・視器の手術
（省略）
71．レーザー・冷凍凝固による眼球手術（近視または乱視の
矯正手術を除く。また、施術の開始日から60日の間に１
回の給付を限度とする。
）
（省略）

※変更箇所は、下線部分
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１

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

急激

傷害の原因となった事故から傷害の発生までに時間的間
隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持続性の強
いものは該当しません。）
傷害の原因となった事故または傷害の発生が被保険者に

（被保険者の故意に
偶発 とって予見できないことをいいます。
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と
（身体の内部的原因によるものは該当しませ
外来 をいいます。
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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対象となる不慮の事故について

● 急激・偶発・外来の定義

ご契約のしおり

対象となる不慮の事故について

ご契約のしおり

お支払いできない場合について

お支払いできない場合について

支払事由に該当しない場合
・つぎのような場合など、約款に定める支払事由に該当しな
いとき
＜「定期保険」
「定期特約」
「災害死亡割増特約」
「傷害特約」
保険金／「家族生活保障特約」年金をお支払いできない場
合＞
(1) 保険期間の満了した後の保険事故を原因とするとき
(2) 巻末の別表３に定める高度障害状態に該当しないとき
（高度障害保険金など）
(3) 巻末の別表７に定める身体障害状態に該当しないとき
（障害給付金）
＜「医療特約」給付金をお支払いできない場合＞
(1) 責任開始期より前に発病した病気、責任開始期より前
に生じた不慮の事故によるケガにより入院、手術、通
院をしたとき
(2) 治療を目的としない入院、手術などをしたとき（美容
整形・人間ドック 等）
(3) 介護を目的とする介護療養型医療施設への入院
(4) 病院・診療所以外の施設（老人保健施設など）に入院
をしたとき
(5) 薬剤の受取のみの通院をしたとき
(6) 医学的な観点から入院の必要性が認められないとき
(7) 約款に定める入院や手術などの要件を満たさないとき
＜「がん特約」給付金をお支払いできない場合＞
(1) ＜がん＞＜上皮内新生物＞以外の疾病であるとき（子
宮筋腫、子宮ポリープ、大腸ポリープ、皮膚の良性腫
瘍など）
(2) 治療を目的としない入院をしたとき
(3) 薬剤の受取のみの通院をしたとき
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詳しくは、主契約・各特約のお支払についての項をご覧
ください。

責任開始日の前日以前に診断確定された＜上皮内新生物＞
の場合
＜「がん特約」給付金をお支払いできない場合＞
・責任開始日の前日以前に診断確定された＜上皮内新生物＞
による入院などについては、給付金をお支払いしません。
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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お支払いできない場合について

責任開始日の前日以前に＜がん＞と診断確定されていた場
合
＜「がん特約」給付金をお支払いできない場合＞
・被保険者が、告知前または告知の時から責任開始日の前日
以前に＜がん＞と診断確定されていた場合には、ご契約者
および被保険者がその事実を知っているかいないかにかか
わらず特約は無効となり、給付金をお支払いしません。

ご契約のしおり

免責事由に該当した場合

ご契約のしおり

重大事由とは…

お支払いできない場合について

・重大事由とはつぎのことをいいます。
(1) 契約者、被保険者または保険金などの受取人が保険金など
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) 保険金などの請求に関して保険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、保険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) 契約者、被保険者、保険金の受取人または口座名義人が、
日本、米国等の経済制裁または通商禁止令その他の法令等
によって、取引することを禁止または制限された者である
とき（※3）
(6) 付加されている特約が重大事由により解除されたとき
(7) 上記のほか、当社の契約者、被保険者または保険金などの
受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難と
する上記(1)から(6)と同等の重大な事由があるとき
・上記に定める事由が生じた後に、保険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
は保険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。
）すでに保険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。
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法令等に基づく対応について

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

（※3）

ご契約のしおり

（※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。

ご契約のしおり

お支払いできる場合、またはお支払
いできない場合の具体的事例
ご案内

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

保険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
〈
「定期保険」
「定期特約」高度障害保険金／「家族生活保障特約」
高度障害年金〉
（巻末の別表３に定める高度障害状態）

お支払いする場合

解 説

とは、
6か月前に、「くも膜下出血」を 「常に介護を要するもの」
日常生活動作である①食物の
発症し、その時から意識不明が
続いている。寝たきりの状態で、 摂取、②排便、③排尿、④排便・
身の回りのことを自分でできな 排泄の後始末、⑤衣服の着脱、
い。様々な検査の結果、現在 ⑥起居（横になった状態から起
、
の病状は今後回復の見込みが き上がって座位をたもつこと）
ないと主治医から言われている ⑦歩行、⑧入浴のいずれもが、
自力で行うことができないため
場合
に常に他人の介護を要する状
お支払いできない場合
態をいいます。リハビリテーショ
ン・手術などにより障害状態が
「脳梗塞」による後遺症のため、
左半身が完全に麻痺してしまっ 改善される可能性があり症状が
た（左半身不随）が、６か月間 固定しているとはいえない場合
のリハビリテーションによって、 は、高度障害状態には該当しま
杖を使って歩行ができるように せん。なお、お支払いの対象
なった。食事や入浴なども部分 となる高度障害状態は、身体
的に介助を要するものの、現 障害者福祉法などに定める障
在身の回りのことはほぼ自分で 害状態などとは異なる場合があ
ります。
できる状態の場合
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お支払いする場合

解 説
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お支払いできる場合︑
またはお支払いできない場合の具体的事例

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

ご契約のしおり

〈
「医療特約」給付金〉

ご契約のしおり

〈
「医療特約」手術給付金〉
（巻末の別表26-3に定める手術）

お支払いする場合

解 説

お支払いできる場合︑
またはお支払いできない場合の具体的事例

〈お支払の対象となる手術の例〉
・白内障・緑内障の手術
・内視鏡（ファイバースコープ）
での胃・大腸・直腸ポリープ
の切除（施術の開始日から
60日の間に１回お支払いし
ます。）
・胆石の手術
・子宮筋腫の手術
・帝王切開
・がん治療のための手術

お支払の対象となる手術の範
囲はあらかじめ定められており、
それに該当しない手術を受け
た場合には、疾病手術給付金、
災害手術給付金をお支払いで
きません。

お支払いできない場合
〈お支払の対象とならない手術
の例〉
・皮膚良性腫瘍の手術
・皮下腫瘤摘出術
・デブリードマン
（創傷処理）
・膿瘍切開排膿
・骨折した時に骨に埋め込んだ
金具（プレート）をしばらくし
てから抜く手術
（抜釘術）
・手指・足指の手術
・外傷を縫い合わせる手術
・鼻茸
（はなたけ）
の手術
・扁桃腺の手術
・胃ポリープ・大腸ポリープの
生検
・肛門ポリープの切除
・肛門周囲膿瘍切開術
・子宮頚管ポリープの切除術
・レーザーによる近視または乱
視の矯正手術
・鼓膜チューブ挿入
・鼓膜穿孔閉鎖術
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お支払いする場合

解 説

〈
「災害死亡割増特約」
「傷害特約」保険金〉

お支払いする場合

解 説

保険金をお支払いできない場合
（免責事由）はあらかじめ定め
られており、その事由に該当す
る場合には、保険金をお支払
いできません。
お支払いできない場合
被保険者の泥酔の状態を原因
〈泥酔の状態を原因とする事故〉 とする場合は免責事由に該当
泥酔して道路上で寝込んでいる するため保険金をお支払いでき
ところ車にはねられて死亡した ません。
〈軽度の酒酔い状態での事故〉
酒に酔っていたが、横断歩道を
通常に歩行していて、走行して
きた車にはねられ死亡した場合

場合
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お支払いできる場合︑
またはお支払いできない場合の具体的事例

ご契約から１年後に「 脳梗塞」で 保険金をお支払いできない場合
死亡した場合
（免責事由）はあらかじめ定め
られており、その事由に該当す
る場合には、保険金をお支払い
できません。
お支払いできない場合
被保険者が責任開始期
（日）
から
ご契約から１年後に自殺した場 ３年以内に自殺した場合には、
合
免責事由に該当するため、死亡
保険金をお支払いできません。

ご契約のしおり

免責事由に該当した場合
〈
「定期保険」
「定期特約」死亡保険金／「家族生活保障特約」家
族生活保障年金〉

ご契約のしおり

責任開始日の前日以前に
〈がん〉
と診断確定されていた場合
〈
「がん特約」給付金〉

お支払いする場合

解 説

お支払いできる場合︑
またはお支払いできない場合の具体的事例

責任開始日以後に診断確定され 被保険者が、告知前または告
た
「肺がん」
により入院した場合 知の時から責任開始日の前日
以前に〈がん〉
と診断確定されて
いた場合、ご契約者および被保
お支払いできない場合
険者がその事実を知っているか
ご契約から１か月後
（責任開始日 いないかにかかわらず、特約は
前の待期間中）
に診断確定された 無効となり、給付金はお支払い
「肺がん」
により入院した場合
できません。

告知義務違反による解除の場合
〈
「定期保険」
「定期特約」死亡保険金／「家族生活保障特約」家
族生活保障年金〉

お支払いする場合

解 説

ご契約の前に「慢性Ｃ型肝炎」
により通院していた事実につい
て、告知書で正しく告知せずに
ご契約し、ご契約から１年後に
「慢性Ｃ型肝炎」とは全く因果
関係のない「胃がん」で死亡し
た場合

お支払いできない場合
ご契約の前に「慢性Ｃ型肝炎」
により通院していた事実につい
て、告知書で正しく告知せず
にご契約し、ご契約から１年後
に「慢性Ｃ型肝炎」を原因とする
「肝がん」
で死亡した場合

ご契約の際には、そのときの被
保険者のご健康の状態につい
て正確に告知をしていただく必
要がありますが、故意または重
大な過失によって事実を告知さ
れなかったり、事実と違うこと
を告知いただいた場合には、ご
契約は解除となり、保険金はお
支払いできません。ただし、告
知義務違反の対象となった事実
と、保険金の請求原因の間に、
全く因果関係が認められない場
合には、保険金をお支払いしま
す。
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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／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

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
︵お申込の撤回または解除について︶

・生命保険は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては十
分ご検討ください。
・ご納得がいかない場合には、お申込者またはご契約者（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
※お申込の撤回などの書面を発信した時に給付金・保険金・
年金などのお支払事由が生じている場合には、お申込の撤
回などの効力は生じません。ただし、お申込の撤回などの
書面を発信した時に、お申込者などが給付金・保険金・年
金などのお支払事由が生じていることを知っている場合を
除きます。
●ご連絡方法

・お申込の撤回などは、必ず郵便により上記の期間内（８日以
内の消印有効）
に当社あてに発信してください。
・書面
（ハガキ、便箋）
には、お申込の撤回などの意思を明記し、
お申込者などの氏名・氏名のフリガナ・住所をご記入くださ
い。
〈郵送先〉
〒182-8008
日本郵便株式会社 調布郵便局 私書箱第50号
アフラック 契約部 撤回担当行
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・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）
、＜がん＞にかかられたことの有無、
現在のご健康の状態、身体の障害状態、ご職業など「告知書」
で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確
にもれなくお知らせください
（告知をしてください）
。
なお、告知をしていただいた内容が不十分であった場合には、
再度告知をお願いすることがあります。
・医師の診査を受けてお申込いただく場合には、当社指定の医
師が被保険者の過去の傷病歴（傷病名、治療期間等）などにつ
いておたずねしますので、その医師に口頭により事実をあり
のままに正確にもれなくお知らせください（告知をしてくださ
い）
。口頭により告知をしていただいた内容は、医師により記
録されますので、ご確認のうえ自署欄に署名してください。
・効力を失ったご契約を復活する場合にも告知が必要です。
● 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・保険
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・保
険金・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。
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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。
・当社では、ご健康の状態にかかわらず、どなたでも契約でき
る終身保険「終身保険どなたでも＜正式名称：終身保険〔無選
択型〕
＞」
を販売していますので、ご検討ください。

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
保障の開始

・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた
場合、または告知をしないことや事実でないことを告げること
を勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除すること
はできません。
ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、
ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項につい
て、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認
められる場合には、当社はご契約または特約を解除することが
できます。
・上記に記載したご契約または特約を解除する場合以外にも、ご
契約または特約の締結の状況などにより、給付金・保険金・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・保険金・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。
※「がん特約」については保険期間の始期の属する日から２年
となります。

保障の開始
・当社が、ご契約上の保障を開始する時期を、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。
・
「がん特約」の給付金については、「告知および第１回保険料の
お払込がともに完了した日※」から３か月を経過した日の翌日
を責任開始日とし、その日から保障を開始します。
※第１回保険料をクレジットカードでお支払いになる場合は、
告知およびクレジットカードの有効性の当社による確認がと
もに完了した時
（日）
となります。
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（例２）
当社の承諾後にお払込があった場合
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保障の開始

࿌▱࠾ࡼࡧ࠾ᡶ㎸ ࡲࡓࡣ᭷ຠᛶࡢ☜ㄆ ࡀࡶࡋࡓ
㸻㈐௵㛤ጞᮇ

ご契約のしおり

（例１）当社の承諾前にお払込があった場合

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

４．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

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

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

― 52 ―

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

ご契約のしおり

お支払事由などが生じた際に、
未払込保険料がある場合
・毎回お払込みいただく保険料は、毎払込期月の契約応当日
から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され
る保険料です。

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

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

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

（例）月払のご契約で10日が月単位の契約応当日の場合
4月分の保険料の
払込猶予期間
４月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
（4/1〜4/30）
（5/1〜5/31）

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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お支払事由などが生じた際に︑
未払込保険料がある場合

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

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

払済保険への変更
・保険料払込済の保険契約に変更できます。この場合、変更後
の保険金額は所定の方法で計算します。払済保険の保険金額
が所定の限度を下まわる場合は、変更はお取扱いしません。
・払済保険への変更が行われた場合、特約は消滅します。
・払済保険に変更後、元のご契約にもどすことはできません。
保険金額の減額
・保険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。この場合は、その他の給付金・
保険金・年金などもあわせて減額していただくことがありま
す。
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解約と解約払戻金について

主契約、
「定期特約」
、
「家族生活保障特約」
、
「医療特約」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、
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。
（払済保険に変更後の解約払戻金は例示されて
いませんので、当社へご照会ください。
）
「災害死亡割増特約」
「
、傷害特約」
の解約払戻金について
・保険期間と保険料払込期間が同一の場合には、解約払戻金
はありません。
・保険期間と保険料払込期間が異なる場合にお支払する解約
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。
「がん特約」
の解約払戻金について
・
「がん特約」
には、解約払戻金はありません。
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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。

ご契約のしおり

ご契約後について

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 ほか

・途中でお金がご入用のときは、ご契約者に対する貸付の制
度を利用できます。
・貸付金額は主契約の解約払戻金額の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。
※当社ホームページの「積立利率等・約款貸付の利率のお
知らせ」に記載しております。
・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。

保険金等のご請求手続について
・保険金等（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「保険金
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。
・保険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。

保険金等のお支払の時期について
保険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、保険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。
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お支払期限

Aの確認を行うために特別な照会や確認が必
要な次の場合

ご請求に必要な書
類が当社に到着し
た日
（※）
の翌日か
ら、次に定めるお
支 払 期 限 以 内に
お支払いします。
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、保険金受取人 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。
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保険金等のお支払の時期について

保険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保険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保険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

ご契約のしおり

保険金等をお支払いするための確認等
が必要な場合

ご契約のしおり

・保険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、保険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、
その間は保険金等のお支払をしません。

ご注意

保険金等のお支払の時期について

①お支払期限を経過して保険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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●「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

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

● 代理請求の対象となる給付金など

１．被保険者が受取人となる給付金など
２．被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込
免除
● 代理請求できる場合

・あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者に代わって
給付金などを請求できるのは、つぎの場合です。
＊被保険者が、事故や病気などにより、給付金などの請求を
行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
＊被保険者が、がんなどの病名の告知や余命の告知を受け
ていない場合
＊その他、これらに準じる状態であると当社が認めた場合
ご請求に必要な書類については、巻末の別表１を
ご覧ください。
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について
ご契約のしおり ﹁指定代理請求特約﹂

「指定代理請求特約」について

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。

＊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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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、「リビング・
ニーズ特約」に指定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。また、その規定によって指
定代理請求人が指定されていた場合には、その指定代理
請求人の指定はこの特約を付加したときに撤回されるもの
とします。
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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について
ご契約のしおり ﹁指定代理請求特約﹂

● 留意点

ご契約のしおり

ご契約の内容の変更
保険期間・保険料払込期間の変更

ご契約の内容の変更

・保険期間、保険料払込期間を所定の範囲で変更できます。
変更できるご契約は、つぎのとおりです。
(1) 保険期間・保険料払込期間の短縮
契約日から３年以上経過したご契約。ただし、短縮し
た後の残余保険期間・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。
(2) 保険期間・保険料払込期間の延長
契約日から３年以上経過し、かつ残余保険期間・残余
保険料払込期間が２年以上あるご契約
・付加されている特約の保険期間・保険料払込期間もあわせ
て変更されることがあります。
・保険期間・保険料払込期間の変更前のご契約と変更後のご
契約の保険料積立金の差額を精算し、所定の方法によって
計算した金額を授受することがあります。
ご注意

ご契約のプランによっては、保険期間・保険料払込期
間の変更をお取扱いできない場合があります。

特約の中途付加

・主契約のご契約の後に、被保険者の同意を得て特約を付加
できます。ただし、ご契約のプランによっては、特約を付
加できない場合があります。また、保険料のお払込方法（回
数）により付加が可能な時期は異なります。
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。
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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
保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の
死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社
は死亡保険金をお支払いしません。

死亡保険金受取人が死亡された場合

・死亡保険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、新しい死亡保険金受取人に変更してください。
・死亡保険金受取人が死亡された時以後、死亡保険金受取人
の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の
死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
・死亡保険金受取人となった方が２人以上いる場合は、死亡
保険金の受取割合は均等とします。
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ご契約の内容の変更

死亡保険金受取人の変更
・ご契約者は、死亡保険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、死亡保険金受取人を変更すること
ができます。
・死亡保険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に死亡
保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の
死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社
は死亡保険金をお支払いしません。

ご契約のしおり

死亡保険金受取人の変更

ご契約のしおり

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）

管轄裁判所について

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。

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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被保険者による解約請求について
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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

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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● 米国納税義務者に対する確認手続きについて

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

・米国内国歳入法では、米国金融機関が行う非米国居住者に対
する所定の米国源泉所得の支払いについて、最大で30％の
源泉徴収の義務を課しています。当社は、米国金融機関であ
るため、当社より保険契約に基づき契約者、受取人（以下「受
取人等」という）に支払う所定の給付金等は米国源泉所得に該
当します。
しかし、日米租税条約により、当社からの給付金等の支払い
が米国源泉所得に該当する場合でも、その受取人等が日本の
居住者であることが確認された場合には、当社の源泉徴収義
務が免除され、その受取人等は納税義務を免れることになり
ます。
これらの法令等の定めに従い、当社では、上記の確認のため、
給付金等をお受け取りいただく受取人等に対し、そのご請求
手続き等の取引に際して本人確認書類、報告書類等の提出を
お願いすることがあります。
当該書類等が提出されない場合、お受け取りいただく給付金
等が課税の対象となり、源泉徴収される可能性がありますの
で十分にご留意ください。
● 個人情報の収集・利用・第三者提供

・当社は、米国内国歳入法に基づく本人確認および米国監督当
局等の政府または州機関への報告（それらの要否の判定を含
む）
を適切に行うために以下の取扱をいたします。
(1) 当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の
必要な情報を取得すること
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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 ﹁米国内国歳入法﹂︵米国税法︶
の対応について

(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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当社は、生命保険制度が健全に運営され、給付金・保険金・
年金などのお支払が正しく確実に行われることを目的として、
「契約内容登録制度」、
「契約内容照会制度」、
「支払査定時照
会制度」にもとづき、以下のとおり、当社の保険契約などに
関する所定の情報を特定の者と共同して利用しています。
●「契約内容登録制度」
、
「契約内容照会制度」について

・当社は、
（一社）
生命保険協会、
（一社）
生命保険協会加盟の他
の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下、
「各生命保険会社など」といいます。）とともに、保険契約・共
済契約・特約の中途付加
（以下、
「保険契約など」
といいます。）
のお引受の判断または給付金・保険金・共済金などのお支
払の判断の参考にすることを目的として、
「契約内容登録制度」
（全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制
度」といいます。）
にもとづき、当社を含む各生命保険会社など
の保険契約などに関する以下の登録事項を共同して利用して
います。
保険契約などのお申込があった場合には、当社は、
（一社）
生命
保険協会に、保険契約などについて以下の登録事項の全部ま
たは一部を登録します。ただし、保険契約などをお引受けで
きなかった場合には、その登録事項は消去されます。
（一社）生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者につ
いて保険契約などのお申込があった場合または給付金・保険
金・共済金などのご請求があった場合、
（一社）
生命保険協会か
ら各生命保険会社などに提供され、各生命保険会社などにお
いて、保険契約などのお引受または給付金・保険金・共済金
などのお支払の判断の参考にするために利用されることがあり
ます。なお、登録の期間、お引受およびお支払の判断の参考
にする期間は、契約日、復活日、復旧日、増額日または特約
の中途付加日
（以下、
「契約日等」
といいます。）
から５年間
（被保
険者が15歳未満の保険契約等については、
「契約日等から５年
間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」
のいずれか長い期間）
とします。
― 75 ―

ご契約のしおり ﹁契約内容登録制度﹂﹁契約内容照会制度﹂﹁支払査定時照会制度﹂

「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

ご契約のしおり ﹁契約内容登録制度﹂﹁契約内容照会制度﹂﹁支払査定時照会制度﹂

各生命保険会社などはこの制度により知り得た内容を、保険契
約などのお引受および給付金・保険金・共済金などのお支払の
判断の参考にする以外には使用しません。また、各生命保険
会社などは、この制度により知り得た内容を他に公開しません。
〈登録事項について〉
つぎの事項が登録されます。
(1) ご契約者および被保険者の氏名・生年月日・性別・
住所
（市・区・郡までとします。）
(2) 死亡保険金額、災害死亡保険金額
(3) 入院給付金の種類とその日額
(4) 契約日、復活日、復旧日、増額日、特約の中途付加日
(5) 取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込の状
態について相互に照会することがあります。
・当社の保険契約などに関する登録事項については、当社が管
理責任を負います。ご契約者または被保険者は、所定のお手
続により、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違し
ている場合には、訂正を申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」に違反して登録事項が取扱われてい
る場合は、所定のお手続により、登録事項の利用の停止また
は第三者への提供の停止を求めることができます。それぞれ
のお手続の詳細については、当社にお問合わせください。
・「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」に参加している各
生命保険会社名については、
（一社）
生命保険協会ホームページ
（http://www.seiho.or.jp/）
の「加盟会社」
をご参照ください。
●「支払査定時照会制度」
について

当社は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の他
の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働
者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組
合連合会
（以下、
「各生命保険会社など」
といいます。）
とともに、
給付金・保険金・年金などのお支払の判断または保険契約もし
くは共済契約など
（以下、
「保険契約など」
といいます。）
の解除、
取消しもしくは無効の判断（以下、「お支払などの判断」といい
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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
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ご契約のしおり ﹁契約内容登録制度﹂﹁契約内容照会制度﹂﹁支払査定時照会制度﹂

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
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

※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。

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

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。

ご契約のしおり ﹁生命保険契約者保護機構﹂
について

※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。
(注２) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異な
る場合には、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立し
た保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを
判断することになります。また、企業保険などにおいて被保
険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率
が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結さ
れているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの
判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約
については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかか
わらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを
判断することになります。
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について
ご契約のしおり ﹁生命保険契約者保護機構﹂

［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どの
お支払、保護機構が補償対象契約にかかわる保険金請求権など
を買い取ることを指します。この場合における支払率および買
取率については、責任準備金などの補償限度と同率となります。
（高予定利率契約については、※２に記載の率となります。）
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度などを含め、

本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今
後、法令の改正により変更される可能性があります。
【生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱について
のお問い合わせ先】
生命保険契約者保護機構 TEL：03-3286-2820
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時〜正午、
午後1時〜
午後5時
ホームページアドレス
http://www.seihohogo.jp/
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ご契約のしおり

税法上のお取扱について
（平成27年4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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所得から控除される金額

20,000円以下のとき

年間正味払込保険料の全額

20,000円をこえ
40,000円以下のとき

年間正味払込保険料×1/2＋10,000円

40,000円をこえ
80,000円以下のとき

年間正味払込保険料×1/4＋20,000円

80,000円をこえるとき 一律40,000円

・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

所得から控除される金額

12,000円以下のとき

年間正味払込保険料の全額

12,000円をこえ
32,000円以下のとき

年間正味払込保険料×1/2＋ 6,000円

32,000円をこえ
56,000円以下のとき

年間正味払込保険料×1/4＋14,000円

56,000円をこえるとき 一律28,000円

2. 保険金などの税法上のお取扱について

・ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり
保険金などに対する税金が異なります。
・ご契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金・家族生活保
障年金のお受取人が相続人の場合、死亡保険金・家族生活
保障年金の受給権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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税法上のお取扱について

年間正味払込保険料

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

● 死亡保険金のお取扱

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

税の種類

受取人

夫

夫

妻

夫

夫

子

夫

妻

夫

相続税

所得税
（一時所得）

夫

子

夫

夫

妻

子
贈与税

子

夫

妻

家族生活保障特約の年金のお取扱
ご契約例

契約形態

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

税の種類
年金としてお受け取りに 一時金として
契約者
なる場合
お受け取りに
（保険料 被保険者 受取人
年金の
毎年の
負担者）
なる場合
受給権取得時 年金の受取時

夫

夫

妻

夫

夫

子

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

夫

妻

夫

夫

子

夫

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

妻

子

夫

子

妻

相続税
（年金の評
価額に対
して課税）

相続税
所得税
（雑所得）

非課税

贈与税
（年金の評
価額に対
して課税）
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※相 続 税・ 所 得 税
贈与税の (一時所得)
課税部分
を除く
贈与税

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。

― 85 ―

税法上のお取扱について

・リビング・ニーズ保険金は、お受取人が被保険者の場合、
非課税となります。

ご契約のしおり

高度障害保険金・給付金などのお取扱
・高度障害保険金・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。

●M E M O
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●M E M O
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●M E M O
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約款・特約条項
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  ᇹவ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳ
  ᇹவ ̬ᨖ૰ƷЭኛ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖƷࣄ
ᲲᲨڎኖϋܾƷ٭
  ᇹவ ฎ̬ᨖǁƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭
ᲳᲨ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
Შ̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ٭
  ᇹவ ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭
  ᇹவ ᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭
  ᇹவ രʧ̬ᨖӖӕʴƷരʧ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖᎍƷ˰Ʒ٭
ᲨڎኖƷӕෞƠȷјȷᚐᨊ
  ᇹவ ᚴഖƴǑǔӕෞƠ
  ᇹவ ɧඥӕࢽႸႎƴǑǔј
  ᇹவ ԓჷ፯Ѧ
  ᇹவ ԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳ
  ᇹவ ٻʙဌƴǑǔᚐᨊ
Შᚐኖȷ
  ᇹவ ᚐኖ
  ᇹவ ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇
  ᇹவ 
  ᇹவ ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓ
Შ࠰ᱫƷᚘምȷ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
  ᇹவ ࠰ᱫƷᚘም
  ᇹவ ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
Შڎኖᎍᣐ࢘
  ᇹவ ڎኖᎍᣐ࢘
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Შј
  ᇹவ ј
Შ̬ᨖڎኖƷૼ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖƷૼ
ᲨڎኖϋܾƷႇ
  ᇹவ ڎኖϋܾƷႇ
ᲨሥᠤᘶЙ
  ᇹவ ሥᠤᘶЙ
ᲨƦƷ˂
  ᇹவ ̬ᨖƷᛪ൭ƷᨥƷ࣏ᙲƴ᧙ƢǔཎЩ


ܭ̬ᨖ ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
Ტ࠰ᲰஉଐોܭᲣ

定期保険

ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
 ƜƷ̬ᨖƸŴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئӳƸരʧ̬ᨖǛŴܭƷ᭗ࡇᨦ
ܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƏƜƱƴǑǓŴᘮ̬ᨖᎍ
ƷɢɟƷئӳƴƝܼଈƷဃ̬ᨦǛƢǔƜƱǛႸႎƱƠƨǋƷưƢŵ
ᲫᲨ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
ᇹᲫவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷƔǒ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨࢸƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨئӳ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛӖƚӕƬƨࢸƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨ
ئӳ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛӖƚӕƬƨᲢᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷЭƴ
ӖƚӕƬƨئӳƴƸŴԓჷƷᲣ
Წ ЭƷᝧ˓ڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƸƦƷଐǛԃ
ǊƯᚘምƠǇƢŵ
Ჭ ˟ᅈƕ̬ᨖڎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴഏƷʙǛᚡ᠍Ơƨ̬
ᨖᚰУǛႆᘍƠǇƢŵ
  ˟ᅈӸ
  ̬ᨖڎኖᎍƷ൞ӸǇƨƸӸᆅ
  ᘮ̬ᨖᎍƷ൞Ӹȷဃ࠰உଐ
  ̬ᨖȷዅ˄ȷ࠰ሁƷӖӕʴƷ൞ӸǇƨƸƦƷӖӕʴǛཎܭ
ƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳʙᲢஜኖഘǇƨƸཎኖவƴƯཎܭƞǕǔƱƖ
ƸŴᘙᅆƠǇƤǜŵᲣ
  ̬ᨖዅ˄ƷӸᆅᲢ˄ьƞǕƯƍǔཎኖཎЩǛԃǈǇƢŵᲣ
  ஜኖഘưܭǊǔ̬ᨖ᧓
  ̬ᨖ૰ᡂ᧓
  ̬ᨖȷዅ˄ȷ࠰ሁƷ᫇Ტ˄ьƞǕƯƍǔཎኖཎЩǛԃǈǇ
ƢŵᲣ
  ̬ᨖ૰ƓǑƼƦƷᡂ૾ඥ
  ڎኖଐ
  ̬ᨖᚰУǛ˺Ơƨ࠰உଐ
ᲬᲨɧॾƷʙሁƷܭ፯
ᇹᲬவᲶɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯Ჸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯžɧॾƷʙſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹ
ƷʙǛƍƍŴžɧॾƷʙƴǑǔͻܹſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳ
ஹƷʙƴǑǔͻܹǛƍƍǇƢŵ
Წ ЭƴƓƍƯž࣯ນſŴžͪႆſƓǑƼžٳஹſƱƸŴƭƗƷӲӭ
ƴܭǊǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
  ࣯ນ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙƔǒͻܹƷႆဃǇưƴ᧓ႎ᧓ᨠƷƳƍƜ
ƱǛƍƍŴॸࣱŴӒࣄࣱŴਤዓࣱƷࢍƍǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ͪႆ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙǇƨƸͻܹƷႆဃƕᘮ̬ᨖᎍƴƱƬƯʖᙸ
ưƖƳƍƜƱǛƍƍŴᘮ̬ᨖᎍƷॖƴǋƱƮƘǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤ
ǜŵ
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ᲭᲨ̬ᨖƷૅ
ᇹᲭவᲶ̬ᨖƷૅᲸ
Ძ രʧ̬ᨖŴ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖᲢˌɦŴዮᆅƠƯž̬ᨖſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  രʧ̬ᨖ
̬ ᨖ  Ǜ ૅ  ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴരʧƠƨƱƖ
ƏئӳᲢˌɦŴ
žૅʙဌſƱ
ƍƍǇƢŵᲣ
ૅ᫇

̬ᨖ᫇

Ӗӕʴ

രʧ̬ᨖӖӕʴ

ૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƯǋ̬ᨖ
ǛૅǘƳƍئ
ӳᲢˌɦŴžβ
ᝧʙဌſƱƍƍ
ǇƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƷॖ
ĭᝧ˓ڼᲢࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄƷ
ᨥƷᝧ˓ڼŵˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔଐƔǒƦ
ƷଐǛԃǊƯᲭ࠰ˌϋƷᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈ
ĮʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


  ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏ǛҾ
׆ƱƠƯŴ̬ᨖ᧓ɶƴКᘙᲭƴܭǊǔ᭗ࡇᨦܹཞ
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  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
ǇƢŵ
  ᢅࡇƳѐщǍນƠƍᢃѣɶƷᢅࡇƷᎹ˳ᘍ̅Ŵᬳ᪦୧ᩧƓǑƼਰ
ѣƸᨊƖǇƢŵ

定期保険

७ᲢˌɦŴž᭗ࡇᨦܹཞ७ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘
ƠƨƱƖŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯ
ƍƨᨦܹཞ७ƴᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏
Ტᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƷҾ׆
ƱƳƬƨͻܹǇƨƸ၌၏Ʊ׆ௐ᧙̞ƷƳƍͻܹǇƨ
Ƹ၌၏ƴᨂǓǇƢŵᲣǛҾ׆ƱƢǔᨦܹཞ७ƕૼƨ
ƴьǘƬƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛԃǈǇ
Ƣŵ
ૅ᫇

̬ᨖ᫇

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
įʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


Წ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕരʧ̬ᨖӖӕʴƷئӳ
ƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴ˟ᅈƕƦƷଓǛ̬ᨖᚰУƴᚡ᠍Ơ
ƨƱƖƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷ
ӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖǛૅƏƱƖƴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƕƋǔƱƖƸŴ˟ᅈ
ƸŴ̬ᨖƔǒƦƷ˄ƷΨМǛࠀƠࡽƖǇƢŵ
Ხ ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷᛪ൭Эƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئӳƸŴ᭗ࡇᨦܹ̬
ᨖƸૅǘƣŴരʧ̬ᨖǛരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჯ ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƬƨئӳƸŴ̬ᨖڎኖƸŴƦƷ᭗ࡇᨦܹཞ७
ƴᛆ࢘ƠƨƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƠǇƢŵ
Ჰ βᝧʙဌƴᛆ࢘ƠƯŴരʧ̬ᨖǛૅǘƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ
̬ᨖ૰ᆢᇌǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƕॖ
ƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳƴƸૅƍǇƤǜŵ
Ჱ രʧ̬ᨖӖӕʴƕॖƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳưŴƦƷӖӕ
ʴƕരʧ̬ᨖƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƴƸŴ˟ᅈƸŴരʧ̬ᨖ
Ʒസ᫇ǛƦƷ˂Ʒരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍŴૅǘƳƍᢿЎƷ̬ᨖ
૰ᆢᇌǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჲ ᘮ̬ᨖᎍƕŴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘Ơ
ƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷ̬ᨖƷ
ᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖơŴ
̬ᨖǛμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჳ ƜƷ̬ᨖڎኖƕૼƞǕƳƍئӳưŴ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴƓƍƯŴ
᭗ࡇᨦܹཞ७ƷƏƪƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍƜƱƷǈƕଢǒƔưƳƍƨǊ
ƴ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƳƍƱƖưŴ̬ᨖ᧓ʕࢸǋࡽƖዓƖ
ƦƷཞ७ƕዒዓƠŴƔƭŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍƜƱƕଢǒƔƴƳƬ
ƨƱƖƴƸŴ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱǈƳ
ƠƯ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇƢŵ
 ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭ
Ʒ၌၏ǛҾ׆ƱƠƯŴ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍ
ƨƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄ
Ơƨርϋư᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴʙܱƷɟᢿƕ
ԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩ
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ƴჷǔƜƱƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖ
ƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜ
ƱƕƳƍئӳƴƸŴ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴƦƷ၌
၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾ
ƠƯƍƨئӳǛᨊƖǇƢŵ

ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷҾ׆Ʊ
ƠƯŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶ
ƴКᘙᲮƴܭǊǔ៲˳ᨦܹƷཞ७ᲢˌɦŴž៲˳ᨦܹཞ७ſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƴᛆ࢘ƠƨئӳƸŴ˟ᅈƸŴഏƷᡂஉᲢᡂஉƷИଐƔ
ǒڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƦƷᡂ
உᲣˌࢸƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼЭƴ
ƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƴŴᝧ˓ڼˌࢸƷɧॾƷʙǛႺƷ
Ҿ׆ƱƢǔᨦܹཞ७ƕૼƨƴьǘƬƯ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛ
ԃǈǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓ
ƱƠǇƢŵ
  ڎኖϋܾƷ٭ƴ᧙ƢǔᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ᡂǛβᨊƠƨ̬ᨖ૰ƸŴᡂஉƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᡂƕƋ
ƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹᲯவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƳƍئӳᲸ
Ძ ЭவᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕ
ƔƴǑǓ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂǛ
βᨊƠǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅڂ
  ᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
  ᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
  ᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
  ᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ᠃ƠƯƍǔ᧓ƴ
ဃơƨʙ
  ᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃
ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
  עᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
  ʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ
Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯ៲
˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷ
ૠƷفьƕŴƜƷ̬ᨖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱ˟ᅈƕᛐ
ǊƨƱƖƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊ
ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ᲯᲨ̬ᨖሁƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئ
ᇹᲰவᲶ̬ᨖǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ዓƖᲸ
Ძ ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ̬ᨖƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞ
ƍŵ
Წ ૅʙဌƷဃơƨ̬ᨖƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴ̬ᨖǛᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
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ᲮᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ

Ჭ ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ๛ƳƘ
࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊǛᛪ൭Ơ
ƯƘƩƞƍŵ

定期保険

ᇹᲱவᲶ̬ᨖሁƷૅƓǑƼૅئᲸ
Ძ ̬ᨖሁᲢཎኖƷ̬ᨖሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣ
ƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯᲯ
փಅଐˌϋƴ˟ᅈƷଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙѦưૅƍǇƢŵ
Წ ̬ᨖሁǛૅƏƨǊƴᄩᛐƕ࣏ᙲƳഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔئӳƴƓƍ
ƯŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒ̬ᨖሁƷᛪ൭Ǉưƴ˟ᅈƴ੩ЈƞǕƨ
ƩƚưƸᄩᛐưƖƳƍƱƖƴƸŴƦǕƧǕ࢘ᛆӲӭƴܭǊǔʙ
Ʒᄩᛐ ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔᚮૺǛԃǈǇƢŵ ǛᘍƍǇƢŵƜ
ƷئӳƴƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖሁǛૅƏǂƖᨂƸŴ
ƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯଐǛ
ኺᢅƢǔଐƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖሁƷૅʙဌႆဃƷஊƷᄩᛐƕ࣏ᙲƳئӳ
  ᘮ̬ᨖᎍƷരʧƦƷ˂Ʒ̬ᨖሁƷૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊ
  ̬ᨖሁƷૅƍƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ̬ᨖሁƷૅʙဌƕႆဃƠƨҾ׆
  ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴᐱƬƨҾ
  ׆
  ᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴŴƕǜƷᚮૺᄩܭƷӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƨƜƱƷ
ஊ
  ƜƷኖഘƴܭǊǔٻʙဌŴᚴഖǇƨƸɧඥӕࢽႸႎƴᛆ࢘Ƣǔ
ӧᏡࣱƕƋǔئӳ
  ЭᲮӭƴܭǊǔʙŴᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸᇹᲫᇹᲯӭ
ƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸ̬ᨖ
ሁƷӖӕʴƷ̬ᨖڎኖዸኽƷႸႎǋƠƘƸ̬ᨖሁƷᛪ൭Ʒॖƴ
᧙Ƣǔ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒ̬ᨖሁƷᛪ൭ǇưƴƓƚǔʙܱ
Ჭ ЭƷᄩᛐǛƢǔƨǊŴഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔʙƴƭƍƯƷཎКƳༀ
˟Ǎᛦ௹ƕɧӧഎƳئӳƴƸŴЭᲬƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖሁǛૅ
ƏǂƖᨂƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒ
ឪምƠƯŴ
࢘ᛆӲӭƴܭǊǔଐૠ ӲӭƷƏƪᙐૠƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ
ƦǕƧǕƴܭǊǔଐૠƷƏƪஇǋٶƍଐૠ ǛኺᢅƢǔଐƱƠǇƢŵ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷҔၲೞ᧙Ǉƨ
ƸҔࠖƴݣƢǔༀ˟ƷƏƪŴༀ˟έƷਦܭƢǔ᩿ሁƷ૾ඥƴᨂܭ
ƞǕǔༀ˟  ଐ
  ЭᇹᲬӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷࡰᜱٟඥ ଯԧ
࠰ඥࢷᇹӭ ƴǋƱƮƘༀ˟ƦƷ˂ƷඥˋƴǋƱƮƘༀ˟ 
ଐ
  ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭŴᇹᲮӭƓǑƼᇹᲯӭƴܭǊǔʙƴƭƍƯ
Ʒᄂᆮೞ᧙ሁƷᧉݦೞ᧙ƴǑǔҔܖǇƨƸܖሁƷᅹܖ২ᘐႎƳཎ
КƷᛦ௹ŴЎௌǇƨƸᦷ  ܭଐ
  ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲯӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƠŴ̬ᨖڎኖ
ᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴǛᘮွᎍƱƠƯŴ਼௹Ŵឪᚫ
ƦƷ˂ƷДʙዓƕڼƞǕƨƜƱƕإᢊሁƔǒଢǒƔưƋǔئӳ
ƴƓƚǔŴЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲯӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƢǔŴ
ᡛᐲŴឪᚫŴЙൿሁƷДʙዓƷኽௐƴƭƍƯƷᜩݑŴ౨ݑሁƷ਼
௹ೞ᧙ǇƨƸᘶЙƴݣƢǔༀ˟  ଐ
  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷଐஜٳƴƓ
ƚǔᛦ௹  ଐ
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ᲰᲨ̬ᨖڎኖᎍሁƷˊᘙᎍ
ᇹᲲவᲶ̬ᨖڎኖᎍŴരʧ̬ᨖӖӕʴƷˊᘙᎍᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥ
ƋǔƱƖƸŴӲˊᘙᎍǛᲫʴܭǊƯƘƩƞƍŵƜƷئӳŴƦƷˊᘙᎍ
ƸŴƦǕƧǕ˂Ʒ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴǛˊྸƢǔǋƷ
ƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷˊᘙᎍƕܭǇǒƳƍƔǇƨƸƦƷנƕɧଢƷƱƖƸŴ˟ᅈ
ƕ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƷᲫʴƴݣƠƯƠƨᘍໝƸŴ˂
ƷᎍƴݣƠƯǋјщǛဃơǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕᲬʴˌɥƋǔئӳƴƸŴƦƷᝧ˓Ƹᡲ࠘ƱƠǇƢŵ
ᲱᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂ
ᇹᲳவᲶ̬ᨖ૰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૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛ
ૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷӖӕʴᲣƴƍƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨئӳŴƦƷᡂஉƴࣖݣƢǔǋƷƱƠƯƍ
ᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ტ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƴᛆ࢘ƠƨࢸƴŴƍᡂǇ
ǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢǘǕǔ̬ᨖ૰ǛᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴഏƷ
ƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ᇹᲫᇹᲫӭƷڎኖƷئӳŴ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
  ᇹᲫᇹᲬӭƷڎኖƷئӳŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓ
சኺᢅ᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ
૰Ⴛ࢘᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍ ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ
̬ᨖƷӖӕʴ ƴૅƍǇƢŵ
Ხ ЭƷᙹܭƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯแဇƠǇƢŵ
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  ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷܹяඥ ଯ
ԧ࠰ඥࢷᇹӭ ƕᢘဇƞǕƨ؏עƴƓƚǔᛦ௹  ଐ
Ხ ЭᲬƷᄩᛐǛƢǔئӳŴ˟ᅈƸ̬ᨖሁǛᛪ൭ƠƨᎍᲢˊᘙᎍᲣ
ƴᡫჷƠǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬƓǑƼᇹᲭƴਫ਼ƛǔ࣏ᙲƳʙƷᄩᛐƴᨥƠŴ
̬ᨖڎኖᎍŴ
ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕദ࢘ƳྸဌƳƘ࢘ᛆᄩᛐǛڳƛŴ
ǇƨƸƜǕƴࣖơƳƔƬƨƱƖ ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔ࣏ᙲƳᚮૺ
ƴࣖơƳƔƬƨƱƖǛԃǈǇƢŵ ƸŴ˟ᅈƸŴƜǕƴǑǓ࢘ᛆʙƷ
ᄩᛐƕࡨƠƨ᧓Ʒ๛Ʒᝧ˓ǛǘƣŴƦƷ᧓Ƹ̬ᨖሁǛૅ
ƍǇƤǜŵ
Ჰ ᇹᲫƔǒЭǇưƷᙹܭƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯǋแဇƠ
ǇƢŵ

定期保険

Ჯ ЭᲭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ᇹᲱவᲶ̬ᨖሁƷૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴ̬ᨖƷૅʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴசᡂ̬ᨖ૰
ǛૅƏǂƖ̬ᨖƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵ
Ჱ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸச
ᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჲ ЭƷئӳŴசᡂ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴᇹவᲶ྅ʖ᧓ɶ
ƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸᇹᲬƓǑƼᇹᲭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ̬ᨖ
૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖ
ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴᨂǓǇƢŵ
  ᗡೞ᧙ሁƷ˟ᅈƷਦܭƠƨӝࡈƴᡛƢǔƜƱƴǑǓƍᡂǉ
૾ඥ
  ˟ᅈƷਦܭƠƨᗡೞ᧙ሁƷӝࡈਰஆƴǑǓƍᡂǉ૾ඥ
  ˳ׇޓǇƨƸᨼׇǛᡫơƍᡂǉ૾ඥᲢ˳ׇޓǇƨƸᨼׇƱ
˟ᅈƱƷ᧓ƴ˳ׇӕৢڎኖŴᨼׇӕৢڎኖƆܭ̬ᨖƇǇƨƸཎК
ᨼׇӕৢڎኖƆܭ̬ᨖƇƕዸኽƞǕƯƍǔئӳƴᨂǓǇƢŵᲣ
  ˟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 ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖƷૅʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴச
ᡂ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵ
Წ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎ
ኖᎍƸŴƦƷ྅ʖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƴசᡂ̬ᨖ૰Ǜƍᡂǜư
ƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭƷசᡂ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸ྅ʖ
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᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍ
ǇƤǜŵ

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖƷࣄᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖڎኖƕјщǛڂƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭ࠰
ˌϋƴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴࣄ
ǇưƷࡨ๛̬ᨖ૰ǛŴ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥ
ưƍᡂǉƜƱƴǑǓŴ̬ᨖڎኖǛࣄƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ
̬ᨖڎኖᎍƕᚐኖǛᛪ൭ƠƨࢸƸŴ̬ᨖڎኖǛࣄƢǔƜƱƸ
ưƖǇƤǜŵ
Წ ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ᲸᇹᲰƷᙹܭƴǑǓјщǛڂƬ
ƨ̬ᨖڎኖǛࣄƞƤǔئӳƴƸŴ˟ᅈܭƷ᫇ǋƍᡂǜưƘƩ
ƞƍŵ
Ჭ ᇹᲫவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸƷᙹܭƸŴஜவƷئӳƴแဇƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴᇹᲫவᲶ˟ᅈƷᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷžڎኖଐſƸŴžࣄ
ଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖƷࣄƴᨥƠƯƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᲲᲨڎኖϋܾƷ٭
ᇹவᲶฎ̬ᨖǁƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ̬ᨖڎኖƴƭƍƯŴݩஹƷ̬
ᨖ૰ƷᡂǛɶഥƠŴ̬ᨖ૰ᡂฎƷܭ̬ᨖᲢˌɦŴžฎ̬ᨖſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ฎ̬ᨖƷ̬ᨖ᫇ƸŴᚐኖ᫇Ტ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƕ
ƋǔƱƖƸƦƷΨМǛࠀƠࡽƖǇƢŵᲣǛǋƱƴ˟ᅈƷܭǊǔ૾ඥ
ƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
Ხ ஜவƷ٭ƸŴഏƷᡂஉɶƷڎኖࣖ࢘ଐƔǒјщǛဃơǇƢŵ
Ჯ ฎ̬ᨖƷ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔئӳƴƸŴ˟ᅈ
ƸŴஜவƷ٭ǛӕǓৢƍǇƤǜŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ࠰ŴҞ࠰ǇƨƸஉƷ̬
ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣǛႻʝƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
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定期保険

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
Წ ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖǇƨƸ̬ᨖ૰
ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖƴŴЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔئӳƸŴƜ
ǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬
ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷӖӕʴƴƍƠǇƢŵ

Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

定期保険

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
Ჯ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ǜ٭ƠƨئӳƴŴ̬
ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƕƋǔƱƖƸŴૅƏǂƖ᫇ǛƦƷ˄Ʒ
ΨМƷᡉฎƴƋƯǇƢŵ
Ჰ ̬ᨖڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭ƞǕƯƍǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴஜவƷ٭
ǛӕǓৢƍǇƤǜŵ
ᲳᲨ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᚐኖ᫇ƷᲳлᲢ̬ᨖ૰ᡂฎƷ̬ᨖڎኖƴƭ
ƍƯƸᲲлƱƠŴǇƨŴஜவƷ˄ƕƋǔƱƖƸŴƦƷ˄ƷΨМ
ǛࠀƠࡽƖǇƢŵᲣƷርϋưŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưŴ˄ǛӖƚ
ǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔ
ئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴஜவƷ˄ǛӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ˄ǛӖƚǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ
˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷ˄ƷМऒƸŴ˟ᅈܭƷМྙưᚘምƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴŴஜவƷ˄ƕƋǔƱƖƸŴ˟ᅈƸŴૅ
ƏǂƖ᫇ƔǒƦƷ˄ƷΨМǛࠀƠࡽƖǇƢŵ
Ჯ ஜவƷ˄ƷΨМƕᚐኖ᫇ǛƜƑƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍ
ƸŴ˟ᅈܭƷ᫇ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴƦƷ
ଓǛ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵ
Ჰ ˟ᅈƕЭƷᡫჷǛႆƠƨଐƷޓƢǔஉƷ፻உଐǇưƴŴ˟ᅈ
ܭƷ᫇ƕƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸŴƜƷଐƷ፻ଐƔ
ǒјщǛڂƍǇƢŵ
Ჱ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƍƭưǋŴஜவƷ˄ƷΨМƷμᢿǇƨƸɟᢿ
ǛᡉฎƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Შ̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƓǑƼ˟ᅈƷӷॖǛࢽƯŴ̬ᨖڎኖɥƷೌ
МƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯǛᇹɤᎍƴ১ዒƞƤǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴരʧ̬ᨖƷૅʙဌƕႆဃƢǔǇưƸŴᘮ̬ᨖᎍ
ƷӷॖǛࢽƨɥưŴ˟ᅈƴݣƢǔᡫჷƴǑǓരʧ̬ᨖӖӕʴǛ٭
ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆ
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ƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƢǔЭƴ٭ЭƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴര
ʧ̬ᨖǛૅƬƨƱƖƸŴƦƷૅࢸƴࢸ٭Ʒരʧ̬ᨖӖӕʴ
Ɣǒരʧ̬ᨖƷᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ხ ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷӖӕʴƸŴ
ᇹᲭவᲶ̬ᨖƷૅᲸᇹᲬǛᨊƖŴ
ᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ

ᇹவᲶരʧ̬ᨖӖӕʴƷരʧᲸ
Ძ രʧ̬ᨖӖӕʴƕૅʙဌƷႆဃˌЭƴരʧƠƨƱƖƸŴƦƷඥ
ܭႻዓʴǛരʧ̬ᨖӖӕʴƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓരʧ̬ᨖӖӕʴƱƳƬƨᎍƕരʧƠƨئӳƴŴ
ƜƷᎍƴඥܭႻዓʴƕƍƳƍƱƖƸŴЭƷᙹܭƴǑǓരʧ̬ᨖӖ
ӕʴƱƳƬƨᎍƷƏƪဃ܍ƠƯƍǔ˂Ʒരʧ̬ᨖӖӕʴǛരʧ̬ᨖ
ӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴǑǓരʧ̬ᨖӖӕʴƱƳƬƨᎍƕᲬʴˌɥƍǔئ
ӳŴƦƷӖӕлӳƸרሁƱƠǇƢŵ
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
  ̬ᨖڎኖᎍƕ̬ᨖᲢ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵǇƨŴƜƷ̬
ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖƷ̬ᨖŴዅ˄Ŵ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛ
ԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣǛ
ɧඥƴӕࢽƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴ̬ᨖǛɧඥƴӕࢽƞƤǔႸႎǛǋ
ƬƯ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖ
ǛјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
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ᇹவᲶᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ЭவƴܭǊǔǄƔŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴരʧ̬ᨖƷૅʙဌƕႆဃƢ
ǔǇưƸŴඥࢷɥஊјƳᢡᚕƴǑǓŴരʧ̬ᨖӖӕʴǛ٭ƢǔƜ
ƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭ƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƕƳƚǕƹŴƦ
ƷјщǛဃơǇƤǜŵ
Ჭ ЭᲬƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭ƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƕരʧƠƨࢸŴ
̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƕ˟ᅈƴᡫჷƠƳƚǕƹŴƜǕǛ˟ᅈƴݣ৴Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƤǜŵ
Ხ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆƠ
ǇƢŵ

  ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴૅʙဌƷӧᏡࣱƴ᧙ƢǔᙲƳ
ʙƷƏƪԓჷưឋբƠƨʙƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖ
ᎍƸŴƦƷԓჷƴǑƬƯԓჷƠƯƘƩƞƍŵƨƩƠŴ˟ᅈਦܭƷҔ
ࠖƷឋբƴǑǓԓჷǛ൭ǊƨƱƖƸŴƦƷҔࠖƴݣƠƯӝ᪽ưԓჷƠ
ƯƘƩƞƍŵ
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ᇹவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴॖǇƨƸٻƳᢅڂƴǑƬƯŴЭ
வƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬ
ƨƔǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴݩஹƴӼƬƯ
̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨ
ࢸưǋ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƠŴƭƗƷӕৢǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ̬ᨖƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵ
  ˟ᅈƸŴƢưƴ̬ᨖǛૅƬƯƍǔƱƖŴǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒᡂ
βᨊǛᘍƬƯƍǔƱƖưǋŴƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƠŴǇƨƸᡂǛβᨊ
Ơƨ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƏƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷ
βᨊʙဌƷႆဃƕŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳƬƨʙܱƴǑǒƳƔƬƨƜƱǛ̬
ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖƷӖӕʴƕᚰଢƠƨƱƖƸŴ̬ᨖ
ƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑ
ƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧ
ଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷưƖƳƍئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖƷӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇ
Ƣŵ
Ჯ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷئӳƴƸŴЭவƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊǛ
ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
  ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱ
ǛჷƬƯƍƨƱƖǇƨƸᢅڂƷƨǊჷǒƳƔƬƨƱƖ
  ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
ƷԓჷǛƢǔƜƱǛڳƛƨƱƖ
  ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴݣƠŴᇹவƷԓჷ
ǛƠƳƍƜƱǛѰǊƨƱƖǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛǔƜƱǛѰ
ǊƨƱƖ
  ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖዸኽƷࢸŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱǛჷǓŴƦƷ
ʙܱǛჷƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫƔஉƕኺᢅƠƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛƜƑ
ƯஊјƴዒዓƠƯƍǔƱƖŵƨƩƠŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦ
ƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ˌϋƴ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβ
ᨊʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴᲬ࠰ǛƜƑƯƍƯǋ˟ᅈƸ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭᇹᲬӭƓǑƼᇹᲭӭƷئӳƴƸŴӲӭƴᙹܭƢǔ̬ᨖۥʼᎍƷ
ᘍໝƕƳƔƬƨƱƠƯǋŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹவƷᙹ
ܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬƨƔǇ
ƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨƱᛐǊǒǕǔئӳƴƸŴᢘဇƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴܭǊǔʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴƜ
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Ʒ̬ᨖڎኖǛݩஹƴӼƬƯᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƕŴരʧ̬ᨖᲢ˂Ʒ̬ᨖڎ
ኖƷരʧ̬ᨖǛԃǈŴ̬ᨖᆔƓǑƼዅ˄ƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇ
ƤǜŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴᚴӕƞƤǔႸႎưʙਔᐲᲢச
ǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕƜƷ̬ᨖڎኖƷ
̬ᨖሁᲢዅ˄ሁƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵǇƨŴஜ
ӭƴƓƍƯƸരʧ̬ᨖǛᨊƖǇƢŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴ
ƴᚴӕƞƤǔႸႎưʙਔᐲᲢசǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖሁᲢዅ˄ሁƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃ
ǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷᛪ൭ƴ᧙ƠŴ̬ᨖሁƷӖ
ӕʴƴᚴഖᘍໝᲢசǛԃǈǇƢŵᲣƕƋƬƨئӳ
  ˂Ʒ̬ᨖڎኖƱƷᙐƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƴƔƔǔ̬ᨖ᫇ሁƷ
ӳᚘ᫇ƕᓸƠƘᢅٻưƋƬƯŴ̬ᨖСࡇƷႸႎƴӒƢǔཞ७ƕǋƨ
ǒƞǕǔƓƦǕƕƋǔئӳ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕŴƭƗƷƍƣǕƔ
ƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
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
 ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍŴ̬ᨖሁƷӖӕʴǇƨƸӝࡈӸ፯ʴƕŴ
ଐஜŴ
ሁƷኺฎСᘶǇƨƸᡫՠᅠഥˋƦƷ˂ƷඥˋሁƴǑƬƯŴ
ӕࡽƢǔƜƱǛᅠഥǇƨƸСᨂƞǕƨᎍƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖǋƠƘƸ˂Ʒ̬ᨖڎኖƕٻ
ʙဌƴǑƬƯᚐᨊƞǕŴǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸ̬ᨖ
ሁƷӖӕʴƕ˂Ʒ̬ᨖᎍƱƷ᧓ưዸኽƠƨ̬ᨖڎኖǋƠƘƸσฎ
ڎኖƕٻʙဌƴǑǓᚐᨊƞǕǔƳƲƴǑǓŴ˟ᅈƷ̬ᨖڎኖᎍŴ
ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴݣƢǔ̮᫂ǛƳƍŴƜƷ̬ᨖ
ڎኖǛዒዓƢǔƜƱǛࢳƠƑƳƍᇹᲫӭƔǒᇹᲰӭǇưƴਫ਼ƛǔ
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
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ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠ
ǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴ˂Ʒƍ
ƔƳǔᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫᇹᲰӭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊ
ƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖƦƷ˂ɟЏƷՃǛૅƍǇƤ
ǜŵ
Ჯ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫᇹᲯӭƷᙹܭƴǑƬƯ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊƠƨئӳưŴ̬ᨖሁƷɟᢿƷӖӕʴƴݣƠƯᇹᲬƷᙹܭǛᢘ
ဇƠ̬ᨖሁǛૅǘƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƷƏƪૅǘǕƳƍ̬ᨖ
ሁƴࣖݣƢǔᢿЎƴƭƍƯƸЭƷᙹܭǛᢘဇƠŴƦƷᢿЎƷᚐኖ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Შᚐኖȷ
ᇹவᲶᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯ̬ᨖڎኖǛᚐኖƠŴᚐኖǛᛪ൭
ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔถ
᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐኖƞǕ
ƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ
˄ƕƋǔƱƖƸŴૅƏǂƖ᫇ǛƦƷ˄ƷΨМƷᡉฎƴƋ
ƯǇƢŵ
ᇹவᲶᲸ
Ძ ᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶ
Ʒ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ
࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
Წ ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴᇹᲱவᲶ̬ᨖሁƷ
ૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍˌٳƷᎍư̬ᨖڎኖƷᚐኖǛƢǔƜƱƕưƖǔᎍ
ᲢˌɦŴ
žͺೌᎍሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸŴᚐኖƷᡫჷƕ
˟ᅈƴПᢋƠƨƔǒᲫƔஉǛኺᢅƠƨଐƴјщǛဃơǇƢŵ
Წ ЭƷᚐኖƕᡫჷƞǕƨئӳưǋŴᡫჷƷƴƓƍƯƭƗƷӲӭƷ
ƢǂƯǛƨƢ̬ᨖሁᲢཎኖƷ̬ᨖሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴ
ƓƍƯӷơŵᲣƷӖӕʴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƷӷॖǛࢽƯŴЭƷ᧓ƕ
ኺᢅƢǔǇưƷ᧓ƴŴ࢘ᛆᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƴᚐኖƷј
щƕဃơƨƱƢǕƹ˟ᅈƕͺೌᎍሁƴૅƏǂƖ᫇Ǜͺೌᎍሁƴૅ
ƍŴƔƭ˟ᅈƴƦƷଓǛᡫჷƠƨƱƖƸŴЭƷᚐኖƸƦƷјщǛ
ဃơǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍưƳƍƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƷᚃଈŴᘮ̬ᨖᎍƷᚃଈǇƨƸᘮ̬ᨖᎍஜʴưƋǔƜ
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Შ࠰ᱫƷᚘምȷ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
ᇹவᲶ࠰ᱫƷᚘምᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƷڎኖ࠰ᱫƸŴৎቔɥƴᚡ᠍ƞǕƨЈဃ࠰உଐǛؕแƱƠ
ƯڎኖଐྵנƷ࠰ᱫưᚘምƠŴᲫ࠰சƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖዸኽࢸƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƸŴЭƷڎኖ࠰ᱫƴŴ࠰ҥˮƷ
ڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᲫബǛьƑƯᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷڎኖ࠰ᱫƴᛚǓƕƋƬƨئ
ӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷڎኖ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷር
ٳưƋƬƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ
૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴܱᨥƷ࠰ᱫƕڎኖƷ̬
ᨖ૰ᘙƷஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƯƍƳƍئӳưŴᛚǓƕႆᙸƞǕƨƱƖƢ
ưƴƦƷ࠰ᱫˌɥƴᢋƠƯƍƨƱƖƴƸŴஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƨଐƴڎ
ኖƕዸኽƞǕƨǋƷƱǈƳƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƦƷڎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠǇƢŵ
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Ʊ
Ჭ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
Ხ ᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸŴ࢘ᛆᚐኖƷјщƕဃ
ơŴǇƨƸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓјщƕဃơƳƘƳǔǇưƴ̬ᨖሁƷ
ૅʙဌƕဃơŴƜƷ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƢǔئӳưŴ˟ᅈƕ̬ᨖሁǛ
ૅƏǂƖƱƖƸŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇ƷᨂࡇưŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇
ǛͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇Ɣǒͺೌᎍ
ሁƴૅƬƨ᫇ǛࠀƠࡽƍƨസ᫇ǛŴ̬ᨖሁƷӖӕʴƴૅƍǇ
Ƣŵ
Ჯ ƜƷ̬ᨖڎኖƴܼଈဃ̬ᨦཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳưŴᇹᲫ
ƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸŴ࢘ᛆᚐኖƷјщƕဃơŴǇƨ
ƸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓјщƕဃơƳƘƳǔǇưƴᇹᲫׅƷཎኖ࠰Ʒ
ૅʙဌƕဃơŴ˟ᅈƕᇹᲫׅƷཎኖ࠰ǛૅƏǂƖƱƖƸŴЭ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔܼଈဃ̬ᨦཎ
ኖƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ᇹᲫׅƷཎኖ࠰ƓǑƼƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖƷӳᚘ᫇ƕᇹᲬ
ஜ૨Ʒ᫇ˌɥƷƱƖ
  ˟ᅈƸŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇ƷᨂࡇưŴᇹᲫׅƷཎኖ࠰ƓǑƼƜƷ
̬ᨖڎኖƷ̬ᨖǛͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴܼଈဃ̬
ᨦཎኖƴƭƍƯŴᇹᲫƷᚐኖƸƦƷјщǛဃơǇƤǜŵƳƓŴͺ
ೌᎍሁǁƷૅࢸƴസ᫇ƕƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸƦƷസ᫇Ǜཎኖ࠰
ƓǑƼƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖƷӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
  ᇹᲫׅƷཎኖ࠰ƓǑƼƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖƷӳᚘ᫇ƕᇹᲬ
ஜ૨Ʒ᫇ƴឱǓƳƍƱƖ
  ˟ᅈƸŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇ƷᨂࡇưŴᇹᲫׅƷཎኖ࠰Ʒૅƍƴ
ƋǘƤƯசƷཎኖ࠰Ʒྵ̖ƓǑƼƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖǛͺೌ
ᎍሁƴɟૅƠŴܼଈဃ̬ᨦཎኖƸෞ๒ƠǇƢŵƳƓŴͺೌᎍ
ሁǁƷૅࢸƴസ᫇ƕƋǔئӳƸŴ˟ᅈƸƦƷസ᫇Ǜཎኖ࠰ƓǑ
ƼƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖƷӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჰ ЭǇưƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖǛ
˄ьƠƨئӳưŴᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸᲫƔஉ
ˌϋƴŴ࠰ƷૅڼଐƕПஹƢǔƱƖƸŴᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴП
ᢋƠƨଐƴᚐኖƷјщǛဃơǔǋƷƱƠǇƢŵ

定期保険

  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
ᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖƷૅʙဌƕႆဃƠƨࢸƴᛚ
ǓƕႆᙸƞǕƨئӳƸŴ˟ᅈƸŴƦƷࠀ᫇ǛૅƏǂƖ̬ᨖƔǒ
ࠀƠࡽƖǇƢŵ
Შڎኖᎍᣐ࢘
ᇹவᲶڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
Შј
ᇹவᲶјᲸ
  ̬ᨖŴ̬ᨖ૰ᆢᇌǋƠƘƸᚐኖƷૅǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂβᨊǛᛪ൭ƢǔೌМƸŴᲭ࠰᧓ᛪ൭ƕƳƍئӳƸෞ๒ƠǇƢŵ
Შ̬ᨖڎኖƷૼ
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖƷૼᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƢǔئӳŴ̬ᨖڎኖᎍƕƦƷʕƷ
ଐƷᲬƔஉЭǇưƴ̬ᨖڎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴ
̬ᨖڎኖᲢ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍǔǋƷƴ
ᨂǓǇƢŵᲣƸŴ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼƞǕǔǋƷƱƠŴƜ
ƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴ̬ᨖڎኖƸૼƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
  ૼࢸƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ
࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
  ᇹவᲶฎ̬ᨖǁƷ٭ᲸƷᙹܭƴǑǓŴฎ̬ᨖƴ٭ƞǕ
ƯƍǔƱƖ
  ̬ᨖ᧓ƕബưܭǊƯƋǔƱƖ
  ƜƷ̬ᨖڎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷ̬ᨖڎኖƷዸኽǛӕǓৢƬ
ƯƍƳƍƱƖ
Ჭ ૼࢸƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴૼЭƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩƠŴЭᇹᲫӭƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ˟ᅈƷ
ܭǊǔርư̬ᨖ᧓ǛჺƠƯ̬ᨖڎኖǛૼƠǇƢŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷ̬ᨖڎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ̬ᨖ᧓Ǜ٭
ƠƯૼƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ૼࢸƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴૼଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑ
ƬƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴᇹவᲶ࠰ᱫƷᚘምᲸƓǑƼᇹவ
Ჶ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ૼƢǔ̬ᨖڎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉƷଐǇư
ƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴᇹᲳவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸŴ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјᲸƓǑƼᇹவ
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ᲨڎኖϋܾƷႇ
ᇹவᲶڎኖϋܾƷႇᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟ
ᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇ
Ƣŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰
ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇƢŵᲣ
  രʧ̬ᨖƷ᫇
  ڎኖଐᲢࣄƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄଐƱƠǇƢŵˌɦŴ
ᇹᲬƴƓƍƯӷơŵᲣ
  ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕ
ബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢ
ǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟Ტˌ
ɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇ
ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᲢരʧ̬ᨖƷƋǔ̬ᨖڎኖǛ
ƍƍǇƢŵǇƨŴരʧ̬ᨖǇƨƸܹരʧ̬ᨖƷƋǔཎኖǛԃǈ
ǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒ
ف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚƨƱƖǇƨƸ
ૼଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƴ̬ᨖڎኖƕૼƞǕǔ
ƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ
˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲ
ዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƋ
ƬƨئӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄ
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Ჶ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჱ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
̬ᨖڎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴ̬ᨖڎኖƸૼЭƷ̬ᨖڎኖƷ
̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ᇹᲭவᲶ̬ᨖƷૅᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸŴᇹவᲶ
ԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƓǑƼᇹவᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئ
ӳᲸƷᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴૼЭƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊૼࢸ
Ʒ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჳ ૼࢸƷ̬ᨖڎኖƴƸŴૼଐྵנƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘƓǑƼ̬ᨖ૰ྙ
ƕᢘဇƞǕǇƢŵ
 ૼࢸƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᫇ƸŴૼЭƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᫇Ʊӷ
᫇ƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖƕૼƞǕƨئӳƸŴᇹவᲶᲸᇹᲫǛžᚐኖ
ƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴૼᲢૼƕᲬˌׅɥᘍǘǕƨئӳƸஇ
ࢸƷૼᲣࢸƷኺᢅ࠰உૠ ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺ
ᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠ ƴǑǓᚘምƠǇ
ƢŵſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤ
ƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲮӭƷᙹܭƴǑǓƜƷ̬ᨖڎኖƕૼƞǕƣŴƔƭŴᇹᲬ
ᇹᲫӭƔǒᇹᲭӭǇưƷƍƣǕƷᙹܭƴǋᛆ࢘ƠƳƍƱƖƸŴ̬ᨖ
ڎኖᎍƔǒཎƴဎЈƕƳƍᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔ
ƜƷ̬ᨖڎኖƱӷᆔƷ̬ᨖڎኖǛૼƴዸኽƠǇƢŵƜƷئӳŴ
ᇹᲲƷᙹܭǛแဇƠŴƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ
˂Ʒ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ

定期保険

Ŵ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴ
ஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸ
ཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف
᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱƠǇƢŵˌɦஜƴƓƍƯӷơŵᲣƔ
ǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒ
Ჯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈ
ƍ᧓Უˌϋƴ̬ᨖڎኖƴƭƍƯരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷ
ᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋ
ܾƴƭƍƯༀ˟ƠŴƦƷኽௐǛരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅ
ƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙ
ૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴ
πƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴ
ႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ
˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱ
ႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴ̬ᨖڎኖŴരʧ̬ᨖŴ
ܹരʧ̬ᨖŴ̬ᨖ᫇Ŵ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵ
ӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧǕŴᘮσฎᎍŴσฎڎኖŴ
രʧσฎŴܹരʧσฎŴσฎ᫇ŴࢸᢡᨦܹσฎƱᛠǈஆƑ
ǇƢŵ
ᲨሥᠤᘶЙ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔ̬ᨖƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴ˟ᅈ
ƷଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙѦƷענǇƨƸ̬ᨖƷӖӕʴᲢ̬ᨖ
ƷӖӕʴƕᲬʴˌɥƍǔƱƖƸŴƦƷˊᘙᎍƱƠǇƢŵᲣƷ˰עǛ
ሥᠤƢǔଐஜϋƴƋǔ૾עᘶЙᲢஜ࠻ƱƠǇƢŵᲣƷǈǛǋƬƯŴ
ӳॖƴǑǔሥᠤᘶЙƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƚǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤƴƭƍ
ƯƸŴЭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᲨƦƷ˂
ᇹவᲶ̬ᨖƷᛪ൭ƷᨥƷ࣏ᙲƴ᧙ƢǔཎЩᲸ
  ܫπፙŴ˟ᅈŴئŴኵӳሁƷ˳ׇᲢ˳ׇƷˊᘙᎍǛԃǈǇƢŵˌ
ɦŴž˳ׇſƱƍƍǇƢŵᲣǛ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧ̬ᨖӖӕʴƱ
ƠŴƦƷ˳ׇƔǒዅɨƷૅƍǛӖƚǔࢼಅՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖ
ڎኖƷئӳŴ̬ᨖڎኖᎍưƋǔ˳ׇƕ࢘ᛆ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖƷμᢿǇ
ƨƸƦƷႻ࢘ᢿЎǛᢡଈᙀΝᙹᆉሁƴǋƱƮƘരʧᡚᎰǇƨƸࡼঀ
ሁᲢˌɦŴžരʧᡚᎰሁſƱƍƍǇƢŵᲣƱƠƯᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ
രʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƴૅƏƱƖƸŴരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬
ᨖƷᛪ൭ƷᨥŴᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷƍƣǕƔƷƓǑƼᇹᲭӭ
ƷƷ੩Јǋ࣏ᙲƱƠǇƢŵƨƩƠŴƜǕǒƷᎍƕᲬʴˌɥưƋǔ
ƱƖƸŴƦƷƏƪᲫʴƔǒƷ੩ЈưឱǓǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸരʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƷᛪ൭ϋܾᄩᛐ
  ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸരʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƴരʧᡚᎰሁǛૅƬƨ
ƜƱǛᚰƢǔ
  ̬ᨖڎኖᎍưƋǔ˳ׇƕӖዅᎍஜʴưƋǔƜƱǛᄩᛐƠƨ
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ܭཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴɼڎኖƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئ
ӳƸཎኖരʧ̬ᨖǛŴܭƷ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƸཎኖ᭗ࡇ
ᨦܹ̬ᨖǛૅƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ
ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ

ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰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
ᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ
᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷ
ӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷئӳƸૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ЭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼ
ڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖሁƷ
ૅƓǑƼૅئƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶཎኖ̬ᨖƷૅᲸ
Ძ ཎኖരʧ̬ᨖŴཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖᲢˌɦŴዮᆅƠƯžཎኖ̬ᨖ
ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ཎኖരʧ̬ᨖ
ཎ ኖ ̬ ᨖ  Ǜ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴരʧƠƨƱƖ
ૅƏئӳᲢˌ
ɦŴžૅʙ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ
ૅ᫇

ཎኖ̬ᨖ᫇
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定期特約

ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ

Ӗӕʴ

ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴ

ૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƯǋཎኖ̬
ᨖǛૅǘ
ƳƍئӳᲢˌ
ɦŴžβᝧʙ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƷ
ॖ
ĭᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸࣄƕᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷࣄǇƨƸࣄƷᨥƷᝧ˓ڼ
ŵˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
Ჭ࠰ˌϋƷᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈ
ĮʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ

定期特約


  ཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏ǛҾ
׆ƱƠƯŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴКᘙᲭƴܭǊǔ
᭗ࡇᨦܹཞ७
ᲢˌɦŴ
ž᭗ࡇᨦܹཞ७ſ
ƱƍƍǇƢŵ
Უ
ƴᛆ࢘ƠƨƱƖŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼЭƴƢưƴ
ဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƴᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ
၌၏Ტᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७Ʒ
Ҿ׆ƱƳƬƨͻܹǇƨƸ၌၏Ʊ׆ௐ᧙̞ƷƳƍͻܹ
ǇƨƸ၌၏ƴᨂǓǇƢŵᲣǛҾ׆ƱƢǔᨦܹཞ७ƕ
ૼƨƴьǘƬƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛԃǈ
ǇƢŵ
ૅ᫇

ཎኖ̬ᨖ᫇

Ӗӕʴ

ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷӖӕʴ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
įʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


Წ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥƍǔئӳƷཎኖരʧ̬ᨖƷ
ӖӕлӳƸŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖƷӖӕлӳƱӷơƱƠǇƢŵ
Ჭ ཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷᛪ൭Эƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئӳƸŴཎኖ᭗
ࡇᨦܹ̬ᨖƸૅǘƣŴཎኖരʧ̬ᨖǛɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕ
ʴƴૅƍǇƢŵ
Ხ ཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƬƨئӳƸŴƜƷཎኖƸŴƦƷ᭗ࡇᨦܹ
ཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƠǇƢŵ
Ჯ βᝧʙဌƴᛆ࢘ƠƯŴཎኖരʧ̬ᨖǛૅǘƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈ
ƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴ̬
ᨖڎኖᎍƕॖƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳƴƸૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕॖƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳưŴ
ƦƷӖӕʴƕཎኖരʧ̬ᨖƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƴƸŴ
˟ᅈƸŴ
ཎኖരʧ̬ᨖƷസ᫇ǛƦƷ˂ƷɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍŴ
ૅǘƳƍᢿЎƷ̬ᨖ૰ᆢᇌǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕŴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯཎኖ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷཎ
ኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖ
ơŴཎኖ̬ᨖǛμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჲ ƜƷཎኖƕૼƞǕƳƍئӳưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴƓ
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ᇹᲯவᲶཎኖ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷཎኖ̬ᨖƷᛪ൭Ŵ
ૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲰவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴ
ƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹᲲவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹᲳவᲶҾཎኖǁƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭ŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
Ʒ٭ƷᨥŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ǜ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƕჺƞǕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕɼڎኖƷ̬ᨖ
᧓ǛƜƑǔƱƖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ǜჺ
ƢǔǋƷƱƠŴǇƨŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛƋǘƤƯჺƢ
ǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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ƍƯŴ᭗ࡇᨦܹཞ७ƷƏƪƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍƜƱƷǈƕଢǒƔưƳ
ƍƨǊƴཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƳƍƱƖưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ʕࢸǋࡽƖዓƖƦƷཞ७ƕዒዓƠŴƔƭŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳ
ƍƜƱƕଢǒƔƴƳƬƨƱƖƴƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴ᭗
ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱǈƳƠƯཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭ
Ʒ၌၏ǛҾ׆ƱƠƯŴཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨئӳ
ƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍ
ƨƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄ
Ơƨርϋưཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴʙܱƷɟ
ᢿƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕ
ദᄩƴჷǔƜƱƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖ
ƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜ
ƱƕƳƍئӳƴƸŴཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴƦ
Ʒ၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸ
ᐯᙾƠƯƍƨئӳǛᨊƖǇƢŵ

Ჭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕჺƞǕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕ
ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛƜƑǔƱƖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛჺƢǔǋƷƱƠŴǇƨŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ǛƋǘƤƯჺƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ხ ЭᲭƷئӳŴ˟ᅈƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭ƷᙹܭŴɼኖഘƷ
̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ƷᙹܭǛแဇƠƯŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭Ŵ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ǛӕǓৢƍǇƢŵ
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ᇹவᲶɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƓǑƼ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢ
ǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳƷӕৢᲸ
Ძ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƱƷӳᚘ᫇ƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
Წ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖƷ
ᚐኖƕƋǔƱƖƸƦƷ᫇ǛɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑƯӕ
ǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ɼኖഘƷ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖ
Ʒᚐኖ᫇ƸɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑǇƤǜŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
Ʒԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍ
ئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶཎኖ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯཎኖ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇ
ƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷཎኖ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦ
Ǉǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǓཎኖ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐኖ
ƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
  ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ɼڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭ƞǕƨƱƖ
Წ ЭᇹᲫӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜ
ƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
ƨƩƠŴཎኖ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴƜƷཎኖ
ƷᚐኖǛɼڎኖƷᚐኖƴьƑƯŴɼڎኖƷฎ̬ᨖƷ̬
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ᨖ᫇ǛᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᲸ
  ƜƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئ
ӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
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ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ɼڎኖƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠɼڎኖƕૼƞǕƨئӳ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷ
ଐƷЭƴƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ
ᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜ
ƷཎኖᲢƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍ
ǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼ
ƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ
࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ʕƷଐǛƜƑǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕബưܭǊƯƋǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍ
ƱƖ
Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩƠŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
ƴƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛჺƠƯƜƷཎኖǛ
ૼƠǇƢŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓Ǜ٭ƠƯૼƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴૼଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑ
ƬƯᚘምƠǇƢŵ
Ჰ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƢǔئӳŴ
ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉƱ
ƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ
̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴ
྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳŴƳǒƼƴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
˄ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჱ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ
̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƠƳƍئӳŴ
˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ˟
ᅈƷܭǊǔ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷئӳŴૼƢǔƜƷ
ཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჳ ᇹᲮவᲶཎኖ̬ᨖƷૅᲸŴᇹᲰவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
ƓǑƼᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƷᢘ
ဇƴᨥƠƯƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬
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ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘ
ဇƞǕǇƢŵ
 ૼࢸƷཎኖ̬ᨖ᫇ƸŴૼЭƷཎኖ̬ᨖ᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖƕૼƞǕƨئӳƸŴᇹவᲶཎኖƷᲸǛžƜƷཎ
ኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴૼᲢૼƕᲬˌׅɥᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷૼᲣࢸƷኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖ
ƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴ
ǑǓᚘምƠǇƢŵſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤ
ƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲮӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƣŴƔƭŴᇹᲬᇹ
ᲫӭƔǒᇹᲭӭƷƍƣǕƷᙹܭƴǋᛆ࢘ƠƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔ
ǒཎƴဎЈƕƳƍᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖ
ƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲳƷᙹܭǛแ
ဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊ
ƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶڎኖϋܾƷႇᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟ
ᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇ
Ƣŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰
ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇƢŵᲣ
  ཎኖരʧ̬ᨖƷ᫇
  ڎኖଐᲢƜƷཎኖƷࣄŴࣄǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨ
ئӳƸŴஇࢸƷࣄଐŴࣄଐǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьଐƱƠǇƢŵ
ˌɦŴᇹᲬƴƓƍƯӷơŵᲣ
  ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕ
ബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢ
ǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟Ტˌ
ɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇ
ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᲢരʧ̬ᨖƷƋǔ̬ᨖڎኖǛ
ƍƍǇƢŵǇƨŴരʧ̬ᨖǇƨƸܹരʧ̬ᨖƷƋǔཎኖǛԃǈ
ǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒ
ف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚƨƱƖǇƨƸ
ૼଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƴ̬ᨖڎኖƕૼƞǕǔ
ƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ
˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲ
ዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƋ
ƬƨئӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄ
Ŵ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴ
ஜவƴƓƍƯӷơŵ
Უ
ƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸ
ཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف
᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱƠǇƢŵˌɦஜƴƓƍƯӷơŵᲣƔ
ǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒ
Ჯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈ
ƍ᧓Უˌϋƴ̬ᨖڎኖƴƭƍƯരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷ
ᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋ
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ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖ̬ᨖǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤ
ƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖڎኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽ
ƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƢǔƜƱƕ
ưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ
ԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛΪ࢘Ƣǔ᧓ƷИଐᲢˌɦŴž˄ьଐſ
ƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưŴƭƗƷƱƓǓܭǊǔǋ
ƷƱƠǇƢŵ
  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˄
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ܾƴƭƍƯༀ˟ƠŴƦƷኽௐǛരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅ
ƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙ
ૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴ
πƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴ
ႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ
˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱ
ႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷɶᡦ˄
ьƕᘍǘǕƨئӳƴƸŴɼڎኖǇƨƸരʧ̬ᨖǋƠƘƸܹരʧ̬
ᨖƷƋǔཎኖƷڎኖϋܾƷႇƴƭƍƯƸŴɼኖഘŴരʧ̬ᨖƷ
ƋǔཎኖƓǑƼܹരʧ̬ᨖƷƋǔཎኖƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴཎኖ
Ʒɶᡦ˄ьଐƔǒᲯ࠰᧓Ტɶᡦ˄ьଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബச
ƷئӳƸŴɶᡦ˄ьଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇ
ưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣǛႇƷ᧓ƱƠǇƢŵ
 ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴ̬ᨖڎኖŴരʧ̬ᨖŴ
ܹരʧ̬ᨖŴ̬ᨖ᫇Ŵ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵ
ӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧǕŴᘮσฎᎍŴσฎڎኖŴ
രʧσฎŴܹരʧσฎŴσฎ᫇ŴࢸᢡᨦܹσฎƱᛠǈஆƑ
ǇƢŵ

定期特約

ьƸƳƔƬƨǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆ
ဃƠƯǋɼኖഘƷᙹܭƸแဇƠǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔЭƴܭǊ
ǔ˄ьଐᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅ
ཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƷƍƣǕƔଔƍǛᝧ˓
ڼƱƠǇƢŵ
  ЭӭƴܭǊǔᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒ˄ьଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴ
ཎኖ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕ
ဃơƨƱƖƸŴЭᇹᲫӭƷᙹܭᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ
૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣ
ƴƔƔǘǒƣŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƷႺЭƷɼڎኖƷஉҥˮƷڎ
ኖࣖ࢘ଐǛ˄ьଐƱƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ
૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƴ
ᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼƷ٭ƸƋǓǇ
Ƥǜŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴ˄ьଐႺЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
Ტ˄ьଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢǔئӳƸƦƷࣖ࢘
ଐᲣƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ЭӭƷئӳŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ
૾ඥưᚘምƠƨ᫇ƷᡂǛᙲƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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ܼଈဃ̬ᨦཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴɼڎኖƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئ
ӳƸཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰ǛŴܭƷ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƸཎ
ኖ᭗ࡇᨦܹ࠰ǛૅƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ
ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ

ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰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
ᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ
᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷ
ӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷئӳƸૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ЭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼ
ڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖሁƷ
ૅƓǑƼૅئƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶཎኖƷƓǑƼૅ̬ᚰ᧓ƷਦܭᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴƭƗƷƍƣǕƔƷཎኖƷǛ
ਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ܭ᫇
  ᡥف
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓᇹᲬӭƷཎኖƷǛਦܭƠƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴᡥف
ྙǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭᲬƷǄƔŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴཎኖܼଈဃ
̬ᨦ࠰Ŵཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰ᲢˌɦŴዮᆅƠƯžཎኖ࠰ſƱƍƍǇ
ƢŵᲣǛૅƏئӳƷૅ̬ᚰ࠰ૠᲢˌɦŴžૅ̬ᚰ᧓ſƱƍƍ
ǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ஜவƴƓƍƯਦܭƞǕƨཎኖƷŴᡥྙفƓǑƼૅ̬ᚰ᧓ƸŴ

― 117 ―

家族生活保障特約

ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ

٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
ᇹᲯவᲶཎኖ࠰ƷૅᲸ
Ძ ཎኖ࠰ƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰
ཎ ኖ ࠰  Ǜ ૅ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴരʧƠƨƱƖ
ƏئӳᲢˌ
ɦŴžૅʙ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ
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ૅ᫇

ᇹᲭƴܭǊǔ᫇

Ӗӕʴ

ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴ

ૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƯǋཎኖ࠰
ǛૅǘƳƍ
ئӳᲢˌɦŴ
žβᝧʙဌſƱ
ƍƍǇƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƷ
ॖ
ĭᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸࣄƕᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷࣄǇƨƸࣄƷᨥƷᝧ˓ڼ
ŵˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
Ჭ࠰ˌϋƷᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈ
ĮʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


  ཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏ǛҾ
׆ƱƠƯŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴКᘙᲭƴܭǊǔ
᭗ࡇᨦܹཞ७
ᲢˌɦŴ
ž᭗ࡇᨦܹཞ७ſ
ƱƍƍǇƢŵ
Უ
ƴᛆ࢘ƠƨƱƖŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼЭƴƢưƴ
ဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƴᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ
၌၏Ტᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७Ʒ
Ҿ׆ƱƳƬƨͻܹǇƨƸ၌၏Ʊ׆ௐ᧙̞ƷƳƍͻܹ
ǇƨƸ၌၏ƴᨂǓǇƢŵᲣǛҾ׆ƱƢǔᨦܹཞ७ƕ
ૼƨƴьǘƬƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛԃǈ
ǇƢŵ
ૅ᫇

ᇹᲭƴܭǊǔ᫇

Ӗӕʴ

ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷӖӕʴ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
įʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


Წ ཎኖ࠰ƸŴཎኖ࠰ƷૅʙဌƕဃơƨଐǛᇹᲫׅƷཎኖ࠰Ʒ
ૅଐᲢˌɦŴž࠰ૅڼଐſƱƍƍǇƢŵᲣƱƠŴˌࢸŴƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐᲢƨƩƠŴ࠰ૅڼଐƔǒƜƷཎኖƷ̬
ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ᧓ƕૅ̬ᚰ᧓ƴƨƳƍئӳƴƸŴ࠰
ૅڼଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯૅ̬ᚰ᧓ǛኺᢅƠƨଐᲣǇưŴ࠰
ૅڼଐƷ࠰ҥˮƷࣖ࢘ଐᲢˌɦŴž࠰ૅଐſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƴૅƍǇƢŵ
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Ჭ ཎኖ࠰Ʒૅ᫇ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ཎኖƷƕܭ᫇Ʒئӳ
࠰Ʒཎኖ࠰Ʒૅ᫇ƸŴཎኖؕแ࠰᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
  ཎኖƷƕᡥفƷئӳ
࠰Ʒཎኖ࠰Ʒૅ᫇ƸŴཎኖؕแ࠰᫇ƴŴ࠰ૅڼଐǇ
ƨƸ࠰ૅଐƷޓƢǔ̬ᨖ࠰ࡇᲢɼڎኖƷڎኖଐƔǒƦƷႺࢸƴ
ПஹƢǔɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưǛᇹᲫ̬ᨖ࠰ࡇƱ
ƠŴˌࢸŴɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᲫ࠰ǛьƑƯ̬ᨖ࠰
ࡇǛᚘምƢǔǋƷƱƠǇƢŵᲣƓǑƼᡥྙفƴࣖơƨКᘙᲰƴܭǊ
ǔʈྙǛʈơƯࢽƨ᫇ƱƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƱཎኖ࠰ƷӖӕʴƕီƳǔئӳưŴཎኖ࠰ƕૅǘ
ǕƨƱƖƴƸŴ
ཎኖ࠰ƷӖӕʴƸŴ
ཎኖ࠰ƷૅʙဌƷႆဃƴŴ
ƜƷཎኖɥƷೌМƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯǛ১ዒƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ ཎኖ࠰ƕૅǘǕƨئӳᲢᇹƴᛆ࢘ƠŴЪถƠƯૅǘǕƨ
ئӳǛԃǈǇƢŵᲣƸŴ࠰ૅڼଐࢸƴПஹƢǔᡂஉᲢ࠰
ૅڼଐƕᡂஉƷИଐƔǒڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƷƱƖƸŴƦ
ƷᡂஉᲣˌࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƸᙲƠǇƤǜŵ
Ჰ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥƍǔئӳƷཎኖܼଈဃ̬ᨦ
࠰ƷӖӕлӳƸŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖƷӖӕлӳƱӷơƱƠǇƢŵ
Ჱ ཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰Ʒᛪ൭Эƴཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰Ʒૅʙဌƕဃ
ơƨئӳƸŴཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰ƸૅǘƣŴཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰Ǜ
ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჲ ཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰ƷૅǛڼƠƨئӳƴƸŴᘮ̬ᨖᎍƕƦƷ᭗ࡇ
ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘Ơƨˌࢸƴཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰Ʒᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ
˟ᅈƸŴƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ჳ ᘮ̬ᨖᎍƕ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᙐૠᛆ࢘ƢǔƜƱƱƳǔئӳưǋŴ˟ᅈ
ƸŴཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰ǛᙐƠƯƸૅƍǇƤǜŵ
 ཎኖ࠰ƕૅǘǕǔئӳưŴཎኖ࠰Ʒૅ᫇ᲢɼڎኖƷരʧ̬
ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔƱƖƸŴƦǕƧǕƷӖӕʴƴࣖݣƢǔཎ
ኖ࠰Ʒૅ᫇Უƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔƱƖƴƸŴᇹᲫƔ
ǒᇹᲭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴசƷཎኖ࠰Ʒྵ̖Ǜɟ
ƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴƜƷཎኖᲢɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬ
ʴˌɥưƋǔƱƖƸŴ࢘ᛆӖӕʴƴࣖݣƢǔᢿЎƱƠǇƢŵᲣƸŴཎ
ኖ࠰ƷૅʙဌƷႆဃƴෞ๒ƠǇƢŵ
 ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕૅʙဌƷႆဃˌЭƴരʧƠƨƱƖƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƷඥܭႻዓʴǛཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰
ƷӖӕʴƱƠŴᇹᲫƔǒᇹᲭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴச
Ʒཎኖ࠰Ʒྵ̖ǛɟƴૅƍǇƢŵ
  ЭӭƷᙹܭƴǑǓཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰ƷӖӕʴƱƳƬƨᎍƕര
ʧƠƨئӳƴŴƜƷᎍƴඥܭႻዓʴƕƍƳƍƱƖƸŴЭӭƷᙹܭƴ
ǑǓཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰ƷӖӕʴƱƳƬƨᎍƷƏƪဃ܍ƠƯƍǔ
˂Ʒཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰ƷӖӕʴǛཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰ƷӖӕ
ʴƱƠǇƢŵ
  ЭᲬӭƷᙹܭƴǑǓཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰ƷӖӕʴƱƳƬƨᎍƕ
ᲬʴˌɥƍǔئӳŴƦƷӖӕлӳƸרሁƱƠǇƢŵ
  ஜƴǑǓசƷཎኖ࠰Ʒྵ̖ƕɟƴૅǘǕƨئӳƴƸŴ
ƜƷཎኖᲢɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔƱƖƸŴര
ʧƠƨӖӕʴƴࣖݣƢǔᢿЎƱƠǇƢŵᲣƸŴᘮ̬ᨖᎍƷരʧƴ
ෞ๒ƠǇƢŵ
 ཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰Ʒ࠰ૅڼଐˌࢸஇࢸƷ࠰ૅଐЭƴŴ
ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕരʧƠƨƱƖƸŴᇹᲫƔǒᇹᲭƷᙹ
ܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴരʧƠƨӖӕʴƷඥܭႻዓʴƴŴƦǕƧǕ
ƷႻዓЎƴࣖơƯசƷཎኖ࠰Ʒྵ̖ǛɟƴૅƍǇƢŵƜƷئ
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ӳŴƜƷཎኖᲢɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔƱƖƸŴ
രʧƠƨӖӕʴƴࣖݣƢǔᢿЎƱƠǇƢŵᲣƸŴƦƷӖӕʴƷരʧ
ƴෞ๒ƠǇƢŵ
 ཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰Ʒ࠰ૅڼଐˌࢸஇࢸƷ࠰ૅଐЭƴŴɼ
ڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷӖӕʴƕരʧƠƨƱƖƸŴᇹᲫƔǒᇹᲭ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴരʧƠƨӖӕʴƷඥܭႻዓʴƴŴƦǕ
ƧǕƷႻዓЎƴࣖơƯசƷཎኖ࠰Ʒྵ̖ǛɟƴૅƍǇƢŵƜ
ƷئӳŴƜƷཎኖƸŴƦƷӖӕʴƷരʧƴෞ๒ƠǇƢŵ
 βᝧʙဌƴᛆ࢘ƠƯŴ
ཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰ǛૅǘƳƍئӳƴƸŴ
˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍŴƜƷཎኖƸ
ෞ๒ƠǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƕॖƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳ
ƴƸૅƍǇƤǜŵ
 ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕॖƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳưŴ
ƦƷӖӕʴƕཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰ƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƴƸŴ
˟ᅈƸŴཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰Ʒസ᫇ǛƦƷ˂ƷɼڎኖƷരʧ̬ᨖ
ӖӕʴƴૅƍŴૅǘƳƍᢿЎƷ̬ᨖ૰ᆢᇌǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅ
ƍǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕŴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯཎኖ࠰Ʒૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷཎኖ
ƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ
˟ᅈƸŴ
ƦƷᆉࡇƴࣖơŴ
ཎኖ࠰Ǜμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
 ƜƷཎኖƕૼƞǕƳƍئӳưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴƓ
ƍƯŴ᭗ࡇᨦܹཞ७ƷƏƪƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍƜƱƷǈƕଢǒƔưƳ
ƍƨǊƴཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰ƕૅǘǕƳƍƱƖưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ʕࢸǋࡽƖዓƖƦƷཞ७ƕዒዓƠŴƔƭŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍ
ƜƱƕଢǒƔƴƳƬƨƱƖƴƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴ᭗ࡇ
ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱǈƳƠƯཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰ǛૅƍǇƢŵ
 ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭ
Ʒ၌၏ǛҾ׆ƱƠƯŴཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍ
ƨƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄ
Ơƨርϋưཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴʙܱƷɟᢿ
ƕԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദ
ᄩƴჷǔƜƱƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖ
ƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜ
ƱƕƳƍئӳƴƸŴཎኖ᭗ࡇᨦܹ࠰ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴƦƷ
၌၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯ
ᙾƠƯƍƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
ᇹᲰவᲶཎኖ࠰ƷЎлૅᲸ
Ძ ཎኖ࠰ƷӖӕʴƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴཎኖ࠰ƷЎлૅǛ
ᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴཎኖ࠰Ʒૅ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔ
ᨂࡇǛɦǇǘǔئӳƴƸŴཎኖ࠰ƷЎлૅƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓཎኖ࠰ǛЎлƠƯૅƏƱƖƸŴ˟ᅈܭƷМ
ྙƴǑǓᚘምƠƨМऒǛƭƚƯૅƍǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖ࠰ƷɟૅᲸ
  ཎኖ࠰ƷӖӕʴƸŴ࠰ૅڼଐˌࢸஇࢸƷ࠰ૅଐЭƴᨂ
ǓŴݩஹƷཎኖ࠰ƷૅƴƔƑƯŴசƷཎኖ࠰Ʒྵ̖Ʒɟૅ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƜƷཎኖƸŴཎኖ࠰Ʒɟ
ૅǛᘍƬƨƱƖƴෞ๒ƠǇƢŵ
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ᇹᲲவᲶ࠰ᚰᲸ
  ˟ᅈƸŴᇹᲫׅƷཎኖ࠰ǛૅƏƱƖƴŴ࠰ᚰǛ˺ƠƯཎ
ኖ࠰ƷӖӕʴƴႆᘍƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶཎኖ࠰Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
Ძ ཎኖ࠰ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸཎኖ࠰Ʒ
ӖӕʴƸŴ๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ཎኖ࠰ƷӖӕʴƸŴཎኖ࠰ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ๛Ƴ
Ƙ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴཎኖ࠰Ǜᛪ൭ƠƯƘƩƞ
ƍŵ
Ჭ ࠰ૅଐƕПஹƠƨƱƖƸŴƦƷཎኖ࠰ƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ
࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴཎኖ࠰Ǜᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ཎኖ࠰ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแ
ဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴ
ƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶҾཎኖǁƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
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 ЭᲬƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛჺƢǔئӳưŴૅ̬
ᚰ᧓ƕჺࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛƜƑǔƱƖƴƸŴᇹᲮவᲶཎ
ኖƷƓǑƼૅ̬ᚰ᧓ƷਦܭᲸᇹᲮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈ
ƷܭǊǔርưૅ̬ᚰ᧓ǛჺƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ ᇹᲫƔǒᇹᲭƷئӳŴ
˟ᅈƸŴ
ɼኖഘƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭ƷᙹܭŴ
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ᇹவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ɼኖഘƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ƷᙹܭǛแဇƠƯŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓Ʒ٭ŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ǛӕǓৢƍǇƢŵ

家族生活保障特約

ᇹவᲶɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƓǑƼ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢ
ǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳƷӕৢᲸ
Ძ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƱƷӳᚘ᫇ƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
Წ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖƷ
ᚐኖƕƋǔƱƖƸƦƷ᫇ǛɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑƯӕ
ǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ɼኖഘƷ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖ
Ʒᚐኖ᫇ƸɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑǇƤǜŵ
Ხ ཎኖ࠰ƕૅǘǕǔئӳưŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄Ǉƨ
Ƹ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƷᙹܭƴǑǔ˄ƕƋǔƱƖƴƸŴƭƗ
ƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ɼኖഘƓǑƼɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔƦƷ˂ƷཎኖƷཎኖவƷ
ᙹܭƴǑǔ˄ƷΨМƷࠀࡽǛᘍƬƨࢸƴࠀƠࡽƚƳƍസ᫇ƕ
ƋǔƱƖƸŴசƷཎኖ࠰Ʒྵ̖ƔǒƦǕǒƷ˄ƷΨМǛ
ࠀƠࡽƖŴƜƷࠀƠࡽƖࢸƷ᫇ǛǋƬƯཎኖؕแ࠰᫇ǛોǊǇ
Ƣŵ
  ЭӭƷئӳŴોǊǒǕƨཎኖؕแ࠰᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦ
ǇǘǔƱƖƸŴ˟ᅈƸŴཎኖ࠰ƷૅǛᘍǘƣŴࠀƠࡽƖࢸƷ
᫇Ǜཎኖ࠰ƷӖӕʴƴɟƴૅƍǇƢŵ
ƜƷئӳŴ
ƜƷཎኖƸŴ
ཎኖ࠰ƷૅʙဌƷႆဃƴෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
Ʒԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍ
ئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠ
ǇƢŵƜƷئӳŴཎኖ࠰ૅڼଐˌࢸƴٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷҾ
׆ƕဃơƨƱƖƴƸŴžᚐኖſƱƋǔƷƸžཎኖ࠰Ʒɟૅ
᫇ſƱƠŴཎኖ࠰ƷӖӕʴƴૅƏǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰ૅڼଐЭƴᨂǓŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛ
ᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶཎኖؕแ࠰᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ࠰ૅڼଐЭƴᨂǓŴݩஹƴӼƬƯཎኖؕแ࠰
᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷཎኖؕแ
࠰᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǓཎኖؕแ࠰᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐ
ኖƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
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Ძ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
  ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖŵƨƩƠŴཎኖ࠰ƕૅǘǕǔئӳǛᨊ
ƖǇƢŵ
  ɼڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭ƞǕƨƱƖ
Წ ЭᇹᲫӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜ
ƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴƜƷཎኖ
ƷᚐኖǛɼڎኖƷᚐኖƴьƑƯŴɼڎኖƷฎ̬ᨖƷ̬
ᨖ᫇ǛᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᲸ
  ƜƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئ
ӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ

ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ɼڎኖƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠɼڎኖƕૼƞǕƨئӳ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷ
ଐƷЭƴƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ
ᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜ
ƷཎኖᲢƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍ
ǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼ
ƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ
࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ʕƷଐǛƜƑǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕബưܭǊƯƋǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷƕᡥفƷƱƖ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴཎኖ࠰ƕૅǘǕƨƱƖ
  ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍ
ƱƖ
Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼૅ̬ᚰ᧓ƸŴૼЭƷƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼૅ̬ᚰ᧓ƱӷɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩƠŴ
ЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜ
ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼૅ̬ᚰ᧓ǛჺƠƯƜƷཎኖǛૼƠǇ
Ƣŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ƓǑƼૅ̬ᚰ᧓Ǜ٭ƠƯૼƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴૼଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑ
ƬƯᚘምƠǇƢŵ
Ჰ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƢǔئӳŴ
ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉƱ
ƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ
̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴ
྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳŴƳǒƼƴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
˄ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
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ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ

家族生活保障特約

Ჱ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ
̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƠƳƍئӳŴ
˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ˟
ᅈƷܭǊǔ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷئӳŴૼƢǔƜƷ
ཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჳ ᇹᲯவᲶཎኖ࠰ƷૅᲸŴᇹவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸƓ
ǑƼᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƷᢘဇ
ƴᨥƠƯƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘ
ဇƞǕǇƢŵ
 ૼࢸƷཎኖؕแ࠰᫇ƸŴૼЭƷཎኖؕแ࠰᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇ
Ƣŵ
 ƜƷཎኖƕૼƞǕƨئӳƸŴᇹவᲶཎኖƷᲸǛžƜƷཎ
ኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴૼᲢૼƕᲬˌׅɥᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷૼᲣࢸƷኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖ
ƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴ
ǑǓᚘምƠǇƢŵſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤ
ƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲰӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƣŴƔƭŴᇹᲬᇹ
ᲫӭƔǒᇹᲯӭƷƍƣǕƷᙹܭƴǋᛆ࢘ƠƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔ
ǒཎƴဎЈƕƳƍᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖ
ƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲳƷᙹܭǛแ
ဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊ
ƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶڎኖϋܾƷႇᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟ
ᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇ
Ƣŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰
ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇƢŵᲣ
  ڎኖଐƷޓƢǔ̬ᨖ࠰ࡇƴƓƚǔཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰Ʒྵ̖
  ڎኖଐᲢƜƷཎኖƷࣄŴࣄǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨ
ئӳƸŴஇࢸƷࣄଐŴࣄଐǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьଐƱƠǇƢŵ
ˌɦŴᇹᲬƴƓƍƯӷơŵᲣ
  ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕ
ബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢ
ǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟Ტˌ
ɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇ
ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᲢരʧ̬ᨖƷƋǔ̬ᨖڎኖǛ
ƍƍǇƢŵǇƨŴരʧ̬ᨖǇƨƸܹരʧ̬ᨖƷƋǔཎኖǛԃǈ
ǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒ
ف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚƨƱƖǇƨƸ
ૼଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƴ̬ᨖڎኖƕૼƞǕǔ
ƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ
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ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖ࠰ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤƴ
ƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲ
ዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƋ
ƬƨئӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄ
Ŵ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴ
ஜவƴƓƍƯӷơŵ
Უ
ƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸ
ཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف
᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱƠǇƢŵˌɦஜƴƓƍƯӷơŵᲣƔ
ǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒ
Ჯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈ
ƍ᧓Უˌϋƴ̬ᨖڎኖƴƭƍƯരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷ
ᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋ
ܾƴƭƍƯༀ˟ƠŴƦƷኽௐǛരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅ
ƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙ
ૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴ
πƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴ
ႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ
˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱ
ႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴ̬ᨖڎኖŴരʧ̬ᨖŴ
ܹരʧ̬ᨖŴ̬ᨖ᫇Ŵ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵ
ӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧǕŴᘮσฎᎍŴσฎڎኖŴ
രʧσฎŴܹരʧσฎŴσฎ᫇ŴࢸᢡᨦܹσฎƱᛠǈஆƑ
ǇƢŵ

ܹരʧлفཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴɼڎኖƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƕɧॾƷʙ
ǇƨƸज़௨ၐƴǑǓരʧƠƨئӳƸܹരʧ̬ᨖǛŴɧॾƷʙǇƨ
Ƹज़௨ၐƴǑǓܭƷ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƸܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ǛૅƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

災害死亡割増特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰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
ᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ
᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷ
ӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷئӳƸૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ЭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼ
ڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖሁƷ
ૅƓǑƼૅئƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯Ჸ
Ძ ƜƷཎኖƴƓƍƯžɧॾƷʙſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷʙ
ǛƍƍŴžɧॾƷʙƴǑǔͻܹſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷ
ʙƴǑǔͻܹǛƍƍǇƢŵ
Წ ЭƴƓƍƯž࣯ນſŴžͪႆſƓǑƼžٳஹſƱƸŴƭƗƷӲӭ
ƴܭǊǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
  ࣯ນ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙƔǒͻܹƷႆဃǇưƴ᧓ႎ᧓ᨠƷƳƍƜ
ƱǛƍƍŴॸࣱŴӒࣄࣱŴਤዓࣱƷࢍƍǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ͪႆ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙǇƨƸͻܹƷႆဃƕƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƴ
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ᇹᲯவᲶܹ̬ᨖƷૅᲸ
Ძ ܹരʧ̬ᨖŴܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖᲢˌɦŴዮᆅƠƯžܹ̬ᨖ
ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ܹരʧ̬ᨖ
 ܹ ̬ ᨖ  Ǜ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƍƣǕ
ૅƏئӳᲢˌ Ɣƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ɦ Ŵ ž ૅ  ʙ Ĭᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸࣄƕᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷࣄǇƨƸࣄƷᨥƷᝧ˓ڼ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ
ŵˌɦӷơŵᲣˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺ
ƷҾ׆ƱƠƯŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊ
ƯଐˌϋƴരʧƠƨƱƖ
ĭᝧ˓ڼˌࢸƴႆ၏ƠƨКᘙƴܭǊǔज़௨
ၐᲢˌɦŴžज़௨ၐſƱƍƍǇƢŵᲣǛႺƷҾ
׆ƱƠƯരʧƠƨƱƖ
ૅ᫇

ܹ̬ᨖ᫇

Ӗӕʴ

ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴ

ૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƯǋܹ̬
ᨖǛૅǘ
ƳƍئӳᲢˌ
ɦŴžβᝧʙ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍŴ
ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸɼڎኖƷരʧ̬ᨖ
ӖӕʴƷॖǇƨƸٻƳᢅڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
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ƱƬƯʖᙸưƖƳƍƜƱǛƍƍŴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷॖƴǋƱ
ƮƘǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ٳஹ
  ͻܹƷҾ׆ƕƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ៲˳ƷٳᢿƔǒ˺ဇƢǔƜƱǛ
ƍƍŴ៲˳ƷϋᢿႎҾ׆ƴǑǔǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
Ჭ ၌၏ǇƨƸ˳ឋႎƳᙲ׆ǛஊƢǔᎍƕ᠉ࣇƳ׆ٳƴǑǓႆၐƠǇƨ
ƸƦƷၐཞƕفफƠƨƱƖƴƸŴƦƷ᠉ࣇƳ׆ٳƸ࣯ນƔƭͪႆႎƳ
ٳஹƷʙƱǈƳƠǇƤǜŵ
Ხ ƜƷཎኖƴܭǊǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƴƭƍƯƸŴ
ЭᲭƷǄƔŴ
ƭƗƷӲӭƴܭǊǔƱƜǖƴǑǓǇƢŵ
  ៲˳ٳᢿƔǒஊǬǹǇƨƸஊཋឋǛͪƔƭɟƴԈλŴԈ
ӓǇƨƸઅӕƠƨƱƖƴ࣯ນƴဃƣǔɶၐཞǛԃǈǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƴƞǕƨҔၲᘍໝƴǑǔͻܹƸᨊƖǇƢŵ
ƨƩƠŴᇹᲫƴܭǊǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲƷƨǊƷҔၲ
ᘍໝƴǑǔͻܹƸƜƷᨂǓưƸƋǓǇƤǜŵ
  ၌၏ƴǑǔԠԈᨦܹŴִɦᨦܹŴችᅕᅕኺᨦܹƷཞ७ƴƋǔᎍƷ
ཋƦƷ˂Ʒཋ˳ƷԈλǇƨƸִɦƴǑǔൢᢊصǇƨƸᆷऒƸᨊ
ƖǇƢŵ
  ज़௨ࣱɶƓǑƼǢȬȫǮȸࣱȷࣱȷɶࣱƷᏎᐂ໒Ŵٻ
ᐂ໒ƸᨊƖǇƢŵ
  ٳဇᕤǋƠƘƸᕤཋᚑƴǑǔǢȬȫǮȸŴႝᐎ໒ƳƲƸᨊƖǇ
Ƣŵ
  ඹдŴᏢŴǰȪȸǹǇƨƸ๋дƦƷ˂Ʒ҄ܖཋឋƴǑǔႝᐎ໒
ƳƲƸᨊƖǇƢŵ
  ଐݧ၏ȷ༏ݧ၏ƳƲƷᢅࡇƷ᭗ภɶƷൢᝋவˑƴǑǔǋƷŴ᭗ޛ
၏ƳƲƷൢןƷ҄٭ƴǑǔǋƷŴʈǓཋᣓƍƓǑƼȷญƸᨊƖ
ǇƢŵ
  ᢅࡇƳѐщǍນƠƍᢃѣɶƷᢅࡇƷᎹ˳ᘍ̅Ŵᬳ᪦୧ᩧƓǑƼਰ
ѣƸᨊƖǇƢŵ

ဌ ſ Ʊ ƍ ƍ Ǉ Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
ƢŵᲣ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ĲעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĳʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ
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 ܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƍƣǕ
Ɣƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷ
Ҿ׆ƱƠƯŴ
ƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
ଐˌϋƴКᘙᲭƴܭǊǔ᭗ࡇᨦܹཞ७ᲢˌɦŴ
ž᭗ࡇᨦܹཞ७ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘ƠƨƱƖŵ
ƜƷئӳŴ
ᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹ
ཞ७ƴᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛ
ႺƷҾ׆ƱƢǔᨦܹཞ७ƕૼƨƴьǘƬƯ᭗ࡇ
ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛԃǈǇƢŵ
ĭᝧ˓ڼˌࢸƴႆ၏Ơƨज़௨ၐǛႺƷҾ׆
ƱƠƯŴ
᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖŵ
ƜƷئӳŴ
ᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƴᝧ˓
ڼˌࢸƴႆ၏Ơƨज़௨ၐǛႺƷҾ׆ƱƢ
ǔᨦܹཞ७ƕૼƨƴьǘƬƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘
ƠƨƱƖǛԃǈǇƢŵ
ૅ᫇

ܹ̬ᨖ᫇

Ӗӕʴ

ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷӖӕʴ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅ
ڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ĲעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĳʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


Წ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥƍǔئӳƷܹരʧ̬ᨖƷ
ӖӕлӳƸŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖƷӖӕлӳƱӷơƱƠǇƢŵ
Ჭ ܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷᛪ൭Эƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئӳƸŴܹ᭗
ࡇᨦܹ̬ᨖƸૅǘƣŴܹരʧ̬ᨖǛɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕ
ʴƴૅƍǇƢŵ
Ხ ܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƬƨئӳƸŴƜƷཎኖƸŴƦƷ᭗ࡇᨦܹ
ཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƠǇƢŵ
Ჯ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕॖǇƨƸٻƳᢅڂƴǑǓᘮ̬ᨖᎍ
ǛരʧƞƤƨئӳưŴƦƷӖӕʴƕܹരʧ̬ᨖƷɟᢿƷӖӕʴư
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ƋǔƱƖƴƸŴ˟ᅈƸŴܹരʧ̬ᨖƷസ᫇ǛƦƷ˂ƷɼڎኖƷര
ʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჰ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯŴ
ܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬
ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷཎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖ
ƸŴ˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖơŴܹ̬ᨖǛμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅ
ƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჱ ƜƷཎኖƕૼƞǕƳƍئӳưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴƓ
ƍƯŴ᭗ࡇᨦܹཞ७ƷƏƪƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍƜƱƷǈƕଢǒƔưƳ
ƍƨǊƴܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƳƍƱƖưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ʕࢸǋࡽƖዓƖƦƷཞ७ƕዒዓƠŴƔƭŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳ
ƍƜƱƕଢǒƔƴƳƬƨƱƖᲢɧॾƷʙǛႺƷҾ׆ƱƢǔئӳƴ
ƭƍƯƸŴ࢘ᛆɧॾƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋưƋǔƜ
ƱǛᙲƠǇƢŵᲣƴƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴ᭗ࡇᨦܹཞ७
ƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱǈƳƠƯܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇƢŵ

ᇹᲱவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴ
ƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹᲳவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶҾཎኖǁƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
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
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ᇹᲰவᲶܹ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷܹ̬ᨖƷᛪ൭Ŵ
ૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

Ხ ЭᲭƷئӳŴ˟ᅈƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭ƷᙹܭŴɼኖഘƷ
̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ƷᙹܭǛแဇƠƯŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭Ŵ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƓǑƼ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢ
ǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳƷӕৢᲸ
Ძ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƱƷӳᚘ᫇ƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
Წ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖƷ
ᚐኖƕƋǔƱƖƸƦƷ᫇ǛɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑƯӕ
ǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ɼኖഘƷ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖ
Ʒᚐኖ᫇ƸɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑǇƤǜŵ
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ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
Ʒԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍ
ئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶܹ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯܹ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇ
ƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷܹ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦ
Ǉǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴЭƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠŴܹ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇ
ǛƜƑƨƱƖƸŴܹ̬ᨖ᫇Ǜ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǇưถ᫇ƠǇƢŵ
  ɼڎኖƷ̬ᨖ᫇ƕถ᫇ƞǕƨƱƖ
  ɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔܭཎኖƷཎኖ̬ᨖ᫇Ŵᡥถܭཎኖ
ǋƠƘƸᡥܭفཎኖƷཎኖؕแ̬ᨖ᫇ǇƨƸܼଈဃ̬ᨦཎኖ
Ʒཎኖؕแ࠰᫇ƕถ᫇ƞǕƨƱƖ
  ЭӭƴܭǊǔཎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓܹ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐኖ
ƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
  ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ɼڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭ƞǕƨƱƖ
Წ ЭᇹᲫӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴɼڎኖƷര
ʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛᨊƖŴ˟
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ᅈƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅ
ƍǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƕരʧ̬ᨖƷૅƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƠŴ̬
ᨖ૰ᆢᇌƕૅǘǕǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴƜƷཎኖ
ƷᚐኖǛɼڎኖƷᚐኖƴьƑƯŴɼڎኖƷฎ̬ᨖƷ̬
ᨖ᫇ǛᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕӷɟƷئӳŴƜ
ƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸƋǓǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕီƳǔئӳŴƜ
ƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴ
ኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴ
ᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ

ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ɼڎኖƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠɼڎኖƕૼƞǕƨئӳ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷ
ଐƷЭƴƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ
ᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜ
ƷཎኖᲢƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍ
ǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼ
ƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ
࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ʕƷଐǛƜƑǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕബưܭǊƯƋǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍ
ƱƖ
Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩƠŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
ƴƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛჺƠƯƜƷཎኖǛ
ૼƠǇƢŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓Ǜ٭ƠƯૼƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƢǔئӳŴ
ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉƱ
ƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ
̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴ
྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳŴƳǒƼƴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
˄ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ
̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƠƳƍئӳŴ
˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ˟
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災害死亡割増特約

ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ

災害死亡割増特約

ᅈƷܭǊǔ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷئӳŴૼƢǔƜƷ
ཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ᇹᲯவᲶܹ̬ᨖƷૅᲸŴᇹᲱவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
ƓǑƼᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƷᢘ
ဇƴᨥƠƯƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬
ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჳ ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘ
ဇƞǕǇƢŵ
 ૼࢸƷܹ̬ᨖ᫇ƸŴૼЭƷܹ̬ᨖ᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤ
ƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲮӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƣŴƔƭŴᇹᲬᇹ
ᲫӭƔǒᇹᲭӭƷƍƣǕƷᙹܭƴǋᛆ࢘ƠƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔ
ǒཎƴဎЈƕƳƍᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖ
ƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲲƷᙹܭǛแ
ဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊ
ƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶڎኖϋܾƷႇᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟ
ᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇ
Ƣŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰
ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇƢŵᲣ
  ܹരʧ̬ᨖƷ᫇
  ڎኖଐᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸࣄƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄ
ଐǇƨƸࣄଐƱƠǇƢŵˌɦŴᇹᲬƴƓƍƯӷơŵᲣ
  ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕ
ബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢ
ǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟Ტˌ
ɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇ
ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᲢരʧ̬ᨖƷƋǔ̬ᨖڎኖǛ
ƍƍǇƢŵǇƨŴരʧ̬ᨖǇƨƸܹരʧ̬ᨖƷƋǔཎኖǛԃǈ
ǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒ
ف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚƨƱƖǇƨƸ
ૼଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƴ̬ᨖڎኖƕૼƞǕǔ
ƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ
˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲ
ዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƋ
ƬƨئӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄ
Ŵ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴ
ஜவƴƓƍƯӷơŵ
Უ
ƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸ
ཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف
᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱƠǇƢŵˌɦஜƴƓƍƯӷơŵᲣƔ
ǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒ
Ჯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈ
ƍ᧓Უˌϋƴ̬ᨖڎኖƴƭƍƯരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷ
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ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ܹ̬ᨖǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤ
ƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖڎኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽ
ƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƢǔƜƱƕ
ưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ
ԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛΪ࢘Ƣǔ᧓ƷИଐᲢˌɦŴž˄ьଐſ
ƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưŴƭƗƷƱƓǓܭǊǔǋ
ƷƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴ
ƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵஜཎኖவǛᡫơƯӷơŵᲣ

  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᡂஉɶƴɼڎኖƷᡂ
૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩ
ƞƍŵ
  ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴӷƴƍᡂǉɼڎ
ኖƷ̬ᨖ૰Ʊӷơ྅ʖ᧓ƕƋǓǇƢŵ
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ᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋ
ܾƴƭƍƯༀ˟ƠŴƦƷኽௐǛരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅ
ƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙ
ૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴ
πƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴ
ႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ
˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱ
ႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷɶᡦ˄
ьƕᘍǘǕƨئӳƴƸŴɼڎኖǇƨƸരʧ̬ᨖǋƠƘƸܹരʧ̬
ᨖƷƋǔཎኖƷڎኖϋܾƷႇƴƭƍƯƸŴɼኖഘŴരʧ̬ᨖƷ
ƋǔཎኖƓǑƼܹരʧ̬ᨖƷƋǔཎኖƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴཎኖ
Ʒɶᡦ˄ьଐƔǒᲯ࠰᧓Ტɶᡦ˄ьଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബச
ƷئӳƸŴɶᡦ˄ьଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇ
ưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣǛႇƷ᧓ƱƠǇƢŵ
 ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴ̬ᨖڎኖŴരʧ̬ᨖŴ
ܹരʧ̬ᨖŴ̬ᨖ᫇Ŵ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵ
ӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧǕŴᘮσฎᎍŴσฎڎኖŴ
രʧσฎŴܹരʧσฎŴσฎ᫇ŴࢸᢡᨦܹσฎƱᛠǈஆƑ
ǇƢŵ
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  ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƷɶᡦ˄
ьƸƳƔƬƨǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆ
ဃƠƯǋɼኖഘƷᙹܭƸแဇƠǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔЭƴܭǊ
ǔ˄ьଐᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅ
ཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƷƍƣǕƔଔƍǛᝧ˓
ڼƱƠǇƢŵ
  ЭӭƴܭǊǔᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒ˄ьଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴ
ܹ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕ
ဃơƨƱƖƸŴЭᇹᲫӭƷᙹܭᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ
૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣ
ƴƔƔǘǒƣŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƷႺЭƷɼڎኖƷஉҥˮƷڎ
ኖࣖ࢘ଐǛ˄ьଐƱƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ
૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƴ
ᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼƷ٭ƸƋǓǇ
Ƥǜŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴ˄ьଐႺЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
Ტ˄ьଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢǔئӳƸƦƷࣖ࢘
ଐᲣƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ЭӭƷئӳŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ
૾ඥưᚘምƠƨ᫇ƷᡂǛᙲƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆዮӳƇŴኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆၠǄ
ƏƇŴʼᜱ࠰ܭ̬ᨖƆዮӳƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶૼҔၲ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶܼଈဃ̬ᨦ̬ᨖƆᚐኖƇƴ˄ьƢǔئӳƷ
ཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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ͻܹཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴɼڎኖƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƕɧॾƷʙ
ǇƨƸज़௨ၐƴǑǓരʧƠƨئӳƸܹരʧ̬ᨖǛŴɧॾƷʙƴǑ
ǓܭƷ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƸᨦܹዅ˄ǛૅƏƜƱǛɼƳ
ϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰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
ᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ
᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷ
ӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷئӳƸૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ЭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼ
ڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖሁƷ
ૅƓǑƼૅئƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯Ჸ
Ძ ƜƷཎኖƴƓƍƯžɧॾƷʙſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷʙ
ǛƍƍŴžɧॾƷʙƴǑǔͻܹſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷ
ʙƴǑǔͻܹǛƍƍǇƢŵ
Წ ЭƴƓƍƯž࣯ນſŴžͪႆſƓǑƼžٳஹſƱƸŴƭƗƷӲӭ
ƴܭǊǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
  ࣯ນ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙƔǒͻܹƷႆဃǇưƴ᧓ႎ᧓ᨠƷƳƍƜ
ƱǛƍƍŴॸࣱŴӒࣄࣱŴਤዓࣱƷࢍƍǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ͪႆ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙǇƨƸͻܹƷႆဃƕƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƴ
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ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ
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ƱƬƯʖᙸưƖƳƍƜƱǛƍƍŴƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷॖƴǋƱ
ƮƘǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ٳஹ
  ͻܹƷҾ׆ƕƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷ៲˳ƷٳᢿƔǒ˺ဇƢǔƜƱǛ
ƍƍŴ៲˳ƷϋᢿႎҾ׆ƴǑǔǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
Ჭ ၌၏ǇƨƸ˳ឋႎƳᙲ׆ǛஊƢǔᎍƕ᠉ࣇƳ׆ٳƴǑǓႆၐƠǇƨ
ƸƦƷၐཞƕفफƠƨƱƖƴƸŴƦƷ᠉ࣇƳ׆ٳƸ࣯ນƔƭͪႆႎƳ
ٳஹƷʙƱǈƳƠǇƤǜŵ
Ხ ƜƷཎኖƴܭǊǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƴƭƍƯƸŴ
ЭᲭƷǄƔŴ
ƭƗƷӲӭƴܭǊǔƱƜǖƴǑǓǇƢŵ
  ៲˳ٳᢿƔǒஊǬǹǇƨƸஊཋឋǛͪƔƭɟƴԈλŴԈ
ӓǇƨƸઅӕƠƨƱƖƴ࣯ນƴဃƣǔɶၐཞǛԃǈǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƴƞǕƨҔၲᘍໝƴǑǔͻܹƸᨊƖǇƢŵ
ƨƩƠŴᇹᲫƴܭǊǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲƷƨǊƷҔၲ
ᘍໝƴǑǔͻܹƸƜƷᨂǓưƸƋǓǇƤǜŵ
  ၌၏ƴǑǔԠԈᨦܹŴִɦᨦܹŴችᅕᅕኺᨦܹƷཞ७ƴƋǔᎍƷ
ཋƦƷ˂Ʒཋ˳ƷԈλǇƨƸִɦƴǑǔൢᢊصǇƨƸᆷऒƸᨊ
ƖǇƢŵ
  ज़௨ࣱɶƓǑƼǢȬȫǮȸࣱȷࣱȷɶࣱƷᏎᐂ໒Ŵٻ
ᐂ໒ƸᨊƖǇƢŵ
  ٳဇᕤǋƠƘƸᕤཋᚑƴǑǔǢȬȫǮȸŴႝᐎ໒ƳƲƸᨊƖǇ
Ƣŵ
  ඹдŴᏢŴǰȪȸǹǇƨƸ๋дƦƷ˂Ʒ҄ܖཋឋƴǑǔႝᐎ໒
ƳƲƸᨊƖǇƢŵ
  ଐݧ၏ȷ༏ݧ၏ƳƲƷᢅࡇƷ᭗ภɶƷൢᝋவˑƴǑǔǋƷŴ᭗ޛ
၏ƳƲƷൢןƷ҄٭ƴǑǔǋƷŴʈǓཋᣓƍƓǑƼȷญƸᨊƖ
ǇƢŵ
  ᢅࡇƳѐщǍນƠƍᢃѣɶƷᢅࡇƷᎹ˳ᘍ̅Ŵᬳ᪦୧ᩧƓǑƼਰ
ѣƸᨊƖǇƢŵ
ᇹᲯவᲶཎኖ̬ᨖƷૅᲸ
Ძ ܹരʧ̬ᨖŴᨦܹዅ˄ᲢˌɦŴዮᆅƠƯžཎኖ̬ᨖſƱƍ
ƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ܹരʧ̬ᨖ
ཎ ኖ ̬ ᨖ  Ǜ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƍƣǕ
ૅƏئӳᲢˌ Ɣƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ɦ Ŵ ž ૅ  ʙ Ĭᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸࣄƕᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷࣄǇƨƸࣄƷᨥƷᝧ˓ڼ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ
ŵˌɦӷơŵᲣˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺ
ƷҾ׆ƱƠƯŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊ
ƯଐˌϋƴരʧƠƨƱƖ
ĭᝧ˓ڼˌࢸƴႆ၏ƠƨКᘙƴܭǊǔज़௨
ၐǛႺƷҾ׆ƱƠƯരʧƠƨƱƖ
ૅ᫇

ܹ̬ᨖ᫇

Ӗӕʴ

ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴ

ૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƯǋཎኖ̬
ᨖǛૅǘ
ƳƍئӳᲢˌ
ɦŴžβᝧʙ
ဌſƱƍƍǇ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍŴ
ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸɼڎኖƷരʧ̬ᨖ
ӖӕʴƷॖǇƨƸٻƳᢅڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
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ƢŵᲣ

įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ĲעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĳʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


  ᨦܹዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙ
ǛႺƷҾ׆ƱƠƯŴ
ƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃ
ǊƯଐˌϋƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴŴКᘙᲱ
ƴܭǊǔ៲˳ᨦܹƷཞ७ᲢˌɦŴž៲˳ᨦܹཞ७ſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ܹ̬ᨖ᫇ƴƦƷ៲˳ᨦܹཞ७ƕᛆ࢘ƢǔᆔႸ
ƴࣖݣƢǔКᘙᲱƴܭǊǔዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ
᫇

Ӗӕʴ

ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷӖӕʴ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅ
ڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ĲעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĳʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


Წ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥƍǔئӳƷܹരʧ̬ᨖƷ
ӖӕлӳƸŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖƷӖӕлӳƱӷơƱƠǇƢŵ
Ჭ ܹരʧ̬ᨖǛૅƏئӳƴŴᨦܹዅ˄ƴƭƍƯŴƭƗƷӲӭ
ƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔʙܱƕƋǔƱƖƸŴܹ̬ᨖ᫇ƴƦƷᛆ࢘Ƣ
ǔᨦܹዅ˄Ʒዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇Ʒӳᚘ᫇Ǜܹ̬ᨖ᫇Ɣ
ǒࠀƠࡽƖǇƢŵ
  ܹരʧ̬ᨖƷૅʙဌƱƳƬƨɧॾƷʙƱӷɟƷɧॾƷʙ
ƴǑǔᨦܹዅ˄ǛƢưƴૅƬƯƍǔƱƖ
  ܹരʧ̬ᨖƷૅʙဌƱƳƬƨɧॾƷʙƱӷɟƷɧॾƷʙ
ƴǑǔᨦܹዅ˄Ʒૅᛪ൭ǛӖƚŴǇƩૅƬƯƍƳƍƱƖ
Ხ ܹരʧ̬ᨖƕૅǘǕƨئӳƴƸŴƦƷૅࢸƴܹരʧ̬ᨖ
ƷૅʙဌƱƳƬƨɧॾƷʙƱӷɟƷɧॾƷʙƴǑǔᨦܹዅ˄
Ʒᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸŴƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕॖǇƨƸٻƳᢅڂƴǑǓᘮ̬ᨖᎍ
ǛരʧƞƤƨئӳưŴƦƷӖӕʴƕܹരʧ̬ᨖƷɟᢿƷӖӕʴư
ƋǔƱƖƴƸŴ˟ᅈƸŴܹരʧ̬ᨖƷസ᫇ǛƦƷ˂ƷɼڎኖƷര
ʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჰ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯŴ
ཎኖ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬
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ૅ᫇

ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷཎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖ
ƸŴ˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖơŴཎኖ̬ᨖǛμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅ
ƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჱ ƜƷཎኖƕૼƞǕƳƍئӳưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴƓ
ƍƯŴ៲˳ᨦܹཞ७ƷƏƪƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍƜƱƷǈƕଢǒƔưƳ
ƍƨǊƴᨦܹዅ˄ƕૅǘǕƳƍƱƖưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕ
ࢸǋࡽƖዓƖƦƷཞ७ƕዒዓƠŴƔƭŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍƜƱƕ
ଢǒƔƴƳƬƨƱƖᲢ࢘ᛆɧॾƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌ
ϋưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣƴƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴ៲
˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱǈƳƠƯᨦܹዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
ᇹᲰவᲶᨦܹዅ˄ƷૅᨂࡇᲸ
  ᨦܹዅ˄ƷૅƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴƦƷዅ˄лӳǛ
ᡫምƠƯᲟǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
傷害特約

ᇹᲱவᲶཎኖ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷཎኖ̬ᨖƷᛪ൭Ŵ
ૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴ
ƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶҾཎኖǁƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
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
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̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ƷᙹܭǛแဇƠƯŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭Ŵ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƓǑƼ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢ
ǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳƷӕৢᲸ
Ძ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƱƷӳᚘ᫇ƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
Წ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖƷ
ᚐኖƕƋǔƱƖƸƦƷ᫇ǛɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑƯӕ
ǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ɼኖഘƷ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖ
Ʒᚐኖ᫇ƸɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑǇƤǜŵ

ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶܹ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯܹ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇ
ƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷܹ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦ
Ǉǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴЭƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠŴܹ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇ
ǛƜƑƨƱƖƸŴܹ̬ᨖ᫇Ǜ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǇưถ᫇ƠǇƢŵ
  ɼڎኖƷ̬ᨖ᫇ƕถ᫇ƞǕƨƱƖ
  ɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔܭཎኖƷཎኖ̬ᨖ᫇Ŵᡥถܭཎኖ
ǋƠƘƸᡥܭفཎኖƷཎኖؕแ̬ᨖ᫇ǇƨƸܼଈဃ̬ᨦཎኖ
Ʒཎኖؕแ࠰᫇ƕถ᫇ƞǕƨƱƖ
  ЭӭƴܭǊǔཎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓܹ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐኖ
ƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
  ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ɼڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭ƞǕƨƱƖ
Წ ЭᇹᲫӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴɼڎኖƷര
ʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛᨊƖŴ˟
ᅈƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅ
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ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
Ʒԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍ
ئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ƍǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƕരʧ̬ᨖƷૅƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƠŴ̬
ᨖ૰ᆢᇌƕૅǘǕǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴƜƷཎኖ
ƷᚐኖǛɼڎኖƷᚐኖƴьƑƯŴɼڎኖƷฎ̬ᨖƷ̬
ᨖ᫇ǛᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕӷɟƷئӳŴƜ
ƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸƋǓǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕီƳǔئӳŴƜ
ƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴ
ኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴ
ᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
傷害特約

ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ɼڎኖƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠɼڎኖƕૼƞǕƨئӳ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷ
ଐƷЭƴƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ
ᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜ
ƷཎኖᲢƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍ
ǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼ
ƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ
࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ʕƷଐǛƜƑǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕബưܭǊƯƋǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍ
ƱƖ
Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩƠŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
ƴƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛჺƠƯƜƷཎኖǛ
ૼƠǇƢŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓Ǜ٭ƠƯૼƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƢǔئӳŴ
ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉƱ
ƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ
̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴ
྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳŴƳǒƼƴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
˄ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ
̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƠƳƍئӳŴ
˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ˟
ᅈƷܭǊǔ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷئӳŴૼƢǔƜƷ
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ᇹவᲶڎኖϋܾƷႇᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟ
ᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇ
Ƣŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰
ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇƢŵᲣ
  ܹരʧ̬ᨖƷ᫇
  ڎኖଐᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸࣄƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄ
ଐǇƨƸࣄଐƱƠǇƢŵˌɦŴᇹᲬƴƓƍƯӷơŵᲣ
  ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕ
ബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢ
ǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟Ტˌ
ɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇ
ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᲢരʧ̬ᨖƷƋǔ̬ᨖڎኖǛ
ƍƍǇƢŵǇƨŴരʧ̬ᨖǇƨƸܹരʧ̬ᨖƷƋǔཎኖǛԃǈ
ǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒ
ف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚƨƱƖǇƨƸ
ૼଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƴ̬ᨖڎኖƕૼƞǕǔ
ƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ
˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲ
ዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƋ
ƬƨئӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄ
Ŵ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴ
ஜவƴƓƍƯӷơŵ
Უ
ƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف᫇ǇƨƸ
ཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴ̬ᨖ᫇Ʒف
᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱƠǇƢŵˌɦஜƴƓƍƯӷơŵᲣƔ
ǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒ
Ჯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈ
ƍ᧓Უˌϋƴ̬ᨖڎኖƴƭƍƯരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷ
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ཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ᇹᲯவᲶཎኖ̬ᨖƷૅᲸŴᇹᲰவᲶᨦܹዅ˄ƷૅᨂࡇᲸŴ
ᇹᲲவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸƓǑƼᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓ
ჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƷᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴૼЭƷƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƱૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯ
ӕǓৢƍǇƢŵ
Ჳ ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘ
ဇƞǕǇƢŵ
 ૼࢸƷܹ̬ᨖ᫇ƸŴૼЭƷܹ̬ᨖ᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤ
ƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲮӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƣŴƔƭŴᇹᲬᇹ
ᲫӭƔǒᇹᲭӭƷƍƣǕƷᙹܭƴǋᛆ࢘ƠƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔ
ǒཎƴဎЈƕƳƍᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖ
ƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲲƷᙹܭǛแ
ဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊ
ƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ

傷害特約

ᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋ
ܾƴƭƍƯༀ˟ƠŴƦƷኽௐǛരʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅ
ƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙ
ૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴ
πƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴ
ႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ
˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱ
ႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƷɶᡦ˄
ьƕᘍǘǕƨئӳƴƸŴɼڎኖǇƨƸരʧ̬ᨖǋƠƘƸܹരʧ̬
ᨖƷƋǔཎኖƷڎኖϋܾƷႇƴƭƍƯƸŴɼኖഘŴരʧ̬ᨖƷ
ƋǔཎኖƓǑƼܹരʧ̬ᨖƷƋǔཎኖƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴཎኖ
Ʒɶᡦ˄ьଐƔǒᲯ࠰᧓Ტɶᡦ˄ьଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബச
ƷئӳƸŴɶᡦ˄ьଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇ
ưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣǛႇƷ᧓ƱƠǇƢŵ
 ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴ̬ᨖڎኖŴരʧ̬ᨖŴ
ܹരʧ̬ᨖŴ̬ᨖ᫇Ŵ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵ
ӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧǕŴᘮσฎᎍŴσฎڎኖŴ
രʧσฎŴܹരʧσฎŴσฎ᫇ŴࢸᢡᨦܹσฎƱᛠǈஆƑ
ǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖ̬ᨖǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤ
ƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖڎኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽ
ƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƢǔƜƱƕ
ưƖǇƢŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ
ԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛΪ࢘Ƣǔ᧓ƷИଐᲢˌɦŴž˄ьଐſ
ƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưŴƭƗƷƱƓǓܭǊǔǋ
ƷƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴ
ƦƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵஜཎኖவǛᡫơƯӷơŵᲣ

  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᡂஉɶƴɼڎኖƷᡂ
૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱӷƴƍᡂǜưƘƩ
ƞƍŵ
  ƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴӷƴƍᡂǉɼڎ
ኖƷ̬ᨖ૰Ʊӷơ྅ʖ᧓ƕƋǓǇƢŵ
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ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆዮӳƇŴኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆၠǄ
ƏƇŴʼᜱ࠰ܭ̬ᨖƆዮӳƇŴƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶૼҔၲ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶܼଈဃ̬ᨦ̬ᨖƆᚐኖƇƴ˄ьƢǔئӳƷ
ཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ


― 143 ―

傷害特約

  ྅ʖ᧓ϋƴ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƷɶᡦ˄
ьƸƳƔƬƨǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆ
ဃƠƯǋɼኖഘƷᙹܭƸแဇƠǇƤǜŵ
Წ ƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔЭƴܭǊ
ǔ˄ьଐᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅ
ཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣƷƍƣǕƔଔƍǛᝧ˓
ڼƱƠǇƢŵ
  ЭӭƴܭǊǔᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒ˄ьଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴ
ཎኖ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕ
ဃơƨƱƖƸŴЭᇹᲫӭƷᙹܭᲢ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖǇƨƸ̬ᨖ
૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖƴǑǓ٭ƞǕƨϋܾǛԃǈǇƢŵᲣ
ƴƔƔǘǒƣŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƷႺЭƷɼڎኖƷஉҥˮƷڎ
ኖࣖ࢘ଐǛ˄ьଐƱƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ
૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƴ
ᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼƷ٭ƸƋǓǇ
Ƥǜŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴ˄ьଐႺЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
Ტ˄ьଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢǔئӳƸƦƷࣖ࢘
ଐᲣƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
  ЭӭƷئӳŴƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ
૾ඥưᚘምƠƨ᫇ƷᡂǛᙲƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ

၌၏ཎኖ
Ტ࠰ᲳஉଐોܭᲣ

ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴɼڎኖƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏ƴǑǓ
ܭƷλᨈŴᘐŴᡫᨈǛƠƨئӳƴ၌၏λᨈዅ˄Ŵ၌၏λᨈИዅ
˄Ŵ၌၏ᘐዅ˄Ŵ၌၏ᡫᨈዅ˄ǛૅƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔ
ǋƷưƢŵ
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ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰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
ᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ
᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜ̬ᨖڎኖᎍ ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷӖ
ӕʴ ƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷئӳƸૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ЭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼ
ڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖሁƷ
ૅƓǑƼૅئƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇ƓǑƼૅᨂࡇଐૠƷਦܭᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴ၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇Ŵ၌၏λ
ᨈИዅ˄᫇Ŵؕแ၌၏ᘐዅ˄᫇Ŵ၌၏ᡫᨈዅ˄ଐ᫇ᲢˌɦŴ
ዮᆅƠƯžཎኖዅ˄᫇ſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦ
ܭƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴᲫׅƷλᨈƴƭƍƯƷૅᨂ
ࡇƷଐૠᲢˌɦŴžૅᨂࡇଐૠſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈܭƷር
ϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭƴƓƍƯਦܭƞǕƨૅᨂࡇଐૠƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤ
ǜŵ
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ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ
Ძ ၌၏λᨈዅ˄Ŵ၌၏λᨈИዅ˄Ŵ၌၏ᘐዅ˄Ŵ၌၏ᡫᨈ
ዅ˄ᲢˌɦŴዮᆅƠƯžཎኖዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ၌၏λᨈዅ˄
ཎ ኖ ዅ ˄  Ǜ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯ
ૅƏئӳᲢˌ ǛƨƢλᨈǛƠƨƱƖ
ɦ Ŵ ž ૅ  ʙ Ĭᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸࣄƕᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷࣄǇƨƸࣄƷᨥƷᝧ˓ڼ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ
ŵˌɦӷơŵᲣˌࢸƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛႺƷҾ
׆ƱƢǔλᨈ
ĭၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
ĮКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙ
ƴܭǊǔλᨈ
įλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈ
λᨈᲫׅƴƭƖŴž၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇Ტλᨈɶƴ
၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴ
Ӳଐ
ྵנƷ၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵᲣſgžλᨈ
ଐૠᲧλᨈڼଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯƷᲮଐſ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

ૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƯǋཎኖዅ
˄Ǜૅǘ
ƳƍئӳᲢˌ
ɦŴžβᝧʙ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅ
ڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
Ĳᘮ̬ᨖᎍƷᕤཋ̔܍
ĳעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


 ၌၏λᨈИዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴ၌၏λᨈዅ˄
ƕૅǘǕǔλᨈǛƠƨƱƖ
ૅ᫇

၌၏λᨈИዅ˄᫇

Ӗӕʴ
ᘮ̬ᨖᎍ

 ၌၏ᘐዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯ
ǛƨƢᘐǛӖƚƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨƭƗƷƍƣǕƔǛႺƷ
Ҿ׆ƱƢǔᘐ
ᴉ ၌၏
ᴊ ɼኖഘƴܭǊǔɧॾƷʙᲢˌɦŴžɧॾƷʙ
ſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǔͻܹᲢƦƷʙƷଐ
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ૅ᫇

ƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸƴᘐǛ
ӖƚƨئӳƴᨂǓǇƢŵᲣ
ᴋ ɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹ
ĭၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐ
ĮКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔᘐ
įКᘙƴܭǊǔƍƣǕƔƷᘐ
ؕแ၌၏ᘐዅ˄᫇gКᘙƴܭǊǔዅ˄̿
ྙ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅ
ڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
Ĳᘮ̬ᨖᎍƷᕤཋ̔܍
ĳעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ
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ૅ᫇


 ၌၏ᡫᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯ
ƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ĭƭƗƷƢǂƯǛƨƢᡫᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ᴉ ɥᚡĬƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨ၌၏Ʒၲ
ǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
ᴊ ɥᚡĬƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐˌࢸଐˌϋƷ
᧓ᲢˌɦŴžᡫᨈ᧓ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᘍ
ǘǕƨᡫᨈ
ᴋ КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲᲢƨƩƠŴ
धᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍᚮၲǛԃǈǇ
ƢŵᲣǁƷᡫᨈ
ᴌ КᘙƴܭǊǔᡫᨈ
ૅ᫇

ᡫᨈᲫଐƋƨǓŴ၌၏ᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ტᡫᨈ᧓ɶ
ƴ၌၏ᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴ
Ӳ
ଐྵנƷ၌၏ᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵᲣ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅ
ڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
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İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
Ĳᘮ̬ᨖᎍƷᕤཋ̔܍
ĳעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ

ᇹᲰவᲶ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
Ძ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔλᨈƸŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔ
λᨈƱǈƳƠƯЭவᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
 ᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǛႺ
ƷҾ׆ƱƢǔλᨈ
 ᝧ˓ڼˌࢸƴဃơƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹǛႺƷҾ׆ƱƠ
ƯŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸƴڼƠƨ
λᨈ
 ᝧ˓ڼˌࢸƴڼƠƨКᘙƴܭǊǔီࠝЎۖᲢˌɦŴžီ
ࠝЎۖſƱƍƍǇƢŵᲣƷƨǊƷλᨈ
Წ ᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛᲬˌׅɥƠŴ
ƔƭŴƦǕƧǕƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨ၌၏ŴɧॾƷʙƴǑǔ
ͻܹŴɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǇƨƸီࠝЎۖƕӷɟƔǇƨ
ƸҔܖɥᙲƳ᧙̞ƕƋǔƱƖƸŴᲫׅƷλᨈƱǈƳƠƯЭவᇹᲫ
ƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵƨƩƠŴ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔƜƱƴƳ
ƬƨஇኳƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸ
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Წ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᘮ̬ᨖᎍƷരʧƷඥܭႻዓʴưƋǔ
ئӳưŴཎኖዅ˄ƕૅǘǕǔЭƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƴƸŴ
˟ᅈƸŴசƷཎኖዅ˄ǛŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇ
ƢŵƨƩƠŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔئӳǛᨊƖ
ǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ƷӖӕʴƷئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛཎኖ
ዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯཎ
ኖዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖ
ᎍƷૠƷفьƕŴ
ƜƷཎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ
˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖơŴཎኖዅ˄Ǜμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜ
ƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸᇹᲭǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭Ƣǔ
ƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Ჰ ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭ
ƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƯŴᇹᲫƴܭǊǔཎኖዅ˄Ʒૅ
ʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍ
ƨƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄ
Ơƨርϋưཎኖዅ˄ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴʙܱƷɟᢿƕԓჷ
ƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩƴჷ
ǔƜƱƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
 ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖ
ƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜ
ƱƕƳƍئӳƴƸŴཎኖዅ˄ǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴƦƷ၌၏ƴ
ǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾƠƯ
ƍƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
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ƴڼƠƨλᨈƴƭƍƯƸŴૼƨƳλᨈƱǈƳƠǇƢŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨƴီƳǔ၌၏
Ǜ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴီƳǔ၌၏Ǜ́ႆƠƨئӳ
ƴƸŴƦƷλᨈڼƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨ၌၏ƴǑǓዒዓƠƯλᨈƠ
ƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛƠƨئӳŴ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛ
ᚰƢǔƕƋǓŴƔƭŴЭλᨈƷᡚᨈଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲱଐˌ
ϋƴ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈƠƨƱƖƴƸŴዒዓƠƨᲫׅƷλᨈƱǈƳƠ
ƯЭவᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕᝧ˓ڼЭƴႆ၏Ơƨ၌၏ǇƨƸႆဃƠƨɧॾƷʙ
ƴǑǔͻܹǋƠƘƸɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǛҾ׆ƱƠƯλ
ᨈƠƨئӳưǋŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰Ǜኺ
ᢅƠƨࢸƴλᨈǛڼƠƨƱƖƸŴƦƷλᨈƸᝧ˓ڼˌࢸƷҾ׆
ƴǑǔǋƷƱǈƳƠƯŴЭவᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჰ ᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛƠŴƦƷλ
ᨈɶƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕႆဃƠƨƱƖƸŴƦƷʙဌƕဃ
ơƨǛԃǜưዒዓƠƯƍǔλᨈƸŴƜƷཎኖƷஊјɶƷλᨈƱǈƳ
ƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
 ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƨƜƱƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒
ƠƨƱƖ
ᇹᲱவᲶ၌၏λᨈዅ˄ƷૅᨂࡇᲸ
  ၌၏λᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᲫׅƷλᨈƴƭƍƯƷૅଐૠᲢ၌၏λᨈዅ˄ǛૅƏଐૠŵ
ˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƸŴᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇ƓǑƼૅ
ᨂࡇଐૠƷਦܭᲸᇹᲬƴƓƍƯਦܭƞǕƨૅᨂࡇଐૠǛǋƬƯ
ᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ᡫምૅᨂࡇƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴૅଐૠǛᡫምƠ
ƯଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶ၌၏λᨈИዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
  ၌၏λᨈИዅ˄ƷૅƸŴᲫׅƷλᨈƴƭƖᲫׅǛᨂࡇƱƠǇ
Ƣŵ
ᇹᲳவᲶ၌၏ᘐዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕǛӷơƘƠƯᘐǛᲬᆔˌɥӖƚƨئӳƴƸŴᇹ
ᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴКᘙ
ƴܭǊǔዅ˄̿ྙƷஇǋ᭗ƍƍƣǕƔᲫᆔƷᘐƴƭƍƯƷǈ
၌၏ᘐዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
Წ ᇹᲰவᲶ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸᇹᲯƷᙹܭƸŴ၌
၏ᘐዅ˄ƷૅƷئӳƴแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶ၌၏ᡫᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ၌၏ᡫᨈዅ
˄ƸᙐƠƯૅƍǇƤǜŵ
 ӷɟƷଐƴᲬˌׅɥᡫᨈǛƠƨƱƖ
 ᲬˌɥƷʙဌƷၲǛႸႎƱƠƨᲫׅƷᡫᨈǛƠƨƱƖ
Წ ᘮ̬ᨖᎍƕᲬˌׅɥλᨈƠƨئӳưŴᇹᲰவᲶ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅ
ƴ᧙ƢǔᙀЩᲸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓᲫׅƷλᨈƱǈƳƞǕǔƱƖƴ
ƸŴ
ƦƷλᨈƷᡚᨈࢸƷᡫᨈƴƭƍƯƸŴ
ƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
 இኳƷλᨈᲢ၌၏λᨈዅ˄ƷૅଐૠƕᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇
ƓǑƼૅᨂࡇଐૠƷਦܭᲸᇹᲬƴƓƍƯਦܭƞǕƨᲫׅƷλᨈ
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ᇹவᲶཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄Ʒᛪ൭Ŵ
ૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴ
ƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶҾཎኖǁƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
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ƴƭƍƯƷૅᨂࡇଐૠǛƜƑǔئӳƴƸŴƦƷૅᨂࡇଐૠǛƜ
ƑǔଐǛԃǜƩλᨈǛƍƍǇƢŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƷᡚ
ᨈଐƷ፻ଐǛᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲮӭƴܭǊǔᡫ
ᨈ᧓ƷឪምଐƱƠǇƢŵ
 இИƷλᨈƷᡚᨈଐࢸŴஇኳƷλᨈƷλᨈڼଐЭƴƓƚǔᡫᨈ
ƴƭƍƯƸŴᡫᨈ᧓ɶƷᡫᨈƱǈƳƠǇƢŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛڼƠƨ
ƴီƳǔ၌၏Ǜ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴီƳǔ၌၏Ǜ
́ႆƠƨئӳưŴ
ƦǕƧǕƷ၌၏ƴƭƍƯλᨈƷ࣏ᙲƕƋǔƱƖƴƸŴ
ƦƷ́ႆƠƨ၌၏ƷၲǛႸႎƱƢǔᡫᨈǛᇹᲯவᲶཎኖዅ˄Ʒૅ
ᲸᇹᲫᇹᲮӭƷ၌၏ᡫᨈዅ˄ƷૅʙဌƷĭ ᴉ ƴܭǊǔᡫᨈƴ
ԃǊǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐƴ၌၏ᡫᨈዅ˄Ʒૅ
ʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹ
ᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ၌၏ᡫᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕဃơƨǛԃǜưዒዓƠ
Ưƍǔᡫᨈ᧓ɶƴᡫᨈƠƨƱƖƸŴƦƷᡫᨈǛŴƜƷཎኖƷஊјɶ
ƷᡫᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
 ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƨƜƱƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒
ƠƨƱƖ
Ჰ ၌၏ᡫᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᲫׅƷλᨈƷᡚᨈࢸƷᡫᨈƴƭƍƯƷૅଐૠᲢ၌၏ᡫᨈዅ˄
ǛૅƏଐૠŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƸŴଐǛǋƬƯᨂࡇ
ƱƠǇƢŵ
 ᡫምૅᨂࡇƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴૅଐૠǛᡫምƠ
ƯଐƱƠǇƢŵ

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
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ᇹவᲶɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƓǑƼ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢ
ǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳƷӕৢᲸ
Ძ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƱƷӳᚘ᫇ƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
Წ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖƷ
ᚐኖƕƋǔƱƖƸƦƷ᫇ǛɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑƯӕ
ǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ɼኖഘƷ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖ
Ʒᚐኖ᫇ƸɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑǇƤǜŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
Ʒԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍ
ئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯཎኖዅ˄᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇ
ƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷཎኖዅ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦ
Ǉǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇ƕᘍǘǕƨئӳưŴ၌၏λᨈ
ዅ˄ଐ᫇Ŵ၌၏λᨈИዅ˄᫇Ŵؕแ၌၏ᘐዅ˄᫇ƓǑƼ၌
၏ᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨƱƖ
ƴƸŴ၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇Ŵ၌၏λᨈИዅ˄᫇Ŵؕแ၌၏ᘐዅ
˄᫇ƓǑƼ၌၏ᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƷμᢿǇƨƸɟᢿǛ˟ᅈƷܭǊǔᨂ
ࡇǇưถ᫇ƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴᇹᲫƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ
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˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓཎኖዅ˄᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐኖ
ƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶཎኖƷᲸ
  ƜƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئ
ӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ɼڎኖƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠɼڎኖƕૼƞǕƨئӳ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷ
ଐƷЭƴƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ
ᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜ
ƷཎኖᲢƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍ
ǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼ
ƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ
࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ʕƷଐǛƜƑǔƱƖ
 ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕബưܭǊƯƋǔƱƖ
 ૼЭƷƜƷཎኖƴŴᇹவᲶཎКவˑཎЩᲸƷᙹܭƴǑǔཎК
வˑཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔƱƖŵƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕ
ƷଐƷЭଐǇưƴཎКவˑཎЩƴܭǊǔɧਃ̬᧓ƕʕƠƯƍǔ
ئӳǛᨊƖǇƢŵ
 ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍ
ƱƖ
Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩƠŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
ƴƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛჺƠƯƜƷཎኖǛ
ૼƠǇƢŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
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ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
 ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
 ɼڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭ƞǕƨƱƖ
Წ ЭᇹᲫӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴɼڎኖƷര
ʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛᨊƖŴ˟
ᅈƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅ
ƍǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƕരʧ̬ᨖƷૅƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƠŴ̬
ᨖ૰ᆢᇌƕૅǘǕǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴƜƷཎኖ
ƷᚐኖǛɼڎኖƷᚐኖƴьƑƯŴɼڎኖƷฎ̬ᨖƷ̬
ᨖ᫇ǛᚘምƠǇƢŵ

疾病特約

᧓Ǜ٭ƠƯૼƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴૼଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑ
ƬƯᚘምƠǇƢŵ
Ჰ ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉ
ƱƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷئӳƴ
ƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷ
ڂјŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳŴƳǒƼƴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣ
ਰஆ˄ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჱ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ
̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸŴᇹᲰவᲶ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙
ƢǔᙀЩᲸŴᇹᲱவᲶ၌၏λᨈዅ˄ƷૅᨂࡇᲸŴᇹᲲவᲶ၌၏λ
ᨈИዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸŴᇹᲳவᲶ၌၏ᘐዅ˄Ʒૅ
ƴ᧙ƢǔᙀЩᲸŴᇹவᲶ၌၏ᡫᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸŴᇹ
வᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸŴᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯Ѧ
ᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƓǑƼᇹவᲶܹཎኖƱƋǘƤƯɼڎኖƴ˄ьƠ
ƯƍǔئӳƷཎЩᲸƷᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬
ᨖ᧓ƱૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓ
ৢƍǇƢŵ
Ჳ ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘ
ဇƞǕǇƢŵ
 ૼࢸƷཎኖዅ˄᫇ƸŴૼЭƷཎኖዅ˄᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖƕૼƞǕƨئӳƸŴᇹவᲶཎኖƷᲸǛžƜƷཎ
ኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴૼᲢૼƕᲬˌׅɥᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷૼᲣࢸƷኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖ
ƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴ
ǑǓᚘምƠǇƢŵſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤ
ƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲯӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƣŴƔƭŴᇹᲬᇹ
ᲫӭƔǒᇹᲮӭƷƍƣǕƷᙹܭƴǋᛆ࢘ƠƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔ
ǒཎƴဎЈƕƳƍᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖ
ƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲲƷᙹܭǛแ
ဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊ
ƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶڎኖϋܾƷႇᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟ
ᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇ
Ƣŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰
ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇƢŵᲣ
 λᨈዅ˄Ʒᆔ
 λᨈዅ˄Ʒଐ᫇
 ڎኖଐᲢƜƷཎኖƷࣄŴࣄǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨ
ئӳƸŴஇࢸƷࣄଐŴࣄଐǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьଐƱƠǇƢŵ
ˌɦŴᇹᲬƴƓƍƯӷơŵᲣ
 ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕ
ബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢ
ǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟Ტˌ
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ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤ
ƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎКவˑཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƷᨥƴŴᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ
˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔแƴᢘӳƠƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴཎܭ၌၏ȷᢿ
ˮɧਃ̬ඥƴǑǔཎКவˑཎЩǛŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 КᘙƴܭǊǔཎܭ၌၏ᲢƜǕƱҔܖɥᙲƳ᧙̞ƕƋǔ၌၏Ǜ
ԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǇƨƸКᘙƴܭǊǔཎܭᢿˮƷƏƪŴ˟
ᅈƕਦܭƠƨཎܭ၌၏ǇƨƸཎܭᢿˮƴဃơƨ၌၏ǛႺƷҾ׆Ʊ
ƠŴƦƷၲǛႸႎƱƠƯ˟ᅈƷܭǊǔɧਃ̬᧓ɶƴཎኖዅ˄
ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷ

― 153 ―

疾病特約

ɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇ
ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬ᨖڎኖᲢλᨈዅ˄
ƷƋǔཎኖǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴ
ࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇ
ƢŵᲣǛӖƚƨƱƖǇƨƸૼଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئ
ӳƴ̬ᨖڎኖƕૼƞǕǔƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓ
ႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئ
ӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬
ᨖڎኖƷဎᡂƕƋƬƨئӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛλᨈዅ˄
ƷƋǔ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇Ǉƨ
ƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷ
ЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف
᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴλᨈ
ዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱƠǇƢŵˌɦஜƴ
ƓƍƯӷơŵᲣƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئ
ӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓
ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓Უˌϋƴλᨈዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴ
ң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ˟ƠŴƦ
ƷኽௐǛλᨈዅ˄ƷૅƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠ
ǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙ
ૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴ
πƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴ
ႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ
˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱ
ႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴλᨈዅ˄Ŵ̬ᨖڎኖ
ƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧ
ǕŴᘮσฎᎍŴλᨈσฎŴσฎڎኖƱᛠǈஆƑǇƢŵ

ᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴཎኖዅ˄ǛૅƍǇƤǜŵƨƩƠŴ
ɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƳǒƼƴКᘙƴܭǊǔज़
௨ၐƴǑƬƯཎኖዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴƜƷᨂǓưƸ
ƋǓǇƤǜŵǇƨŴᘮ̬ᨖᎍƕɧਃ̬᧓ƷʕƷଐǛԃǜưዒዓ
ƠƯλᨈƠƯƍǔئӳƴƸŴƦƷλᨈƴƭƍƯƸŴɧਃ̬᧓Ʒ
ʕƷଐƷ፻ଐǛŴλᨈǛڼƠƨଐƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ஜཎЩƸŴɧਃ̬᧓ƷʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍǇƢŵ
 ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

疾病特約

ᇹவᲶჺλᨈᡙьཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲫӭƷ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅ
ʙဌƷįɶŴžλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈſƱƋǔƷǛ
žᲫଐˌɥƷλᨈſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲫӭƷ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅ
᫇ɶŴžλᨈଐૠᲧλᨈڼଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯƷᲮଐſƱƋ
ǔƷǛžλᨈଐૠſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲬӭƷ၌၏λᨈИዅ˄
ƷૅʙဌǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈ
ǛƠƨƱƖ
Ĭ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈ
ĭɥᚡĬƷλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲮӭƷ၌၏ᡫᨈዅ˄Ʒૅ
ʙဌƷĬǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
ĬƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ᴉ ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈ
ᴊ ɥᚡ ᴉ ƷλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈ
 ᇹᲱவᲶ၌၏λᨈዅ˄ƷૅᨂࡇᲸᇹᲫӭɶŴžૅᨂࡇଐૠ
ǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵſƱƋǔƷǛžૅᨂࡇଐૠƴᲮଐǛьም
ƠƯࢽƨଐૠǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
ᇹவᲶ၌၏ᘐዅ˄ɧਃ̬ཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 ᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇ƓǑƼૅᨂࡇଐૠƷਦܭᲸᇹᲫƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴؕแ၌၏ᘐዅ˄᫇ƷਦܭƸᙲƠǇƤǜŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸƴܭǊǔ၌၏ᘐዅ˄ƸƋǓǇƤ
ǜŵ
 ᇹவᲶཎኖƷෞ๒ᲸᇹᲫƴܭǊǔǄƔŴ၌၏λᨈዅ˄ƕᇹ
ᲱவᲶ၌၏λᨈዅ˄ƷૅᨂࡇᲸᇹᲬӭƴܭǊǔᡫምૅᨂࡇƴ
ᢋƠƨƱƖƴŴƜƷཎኖƸӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
 ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ
ᇹவᲶ၌၏ᡫᨈዅ˄ɧਃ̬ཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
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Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 ᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇ƓǑƼૅᨂࡇଐૠƷਦܭᲸᇹᲫƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ၌၏ᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƷਦܭƸᙲƠǇƤǜŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸƴܭǊǔ၌၏ᡫᨈዅ˄ƸƋǓǇƤ
ǜŵ
 ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

ᇹவᲶܹཎኖƱƋǘƤƯɼڎኖƴ˄ьƠƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖǛܹཎኖƱƋǘƤƯɼڎኖƴ˄ьƠƯƍǔئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ၌၏λᨈዅ˄ƷૅʙဌƱܹཎኖƷܹλᨈዅ˄ᲢˌɦŴ
ஜவƴƓƍƯžܹλᨈዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅʙဌƕᙐ
ƠƯဃơƨئӳƴƸŴ
ܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ᧓ƴƭƍƯƸŴ
ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ၌၏λᨈ
ዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
 ܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈɶƴ၌၏ƷၲǛڼƠƨئӳ
ưŴܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ᧓ƕኳʕƠƨƱƖƴƸŴ၌၏λ
ᨈዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴ
ƔƔǘǒƣŴܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ᧓ƕኳʕƠƨଐƷ፻ଐ
ƔǒƦƷଐǛԃǊƨλᨈଐૠƴŴ၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇ǛʈơƯࢽƨ
᫇ƱƠǇƢŵ
 ЭӭƷئӳŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘ
ǒƣŴ၌၏λᨈИዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕǛӷơƘƠƯᘐǛᲬᆔˌɥӖƚƨئӳưŴ
ܹཎኖƷܹᘐዅ˄ƕૅǘǕǔƱƖƴƸŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄
ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ၌၏ᘐዅ˄ƸૅƍǇ
Ƥǜŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔଐƴ၌၏ᡫᨈዅ˄Ʒૅ
ʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ
ᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ၌၏ᡫᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
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疾病特約

ᇹவᲶ˯ᚐኖཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕƭƗƷƍƣǕƔƷ
૾ඥǛ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ь
ƠƯዸኽƠǇƢŵƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕ࠰ưܭǊƯƋǔ
ئӳƴƸŴᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥƸӕǓৢ
ƍǇƤǜŵ
 ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥ
 ᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥ
Წ ЭᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˯ᚐኖлӳᲢᲫǑǓǋݱƞƍлӳƱƠǇƢŵᲣ
ǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
 ƜƷཎኖƷᚐኖƸŴᇹவᲶཎኖƷᲸƷᙹܭƴƔƔ
ǘǒƣŴᇹவᲶཎኖƷᲸƷᙹܭƴǑǓᚘምƠƨᚐኖ
ƴŴ
ЭӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳǛʈơƯᚘምƠǇƢŵ
 ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳƸŴ٭ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƤǜŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƴܭǊǔᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴᇹவᲶཎኖƷᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷ
ཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
Ხ ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

疾病特約

Ĭܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
ĭܹཎኖƷܹᡫᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
 ܹཎኖƴჺλᨈᡙьཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳưŴƜƷཎኖ
ƴჺλᨈᡙьཎЩƕ˄ьƞǕƯƍƳƍƱƖƴƸŴᇹᲬӭǛŴƭƗ
ƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
 ܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈɶƴ၌၏ƷၲǛڼƠƨ
ئӳưŴܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ᧓ƕኳʕƠƨƱƖƴƸŴ
၌၏λᨈዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫ
ƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
Ĭܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈǛڼƠƨଐƔǒƦƷଐǛ
ԃǊƯᲮଐˌɥኺᢅƠƨଐƴܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ
᧓ƕኳʕƠƨƱƖ
ܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ᧓ƕኳʕƠƨଐƷ፻ଐƔǒƦ
ƷଐǛԃǊƨλᨈଐૠƴŴ၌၏λᨈዅ˄ଐ᫇ǛʈơƯࢽƨ
᫇
ĭܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈǛڼƠƨଐƔǒƦƷଐǛ
ԃǊƯᲮଐˌϋƴܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ᧓ƕኳʕƠ
ƨƱƖ
ܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈǛڼƠƨଐƔǒƦƷଐǛ
ԃǊƯᲮଐኺᢅƠƨଐˌᨀƦƷଐǛԃǊƨλᨈଐૠƴŴ၌၏
λᨈዅ˄ଐ᫇ǛʈơƯࢽƨ᫇
ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶƦƷ˂Ჸ
  ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
 ၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
žၲǛႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ̊ƑƹŴ
፦ܾɥƷϼፗŴദࠝЎۖŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧکᘐŴ
ၲϼፗǛˤǘƳƍʴ᧓ȉȃǯ౨௹ƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐ
žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐſƴƸŴ፦ܾૢ࢟ɥƷᘐŴ၌၏Ǜ
ႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧکᘐŴᚮૺȷ౨௹Ტဃ౨ȷᐃᏸᦟ౨௹ƳƲᲣ
ƷƨǊƷᘐƳƲƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈſƴƸŴၲϼፗǛˤǘƳƍᕤдȷ
ၲ૰ƷទλŴӖӕƷǈƷᡫᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 ᕤཋ̔܍
žᕤཋ̔܍ſƱƸŴଯԧ࠰உଐᘍሥྸ࠻ԓᅆᇹӭƴܭǊ
ǒǕƨЎႸɶƷЎဪӭƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷƱƠŴ
ᕤཋƴƸŴȢȫȒȍŴǢȘȳŴǳǫǤȳŴٻŴችᅕХນᕤȷ࠶ᙾ
ᕤሁǛԃǈǇƢŵ
 ҔܖɥᙲƳ᧙̞
žҔܖɥᙲƳ᧙̞ſƱƸŴƨƱƑƹŴ᭗ᘉןၐƱƦǕƴឪ׆Ƣǔ
࣎ᐥ၌धƋǔƍƸᏴᐥ၌धƷ᧙̞ǛƍƍǇƢŵ
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ܹཎኖ
Ტ࠰ᲳஉଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴɼڎኖƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƕɧॾƷʙ
ƴǑǔͻܹƴǑǓܭƷλᨈŴ
ᘐŴ
ᡫᨈǛƠƨئӳƴܹλᨈዅ˄Ŵ
ܹλᨈИዅ˄Ŵܹᘐዅ˄Ŵܹᡫᨈዅ˄ǛૅƏƜƱǛ
ɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰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
ᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ
᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷ
ӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷئӳƸૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ЭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼ
ڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖሁƷ
ૅƓǑƼૅئƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇ƓǑƼૅᨂࡇଐૠƷਦܭᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴܹλᨈዅ˄ଐ᫇Ŵܹλ
ᨈИዅ˄᫇Ŵؕแܹᘐዅ˄᫇Ŵܹᡫᨈዅ˄ଐ᫇ᲢˌɦŴ
ዮᆅƠƯžཎኖዅ˄᫇ſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦ
ܭƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴӷɟƷɧॾƷʙƴǑǔλᨈ
ƴƭƍƯƷૅᨂࡇƷଐૠᲢˌɦŴžૅᨂࡇଐૠſƱƍƍǇƢŵᲣ
ǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭƴƓƍƯਦܭƞǕƨૅᨂࡇଐૠƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤ
ǜŵ
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ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ

災害特約

ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ
Ძ ܹλᨈዅ˄ŴܹλᨈИዅ˄Ŵܹᘐዅ˄Ŵܹᡫᨈ
ዅ˄ᲢˌɦŴዮᆅƠƯžཎኖዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ܹλᨈዅ˄
ཎ ኖ ዅ ˄  Ǜ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯ
ૅƏئӳᲢˌ ǛƨƢλᨈǛƠƨƱƖ
ɦ Ŵ ž ૅ  ʙ Ĭᝧ˓ڼᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸࣄƕᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷࣄǇƨƸࣄƷᨥƷᝧ˓ڼ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ
ŵˌɦӷơŵᲣˌࢸƴႆဃƠƨɼኖഘƴܭǊǔ
ɧॾƷʙᲢˌɦŴžɧॾƷʙſƱƍƍǇƢŵᲣ
ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈ
ĭɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
ĮɥᚡĬƷɧॾƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
ଐˌϋƴڼƠƨλᨈ
įКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙ
ƴܭǊǔλᨈ
İλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈ
ૅ᫇

ӷɟƷɧॾƷʙƴǑǔλᨈᲫׅƴƭƖŴ
žܹλ
ᨈዅ˄ଐ᫇
Ტλᨈɶƴܹλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇
ƕƋƬƨئӳƴƸŴ
ӲଐྵנƷܹλᨈዅ˄ଐ᫇
ƱƠǇƢŵᲣſgžλᨈଐૠᲧλᨈڼଐƔǒƦƷ
ଐǛԃǊƯƷᲮଐſ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

ૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƯǋཎኖዅ
˄Ǜૅǘ
ƳƍئӳᲢˌ
ɦŴžβᝧʙ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅ
ڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ĲҾ׆ƷƍƔǜǛբǘƣŴ
᪹ᢿၐͅ፭
ᲢƍǘǏǔ
žǉ
ƪƏƪၐſᲣǇƨƸၘư˂ᙾၐཞƷƳƍǋƷ
ĳעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


 ܹλᨈИዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴܹλᨈዅ˄
ƕૅǘǕǔλᨈǛƠƨƱƖ
ૅ᫇

ܹλᨈИዅ˄᫇

Ӗӕʴ
ᘮ̬ᨖᎍ

 ܹᘐዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯ
ǛƨƢᘐǛӖƚƨƱƖ
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Ĭᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷ
Ҿ׆ƱƢǔᘐ
ĭɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔ
ᘐ
ĮɥᚡĬƷɧॾƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
ଐˌϋƴӖƚƨᘐ
įКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔᘐ
İКᘙƴܭǊǔƍƣǕƔƷᘐ
ؕแܹᘐዅ˄᫇gКᘙƴܭǊǔዅ˄̿
ྙ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅ
ڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ĲעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĳʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


 ܹᡫᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯ
ƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ĭƭƗƷƢǂƯǛƨƢᡫᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ᴉ ɥᚡĬƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨɧॾƷʙ
ƴǑǔͻܹƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
ᴊ ɥᚡĬƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐˌࢸଐˌϋƷ
᧓ᲢˌɦŴžᡫᨈ᧓ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᘍǘ
Ǖƨᡫᨈ
ᴋ КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲᲢƨƩƠŴ
धᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍᚮၲǛԃǈǇ
ƢŵᲣǁƷᡫᨈ
ᴌ КᘙƴܭǊǔᡫᨈ
ૅ᫇

ᡫᨈᲫଐƋƨǓŴܹᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ტᡫᨈ᧓ɶ
ƴܹᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴ
Ӳ
ଐྵנƷܹᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵᲣ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ࢘
ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳᢅ
ڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
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ૅ᫇
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įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ĲҾ׆ƷƍƔǜǛբǘƣŴ
᪹ᢿၐͅ፭
ᲢƍǘǏǔ
žǉ
ƪƏƪၐſᲣǇƨƸၘư˂ᙾၐཞƷƳƍǋƷ
ĳעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ
Წ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᘮ̬ᨖᎍƷരʧƷඥܭႻዓʴưƋǔ
ئӳưŴཎኖዅ˄ƕૅǘǕǔЭƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƴƸŴ
˟ᅈƸŴசƷཎኖዅ˄ǛŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇ
ƢŵƨƩƠŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔئӳǛᨊƖ
ǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ƷӖӕʴƷئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛཎኖ
ዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯཎ
ኖዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖ
ᎍƷૠƷفьƕŴ
ƜƷཎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ
˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖơŴཎኖዅ˄Ǜμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜ
ƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸᇹᲭǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭Ƣǔ
ƜƱƸưƖǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶܹλᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕܹλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛᲬˌׅɥƠŴ
ƔƭŴƦǕƧǕƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨɧॾƷʙƕӷɟưƋǔ
ƱƖƸŴᲫׅƷλᨈƱǈƳƠƯЭவᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵƨƩ
ƠŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƴڼƠƨλᨈƴᨂǓ
ǇƢŵ
Წ ᘮ̬ᨖᎍƕᲬˌɥƷɧॾƷʙƴǑǓλᨈƠƨئӳƸŴλᨈڼƷ
ႺƷҾ׆ƱƳƬƨɧॾƷʙᲢˌɦŴžɼƨǔɧॾƷʙſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƴݣƢǔܹλᨈዅ˄ǛૅƍŴɼƨǔɧॾƷʙˌٳƷ
ɧॾƷʙᲢˌɦŴžီƳǔɧॾƷʙſƱƍƍǇƢŵᲣƴݣƢǔ
ܹλᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵƨƩƠŴƦƷλᨈɶƴɼƨǔɧॾƷʙ
ƴǑǓܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ᧓ƕኳʕƠƨƱƖƸŴီƳǔ
ɧॾƷʙƴݣƢǔܹλᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵƜƷئӳŴီƳǔ
ɧॾƷʙƴݣƢǔܹλᨈዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴЭவᇹᲫƷᙹܭƴ
ƔƔǘǒƣŴɼƨǔɧॾƷʙƴǑǓܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ
᧓ƕኳʕƠƨଐƷ፻ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƨλᨈଐૠƴܹλᨈዅ˄
ଐ᫇ǛʈơƯࢽƨ᫇ƱƠǇƢŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƕ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛƠƨئӳŴ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛ
ᚰƢǔƕƋǓŴƔƭŴЭλᨈƷᡚᨈଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲱଐˌ
ϋƴ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈƠƨƱƖƴƸŴዒዓƠƨᲫׅƷλᨈƱǈƳƠ
ƯЭவᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕܹλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛƠŴƦƷλ
ᨈɶƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕႆဃƠƨƱƖƸŴƦƷʙဌƕဃ
ơƨǛԃǜưዒዓƠƯƍǔλᨈƸŴƜƷཎኖƷஊјɶƷλᨈƱǈƳ
ƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
 ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƨƜƱƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒
ƠƨƱƖ
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ᇹᲱவᲶܹλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇᲸ
  ܹλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ӷɟƷɧॾƷʙƴǑǔλᨈƴƭƍƯƷૅଐૠᲢܹλᨈዅ˄
ǛૅƏଐૠŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƸŴᇹᲮவᲶཎኖዅ
˄᫇ƓǑƼૅᨂࡇଐૠƷਦܭᲸᇹᲬƴƓƍƯਦܭƞǕƨૅ
ᨂࡇଐૠǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ᡫምૅᨂࡇƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴૅଐૠǛᡫምƠ
ƯଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶܹλᨈИዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
Ძ ܹλᨈИዅ˄ƷૅƸŴӷɟƷɧॾƷʙƴǑǔλᨈƴƭƖ
ᲫׅǛᨂࡇƱƠǇƢŵ
Წ ᇹᲰவᲶܹλᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸᇹᲬƷئӳŴီƳ
ǔɧॾƷʙƴݣƢǔܹλᨈИዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ

ᇹவᲶܹᡫᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴܹᡫᨈዅ
˄ƸᙐƠƯૅƍǇƤǜŵ
 ӷɟƷଐƴᲬˌׅɥᡫᨈǛƠƨƱƖ
 ᲬˌɥƷʙဌƷၲǛႸႎƱƠƨᲫׅƷᡫᨈǛƠƨƱƖ
Წ ᘮ̬ᨖᎍƕᲬˌׅɥλᨈƠƨئӳưŴᇹᲰவᲶܹλᨈዅ˄Ʒૅ
ƴ᧙ƢǔᙀЩᲸᇹᲫƷᙹܭƴǑǓᲫׅƷλᨈƱǈƳƞǕǔƱƖƴ
ƸŴ
ƦƷλᨈƷᡚᨈࢸƷᡫᨈƴƭƍƯƸŴ
ƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
 இኳƷλᨈᲢܹλᨈዅ˄ƷૅଐૠƕᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇
ƓǑƼૅᨂࡇଐૠƷਦܭᲸᇹᲬƴƓƍƯਦܭƞǕƨӷɟƷɧॾ
ƷʙƴǑǔλᨈƴƭƍƯƷૅᨂࡇଐૠǛƜƑǔئӳƴƸŴƦƷ
ૅᨂࡇଐૠǛƜƑǔଐǛԃǜƩλᨈǛƍƍǇƢŵˌɦŴஜƴƓ
ƍƯӷơŵᲣƷᡚᨈଐƷ፻ଐǛᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫ
ᇹᲮӭƴܭǊǔᡫᨈ᧓ƷឪምଐƱƠǇƢŵ
 இИƷλᨈƷᡚᨈଐࢸŴஇኳƷλᨈƷλᨈڼଐЭƴƓƚǔᡫᨈ
ƴƭƍƯƸŴᡫᨈ᧓ɶƷᡫᨈƱǈƳƠǇƢŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƕɼƨǔɧॾƷʙƴǑǔλᨈǛڼƠƨƴီƳǔɧॾ
ƷʙƴǑǔͻܹǛ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴီƳǔɧ
ॾƷʙƴǑǔͻܹǛ́ႆƠƨئӳưŴƦǕƧǕƷͻܹƴƭƍƯλᨈ
Ʒ࣏ᙲƕƋǔƱƖƴƸŴ
ƦƷ́ႆƠƨͻܹƷၲǛႸႎƱƢǔᡫᨈǛŴ
ɼƨǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛႸႎƱƢǔᡫᨈƱǈƳƠƯӕǓ
ৢƍǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐƴܹᡫᨈዅ˄Ʒૅ
ʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹ
ᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴܹᡫᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕဃơƨǛԃǜưዒዓƠ
Ưƍǔᡫᨈ᧓ɶƴᡫᨈƠƨƱƖƸŴƦƷᡫᨈǛŴƜƷཎኖƷஊјɶ
ƷᡫᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
 ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƨƜƱƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒
ƠƨƱƖ
Ჰ ܹᡫᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
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災害特約

ᇹᲳவᲶܹᘐዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
  ᘮ̬ᨖᎍƕǛӷơƘƠƯᘐǛᲬᆔˌɥӖƚƨئӳƴƸŴᇹ
ᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴКᘙ
ƴܭǊǔዅ˄̿ྙƷஇǋ᭗ƍƍƣǕƔᲫᆔƷᘐƴƭƍƯƷǈ
ܹᘐዅ˄ǛૅƍǇƢŵ

 ӷɟƷɧॾƷʙƴǑǔλᨈƷᡚᨈࢸƷᡫᨈƴƭƍƯƷૅଐૠ
Ტܹᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƸŴ
ଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ᡫምૅᨂࡇƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴૅଐૠǛᡫምƠ
ƯଐƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄Ʒᛪ൭Ŵ
ૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
災害特約

ᇹவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴ
ƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶҾཎኖǁƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ
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
ᇹவᲶɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƓǑƼ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢ
ǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳƷӕৢᲸ
Ძ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƱƷӳᚘ᫇ƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
Წ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖƷ
ᚐኖƕƋǔƱƖƸƦƷ᫇ǛɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑƯӕ
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ǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ɼኖഘƷ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖ
Ʒᚐኖ᫇ƸɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑǇƤǜŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
Ʒԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍ
ئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯཎኖዅ˄᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇ
ƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷཎኖዅ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦ
Ǉǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇ƕᘍǘǕƨئӳưŴܹλᨈ
ዅ˄ଐ᫇ŴܹλᨈИዅ˄᫇Ŵؕแܹᘐዅ˄᫇ƓǑƼ
ܹᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨƱƖ
ƴƸŴܹλᨈዅ˄ଐ᫇ŴܹλᨈИዅ˄᫇Ŵؕแܹᘐዅ
˄᫇ƓǑƼܹᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƷμᢿǇƨƸɟᢿǛ˟ᅈƷܭǊǔᨂ
ࡇǇưถ᫇ƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴᇹᲫƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ
˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓཎኖዅ˄᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐኖ
ƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
 ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
 ɼڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭ƞǕƨƱƖ
Წ ЭᇹᲫӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴɼڎኖƷര
ʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛᨊƖŴ˟
ᅈƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅ
ƍǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƕരʧ̬ᨖƷૅƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƠŴ̬
ᨖ૰ᆢᇌƕૅǘǕǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴƜƷཎኖ
ƷᚐኖǛɼڎኖƷᚐኖƴьƑƯŴɼڎኖƷฎ̬ᨖƷ̬
ᨖ᫇ǛᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕӷɟƷئӳŴƜ
ƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸƋǓǇƤǜŵ
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災害特約

ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕီƳǔئӳŴƜ
ƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴ
ኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴ
ᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ

災害特約

ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ɼڎኖƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠɼڎኖƕૼƞǕƨئӳ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷ
ଐƷЭƴƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ
ᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜ
ƷཎኖᲢƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍ
ǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼ
ƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ
࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ʕƷଐǛƜƑǔƱƖ
 ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕബưܭǊƯƋǔƱƖ
 ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍ
ƱƖ
Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩƠŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
ƴƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛჺƠƯƜƷཎኖǛ
ૼƠǇƢŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓Ǜ٭ƠƯૼƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉ
ƱƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷئӳƴ
ƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷ
ڂјŴ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳŴƳǒƼƴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣ
ਰஆ˄ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ
̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸŴᇹᲰவᲶܹλᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙
ƢǔᙀЩᲸŴᇹᲱவᲶܹλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇᲸŴᇹᲲவᲶܹλ
ᨈИዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸŴᇹவᲶܹᡫᨈዅ˄Ʒૅ
ƴ᧙ƢǔᙀЩᲸŴᇹவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸŴᇹவᲶԓჷ
፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƓǑƼᇹவᲶ၌၏ཎኖƱƋǘ
ƤƯɼڎኖƴ˄ьƠƯƍǔئӳƷཎЩᲸƷᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴ
ૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞ
ǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჲ ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘ
ဇƞǕǇƢŵ
Ჳ ૼࢸƷཎኖዅ˄᫇ƸŴૼЭƷཎኖዅ˄᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤ
ƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲮӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƣŴƔƭŴᇹᲬᇹ
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ᲫӭƔǒᇹᲭӭƷƍƣǕƷᙹܭƴǋᛆ࢘ƠƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔ
ǒཎƴဎЈƕƳƍᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖ
ƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲱƷᙹܭǛแ
ဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊ
ƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
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災害特約

ᇹவᲶڎኖϋܾƷႇᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟ
ᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇ
Ƣŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰
ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇƢŵᲣ
 λᨈዅ˄Ʒᆔ
 λᨈዅ˄Ʒଐ᫇
 ڎኖଐᲢƜƷཎኖƷࣄŴࣄǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨ
ئӳƸŴஇࢸƷࣄଐŴࣄଐǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьଐƱƠǇƢŵ
ˌɦŴᇹᲬƴƓƍƯӷơŵᲣ
 ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕ
ബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢ
ǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟Ტˌ
ɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇ
ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬ᨖڎኖᲢλᨈዅ˄
ƷƋǔཎኖǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴ
ࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇ
ƢŵᲣǛӖƚƨƱƖǇƨƸૼଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئ
ӳƴ̬ᨖڎኖƕૼƞǕǔƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓ
ႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئ
ӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬
ᨖڎኖƷဎᡂƕƋƬƨئӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛλᨈዅ˄
ƷƋǔ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇Ǉƨ
ƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷ
ЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف
᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴλᨈ
ዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱƠǇƢŵˌɦஜƴ
ƓƍƯӷơŵᲣƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئ
ӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓
ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓Უˌϋƴλᨈዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴ
ң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ˟ƠŴƦ
ƷኽௐǛλᨈዅ˄ƷૅƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠ
ǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙ
ૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴ
πƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴ
ႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ
˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱ
ႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴλᨈዅ˄Ŵ̬ᨖڎኖ

ƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧ
ǕŴᘮσฎᎍŴλᨈσฎŴσฎڎኖƱᛠǈஆƑǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤ
ƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

災害特約

ᇹவᲶჺλᨈᡙьཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲫӭƷܹλᨈዅ˄Ʒૅ
ʙဌƷİɶŴžλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈſƱƋǔƷǛ
žᲫଐˌɥƷλᨈſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲫӭƷܹλᨈዅ˄Ʒૅ
᫇ɶŴžλᨈଐૠᲧλᨈڼଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯƷᲮଐſƱƋ
ǔƷǛžλᨈଐૠſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲬӭƷܹλᨈИዅ˄
ƷૅʙဌǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈ
ǛƠƨƱƖ
Ĭܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈ
ĭɥᚡĬƷλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲮӭƷܹᡫᨈዅ˄Ʒૅ
ʙဌƷĬǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
ĬƭƗƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƯƍǔƜƱ
ᴉ ܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈ
ᴊ ɥᚡ ᴉ ƷλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈ
 ᇹᲱவᲶܹλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇᲸᇹᲫӭɶŴžૅᨂࡇଐૠ
ǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵſƱƋǔƷǛžૅᨂࡇଐૠƴᲮଐǛьም
ƠƯࢽƨଐૠǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ᇹவᲶ၌၏ཎኖƱƋǘƤƯɼڎኖƴ˄ьƠƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
ᇹᲫӭǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
 ၌၏ཎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯž၌၏λᨈ
ዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣƕૅǘǕǔλᨈɶƴŴɧॾƷʙƴ
ǑǔͻܹƷၲǛڼƠƨئӳƴƸŴܹλᨈዅ˄Ʒૅ᫇
ƸŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛڼƠƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƨ
λᨈଐૠƴŴܹλᨈዅ˄ଐ᫇ǛʈơƯࢽƨ᫇ƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶܹᘐዅ˄ɧਃ̬ཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 ᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇ƓǑƼૅᨂࡇଐૠƷਦܭᲸᇹᲫƷᙹܭ
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ƴƔƔǘǒƣŴؕแܹᘐዅ˄᫇ƷਦܭƸᙲƠǇƤǜŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸƴܭǊǔܹᘐዅ˄ƸƋǓǇƤ
ǜŵ
 ᇹவᲶཎኖƷෞ๒ᲸᇹᲫƴܭǊǔǄƔŴܹλᨈዅ˄ƕᇹ
ᲱவᲶܹλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇᲸᇹᲬӭƴܭǊǔᡫምૅᨂࡇƴ
ᢋƠƨƱƖƴŴƜƷཎኖƸӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
 ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

ᇹவᲶ˯ᚐኖཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕƭƗƷƍƣǕƔƷ
૾ඥǛ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ь
ƠƯዸኽƠǇƢŵƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ƕӷɟƷئӳƴƸŴஜཎЩƷ˄ьƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
 ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥ
 ᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥ
Წ ЭᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˯ᚐኖлӳᲢᲫǑǓǋݱƞƍлӳƱƠǇƢŵᲣ
ǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
 ƜƷཎኖƷᚐኖƸŴᇹவᲶཎኖƷᲸᇹᲬƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴᇹவᲶཎኖƷᲸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓᚘምƠ
ƨᚐኖƴŴЭӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳǛʈơ
ƯᚘምƠǇƢŵ
 ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳƸŴ٭ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƤǜŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƴܭǊǔᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴ
ᇹவᲶཎኖƷᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
Ხ ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ
ᇹவᲶ၌၏ཎኖƱƋǘƤƯɼڎኖƴ˄ьƠƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖǛ၌၏ཎኖƱƋǘƤƯɼڎኖƴ˄ьƠƯƍǔئӳƴƸŴƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ၌၏ཎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯž၌၏λᨈዅ˄
ſƱƍƍǇƢŵᲣƕૅǘǕǔλᨈɶƴŴɧॾƷʙƴǑǔͻܹ
ƷၲǛڼƠƨئӳƴƸŴܹλᨈዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴᇹᲯவᲶ
ཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷƱƓǓƱƠ
ǇƢŵ
Ĭ ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
ᲮଐˌɥኺᢅƠƨଐƴɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛڼƠƨƱ
Ɩ
ɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛڼƠƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƨλ
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災害特約

ᇹவᲶܹᡫᨈዅ˄ɧਃ̬ཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 ᇹᲮவᲶཎኖዅ˄᫇ƓǑƼૅᨂࡇଐૠƷਦܭᲸᇹᲫƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴܹᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƷਦܭƸᙲƠǇƤǜŵ
 ᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸƴܭǊǔܹᡫᨈዅ˄ƸƋǓǇƤ
ǜŵ
 ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ

災害特約

ᨈଐૠƴŴܹλᨈዅ˄ଐ᫇ǛʈơƯࢽƨ᫇
ĭ ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
ᲮଐˌϋƴɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛڼƠƨƱƖ
၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲮ
ଐኺᢅƠƨଐˌᨀƦƷଐǛԃǊƨλᨈଐૠƴŴܹλᨈዅ˄ଐ
᫇ǛʈơƯࢽƨ᫇
 ЭӭƷئӳŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘ
ǒƣŴܹλᨈИዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈǛڼƠƨƴ၌၏
Ǜ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴ၌၏Ǜ́ႆƠƨئӳᲢ࢘
ᛆ၌၏ƴƭƍƯλᨈƷ࣏ᙲƕƋǔئӳƴᨂǓǇƢŵᲣưŴ၌၏λᨈ
ዅ˄ƕૅǘǕƳƍƱƖƴƸŴ࢘ᛆ၌၏ƷၲǛႸႎƱƢǔᡫᨈ
ǛŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫᇹᲮӭƷܹᡫᨈዅ˄Ʒ
ૅʙဌƷĭ ᴉ ƴܭǊǔᡫᨈƴԃǊǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐƴܹᡫᨈዅ˄Ʒૅ
ʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᇹᲯவᲶཎኖዅ˄Ʒૅ
ᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴܹᡫᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶƦƷ˂Ჸ
  ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
 ၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
žၲǛႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ̊ƑƹŴ
፦ܾɥƷϼፗƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐ
žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐſƴƸŴ፦ܾૢ࢟ɥƷᘐƳƲƸᛆ
࢘ƠǇƤǜŵ
 ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈſƴƸŴၲϼፗǛˤǘƳƍᕤдȷ
ၲ૰ƷទλŴӖӕƷǈƷᡫᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ

― 168 ―

ƕǜཎኖ
Ტ࠰ᲳஉଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴɼڎኖƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƕƕǜǇƨƸ
ɥႝϋૼဃཋƱᚮૺᄩܭƞǕƨئӳƴᚮૺዅ˄ǛŴƦƷၲǛӖƚǔ
ƜƱǛႺƷႸႎƱƠƯλᨈŴᘐŴᡫᨈǛƠƨئӳƴλᨈዅ˄Ŵ
ᘐዅ˄Ŵᡫᨈዅ˄ǛŴƕǜƷᚮૺǇƨƸၲǛႸႎƱƠƯܭƷ᭗
ࡇέᡶҔၲǛӖƚƨئӳƴƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄ǛŴƕǜƷཎܭƷ
ၲǛႸႎƱƠƯܭƷᡫᨈǛƠƨئӳƴཎܭၲᡫᨈዅ˄ǛŴƕǜǛ
ႺƷҾ׆ƱƠƯ˷ԡᲰƔஉˌϋƱЙૺƞǕܡנዼԧǱǢǛӖƚƨئӳ
ƴዼԧǱǢዅ˄ǛૅƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

ᇹᲬவᲶཎኖƷᝧ˓ڼᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉǛ
ኺᢅƠƨଐƷ፻ଐǛƜƷཎኖƷᝧ˓ڼଐᲢˌɦŴžᝧ˓ڼଐſƱ
ƍƍǇƢŵᲣƱƠŴ˟ᅈƸŴƦƷଐƔǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
ƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƷڼƔǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
ᇹᲭவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ŵ̬ᨖ૰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
ᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓசኺᢅ
᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷ
ӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖƷئӳƸૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ЭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼ
ڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢஜཎኖǛᡫơƯžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬
ᨖሁƷૅƓǑƼૅئƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲯவᲶƕǜŴɥႝϋૼဃཋƷܭ፯ƓǑƼᚮૺᄩܭᲸ
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がん特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼ̬ᨖ᧓ƷڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƷڼƸŴɼڎኖƷᝧ˓ڼƱƠǇƢŵ

Ძ ƜƷཎኖƴƓƍƯžƕǜſƱƸŴКᘙƴܭǊǔफࣱૼဃཋǛƍƍ
ǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƴƓƍƯžɥႝϋૼဃཋſƱƸŴКᘙƴܭǊǔɥႝϋૼ
ဃཋǛƍƍǇƢŵ
Ჭ ƕǜƓǑƼɥႝϋૼဃཋƷᚮૺᄩܭƸŴଐஜƷҔࠖƷǛਤƭᎍ
ᲢଐஜƷҔࠖƷǛਤƭᎍƱӷሁƷଐஜٳƷҔࠖǛԃǈǇƢŵˌ
ɦŴžҔࠖſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑƬƯŴ၏ྸኵጢܖႎᙸᲢဃ౨Ǜԃ
ǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƴǑǓƳƞǕƨǋƷưƳƚǕƹƳǓǇƤǜŵƨ
ƩƠŴ၏ྸኵጢܖႎ౨௹ƕᘍǘǕƳƔƬƨئӳƴƸŴƦƷ౨௹ƕᘍǘ
ǕƳƔƬƨྸဌƓǑƼ˂ƷᙸƴǑǔᚮૺᄩܭƷఌਗƕଢǒƔưƋǔ
ƱƖƴᨂǓŴƦƷᚮૺᄩܭǋᛐǊǇƢŵ

がん特約

ᇹᲰவᲶܡנዼԧǱǢƷܭ፯Ჸ
  ƜƷཎኖƴƓƍƯžܡנዼԧǱǢſƱƸŴƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘Ƣǔ
ǋƷǛƍƍǇƢŵ
  ˷ԡᲰƔஉˌϋƱЙૺƞǕǔƕǜƴ፝धƠƯƍǔᎍƴݣƠƯŴƕ
ǜƔǒဃơǔӲᆔƷၐཞǛዼԧƢǔƜƱǛႸႎƱƠƯ੩̓ƞǕǔҔ
ၲ
  ҔࠖƷᚘဒႎƳҔܖሥྸƷǋƱưŴܡנƴƓƍƯዮӳႎƴ੩̓ƞ
ǕǔҔၲ
ᇹᲱவᲶཎኖƷዅ˄ƷᆔŴཎኖዅ˄ƓǑƼཎኖዅ˄᫇Ʒਦ
ܭᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷዅ˄ƷᆔƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƕǜᚮૺዅ˄ƓǑƼɥႝϋૼဃཋᚮૺዅ˄
  λᨈዅ˄
  ᘐዅ˄
  ƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄
  ᡫᨈዅ˄
  ཎܭၲᡫᨈዅ˄
  ܡנዼԧǱǢИዅ˄ƓǑƼܡנዼԧǱǢዅ˄
  ᲢˌɦŴžƕǜᚮૺዅ˄ſƱžɥႝϋૼဃཋᚮૺዅ˄ſǛƋǘ
ƤƯžᚮૺዅ˄ſƱŴžܡנዼԧǱǢИዅ˄ſƱžܡנዼԧ
ǱǢዅ˄ſǛƋǘƤƯžዼԧǱǢዅ˄ſƱƍƍŴžᚮૺዅ˄ſŴ
žλᨈዅ˄ſŴžᘐዅ˄ſŴžƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄ſŴ
žᡫᨈዅ˄ſŴžཎܭၲᡫᨈዅ˄ſŴžዼԧǱǢዅ˄ſǛ
ዮᆅƠƯžཎኖዅ˄ſƱƍƍǇƢŵᲣ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴЭᇹᲫӭƔǒᇹᲱӭƷμᢿ
ǇƨƸɟᢿƷƏƪŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖƴƓƍƯૅƏཎኖ
ዅ˄ǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵƜƷئӳŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴλᨈዅ˄Ǜ࣏ƣਦܭƢǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
  ཎܭၲᡫᨈዅ˄ǛਦܭƠƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴᡫᨈዅ˄Ǜ࣏ƣ
ਦܭƢǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჭ ЭƴƓƍƯᚮૺዅ˄ǛਦܭƠƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽ
ƷᨥŴ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƓǑƼᚮૺዅ˄лӳǛŴ˟ᅈܭƷርϋư
ਦܭƠƯƘƩƞƍŵƨƩƠŴᇹவᲶӷ̬᫇ᨦཎЩᲸƷᙹܭƴǑǔӷ
̬᫇ᨦཎЩǛ˄ьƢǔئӳƴƸŴ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƷਦܭƸᙲƠǇƤ
ǜŵ
Ხ ᇹᲬƴƓƍƯᘐዅ˄ǛਦܭƠƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸ
ኽƷᨥŴ
˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓዅ˄̿ྙƷǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Ჯ ЭᲭƴƓƍƯਦܭƞǕƨཎኖዅ˄Ŵ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫŴᚮૺዅ
˄лӳƓǑƼዅ˄̿ྙƷƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
Ჰ ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲬƴƓƍƯ
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ਦܭƞǕƳƔƬƨཎኖዅ˄ƷૅƸƋǓǇƤǜŵ
Ჱ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴᇹᲬƴƓƍƯਦܭƠƨཎኖ
ዅ˄ƴǑǓŴؕแᚮૺዅ˄᫇Ŵλᨈዅ˄ଐ᫇Ŵؕแᘐዅ˄
᫇Ŵؕแዅ˄᫇Ŵᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ŵཎܭၲᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ŵዼԧ
ǱǢዅ˄ଐ᫇ᲢˌɦŴዮᆅƠƯžཎኖዅ˄᫇ſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ
˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
ཎኖዅ˄
ཎኖዅ˄᫇
ᚮૺዅ˄

ؕแᚮૺዅ˄᫇

λᨈዅ˄

λᨈዅ˄ଐ᫇

ᘐዅ˄

ؕแᘐዅ˄᫇
ؕแዅ˄᫇

ᡫᨈዅ˄

ᡫᨈዅ˄ଐ᫇

ཎܭၲᡫᨈዅ˄

ཎܭၲᡫᨈዅ˄ଐ᫇

ዼԧǱǢዅ˄

ዼԧǱǢዅ˄ଐ᫇

ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸ
Ძ ཎኖዅ˄ƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƕǜᚮૺዅ˄
ཎ ኖ ዅ ˄  Ǜ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼଐᲢƜƷཎኖƷࣄǇƨƸࣄ
ૅƏئӳᲢˌ ƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄǇƨƸࣄƷᨥƷƜ
ɦ Ŵ ž ૅ  ʙ ƷཎኖƷᝧ˓ڼƷŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣ
ဌ ſ Ʊ ƍ ƍ Ǉ ˌࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕ
ƢŵᲣ
ƨƱƖ
ૅ᫇

ᇹᲬƴܭǊǔ᫇

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

  ɥႝϋૼဃཋᚮૺዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼଐˌࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓
ɶƴɥႝϋૼဃཋƱᚮૺᄩܭƞǕƨƱƖ
ૅ᫇

ᇹᲭƴܭǊǔ᫇

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

  λᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯ
ǛƨƢλᨈǛƠƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴᚮૺᄩܭƞǕƨƕǜǇƨƸɥႝ
ϋૼဃཋƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
ĭКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔКᘙ
ƴܭǊǔλᨈ
ૅ᫇

žλᨈዅ˄ଐ᫇
Ტλᨈɶƴλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇
ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷλᨈዅ˄ଐ᫇ƱƠ
ǇƢŵᲣſgžλᨈଐૠᲢƕǜǇƨƸɥႝϋૼဃཋ
ƷၲǛႺƷႸႎƱƠƨλᨈଐૠƱƠǇƢŵ
ˌɦŴ
ஜƴƓƍƯӷơŵᲣſ
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ƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄

Ӗӕʴ
ᘮ̬ᨖᎍ

  ᘐዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼଐˌࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓
ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢᘐǛӖƚƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴᚮૺᄩܭƞǕƨƕǜǇƨƸɥႝ
ϋૼဃཋǛႺƷҾ׆ƱƢǔᘐ
ĭၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐ
ĮКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔᘐ
įКᘙƴܭǊǔƍƣǕƔƷᘐ
ૅ᫇

ؕแᘐዅ˄᫇gКᘙƴܭǊǔዅ˄̿ྙ
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Ӗӕʴ
ᘮ̬ᨖᎍ

  ƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼଐˌࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓
ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢၲǛӖƚƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴᚮૺᄩܭƞǕƨƕǜǛႺƷҾ
׆ƱƢǔၲ
ĭКᘙƴܭǊǔ᭗ࡇέᡶҔၲƴǑǔၲ
ĮКᘙƴܭǊǔඥࢷƴǋƱƮƘ̬ᨖҔၲೞ᧙ưӖ
ƚƨၲᲢ࢘ᛆၲƝƱƴҽဃіٻᐫƕܭǊǔ
ᚨؕแƴᢘӳƢǔ̬ᨖҔၲೞ᧙ưᘍǘǕǔǋƷ
ƴᨂǓǇƢŵᲣ
ૅ᫇

ؕแዅ˄᫇gКᘙƴܭǊǔዅ˄̿ྙ

Ӗӕʴ
ᘮ̬ᨖᎍ

  ᡫᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯ
ƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ĬƭƗƷ ᴉ ƓǑƼ ᴊ ƷƢǂƯǛƨƢλᨈǛƠƯ
ƍǔƜƱ
ᴉ λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈ
ᴊ ɥᚡ ᴉ ƷλᨈଐૠƕዒዓƠƯᲯଐˌɥƷλᨈ
ĭƭƗƷ ᴉ Ɣǒ ᴌ ƷƢǂƯǛƨƢᡫᨈǛƠƯƍ
ǔƜƱ
ᴉ ɥᚡĬƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨƕǜǇƨƸ
ɥႝϋૼဃཋƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
ᴊ ɥᚡĬƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐˌࢸଐˌϋƷ
᧓ᲢˌɦŴžᡫᨈ᧓ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᘍ
ǘǕƨᡫᨈ
ᴋ КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲᲢƨƩƠŴ
धᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍᚮၲǛԃǈǇ
ƢŵᲣǁƷᡫᨈ
ᴌ КᘙƴܭǊǔᡫᨈ
ૅ᫇

ᡫᨈᲫଐƋƨǓŴᡫᨈዅ˄ଐ᫇Ტᡫᨈ᧓ɶƴᡫ
ᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷ
ᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵᲣ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ
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  ཎܭၲᡫᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼଐˌࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓
ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢᡫᨈǛƠƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴᚮૺᄩܭƞǕƨƕǜƷၲǛႺ
ƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
ĭƭƗƷƍƣǕƔƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
ᴉ ્ݧዴၲඥ
ᴊ ҄ܖၲඥᲢƨƩƠŴኺӝ৲ɨƴǑǔǋƷǛᨊƖ
ǇƢŵᲣ
ĮКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲᲢƨƩƠŴध
ᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍᚮၲǛԃǈǇƢŵ
Უ
ǁƷᡫᨈ
įКᘙƴܭǊǔᡫᨈ
ૅ᫇

ᡫᨈᲫଐƋƨǓŴཎܭၲᡫᨈዅ˄ଐ᫇

ᘮ̬ᨖᎍ

  ܡנዼԧǱǢИዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ
ᝧ˓ڼଐˌࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓
ɶƴƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴᚮૺᄩܭƞǕƨƕǜǛႺƷҾ
׆ƱƠƯŴ˷ԡᲰƔஉˌϋƱЙૺƞǕƯƍǔƜƱ
ĭИǊƯܡנዼԧǱǢǛڼƠƨƜƱᲢˌɦŴƦƷ
ڼƠƨଐǛ
žܡנዼԧǱǢڼଐſ
ƱƍƍǇƢŵ
Უ

ૅ᫇

ዼԧǱǢዅ˄ଐ᫇
ᲢܡנዼԧǱǢڼଐྵנƷዼ
ԧǱǢዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵᲣƷ̿

Ӗӕʴ
ᘮ̬ᨖᎍ

  ܡנዼԧǱǢዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼଐˌࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ĬܡנዼԧǱǢИዅ˄ƕૅǘǕƯƍǔƜƱ
ĭܡנዼԧǱǢǛዒዓƠƯӖƚƯƍǔƜƱ
ૅ᫇

žዼԧǱǢዅ˄ଐ᫇ᲢዼԧǱǢዅ˄ଐ᫇Ʒถ
᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷዼԧǱǢዅ˄
ଐ᫇ƱƠǇƢŵᲣſgžܡנዼԧǱǢዒዓଐૠᲢנ
ܡዼԧǱǢڼଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƷ
ܡנዼԧǱǢǛዒዓƠƯӖƚƯƍǔଐૠǛƍƍǇ
ƢŵᲣſ

Ӗӕʴ
ᘮ̬ᨖᎍ

Წ ƕǜᚮૺዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ

ૅ᫇
̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷɼ ؕ แ ᚮ ૺ ዅ ˄
ڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴ ᫇ƷᲬ̿
ᢋƠƨଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢ
ǔئӳƸŴƦƷࣖ࢘ଐᲣƷЭଐǇưƴƕǜᚮૺዅ
˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
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Ӗӕʴ

̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷɼ ؕ แ ᚮ ૺ ዅ ˄
ڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴ ᫇
ᢋƠƨଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢ
ǔئӳƸŴƦƷࣖ࢘ଐᲣˌࢸƴƕǜᚮૺዅ˄Ʒ
ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖ

Ჭ ɥႝϋૼဃཋᚮૺዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ

ૅ᫇
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̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷɼ
ڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
Ტ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋ
ƠƨଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢǔئ
ӳƸŴƦƷࣖ࢘ଐᲣƷЭଐǇưƴɥႝϋૼဃཋᚮૺ
ዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖ

ؕแᚮૺዅ˄
᫇ƷᲬ̿ƴᚮ
ૺዅ˄лӳǛ
ʈơƯࢽƨ᫇

̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋƠƨࢸƴПஹƢǔஇИƷɼ
ڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
Ტ̬̿᫇ᨦʕ࠰ᱫƴᢋ
ƠƨଐƱɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƕɟᐲƢǔئ
ӳƸŴƦƷࣖ࢘ଐᲣˌࢸƴɥႝϋૼဃཋᚮૺዅ˄
Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖ

ؕแᚮૺዅ˄
᫇ƴᚮૺዅ
˄лӳǛʈơ
Ưࢽƨ᫇


Ხ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᘮ̬ᨖᎍƷരʧƷඥܭႻዓʴưƋǔ
ئӳưŴཎኖዅ˄ƕૅǘǕǔЭƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƴƸŴ
˟ᅈƸŴசƷཎኖዅ˄ǛŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇ
ƢŵƨƩƠŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥưƋǔئӳǛᨊƖ
ǇƢŵ
Ჯ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ƷӖӕʴƷئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛཎኖ
ዅ˄ƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჰ ƕǜᚮૺዅ˄ƓǑƼɥႝϋૼဃཋᚮૺዅ˄ƷૅƸŴƦǕƧǕ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơᲫׅƷǈƱƠǇƢŵ
Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕƕǜǇƨƸɥႝϋૼဃཋˌٳƷʙဌƴǑƬƯλᨈǛƠŴ
ƦƷλᨈɶƴƕǜǇƨƸɥႝϋૼဃཋƱᚮૺᄩܭƞǕƨئӳƴƸŴƕ
ǜǇƨƸɥႝϋૼဃཋƷၲǛڼƠƨƱ˟ᅈƕᛐǊƨଐƔǒŴƕǜ
ǇƨƸɥႝϋૼဃཋƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈǛڼƠƨǋƷƱ
ǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჲ ᘮ̬ᨖᎍƕ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛƠƨئӳưŴƦƷ᠃λᨈǇƨƸϐ
λᨈƴƭƖŴЭλᨈƔǒዒዓƠƯλᨈƠƯƍƨƱǈƳƢǂƖʙऴƕƋ
ǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨƱƖƴƸŴЭλᨈƔǒዒዓƠƯƍƨǋƷƱǈƳƠƯ
ӕǓৢƍǇƢŵ
Ჳ ᘮ̬ᨖᎍƕλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛƠŴƦƷλᨈɶ
ƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕႆဃƠƨƱƖƸŴƦƷʙဌƕဃơƨ
ǛԃǜưዒዓƠƯƍǔλᨈƸŴƜƷཎኖƷஊјɶƷλᨈƱǈƳƠƯ
ӕǓৢƍǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
  ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƨƜƱƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒
ƠƨƱƖ
 ᘮ̬ᨖᎍƕǛӷơƘƠƯᘐǛᲬᆔˌɥӖƚƨئӳƴƸŴᇹ
ᲫᇹᲮӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴКᘙƴܭǊǔዅ˄̿ྙ
Ʒஇǋ᭗ƍƍƣǕƔᲫᆔƷᘐƴƭƍƯƷǈᘐዅ˄ǛૅƍǇ
Ƣŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕӷɟƷଐƴƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ƣ
ǔၲǛᲬˌׅɥӖƚƨئӳƴƸŴ
ᇹᲫᇹᲯӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
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˟ᅈƸŴКᘙƴܭǊǔዅ˄̿ྙƷஇǋ᭗ƍƍƣǕƔᲫᆔƷၲƴ
ƭƍƯƷǈƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
 ƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄ƷૅƸŴӲ̬ᨖ࠰ࡇƋƨǓᲯׅǛǋƬƯ
ᨂࡇƱƠǇƢŵƜƷئӳŴ̬ᨖ࠰ࡇƸŴɼڎኖƷڎኖଐƔǒƦƷႺࢸ
ƴПஹƢǔɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưǛᇹᲫ̬ᨖ࠰ࡇƱ
ƠŴˌࢸŴɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᲫ࠰ǛьƑƯᚘምƢǔ
ǋƷƱƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴᡫᨈዅ˄
ƸᙐƠƯૅƍǇƤǜŵ
  ӷɟƷଐƴᲬˌׅɥᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨ
ƱƖ
  ᲬˌɥƷʙဌƷၲǛႸႎƱƠƨᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ƣ
ǔᲫׅƷᡫᨈǛƠƨƱƖ
 ᘮ̬ᨖᎍƕλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐƴᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ
࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᡫᨈዅ˄
ƸૅƍǇƤǜŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕᡫᨈ᧓ɶƴλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔλᨈǛƢǔƜƱƴ
ǑǓŴૼƨƴᡫᨈ᧓ƕܭǊǒǕǔئӳƴƸŴᇹᲫᇹᲰӭƷᙹܭƴ
ƔƔǘǒƣŴƢưƴܭǊǒǕƨᡫᨈ᧓ƸŴƦƷλᨈǛڼƠƨଐƷ
ЭଐƴኳʕƠƨǋƷƱƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌƕဃơƨǛԃǜưዒዓƠ
Ưƍǔᡫᨈ᧓ɶƴᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨƱƖ
ƸŴƦƷᡫᨈǛŴƜƷཎኖƷஊјɶƷᡫᨈƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
  ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƨƜƱƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒
ƠƨƱƖ
 ᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᲫׅƷᡚᨈƷƦƷᡫᨈƴƭƍƯƸŴଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠǛᡫምƠƯ
ଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴཎܭၲᡫ
ᨈዅ˄ƸᙐƠƯૅƍǇƤǜŵ
  ӷɟƷଐƴᲬˌׅɥཎܭၲᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᡫ
ᨈǛƠƨƱƖ
  ᲬˌɥƷʙဌƷၲǛႸႎƱƠƨཎܭၲᡫᨈዅ˄Ʒૅʙဌ
ƴᛆ࢘ƢǔᲫׅƷᡫᨈǛƠƨƱƖ
 ᘮ̬ᨖᎍƕƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔଐƴཎܭၲᡫᨈዅ˄
Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔᡫᨈǛƠƨئӳƴƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘ
ǒƣŴཎܭၲᡫᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
  λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
  ᡫᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐ
 ཎܭၲᡫᨈዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ǜ
ᡫơŴᡫምƠƯଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ܡנዼԧǱǢИዅ˄ƷૅƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛᡫơᲫׅ
ƷǈƱƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍƕܡנዼԧǱǢڼଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƴλᨈ
ǛƠƨئӳƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƦƷλᨈƕλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈƷئӳưŴƦƷ
λᨈƷᡚᨈƷࢸƴܡנዼԧǱǢǛӖƚƯƍǔƱƖƴƸŴƦƷλᨈɶ
ǋܡנዼԧǱǢǛዒዓƠƯӖƚƯƍƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
  ЭӭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔଐƴƭƍƯƸŴ
ܡנዼԧǱǢዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵ
  ƦƷλᨈƕλᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƳƍλᨈƷئӳưŴƦ
ƷλᨈɶǋዒዓƠƯܡנዼԧǱǢƱӷሁƷҔၲǛӖƚƯƍǔƱƖƴ

ƸŴᇹᲰவᲶܡנዼԧǱǢƷܭ፯ᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴܡנዼԧ
ǱǢǛዒዓƠƯӖƚƯƍǔǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
 ܡנዼԧǱǢڼଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƴƭƗƷӲӭƷƍ
ƣǕƔƷʙဌƕႆဃƠƨƱƖƸŴƦƷʙဌƕဃơƨǛԃǜưዒዓƠ
ƯƍǔܡנዼԧǱǢƸŴƜƷཎኖƷஊјɶƷܡנዼԧǱǢƱǈƳƠƯ
ӕǓৢƍǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƱƖ
  ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƨƜƱƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒
ƠƨƱƖ
 ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸᇹᲯƓǑƼᇹவᲶཎኖዅ˄Ӗӕʴਦܭ
ཎЩᲸǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ

がん特約

ᇹᲳவᲶཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
Ძ ཎኖዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸཎኖዅ˄
ƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸŴཎኖዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ
๛ƳƘ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴཎኖዅ˄Ǜᛪ൭ƠƯ
ƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕཎኖዅ˄ƷӖӕʴưƋǔئ
ӳưŴᘮ̬ᨖᎍƕཎኖዅ˄Ǜᛪ൭ưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǔƱ˟ᅈ
ƕᛐǊƨƱƖƴƸŴƭƗƷӲӭƴܭǊǔƍƣǕƔƷᎍƕŴ࣏ᙲᲢК
ᘙᲫᲣƓǑƼཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔǛ੩ЈƠƯŴ˟ᅈƷ১
ᜄǛࢽƯŴཎኖዅ˄ƷӖӕʴƷˊྸʴᲢˌɦŴžˊྸᛪ൭ʴſƱƍ
ƍǇƢŵᲣƱƠƯཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠƯƍǔᘮ̬ᨖ
ᎍƷᣐͪᎍ
  ᣐͪᎍƕƍƳƍئӳƴƸŴᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱ
ဃᚘǛɟƴƠƯƍǔᲭᚃሁϋƷᚃଈ
  ˊྸᛪ൭ʴƱƠƯƷᙲˑǛƨƠƯƍǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨᎍ
Ხ ЭƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕཎኖዅ˄Ǜˊྸᛪ൭ʴƴૅƬƨئӳƴ
ƸŴƦƷࢸᙐƠƯƦƷཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸŴƜǕ
ǛૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼኖ
ഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴ
ƜǕǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƕŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷࡨ๛̬ᨖ૰ǛӖƚӕƬƨƔŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥ
Ʒᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷƷƍƣǕƔƍƔǒŴ˟ᅈƸŴƜƷཎ
ኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵƜƷئӳŴƦƷƷޓƢǔଐǛƜƷཎኖƷࣄ
ଐƱƠǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷཎኖƷࣄଐƕᝧ˓ڼଐƷЭଐˌ
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ЭƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴཎኖዅ˄ƷૅƴƭƍƯƸŴᝧ˓ڼଐƔ
ǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
Ხ ЭᲬƷǄƔŴɼኖഘƷࣄƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄ
ǛӕǓৢƍǇƢŵ

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
ᇹவᲶɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƓǑƼ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢ
ǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳƷӕৢᲸ
Ძ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƜƷཎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƱƷӳᚘ᫇ƴƭƍƯᢘဇƠǇƢŵ
Წ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖƷ
ᚐኖƕƋǔƱƖƸƦƷ᫇ǛɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑƯӕ
ǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ɼኖഘƷ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƷᙹܭǛᢘဇƢǔئӳŴƜƷཎኖ
Ʒᚐኖ᫇ƸɼڎኖƷᚐኖ᫇ƴьƑǇƤǜŵ
ᇹவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨƜƱ
ƴǑǔјᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴԓჷЭǇƨƸԓჷƷƔǒᝧ˓ڼଐᲢƜƷཎኖƷࣄ
ǇƨƸࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄǇƨƸࣄƷᨥƷཎኖዅ˄
Ʒᝧ˓ڼƷᲣ
ƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨئӳƴƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷƦƷʙܱƷჷŴɧჷƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈ
ƸŴƜƷཎኖǛјƱƠǇƢŵƨƩƠŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥƸࣄƷ
ӕৢǛјƱƠŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥƸࣄƷӕৢǛјƱƠǇƢŵ
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ᇹவᲶҾཎኖǁƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƕŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨƱ
ƖƸŴ˟ᅈܭƷ᫇ǛӖƚӕƬƨƔŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥƷᘮ̬
ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷƷƍƣǕƔƍƔǒŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖɥƷ
ᝧ˓ǛƍǇƢŵƜƷئӳŴƦƷƷޓƢǔଐǛƜƷཎኖƷࣄଐƱ
ƠǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷཎኖƷࣄଐƕᝧ˓ڼଐƷЭଐˌ
ЭƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴཎኖዅ˄ƷૅƴƭƍƯƸŴᝧ˓ڼଐƔ
ǒƜƷཎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
Ხ ЭᲬƷǄƔŴɼኖഘƷࣄƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄ
ǛӕǓৢƍǇƢŵ
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Წ ЭƷئӳŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƷјƷئӳ
  ƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƷԓჷЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯ
ƍƨʙܱǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷƍƣǕƔƕჷƬƯƍƨئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƢưƴƍᡂǇǕƨƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸƍƠ
ǇƤǜŵƦƷ˂ƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƢưƴƍᡂǇǕƨƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷࣄƷᨥƷјƷئӳ
  Ĭ ƜƷཎኖƷࣄƷᨥƷԓჷЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕƕǜƱᚮૺᄩܭƞ
ǕƯƍƨʙܱǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷƍƣǕƔƕჷƬƯ
ƍƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥƴƍᡂǇǕƨ᫇
ƓǑƼƜƷཎኖƷࣄˌࢸƴƍᡂǇǕƨƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰Ƹ
ƍƠǇƤǜŵƦƷ˂ƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥ
ƴƍᡂǇǕƨ᫇ƓǑƼƜƷཎኖƷࣄˌࢸƴƍᡂǇǕƨƜ
ƷཎኖƷ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
  ĭ ƜƷཎኖƸŴƜƷཎኖƷࣄЭƷཞ७ưᇹவᲶཎኖƷڂјᲸ
ƴܭǊǔƜƷཎኖƷᚐኖƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢ
ƍǇƢŵ
  ƜƷཎኖƷࣄƷᨥƷјƷئӳ
  ƜƷཎኖƷࣄƷᨥƷԓჷЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯ
ƍƨʙܱǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷƍƣǕƔƕჷƬƯƍƨئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥƴƍᡂǇǕƨ᫇ƓǑƼƜ
ƷཎኖƷࣄˌࢸƴƍᡂǇǕƨƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤ
ǜŵƦƷ˂ƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥƴƍᡂǇǕ
ƨ᫇ƓǑƼƜƷཎኖƷࣄˌࢸƴƍᡂǇǕƨƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵ
Ჭ ஜவƷᢘဇƷƋǔئӳƴƸŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼٻʙ
ဌƴǑǔᚐᨊƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
Ʒԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍ
ئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯཎኖዅ˄᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇ
ƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷཎኖዅ˄᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦ
Ǉǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇ƕᘍǘǕƨئӳưŴؕแᚮૺ
ዅ˄᫇Ŵλᨈዅ˄ଐ᫇Ŵؕแᘐዅ˄᫇Ŵؕแዅ˄᫇Ŵᡫᨈ
ዅ˄ଐ᫇Ŵཎܭၲᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƓǑƼዼԧǱǢዅ˄ଐ᫇Ʒμ
ᢿǇƨƸɟᢿƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨƱƖƴƸŴؕแᚮૺዅ˄
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᫇Ŵλᨈዅ˄ଐ᫇Ŵؕแᘐዅ˄᫇Ŵؕแዅ˄᫇Ŵᡫᨈዅ˄
ଐ᫇Ŵཎܭၲᡫᨈዅ˄ଐ᫇ƓǑƼዼԧǱǢዅ˄ଐ᫇ƷμᢿǇƨ
ƸɟᢿǛ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǇưถ᫇ƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴᇹᲫƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ
˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓཎኖዅ˄᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐኖ
ƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶཎኖƷᲸ
  ƜƷཎኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئ
ӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ɼڎኖƓǑƼƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕʕƠɼڎኖƕૼƞǕƨئӳ
ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕƷ
ଐƷЭƴƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ
ᲬƔஉЭǇưƴƜƷཎኖǛૼƠƳƍଓǛ˟ᅈƴᡫჷƠƳƍᨂǓŴƜ
ƷཎኖᲢƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍ
ǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴૼ
ƞǕǔǋƷƱƠŴƜƷଐǛૼଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ
࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
  ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ʕƷଐǛƜƑǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕബưܭǊƯƋǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢƬƯƍƳƍ
ƱƖ
Ჭ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴૼЭƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵƨƩƠŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
ƴƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ǛჺƠƯƜƷཎኖǛ
ૼƠǇƢŵ
Ხ ЭƷǄƔŴƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
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ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
  ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ɼڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭ƞǕƨƱƖ
Წ ЭᇹᲫӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴɼڎኖƷര
ʧ̬ᨖǇƨƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛᨊƖŴ˟
ᅈƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅ
ƍǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƕരʧ̬ᨖƷૅƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƠŴ̬
ᨖ૰ᆢᇌƕૅǘǕǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴƜƷཎኖ
ƷᚐኖǛɼڎኖƷᚐኖƴьƑƯŴɼڎኖƷฎ̬ᨖƷ̬
ᨖ᫇ǛᚘምƠǇƢŵ
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᧓Ǜ٭ƠƯૼƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჯ ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƸŴૼଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƴǑ
ƬƯᚘምƠǇƢŵ
Ჰ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƢǔئӳŴ
ૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴૼଐƷޓƢǔஉǛᡂஉƱ
ƢǔɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƱƱǋƴƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷ̬ᨖ૰ƷᡂŴ
̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂјŴ
྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳŴƳǒƼƴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
˄ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჱ ЭƷ̬ᨖ૰ƕ྅ʖ᧓ʕƷଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷཎኖƷ
̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ƜƷཎኖƷૼଐƷޓƢǔஉƕɼڎኖƷᡂஉƱӳᐲƠƳƍئӳŴ
˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨૼƢǔƜƷཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ˟
ᅈƷܭǊǔ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵƜƷئӳŴૼƢǔƜƷ
ཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƔƬƨƱ
ƖƸŴƜƷཎኖƷૼƸƳƔƬƨǋƷƱƠŴƜƷཎኖƸૼЭƷƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჳ ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸŴᇹவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸŴ
ᇹவᲶᝧ˓ڼଐƷЭଐˌЭƴƕǜƱᚮૺᄩܭƞǕƯƍƨƜƱƴǑ
ǔјᲸŴᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸƓǑƼ
ᇹவᲶཎКவˑཎЩᲸƷᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯƸŴૼЭƷƜƷཎኖ
Ʒ̬ᨖ᧓ƱૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯ
ӕǓৢƍǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘ
ဇƞǕǇƢŵ
 ૼࢸƷཎኖዅ˄᫇ƸŴૼЭƷཎኖዅ˄᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖƕૼƞǕƨئӳƸŴᇹவᲶཎኖƷᲸǛžƜƷཎ
ኖƷᚐኖƓǑƼ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴૼᲢૼƕᲬˌׅɥᘍǘǕ
ƨئӳƸஇࢸƷૼᲣࢸƷኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖ
ƴƓƍƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴ
ǑǓᚘምƠǇƢŵſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛૼƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤ
ƣŴ̬ᨖᚰУƱૼᡫჷǛǋƬƯૼ̬ᨖᚰУƴˊƑǇƢŵ
 ᇹᲬᇹᲮӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƣŴƔƭŴᇹᲬᇹ
ᲫӭƔǒᇹᲭӭƷƍƣǕƷᙹܭƴǋᛆ࢘ƠƳƍƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔ
ǒཎƴဎЈƕƳƍᨂǓŴૼƷӕৢƴแơƯŴ˟ᅈƷܭǊǔƜƷཎኖ
ƱӷᆔƷཎኖǛૼƴዸኽƠǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲳƷᙹܭǛแ
ဇƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƱૼƴዸኽƢǔ˂ƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊ
ƸዒዓƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶඥˋሁƷોദƴˤƏƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄Ʒૅʙဌ
Ʒ٭Ჸ
Ძ ˟ᅈƸŴͤࡍ̬ᨖඥǇƨƸƦƷ˂᧙ᡲƢǔඥˋሁᲢˌɦŴžඥˋሁſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƕોദƞǕƨئӳưŴཎƴ࣏ᙲƱᛐǊƨƱƖƴƸŴɼ
Ѧ࠻ܫƷᛐӧǛࢽƯŴݩஹƴӼƔƬƯŴƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄Ʒૅ
ʙဌǛඥˋሁƷોദϋܾƴࣖơƯ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄ƷૅʙဌǛ٭Ƣǔئ
ӳƴƸŴᛐӧƴƋƨƬƯ˟ᅈƷܭǊǔଐᲢˌɦŴžૅʙဌ٭ଐſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƷᲬƔஉЭǇưƴ̬ᨖڎኖᎍƴƦƷଓǛᡫჷƠǇƢŵ
ƨƩƠŴᇹᲱவᲶཎኖƷዅ˄ƷᆔŴཎኖዅ˄ƓǑƼཎኖዅ˄᫇
ƷਦܭᲸᇹᲬƴƓƍƯŴƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍǔ
ئӳƴᨂǓǇƢŵ
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Ჭ ЭƷᡫჷǛӖƚƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴૅʙဌ٭ଐƷᲬᡵ᧓ЭǇư
ƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ૾ඥǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄ƷૅʙဌƷ٭Ǜ১ᜄƢǔ૾ඥ
  ૅʙဌ٭ଐƷЭଐƴƜƷཎኖǛᚐኖƢǔ૾ඥ
Ხ ЭƷਦܭƕƳƍǇǇŴૅʙဌ٭ଐƕПஹƠƨƱƖƸŴ̬ᨖڎ
ኖᎍƴǑǓЭᇹᲫӭƷ૾ඥƕਦܭƞǕƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖዅ˄ǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤ
ƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶӷ̬᫇ᨦཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴ
ƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
ƨƩƠŴ
ᇹᲱவᲶཎኖƷዅ˄ƷᆔŴཎኖዅ˄ƓǑƼཎኖዅ˄᫇ƷਦܭᲸ
ᇹᲬƴƓƍƯᚮૺዅ˄ƕਦܭƞǕƯƍƳƍئӳƴƸŴஜཎЩƷ˄
ьƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴᇹᲲவᲶཎኖዅ˄
ƷૅᲸᇹᲬƓǑƼᇹᲭǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
Წ ƕǜᚮૺዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲬ̿ƱƠǇ
Ƣŵ
Ჭ ɥႝϋૼဃཋᚮૺዅ˄Ʒૅ᫇ƸŴؕแᚮૺዅ˄᫇ƷᲬ
̿ƴᚮૺዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ᫇ƱƠǇƢŵ
Ჭ ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ
ᇹவᲶ˯ᚐኖཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕƭƗƷƍƣǕƔƷ
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ᇹவᲶཎКவˑཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƷᨥƴŴᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ
˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔแƴᢘӳƠƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴཎܭᢿˮɧਃ
̬ඥƴǑǔཎКவˑཎЩǛŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
  КᘙƴܭǊǔཎܭᢿˮƷƏƪŴ˟ᅈƕਦܭƠƨཎܭᢿˮƴဃơ
ƨƕǜᲢཎܭᢿˮƴဃơƨƕǜƕཎܭᢿˮˌٳƷᢿˮƴ᠃ᆆƠƨǋ
ƷǛԃǈǇƢŵᲣƴǑǓཎኖዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴᇹ
ᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴཎ
ኖዅ˄ǛૅƍǇƤǜŵ
  КᘙƴܭǊǔཎܭᢿˮƷƏƪŴ˟ᅈƕਦܭƠƨཎܭᢿˮƴဃơ
ƨɥႝϋૼဃཋƴǑǓཎኖዅ˄ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴᇹᲲ
வᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴཎኖ
ዅ˄ǛૅƍǇƤǜŵ
Ჭ ЭƷǄƔŴஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷƍ
ƣǕƔɟ૾ƷǈǛᢘဇƢǔཎܭᢿˮɧਃ̬ඥǛӕǓৢƏƜƱƕưƖ
ǇƢŵ
  ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ
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૾ඥǛ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ь
ƠƯዸኽƠǇƢŵƨƩƠŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƕ࠰ưܭǊƯƋǔ
ئӳƴƸŴᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥƸӕǓৢ
ƍǇƤǜŵ
  ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥ
  ᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥ
Წ ЭᇹᲫӭƴܭǊǔ˯ᚐኖлӳǛਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˯ᚐኖлӳᲢᲫǑǓǋݱƞƍлӳƱƠǇƢŵᲣ
ǛŴ˟ᅈܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ƜƷཎኖƷᚐኖƸŴᇹவᲶཎኖƷᲸƷᙹܭƴƔƔ
ǘǒƣŴᇹவᲶཎኖƷᲸƷᙹܭƴǑǓᚘምƠƨᚐኖ
ƴŴ
ЭӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳǛʈơƯᚘምƠǇƢŵ
  ᇹᲫӭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ˯ᚐኖлӳƸŴ٭ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƤǜŵ
Ჭ ᇹᲫᇹᲬӭƴܭǊǔᚐኖǛᲪƱਦܭƢǔ૾ඥưஜཎЩǛ˄
ьƠƨئӳƴƸŴᇹவᲶཎኖƷᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷ
ཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
Ხ ஜཎЩƷǈƷᚐኖƸưƖǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖዅ˄ӖӕʴਦܭཎЩᲸ
Ძ ஜཎЩƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸዸኽࢸƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈ
ƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠ
ǇƢŵƨƩƠŴᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲯƷᙹܭƴᛆ࢘Ƣǔ
ئӳƴƸŴஜཎЩƷ˄ьƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴཎኖዅ˄Ʒૅʙဌ
ƕႆဃƢǔǇưƸŴ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƨɥưŴ˟ᅈƴݣƢǔᡫ
ჷƴǑǓŴ
ཎኖዅ˄ƷӖӕʴǛਦܭǇƨƸ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ƨƩƠŴࢸ٭Ʒཎኖዅ˄ƷӖӕʴƕ࢘ᛆᘮ̬ᨖᎍƷئӳƸŴ࢘ᛆ
ᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƸᙲƠǇƤǜŵ
Ჭ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆ
ƠǇƢŵ
Ხ ᇹᲬƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƢǔЭƴ٭ЭƷཎኖዅ˄ƷӖӕʴƴ
ཎኖዅ˄ǛૅƬƨƱƖƸŴƦƷૅࢸƴࢸ٭Ʒཎኖዅ˄ƷӖ
ӕʴƔǒཎኖዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ஜཎЩǛ˄ьƠƨئӳƴƸŴᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲮƷ
ᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
Ჰ ᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᢡᚕƴǑǓཎኖዅ˄ƷӖӕʴǛਦܭ
ǇƨƸ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Ჱ ஜཎЩƴǑǔŴཎኖዅ˄ƷӖӕʴƷരʧƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹ
ܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ၌၏λᨈ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖǛ၌၏λᨈ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳưŴɼڎኖƴ̬ᨖɧਃ̬
ཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲯɶŴžɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ƷӖӕʴſƱƋǔƷǛžɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ƷӖӕʴſƱᛠ
ǈஆƑǇƢŵ
  ᇹᲲவᲶཎኖዅ˄ƷૅᲸᇹᲳᇹᲬӭŴᇹᇹᲬӭƓǑƼ
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ᇹᇹᲬӭǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
 ɼڎኖƷ၌၏λᨈዅ˄ƷૅଐૠƕɼኖഘƴܭǊǔᡫም
ૅᨂࡇƴᢋƠƨƜƱƴǑǓŴƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ᇹவᲶཎኖƷෞ๒ᲸᇹᲬǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
Წ ЭᇹᲫӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴƸŴᘮ̬
ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖǛᨊƖŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᚐኖƕ
ƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
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ᇹவᲶƦƷ˂Ჸ
  ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
  ၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
  žၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ
̊ƑƹŴ፦ܾɥƷϼፗŴၲϼፗǛˤǘƳƍ౨௹ŴȪȏȓȪȆȸǷ
ȧȳƳƲƷƨǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈ
  žƕǜƷၲǛႺƷႸႎƱƢǔλᨈſƴƸŴҽဃٻᐫᲢ࠰
உଐˌࢸƸҽဃіٻᐫᲣƷܭǊǔᚨؕแᲢ࠰உଐҽ
ဃႾԓᅆᇹӭᲣƴᢘӳƠƯƍǔǋƷƱƠƯᣃᢊࡅჄჷʙƴފЈƕ
ᘍǘǕƨዼԧǱǢ၏ᲢዼԧǱǢ၏ƱӷሁƷᚨǛԃǈǇƢŵᲣ
ƴƓƚǔλᨈǛԃǈǇƢŵ
  ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐ
  žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐſƴƸŴᚮૺȷ౨௹Ტဃ౨ȷᐃᏸᦟ
౨௹ƳƲᲣƷƨǊƷᘐƳƲƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ၲ
  žၲſƱƸŴᚮݑŴᕤдǇƨƸၲ૰ƷૅዅƓǑƼϼፗŴᘐ
ƦƷ˂ƷၲǛƍƍǇƢŵ
  ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈ
  žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᡫᨈſƴƸŴၲϼፗǛˤǘƳƍᕤдȷ
ၲ૰ƷទλŴӖӕƷǈƷᡫᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ્ݧዴၲඥ
  ž્ݧዴၲඥſƱƸŴƕǜƴ્ݧዴǛༀݧƢǔƜƱƴǑǓŴƜǕǛ
ᄊْƢǔƜƱǛႸႎƱƠƨၲඥǛƍƍǇƢŵ
  ҄ܖၲඥ
  ž҄ܖၲඥſƱƸŴƕǜǛᢘࣖၐƱƠƯҽဃіٻᐫƕ১ᛐƢǔᕤ
дǇƨƸ᬴ᕤдᲢҽဃіٻᐫƷ১ᛐǛࢽǔƨǊƴŴଐஜƷҔၲ
ೞ᧙ưܱƞǕǔᐮᚾ᬴Ტ᬴Უư̅ဇƞǕƯƍǔᕤдͅᙀᲣǛ
৲ɨƢǔƜƱƴǑǓŴƕǜǛᄊْǇƨƸƜǕƷႆᏋȷف഻Ǜ৮СƢ
ǔƜƱǛႸႎƱƠƨၲඥǛƍƍǇƢŵ
ᲢțȫȢȳၲඥǛԃǈǇƢŵ
Უ



ȪȓȳǰȷȋȸǺཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴᘮ̬ᨖᎍƷ˷ԡƕᲰƔஉˌϋƱЙૺƞǕǔئӳƴŴݩஹ
Ʒരʧ̬ᨖƷμᢿǇƨƸɟᢿƴƔƑƯŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅ
ƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

その他特約条項

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ
̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƷӷॖǛࢽƯŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
  ƜƷཎኖƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠǇƤǜŵ
ᇹᲭவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍƷ˷ԡƕᲰƔஉˌϋƱЙૺƞǕǔƱƖƴŴȪȓȳ
ǰȷȋȸǺ̬ᨖǛᘮ̬ᨖᎍƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴ࣏ᙲᲢК
ᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵǇƨŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷ
ᛪ൭ଐᲢ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣƕ˟ᅈƴПბƠƨଐǛƍƍǇƢŵˌɦӷ
ơŵᲣƕɼڎኖƷ̬ᨖ᧓ƷʕᲢɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼ
ኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷૼƴ᧙ƢǔᙹܭƴǑǓૼƞǕǔئӳǛᨊ
ƖǇƢŵᲣЭᲫ࠰ˌϋưƋǔئӳƴǋŴ˟ᅈƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬
ᨖǛૅƍǇƤǜŵ
Წ ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅ᫇ƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ
൭ଐƴƓƚǔɼڎኖƷരʧ̬ᨖ᫇ƷƏƪŴ˟ᅈƷܭǊǔርϋưᘮ
̬ᨖᎍƕਦܭƠƨ᫇ᲢˌɦŴžਦ̬ܭᨖ᫇ſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒŴ
˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ଐƔǒ
ᲰƔஉ᧓Ʒਦ̬ܭᨖ᫇ƴࣖݣƢǔМऒƓǑƼ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛࠀƠࡽ
ƍƨ᫇ƱƠǇƢŵ
Ჭ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖ᫇Ʒμᢿƕਦ̬ܭᨖ᫇ƱƠƯਦܭƞǕŴȪȓ
ȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƕૅǘǕƨئӳƴƸŴɼڎኖƸŴȪȓȳǰȷȋ
ȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ଐƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴ
ɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖǋӷƴෞ๒ƢǔǋƷƱƠŴƦƷཎኖƷ
ෞ๒ƴ᧙ƢǔᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᚐኖǛૅƍǇƤǜŵ
Ხ ɼڎኖƷരʧ̬ᨖ᫇Ʒɟᢿƕਦ̬ܭᨖ᫇ƱƠƯਦܭƞǕŴȪȓ
ȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƕૅǘǕƨئӳƴƸŴɼڎኖƸŴਦ̬ܭᨖ᫇
ЎƩƚȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ଐƴƞƔƷǅƬƯถ᫇ƞǕƨǋ
ƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇ƴ᧙ƢǔᙹܭƴƔƔ
ǘǒƣŴƦƷถ᫇ЎƴݣƢǔᚐኖǛૅƍǇƤǜŵ
Ჯ ˟ᅈƸŴɼڎኖƷ̬ᨖǛૅƬƨƔǇƨƸૅƏƜƱƱƠƨئӳ
ƴƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅʙဌƕႆဃƠƯƍƨƜƱƴǑǓ
ƦƷࢸƴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ǛӖƚƯǋŴƜǕǛૅƍǇ
Ƥǜŵ
Ჰ ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅƏЭƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƯƍǔئӳ
ƴƸŴ˟ᅈƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅƍǇƤǜŵ
Ჱ ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅƏЭƴŴɼڎኖƷ̬ᨖƷᛪ൭ǛӖ

― 184 ―

ƚƨئӳƴƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ƸƳƔƬƨǋƷƱƠƯ
ӕǓৢƍŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƸૅƍǇƤǜŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕ
ʴƓǑƼ̬ᨖӖӕʴᲢɼڎኖƴ̬ᨖƕƋǔئӳƴᨂǓǇ
ƢŵᲣƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴ˟ᅈƕƦƷଓǛ̬ᨖ
ᚰУƴᚡ᠍ƠƨƱƖƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛȪ
ȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჳ ɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄Ʒᙹ
ܭƴǑǔ˄ƕƋǔƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷૅƏǂƖ᫇ƔǒƦǕ
ǒƷ˄ƷΨМǛࠀƠࡽƖǇƢŵ
 ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷӖӕʴƸᇹᲲǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷ
ᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ

ᇹᲯவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئ
Ჸ
Ძ ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛᛪ൭ƢǔئӳƴƸŴᘮ̬ᨖᎍƸŴ࣏ᙲ
ᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛᛪ
൭ưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕᘮ
̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯƋǒƔơǊਦܭƠƨƭƗƷᎍᲢᇹᲲவᲶਦྸˊܭ
ᛪ൭ʴƷ٭ᲸƷᙹܭƴǑǓ٭ƠƨᎍǛԃǈǇƢŵˌɦŴžਦˊܭ
ྸᛪ൭ʴſƱƍƍǇƢŵᲣƕŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣƓǑƼཎКƳʙऴ
Ʒנ܍ǛᚰଢƢǔǛ੩ЈƠƯŴ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴȪȓȳǰȷȋ
ȸǺ̬ᨖƷӖӕʴƷˊྸʴƱƠƯȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭Ǜ
ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷӖӕʴƕඥ
ʴưƋǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ᛪ൭ƴƓƍƯŴᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟ
ƴƠƯƍǔᘮ̬ᨖᎍƷৎቔɥƷᣐͪᎍ
  ᛪ൭ƴƓƍƯŴᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟ
ƴƠƯƍǔᘮ̬ᨖᎍƷᲭᚃሁϋƷᚃଈ
Ჭ ЭƷᙹܭƴǑǓ˟ᅈƕȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛਦྸˊܭᛪ൭ʴ
ƴૅƬƨئӳƴƸŴƦƷࢸᙐƠƯȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭
ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸŴƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ხ ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئƴƭƍƯ
ƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჯ ɼኖഘƓǑƼཎኖவƷᙹܭƴǑǓŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅ
ƏƜƱƴǑƬƯෞ๒ƢǔᢿЎƷசኺᢅ᧓ƴࣖݣƠƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
ǛૅƏئӳƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ଐƔǒᲰƔஉኺᢅƠ
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その他特約条項

ᇹᲮவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅǘƳƍئӳᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅ
ʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅƍ
ǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸᇹᲯவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷ
ᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸᇹᲬƴܭǊǔਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ
ॖ
  ᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
  ʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ
Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷ
ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷف
ьƕŴɼڎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦ
ƷᆉࡇƴࣖơŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏ
ƜƱƕƋǓǇƢŵ

ƨଐƴ࢘ᛆᢿЎƕෞ๒ƠƨǋƷƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
ᇹᲰவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ

その他特約条項

ᇹᲲவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǛ٭Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴࢸ٭Ʒਦྸˊܭᛪ൭ʴƸŴᇹᲯவᲶȪȓ
ȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸᇹᲬƷᙹܭ
ƷርϋƷᎍưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷ٭ƸŴ̬ᨖᚰУƴᘻǛӖƚƯƔǒưƳƚǕƹŴ˟ᅈƴݣ
৴ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
ᇹᲳவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑ
ǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ
፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷ
ᙹܭǛแဇƠǇƢŵƨƩƠŴஜவƷᙹܭƴǑǔƜƷཎኖƷᚐᨊƷᡫჷ
ƴƭƍƯŴദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷƍƣǕƴ
ǋᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵƨƩƠŴஜவƷᙹܭƴǑǔƜƷཎኖƷᚐ
ᨊƷᡫჷƴƭƍƯŴദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷ
ƍƣǕƴǋᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠ
ǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
  ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅƬƨƱƖ
  ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
  ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
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ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ɼڎኖƕૼƞǕƨƱƖƴƸŴɼڎኖƱƱǋƴƜƷཎኖǋૼƞǕ
ǔǋƷƱƠǇƢŵƨƩƠŴૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢ
ƬƯƍƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕǔئӳƴƸŴɼኖഘƷૼƴ
᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ
ሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶɼڎኖƴܭཎኖŴᡥถܭཎኖŴᡥܭفཎኖŴܼଈ
ဃ̬ᨦཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƴܭཎኖŴᡥถܭཎኖŴᡥܭفཎኖƓǑƼܼଈဃ̬
ᨦཎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵƨƩƠŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ଐƕܭཎኖŴᡥถ
ܭཎኖŴ
ᡥܭفཎኖǇƨƸܼଈဃ̬ᨦཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʒʕ
Ტܭ
ཎኖƓǑƼܼଈဃ̬ᨦཎኖƴƭƍƯƸŴཎኖவƷૼƴ᧙Ƣǔ
ᙹܭƴǑǓૼƞǕǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Უ
ЭᲫ࠰ˌϋưƋǔئӳƴƸŴ
࢘ᛆཎኖƴƭƍƯƸŴƜƷཎኖƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ᇹᲭவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅᲸᇹᲬƴܭǊǔɼڎኖ
Ʒരʧ̬ᨖ᫇ƸŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖ᫇ƴܭཎኖŴᡥถܭཎ
ኖŴᡥܭفཎኖƓǑƼܼଈဃ̬ᨦཎኖƷཎኖരʧ̬ᨖ᫇Ტᡥ
ถܭཎኖƴƭƍƯƸȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ଐƔǒឪምƠ
ƯᲰƔஉ᧓ƷʕƢǔଐƴƓƚǔཎኖരʧ̬ᨖ᫇Ŵܼଈဃ̬ᨦ
ཎኖƴƭƍƯƸȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ଐƔǒឪምƠƯᲰƔ
உ᧓ƷʕƢǔଐƴƓƚǔཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰Ʒྵ̖ᲣǛьƑƨ
᫇ƱƠǇƢŵ
  ᇹᲭவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅᲸᇹᲬƴܭǊǔਦ̬ܭ
ᨖ᫇ƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ଐƴƓƚǔɼڎኖŴܭ
ཎኖŴᡥถܭཎኖŴᡥܭفཎኖƓǑƼܼଈဃ̬ᨦཎኖƷരʧ
̬ᨖ᫇Ტཎኖരʧ̬ᨖ᫇ƓǑƼཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰Ʒྵ̖Ǜ
ԃǈǇƢŵƳƓŴᡥถܭཎኖƴƭƍƯƸȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖ
Ʒᛪ൭ଐƔǒឪምƠƯᲰƔஉ᧓ƷʕƢǔଐƴƓƚǔཎኖരʧ̬ᨖ
᫇Ŵܼଈဃ̬ᨦཎኖƴƭƍƯƸȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭
ଐƔǒឪምƠƯᲰƔஉ᧓ƷʕƢǔଐƴƓƚǔཎኖܼଈဃ̬ᨦ࠰
Ʒྵ̖ƱƠǇƢŵˌɦŴஜӭƴƓƍƯӷơŵᲣƷƦǕƧǕƷлӳ
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その他特約条項

ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖڎኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽ
ƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƢǔƜƱƕ
ưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱ
ƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷ˄ьǛ১ᜄƠƨǛᝧ˓ڼƱƠ
ǇƢŵ
  ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ

ǛǋƱƴŴ˟ᅈƷܭǊǔ૾ඥưŴɼڎኖƓǑƼƜǕǒƷཎኖƷരʧ
̬ᨖ᫇ƔǒਦܭƞǕƨǋƷƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎЩƴǑǔȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅƴƭƍƯƸŴᇹᲭ
வᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅᲸᇹᲭƔǒᇹᲳǇưƷᙹܭ
ƓǑƼᇹᲮவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅǘƳƍئӳᲸᇹᲬ
ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƴᡥถܭཎኖŴᡥܭفཎ
ኖǇƨƸܼଈဃ̬ᨦཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴᇹᲭவᲶȪ
ȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅᲸᇹᲮƴƓƚǔਦ̬ܭᨖ᫇ЎƷถ
᫇ƸŴɼڎኖƴƭƍƯƸਦ̬ܭᨖ᫇ƕŴᡥถܭཎኖƓǑƼᡥف
ܭཎኖƴƭƍƯƸਦ̬ܭᨖ᫇ƴࣖݣƢǔཎኖؕแ̬ᨖ᫇ƕŴ
ܼଈဃ̬ᨦཎኖƴƭƍƯƸਦ̬ܭᨖ᫇ƴࣖݣƢǔཎኖؕแ࠰
᫇ƕถ᫇ƞǕƨǋƷƱƠǇƢŵ

その他特約条項

ᇹவᲶɼڎኖƴܹരʧлفཎኖǇƨƸͻܹཎኖƕ˄ьƞǕƯ
ƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƴܹരʧлفཎኖǇƨƸͻܹཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴ
ƸŴƜǕǒƷཎኖவƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖ
ƷૅƴǑǓɼڎኖƷ̬ᨖ᫇ǇƨƸؕแ࠰உ᫇ƕถ᫇Ტ˄ьƞǕ
ƯƍǔܭཎኖƷཎኖ̬ᨖ᫇ŴᡥถܭཎኖǋƠƘƸᡥܭفཎኖ
Ʒཎኖؕแ̬ᨖ᫇ǇƨƸܼଈဃ̬ᨦཎኖƷཎኖؕแ࠰᫇Ʒถ᫇
ǛԃǈǇƢŵᲣƞǕŴܹ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨƱƖ
ưǋŴܹ̬ᨖ᫇Ƹถ᫇ƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕኳ៲̬ᨖƆᢠ৸ƇƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕɤٻ၌၏̬ᨦኳ៲̬ᨖƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕɤٻ၌၏̬ᨦ˄ኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƷ
ئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕૼƕǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖŴƕǜ̬ᨖƆƇŴ
ƕǜ̬ᨖƆᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕ၌၏λᨈ̬ᨖŴ
Ҕၲ̬ᨖ
ƆƇ
Ŵ
Ҕၲ̬ᨖ
ƆƇ
Ŵ
Ҕၲ̬ᨖƆᚐኖƇƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕࡽӖؕแዼԧҔၲ̬ᨖƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕܼଈဃ̬ᨦ̬ᨖƆᚐኖƇƷئӳƷ
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ཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕࡽӖؕแዼԧૼҔၲ̬ᨖŴࡽӖؕแዼԧҔ
ၲ̬ᨖƆᚐኖƇƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ


その他特約条項
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健康割引特約
（平成21年3月23日改定）
＜この特約の趣旨＞
この特約は、被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合する場合
に、この特約を付加した主契約の保険料の割引を行う取扱について規定したも
のです。
＜特約の締結＞
第１条 この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約（以下、「主
契約」といいます。）を締結または更新する際に、主契約の被保険者（以
下、
「被保険者」といいます。）の健康状態その他が会社の定める基準に
適合する場合に、保険契約者が会社に申し出て、会社が承諾することに
より、主契約に付加して締結します。
その他特約条項

＜主契約の保険料率＞
第２条 この特約を付加した主契約の保険料率は、被保険者の喫煙状況により、
健康体保険料率または健康体保険料率〔非喫煙〕とします。
＜特約の保険期間＞
第３条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。
＜特約の失効＞
第４条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
＜特約の復活＞
第５条 被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合する場合、保険
契約者は、主契約の復活請求の際、この特約の復活の請求をすることが
できます。
２ 会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾した場合
には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 復活後の主契約の保険料率は、失効前の主契約の保険料率と同一と
します。ただし、会社は、この特約の復活の際の被保険者の喫煙状況
により、復活後の主契約の保険料率を健康体保険料率〔非喫煙〕から
健康体保険料率に変更することがあります。
(2) 前号の規定によって主契約の保険料率を変更した場合には、会社の
定めた方法で計算した金額をつぎのとおり精算します。
① 払い戻す金額がある場合には、会社は、これを保険契約者に払い
戻します。
② 会社へ払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、会社の
指定した日までに会社または会社の指定した場所に払い込むことを
要します。
３ 被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しないため、会
社がこの特約の復活を承諾しない場合で、主契約の普通保険約款（以下、
「主約款」といいます。）の規定により主契約の復活が行われたときには、
会社の定めた方法で計算した金額をつぎのとおり精算します。
(1) 払い戻す金額がある場合には、会社は、これを保険契約者に払い戻
します。
(2) 会社へ払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、会社の指
定した日までに会社の指定した方法で払い込むことを要します。
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＜健康割引に関する告知義務等＞
第６条 この特約の締結または復活の際、会社が、被保険者の健康状態および
過去１年間の喫煙状況等に関し告知書で質問した事項について、保険契
約者または被保険者は、その告知書によって告知してください。ただし、
会社指定の医師の質問により告知を求めたときは、その医師に対して口
頭で告知してください。
２ 前項に規定する告知に加え、会社は、保険契約者または被保険者に、
会社の定める被保険者の健康診断の結果を記載した書類またはその写し
の提出を求める場合があります。

＜偽造または改ざん等を行った健康診断の結果を記載した書類またはその写し
を提出したことによる特約の解除＞
第８条 保険契約者または被保険者が、第６条＜健康割引に関する告知義務
等＞第２項において、偽造または改ざん等を行った健康診断の結果を記
載した書類またはその写しを会社に提出した場合には、会社は、将来に
向ってこの特約を解除することができます。
２ 前項の規定によりこの特約が解除された場合は、前条第２項、第４項
および第５項の規定を準用します。
＜特約の解約＞
第９条 この特約のみの解約は取り扱いません。
＜特約の消滅＞
第10条 つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約も同時に消滅しま
す。
(1) 主契約が消滅したとき
(2) 主契約が家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕の場合で、主契約の
月払年金が支払われたとき
(3) 主契約が払済保険に変更されたとき
２ 前項第３号の規定によりこの特約が消滅した場合でも、払済保険の保
険金額および解約払戻金額等の計算においては、この特約は消滅してい
ないものとみなして取り扱います。
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その他特約条項

＜健康割引に関する告知義務違反等による特約の解除＞
第７条 保険契約者または被保険者が、前条第１項の告知の際、故意または重
大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場
合には、会社は、将来に向ってこの特約を解除することができます。
２ 会社は、主契約の保険金の支払事由または主契約の保険料の払込の免
除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。
３ 前項の規定にかかわらず、主契約の保険金の支払事由または主契約の
保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらな
かったことを保険契約者、被保険者または主契約の保険金の受取人が証
明したときは、会社は、この特約の解除を行いません。
４ 本条の規定によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知によっ
て行います。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明で
あるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、
会社は、被保険者または主契約の保険金の受取人に解除の通知をします。
５ 本条の規定によりこの特約が解除された場合は、会社の定める方法で、
主契約の保険金額を減額します。
６ 本条によるこの特約の解除をできない場合については、主約款の保険
契約を解除できない場合の規定を準用します。

＜この特約を付加した主契約の解約払戻金＞
第11条 この特約を付加した主契約の解約払戻金は、第２条＜主契約の保険料
率＞に規定する保険料率に応じて計算します。

その他特約条項

＜被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しなかった場合の取
扱＞
第12条 第２条＜主契約の保険料率＞に規定する保険料率により計算した第１
回保険料相当額（以下、本条において「第１回保険料相当額」といいます。）
を会社が受け取った後に、被保険者の健康状態その他が会社の定める基
準に適合しないため、会社がこの特約を付加しない保険契約の申込を承
諾した場合には、会社は、第１回保険料相当額を受け取った時（被保険
者に関する告知前に受け取った場合には、告知の時）から、保険契約上
の責任を負います。
２ 前項の場合、保険契約者は、会社の定めた方法で計算した金額を、会
社の指定した日までに会社または会社の指定した場所に払い込むことを
要します。
３ 前項に定める金額が会社の指定した日までに払い込まれない場合に
は、会社の定める方法で、主契約の保険金額を減額します。
＜主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合の取扱＞
第13条 主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合で、つぎの各号
のいずれかに該当したときには、次の主契約の払込期月（払込期月の初
日から主契約の契約応当日の前日までに該当したときは、その払込期月）
以後の主契約の保険料率を健康体保険料率に変更し、会社の定めた方法
で計算した金額を精算します。
(1) 主契約の保険金額の減額または主契約に付加されている定期特約の
特約保険金額、逓減定期特約の特約基準保険金額、逓増定期特約の特
約基準保険金額もしくは家族生活保障特約の特約基準年金額の減額が
行われ、減額後のつぎの①から⑤を合計した金額が会社の定める限度
を下まわるとき（ただし、主契約にリビング・ニーズ特約が付加され
ている場合で、リビング・ニーズ保険金の支払によって減額されたと
きを除きます。）
① 主契約の保険金額
② 定期特約の特約保険金額
③ 逓減定期特約の特約基準保険金額にもとづき会社の定めた方法で
計算した金額
④ 逓増定期特約の特約基準保険金額にもとづき会社の定めた方法で
計算した金額
⑤ 家族生活保障特約の特約基準年金額にもとづき会社の定めた方法
で計算した金額
(2) 主契約に付加されている定期特約、逓減定期特約、逓増定期特約ま
たは家族生活保障特約（以下、本号において「定期特約等」といいま
す。
）が消滅し、前号①から⑤を合計した金額が会社の定める限度を
下まわるとき（ただし、定期特約等が保険期間の満了によって消滅し
た場合で、その消滅が保険契約者からの通知によらなかったときを除
きます。）
２ 前項の精算はつぎのとおりとします。
(1) 払い戻す金額がある場合には、会社は、これを保険契約者に払い戻
します。
(2) 会社へ払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、会社の指
定した日までに会社または会社の指定した場所に払い込むことを要し
ます。
３ 主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合で、この特約の
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締結または復活に際して会社が告知を求めた被保険者の過去１年間の喫
煙状況について、告知の誤りがあったときには、つぎのとおりとします。
(1) 主契約の保険金の支払事由または主契約の保険料の払込の免除事由
の発生前に、告知の誤りが判明した場合には、会社の定めた方法によっ
て処理します。
(2) 主契約の保険金の支払事由または主契約の保険料の払込の免除事由
の発生以後に、告知の誤りが判明した場合には、会社の定める方法で、
主契約の保険金の支払額を削減します。

＜特約の更新＞
第15条 この特約の更新は取り扱いません。
２ 前項の規定にかかわらず、主契約が更新される場合で、更新後の主
契約の保険期間満了の日が、この特約を締結した日からその日を含めて
10年以内であるときに限り、この特約も主契約と同時に更新されるも
のとします。この場合、この特約の更新日は、この特約の保険期間満了
の日の翌日とします。
３ 前項の規定によりこの特約が更新された場合には、つぎのとおりとし
ます。
(1) 更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間と同一
の年数とします。
(2) 更新前の主契約の保険料率が健康体保険料率の場合には、更新後の
主契約には、更新日現在の健康体保険料率が適用されます。また、更
新前の主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合には、更
新後の主契約には、更新日現在の健康体保険料率〔非喫煙〕が適用さ
れます。
(3) 更新後のこの特約には、更新日現在の特約条項が適用されます。
＜主約款の準用＞
第16条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを
除き、主約款の規定を準用します。
＜主契約に年金支払移行特約が付加された場合の特則＞
第17条 この特約が付加されている主契約に年金支払移行特約が付加された場
合には、つぎのとおりとします。
(1) つぎのいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。
① 主契約の全部を年金支払に移行したとき
② 主契約のうち年金支払に移行しない部分が消滅したとき
(2) 主契約のうち年金支払に移行しない部分が効力を失ったときは、こ
の特約も同時に効力を失います。
(3) 前号の場合で、主契約のうち年金支払に移行しない部分の復活請求
の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請
求があったものとします。
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その他特約条項

＜年齢および性別の誤りの処理＞
第14条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合
で、契約時における実際の契約年齢では被保険者の健康状態その他が会
社の定める基準に適合しないときには、この特約は無効とし、会社の定
めるところにより主契約の保険料を改め、会社の定めた方法で計算した
金額を精算します。
２ 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合で、
実際の性別では被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合し
ないときには、この特約は無効とし、会社の定めるところにより主契約
の保険料を改め、会社の定めた方法で計算した金額を精算します。

(4) 主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合には、第13
条＜主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合の取扱＞第
１項に定めるほか、主契約に年金支払移行特約が付加されたことによ
り、年金支払に移行しない部分の保険金額が会社の定める限度を下ま
わるときに、次の主契約の払込期月（払込期月の初日から主契約の契
約応当日の前日までに該当したときは、その払込期月）以後の主契約
の保険料率を健康体保険料率に変更し、会社の定めた方法で計算した
金額を精算します。

その他特約条項

＜主契約が家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕の場合の特則＞
第18条 この特約を家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕に付加した場合には、
つぎのとおりとします。
(1) 第７条＜健康割引に関する告知義務違反等による特約の解除＞第２
項から第４項中、「主契約の保険金」とあるのを「主契約の月払年金」
と読み替えます。
(2) 第７条＜健康割引に関する告知義務違反等による特約の解除＞第５
項および第12条＜被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に
適合しなかった場合の取扱＞第３項中、「主契約の保険金額」とある
のを「主契約の基準年金月額」と読み替えます。
(3) 第13条＜主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合の
取扱＞第１項を、つぎのとおり読み替えます。
主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合で、主
契約の基準年金月額の減額が行われ、減額後の主契約の基準年
金月額にもとづき会社の定めた方法で計算した金額が会社の定
める限度を下まわるときには、次の主契約の払込期月（払込期
月の初日から主契約の契約応当日の前日までに減額が行われた
ときは、その払込期月）以後の主契約の保険料率を健康体保険
料率に変更し、会社の定めた方法で計算した金額を精算します。
（ただし、主契約にリビング・ニーズ特約が付加されている場合
で、リビング・ニーズ保険金の支払によって減額されたときを
除きます。）
(4) 第13条＜主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合の
取扱＞第３項中、
「主契約の保険金の支払事由」とあるのを「主契約
の月払年金の支払事由」と読み替えます。
(5) 第13条＜主契約の保険料率が健康体保険料率〔非喫煙〕の場合の
取扱＞第３項第２号中、「主契約の保険金の支払額」とあるのを「主
契約の月払年金の支払額」と読み替えます。
２ 主契約に満期祝金特約が付加されている場合には、つぎのとおりとし
ます。
(1) 満期祝金特約の保険料率は、被保険者の喫煙状況により、健康体保
険料率または健康体保険料率〔非喫煙〕とし、主契約の保険料率と同
一の区分とします。
(2) 第７条＜健康割引に関する告知義務違反等による特約の解除＞第５
項の規定により主契約の基準年金月額を減額する場合には、満期祝金
特約の満期祝金額を同じ割合で減額します。
(3) 満期祝金特約の解約払戻金は、第１号に規定する保険料率に応じて
計算します。
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ͤࡍлࡽཎኖƆཎኖဇƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƢ
ǔئӳƴŴƜƷཎኖǛ˄ьƠƨܭཎኖƳƲƷ̬ᨖ૰ƷлࡽǛᘍƏӕৢ
ƴƭƍƯᙹܭƠƨǋƷưƢŵ

ᇹᲬவᲶɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴᘮ̬ᨖᎍƷտཞඞƴǑ
ǓŴͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙǇƨƸͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƆ᩼տƇƱƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ჸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƱƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼཎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ᇹᲯவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƢǔئӳŴ̬
ᨖڎኖᎍƸŴɼཎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴƜƷཎኖƷࣄƷᛪ൭ǛƢǔƜ
ƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
 ࣄࢸƷɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴڂјЭƷɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƱӷɟ
ƱƠǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥƷᘮ̬ᨖᎍƷտ
ཞඞƴǑǓŴࣄࢸƷɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙǛͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƆ᩼տƇ
Ɣǒͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƴ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
 ЭӭƷᙹܭƴǑƬƯɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙǛ٭ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈ
ƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇ǛƭƗƷƱƓǓችምƠǇƢŵ
Ĭ ƍƢ᫇ƕƋǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴ
ƍƠǇƢŵ
ĭ ˟ᅈǁᡂǛᙲƢǔ᫇ƕƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈ
ƷਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇ
Ƣŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƠƳƍƨǊŴ
˟ᅈƕƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƳƍئӳưŴɼཎኖƷࣄƕᘍǘǕƨ
ƱƖƴƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇ǛƭƗƷƱƓǓችምƠǇ
Ƣŵ
 ƍƢ᫇ƕƋǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴƍ
ƠǇƢŵ
 ˟ᅈǁᡂǛᙲƢǔ᫇ƕƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷ
ਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈƷਦܭƠƨ૾ඥưƍᡂǉƜƱǛᙲƠǇƢŵ
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その他特約条項

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸ
  ƜƷཎኖƸŴܭཎኖŴᡥถܭཎኖŴᡥܭفཎኖƓǑƼܼଈဃ
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ኽǇƨƸૼƢǔᨥƴŴɼཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍ
ƍǇƢŵᲣƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƢǔئӳƴŴ
̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼཎኖƴ
˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ

その他特約条項

ᇹᲰவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƢǔئӳŴ̬
ᨖڎኖᎍƸŴɼཎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴƜƷཎኖƷࣄƷᛪ൭ǛƢǔƜ
ƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
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૰ྙƆ᩼տƇƔǒͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƴ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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Ĭ ƍƢ᫇ƕƋǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴ
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Ƣŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƠƳƍƨǊŴ
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ٻƳᢅڂƴǑǓʙܱǛԓƛƳƔƬƨƔǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛ
ƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Წ ˟ᅈƸŴɼཎኖƷཎኖ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊ
ʙဌƕဃơƨࢸưǋŴƜƷཎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼཎኖƷཎኖ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬
ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƷႆဃƕŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳƬƨʙܱƴǑǒƳƔ
ƬƨƜƱǛ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸɼཎኖƷཎኖ̬ᨖƷӖӕʴ
ƕᚰଢƠƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷᚐᨊǛᘍƍǇƤǜŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǔƜƷཎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑ
ƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧ
ଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷưƖƳƍئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸɼཎኖƷཎኖ̬ᨖƷӖӕʴƴᚐᨊ
ƷᡫჷǛƠǇƢŵ
Ჯ ஜவƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ૾ඥ
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ưŴɼཎኖƷཎኖ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƠǇƢŵ
Ჰ ஜவƴǑǔƜƷཎኖƷᚐᨊǛưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼƨǔ̬ᨖ
ڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘƷ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶͬᡯǇƨƸોƟǜሁǛᘍƬƨͤࡍᚮૺƷኽௐǛᚡ᠍Ơƨ
ǇƨƸƦƷϙƠǛ੩ЈƠƨƜƱƴǑǔཎኖƷᚐᨊᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹᲱவᲶͤࡍлࡽƴ᧙Ƣǔԓჷ፯Ѧ
ሁᲸᇹᲬƴƓƍƯŴͬᡯǇƨƸોƟǜሁǛᘍƬƨͤࡍᚮૺƷኽௐǛ
ᚡ᠍ƠƨǇƨƸƦƷϙƠǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴݩ
ஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƸŴЭவᇹᲬŴᇹᲮ
ƓǑƼᇹᲯƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
 ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƕƢǂƯෞ๒ƠƨƱƖ
 ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƷƏƪŴܼଈဃ̬ᨦཎኖƷཎኖ࠰
ƕૅǘǕƨƱƖ
ᇹவᲶɼཎኖƷᚐኖᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƷᚐኖƸŴᇹᲬவᲶɼཎኖƷ̬ᨖ
૰ྙᲸƴᙹܭƢǔ̬ᨖ૰ྙƴࣖơƯᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƠ
ƳƔƬƨئӳƷӕৢᲸ
Ძ ᇹᲬவᲶɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙᲸƴᙹܭƢǔ̬ᨖ૰ྙƴǑǓᚘምƠƨɼ
ཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯžᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘
᫇ſƱƍƍǇƢŵᲣǛ˟ᅈƕӖƚӕƬƨࢸƴŴᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७Ʀ
Ʒ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƠƳƍƨǊŴ˟ᅈƕƜƷཎኖǛ˄ьƠ
ƳƍɼཎኖƷဎᡂǛ১ᜄƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇
ǛӖƚӕƬƨᲢᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷЭƴӖƚӕƬƨئӳƴƸŴԓ
ჷƷᲣƔǒŴ̬ᨖڎኖɥƷᝧ˓ǛƍǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇ǛŴ
˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǉƜ
ƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჭ ЭƴܭǊǔ᫇ƕ˟ᅈƷਦܭƠƨଐǇưƴƍᡂǇǕƳƍئӳƴ
ƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ૾ඥưŴɼཎኖƷཎኖ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƕͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƆ᩼տƇƷئӳƷ
ӕৢᲸ
Ძ ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƕͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƆ᩼տƇ
ƷئӳưŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƴƸŴഏƷɼڎኖƷ
ᡂஉᲢᡂஉƷИଐƔǒɼڎኖƷڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴᛆ࢘
ƠƨƱƖƸŴƦƷᡂஉᲣˌࢸƷɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙǛͤࡍ˳̬ᨖ૰
ྙƴ٭ƠŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇ǛችምƠǇƢŵ
 ɼڎኖƷ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇ǇƨƸɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔܭཎኖ
Ʒཎኖ̬ᨖ᫇ŴᡥถܭཎኖƷཎኖؕแ̬ᨖ᫇Ŵᡥܭفཎኖ
Ʒཎኖؕแ̬ᨖ᫇ǋƠƘƸܼଈဃ̬ᨦཎኖƷཎኖؕแ࠰᫇Ʒ
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その他特約条項

ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
  ƜƷཎኖƷǈƷᚐኖƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

その他特約条項

ถ᫇ƕᘍǘǕŴถ᫇ࢸƷƭƗƷĬƔǒİǛӳᚘƠƨ᫇ƕ˟ᅈƷܭ
ǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔƱƖᲢƨƩƠŴɼڎኖƴȪȓȳǰȷȋȸǺཎኖ
ƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳưŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅƴǑƬƯ
ถ᫇ƞǕƨƱƖǛᨊƖǇƢŵᲣ
Ĭ ɼڎኖƷ̬ᨖ᫇
ĭ ܭཎኖƷཎኖ̬ᨖ᫇
Į ᡥถܭཎኖƷཎኖؕแ̬ᨖ᫇ƴǋƱƮƖ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥ
ưᚘምƠƨ᫇
į ᡥܭفཎኖƷཎኖؕแ̬ᨖ᫇ƴǋƱƮƖ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥ
ưᚘምƠƨ᫇
İ ܼଈဃ̬ᨦཎኖƷཎኖؕแ࠰᫇ƴǋƱƮƖ˟ᅈƷܭǊƨ૾
ඥưᚘምƠƨ᫇
 ɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔܭཎኖŴᡥถܭཎኖŴᡥܭفཎኖ
ǇƨƸܼଈဃ̬ᨦཎኖᲢˌɦŴஜӭƴƓƍƯžܭཎኖሁſƱƍ
ƍǇƢŵᲣƕෞ๒ƠŴЭӭĬƔǒİǛӳᚘƠƨ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔ
ᨂࡇǛɦǇǘǔƱƖᲢƨƩƠŴܭཎኖሁƕ̬ᨖ᧓ƷʕƴǑƬ
Ưෞ๒ƠƨئӳưŴƦƷෞ๒ƕ̬ᨖڎኖᎍƔǒƷᡫჷƴǑǒƳƔƬ
ƨƱƖǛᨊƖǇƢŵᲣ
Წ ЭƷችምƸƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ƍƢ᫇ƕƋǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴƍ
ƠǇƢŵ
 ˟ᅈǁᡂǛᙲƢǔ᫇ƕƋǔئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷ
ਦܭƠƨଐǇưƴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǉƜƱǛ
ᙲƠǇƢŵ
Ჭ ɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƕͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƆ᩼տƇƷئӳưŴƜƷཎኖ
ƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯ˟ᅈƕԓჷǛ൭Ǌƨᘮ̬ᨖᎍƷᢅӊ
Ძ࠰᧓ƷտཞඞƴƭƍƯŴԓჷƷᛚǓƕƋƬƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱ
ƓǓƱƠǇƢŵ
 ɼཎኖƷཎኖ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƷ
ႆဃЭƴŴԓჷƷᛚǓƕЙଢƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥƴǑ
ƬƯϼྸƠǇƢŵ
 ɼཎኖƷཎኖ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƷ
ႆဃˌࢸƴŴ
ԓჷƷᛚǓƕЙଢƠƨئӳƴƸŴ
˟ᅈƷܭǊǔ૾ඥưŴ
ɼཎኖƷཎኖ̬ᨖƷૅ᫇ǛЪถƠǇƢŵ
ᇹவᲶ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷڎኖ࠰ᱫƴᛚǓƕƋƬƨئ
ӳưŴڎኖƴƓƚǔܱᨥƷڎኖ࠰ᱫưƸᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂
ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƠƳƍƱƖƴƸŴƜƷཎኖƸјƱƠŴ˟
ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓɼཎኖƷ̬ᨖ૰ǛોǊŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥư
ᚘምƠƨ᫇ǛችምƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷࣱКƴᛚǓƕƋƬƨئӳưŴ
ܱᨥƷࣱКưƸᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳ
ƠƳƍƱƖƴƸŴƜƷཎኖƸјƱƠŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓɼ
ཎኖƷ̬ᨖ૰ǛોǊŴ
˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠƨ᫇ǛችምƠǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷૼƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƕૼƞǕǔ
ئӳưŴૼࢸƷɼཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƕŴƜƷཎኖǛዸኽƠƨ
ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ࠰ˌϋưƋǔƱƖƴᨂǓŴƜƷཎኖǋɼཎኖ
ƱӷƴૼƞǕǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴƜƷཎኖƷૼଐƸŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ፻ଐƱƠǇƢŵ
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Ჭ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴૼࢸƷɼཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƷ࠰ૠƱƠǇƢŵ
 ૼЭƷɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƕͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƷئӳƴƸŴૼࢸ
ƷɼཎኖƴƸŴ
ૼଐྵנƷͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƕᢘဇƞǕǇƢŵ
ǇƨŴ
ૼЭƷɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƕͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙ
Ɔ᩼տƇ
ƷئӳƴƸŴ
ૼࢸƷɼཎኖƴƸŴૼଐྵנƷͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƆ᩼տƇƕᢘ
ဇƞǕǇƢŵ
 ૼࢸƷƜƷཎኖƴƸŴૼଐྵנƷཎኖவƕᢘဇƞǕǇƢŵ
ᇹவᲶɼཎኖƷཎኖவƷᙹܭƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼཎኖƷཎኖவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

ᇹவᲶɼཎኖƴܼଈဃ̬ᨦཎኖƕԃǇǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼཎኖƴܼଈဃ̬ᨦཎኖƕԃǇǕƯƍǔئӳƴƸŴ࢘ᛆཎኖƴƭ
ƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᇹᲲவᲶͤࡍлࡽƴ᧙Ƣǔԓჷ፯ѦᢌӒሁƴǑǔཎኖƷᚐᨊᲸᇹ
ᲬƔǒᇹᲮɶŴžཎኖ̬ᨖſƱƋǔƷǛžཎኖ࠰ſƱᛠǈ
ஆƑǇƢŵ
 ᇹᲲவᲶͤࡍлࡽƴ᧙Ƣǔԓჷ፯ѦᢌӒሁƴǑǔཎኖƷᚐᨊᲸᇹ
ᲯƓǑƼᇹவᲶᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแ
ƴᢘӳƠƳƔƬƨئӳƷӕৢᲸᇹᲭɶŴžཎኖ̬ᨖ᫇ſƱƋǔ
ƷǛžཎኖؕแ࠰᫇ſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ᇹவᲶɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƕͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƆ᩼տƇƷئӳƷ
ӕৢᲸᇹᲭɶŴžཎኖ̬ᨖƷૅʙဌſƱƋǔƷǛžཎኖ࠰
ƷૅʙဌſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ᇹவᲶɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƕͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƆ᩼տƇƷئӳƷ
ӕৢᲸᇹᲭᇹᲬӭɶŴžཎኖ̬ᨖƷૅ᫇ſƱƋǔƷǛž࠰
Ʒཎኖ࠰Ʒૅ᫇ſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
ᇹவᲶܭཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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その他特約条項

ᇹவᲶɼཎኖƴᡥถܭཎኖŴᡥܭفཎኖƕԃǇǕƯƍǔئ
ӳƷཎЩᲸ
  ɼཎኖƴᡥถܭཎኖǇƨƸᡥܭفཎኖƕԃǇǕƯƍǔئӳƴƸŴ
࢘ᛆཎኖƴƭƍƯƸŴᇹᲲவᲶͤࡍлࡽƴ᧙Ƣǔԓჷ፯ѦᢌӒሁƴǑ
ǔཎኖƷᚐᨊᲸᇹᲯƓǑƼᇹவᲶᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟
ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƠƳƔƬƨئӳƷӕৢᲸᇹᲭɶŴžཎኖ̬ᨖ
᫇ſƱƋǔƷǛžཎኖؕแ̬ᨖ᫇ſƱᛠǈஆƑǇƢŵ

ਦྸˊܭᛪ൭ཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴዅ˄ሁƷӖӕʴưƋǔᘮ̬ᨖᎍƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖ
ƳƍܭƷʙऴƕƋǔئӳሁƴŴƋǒƔơǊਦܭƞǕƨਦྸˊܭᛪ൭ʴ
ƕᘮ̬ᨖᎍƴˊǘƬƯᛪ൭ǛᘍƏƜƱǛӧᏡƱƢǔƜƱǛɼƳϋܾƱƢ
ǔǋƷưƢŵ

その他特約条項

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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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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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
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƕƕǜ̬ᨖƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ 

その他特約条項

ᇹவᲶɼڎኖƕૼҔၲ̬ᨖŴ၌၏λᨈ̬ᨖƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕᲯ࠰ƝƱМࠀᣐ࢘˄ƜƲǋ̬ᨖŴƜƲǋ̬ᨖ
ƆƇƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ 
ᇹவᲶɼڎኖƴዮӳʼᜱ̬ᨦᆆᘍཎኖƳƲƕ˄ьƞǕƯƍǔئ
ӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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団体取扱特約〔Ａ〕
（平成22年3月2日改定）

＜契約日の特則＞
第２条 この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保
険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、主約款に
定める会社の責任開始の日の属する月の翌月１日とし、保険期間および
保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
２ 前項の規定にかかわらず、会社の責任開始期から契約日の前日までの
間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保険金等の支払事
由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、責任開始の日を契約
日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として再計算
し、保険料に過不足があれば精算します。
＜保険料率＞
第３条 半年払契約および月払契約の保険料率は、会社の定める団体保険料率
Ａとします。
＜保険料の払込＞
第４条 保険料は、団体の代表者がとりまとめて払い込んでください。
２ 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下、本条において
同じ。）については、つぎの日をもって払込のあった日とします。
(1) 団体が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与
から控除したうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料を給与か
ら控除した日（会社と団体とが取り決めた日であることを要します。）
(2) 団体が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口
座（以下、本条において「指定口座」といいます。
）から団体の口座
に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料を指定口
座から団体の口座に振り替えた日（会社と団体とが取り決めた日であ
ることを要します。）
(3) 前２号以外の場合には、会社または会社の指定した場所に払い込ま
れた日
３ 給与から控除された第１回保険料または指定口座から団体の口座に振
り替えられた第１回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、
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＜特約の適用範囲＞
第１条 この特約は、会社と「団体取扱契約〔Ａ〕」を締結した官公署、会社、
組合、工場その他の団体（以下、「団体」といいます。）に所属し、団体
から定期的に給与（役員報酬を含みます。以下同じ。
）の支払を受ける
者を保険契約者とする保険契約で、保険契約者の数が20名以上いる場
合に、団体を通じて会社にこの特約の適用を申し出た保険契約に適用し
ます。
２ つぎの場合には、前項の規定を準用して、各保険契約にこの特約を適
用します。
(1) 団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被
保険者とする保険契約の被保険者が20名以上いる場合
(2) 前項の保険契約者と前号の被保険者が、名よせのうえ合算（同一人
の場合には１名として計算します。以下同じ。）して20名以上いる場
合
(3) 団体の事業所が２つ以上あるときは、１事業所においてこの特約の
人数要件を満たさなくても、前項および前２号のいずれかに該当する
事業所が他にある場合

保険契約者または被保険者の申出により、その第１回保険料の控除また
は振替が取り消された場合には、前項第１号または第２号の控除または
振替がされなかったものとして取り扱います。
４ 第２回以後の保険料は、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日をもって払込のあった日とします。
＜保険料領収証＞
第５条 団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する
領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
＜保険料の前納＞
第６条 この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、
保険料の前納は取り扱いません。

その他特約条項

＜特約の失効＞
第７条 つぎの場合には、この特約は失効します。
(1) 保険契約者（団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者）が、
団体の所属員でなくなったとき。ただし、団体の代表者がとりまとめ
て保険料を払い込むことのできる期間を除きます。
(2) 会社と団体が締結していた「団体取扱契約〔Ａ〕
」が解約されたと
き
(3) 保険料の自動振替貸付が行われたとき
(4) 保険契約が失効したとき
(5) 保険料の払込を要しなくなったとき
(6) 第１条＜特約の適用範囲＞に定める保険契約者または被保険者の数
が20名未満となり、６か月を経過してもなお20名以上とならなかっ
たとき
＜特約の失効した保険契約の取扱＞
第８条 前条第１号、第２号、第３号または第６号の規定によりこの特約が失
効した保険契約の保険料率は、普通保険料率となります。
２ 前項の規定にかかわらず前条第６号によってこの特約が失効した場
合、残存する保険契約者または被保険者の数が10名以上であれば、残
存保険契約を「団体取扱特約〔Ｂ〕」の取扱に変更します。この場合の
保険料率は、団体保険料率Ｂによります。
＜主約款の準用＞
第９条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを
除き、主約款の規定を準用します。
＜一括保険証券＞
第10条 会社は、団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属
員を被保険者とする保険契約については、個々の保険証券に代えて、保
険契約者に対し一括保険証券を交付することがあります。
＜団体との取り決めによる取扱＞
第11条 第２条＜契約日の特則＞、第４条＜保険料の払込＞またはその他の事
項について、会社と団体とが特に別の取り決めを行った場合には、その
取り決めによるものとします。
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団体取扱特約〔Ｂ〕
（平成22年3月2日改定）

＜契約日の特則＞
第２条 この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保
険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、主約款に
定める会社の責任開始の日の属する月の翌月１日とし、保険期間および
保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
２ 前項の規定にかかわらず、会社の責任開始期から契約日の前日までの
間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保険金等の支払事
由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、責任開始の日を契約
日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として再計算
し、保険料に過不足があれば精算します。
＜保険料率＞
第３条 半年払契約および月払契約の保険料率は、会社の定める団体保険料率
Ｂとします。
＜保険料の払込＞
第４条 保険料は、団体の代表者がとりまとめて払い込んでください。
２ 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下、本条において
同じ。）については、つぎの日をもって払込のあった日とします。
(1) 団体が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与
（役員報酬を含みます。以下、本条において同じ。）から控除したうえ
で会社に払い込む場合には、第１回保険料を給与から控除した日（会
社と団体とが取り決めた日であることを要します。）
(2) 団体が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口
座（以下、本条において「指定口座」といいます。
）から団体の口座
に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料を指定口
座から団体の口座に振り替えた日（会社と団体とが取り決めた日であ
ることを要します。）
(3) 前２号以外の場合には、会社または会社の指定した場所に払い込ま
れた日
３ 給与から控除された第１回保険料または指定口座から団体の口座に振
り替えられた第１回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、
保険契約者または被保険者の申出により、その第１回保険料の控除また
は振替が取り消された場合には、前項第１号または第２号の控除または
振替がされなかったものとして取り扱います。
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その他特約条項

＜特約の適用範囲＞
第１条 この特約は、会社と「団体取扱契約〔Ｂ〕」を締結した官公署、会社、
商店、組合、工場、連合会、同業団体等の団体（以下、
「団体」といい
ます。）に所属する役職員、組合員、会員等（以下、
「所属員」といいます。
この場合、所属員が会社、商店等である場合には、当該所属員の役職員
等も含むものとします。また、組合、連合会、同業団体等の団体におい
て、所属員が組織である場合には、当該所属員の役職員、組合員、会員
等および組織を構成している会社、商店、組合、連合会、同業団体等の
役職員、組合員、会員等も含むものとします。）を保険契約者とする保
険契約の保険契約者の数が10名以上いる場合、または団体もしくは団
体の代表者が保険契約者となり、その団体の所属員を被保険者とする保
険契約の被保険者の数が10名以上いる場合に、団体を通じて会社にこ
の特約の適用を申し出た保険契約に適用します。

４ 第２回以後の保険料は、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日をもって払込のあった日とします。
＜保険料領収証＞
第５条 団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する
領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
＜保険料の前納＞
第６条 この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、
保険料の前納は取り扱いません。

その他特約条項

＜特約の失効＞
第７条 つぎの場合には、この特約は失効します。
(1) 保険契約者（団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者）が、
団体の所属員でなくなったとき。ただし、団体の代表者がとりまとめ
て保険料を払い込むことのできる期間を除きます。
(2) 会社と団体が締結していた「団体取扱契約〔Ｂ〕
」が解約されたと
き
(3) 保険料の自動振替貸付が行われたとき
(4) 保険契約が失効したとき
(5) 保険料の払込を要しなくなったとき
(6) 第１条＜特約の適用範囲＞に定める保険契約者または被保険者の数
が10名未満となり、６か月（月払契約の場合は３か月）を経過して
もなお10名以上とならなかったとき
＜特約の失効した保険契約の取扱＞
第８条 前条第１号、第２号、第３号または第６号の規定によりこの特約が失
効した保険契約の保険料率は、普通保険料率となります。
＜主約款の準用＞
第９条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを
除き、主約款の規定を準用します。
＜一括保険証券＞
第10条 会社は、団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属
員を被保険者とする保険契約については、個々の保険証券に代えて、保
険契約者に対し一括保険証券を交付することがあります。
＜団体との取り決めによる取扱＞
第11条 第２条＜契約日の特則＞、第４条＜保険料の払込＞またはその他の事
項について、会社と団体とが特に別の取り決めを行った場合には、その
取り決めによるものとします。
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集団取扱特約〔定期保険〕
（平成18年1月2日改定）

＜契約日の特則＞
第２条 この特約の適用される保険契約の契約日は、主契約の普通保険約款（以
下、
「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、主約款に定める会社
の責任開始の日の属する月の翌月１日とし、保険期間および保険料払込
期間は、その日を基準として計算します。
２ 前項の規定にかかわらず、会社の責任開始期から契約日の前日までの
間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保険金等の支払事
由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、責任開始の日を契約
日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として再計算
し、保険料に過不足があれば精算します。
＜保険料率＞
第３条 この特約を付加した保険契約の保険料率は、会社の定める集団保険料
率を適用します。
＜保険料の払込＞
第４条 この特約を付加した保険契約の保険料の払込方法（回数）は、集団を
通じて同一であることを要します。
２ 保険料は、集団の代表者がとりまとめて払い込んでください。
３ 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下、本条において
同じ。）については、つぎの日をもって払込のあった日とします。
(1) 集団が、第１回保険料を、保険契約者または主契約の被保険者に支
払う給与（役員報酬を含みます。以下、本条において同じ。
）から控
除したうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料を給与から控除
した日（会社と集団とが取り決めた日であることを要します。）
(2) 集団が、第１回保険料を、保険契約者または主契約の被保険者の指
定する口座（以下、本条において「指定口座」といいます。
）から集
団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料
を指定口座から集団の口座に振り替えた日（会社と集団とが取り決め
た日であることを要します。）
(3) 前２号以外の場合には、会社または会社の指定した場所に払い込ま
れた日
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その他特約条項

＜特約の適用範囲＞
第１条 この特約は、つぎの条件を満たした保険契約について適用します。
(1) 主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の被保険者は、官
公署、会社、商店、組合、連合会、同業団体等の集団（以下、「集団」
といいます。
）に所属する役職員、組合員、会員等（以下、「所属員」
といいます。この場合、所属員が会社、商店等である場合には、当該
所属員の役職員等も含むものとします。また、組合、連合会、同業団
体等の集団において、所属員が組織である場合には、当該所属員の役
職員、組合員、会員等および組織を構成している会社、商店、組合、
連合会、同業団体等の役職員、組合員、会員等も含むものとします。）
またはその所属員の配偶者、二親等以内の親族であること
(2) 保険契約者は集団もしくは集団の代表者または集団の所属員である
こと
(3) 主契約の被保険者の数が20名以上であること
(4) 集団と会社との間に「集団取扱契約〔定期保険〕
」が取りかわされ
ており、保険料の一括集金ができるものであること

４ 給与から控除された第１回保険料または指定口座から集団の口座に振
り替えられた第１回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、
保険契約者または主契約の被保険者の申出により、その第１回保険料の
控除または振替が取り消された場合には、前項第１号または第２号の控
除または振替がされなかったものとして取り扱います。
５ 第２回以後の保険料は、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日をもって払込のあった日とします。
＜保険料領収証＞
第５条 集団から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する
領収証を集団に交付し、個々の領収証は発行しません。
＜保険料の前納＞
第６条 この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、
保険料の前納は取り扱いません。
その他特約条項

＜特約の失効＞
第７条 つぎの場合には、この特約は失効します。
(1) 保険契約者（集団の代表者が保険契約者の場合には主契約の被保険
者）が死亡または集団を脱退したとき。ただし、集団の代表者がとり
まとめて保険料を払い込むことのできる期間を除きます。
(2) 会社と集団が締結していた「集団取扱契約〔定期保険〕
」が解約さ
れたとき
(3) 保険契約が失効したとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 第１条＜特約の適用範囲＞に定める主契約の被保険者の数が20名
未満となり、６か月を経過してもなお20名以上とならなかったとき
＜特約の失効した保険契約の取扱＞
第８条 前条第１号、第２号または第５号の規定によりこの特約が失効した保
険契約の保険料率は、普通保険料率となります。
＜主約款の準用＞
第９条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを
除き、主約款の規定を準用します。
＜一括保険証券＞
第10条 会社は、集団または集団の代表者を保険契約者とし、その集団の所属
員またはその所属員の配偶者、二親等以内の親族を主契約の被保険者と
する保険契約については、個々の保険証券に代えて、保険契約者に対し
一括保険証券を交付することがあります。
＜集団との取り決めによる取扱＞
第11条 第２条＜契約日の特則＞、第４条＜保険料の払込＞またはその他の事
項について、会社と集団とが特に別の取り決めを行った場合には、その
取り決めによるものとします。
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特別集団取扱特約〔定期保険〕
（平成17年4月2日改定）

＜契約日の特則＞
第２条 この特約の適用される保険契約の契約日は、主契約の普通保険約款（以
下、
「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、主約款に定める会社
の責任開始の日の属する月の翌月１日とし、保険期間および保険料払込
期間は、その日を基準として計算します。
２ 前項の規定にかかわらず、会社の責任開始期から契約日の前日までの
間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保険金等の支払事
由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、責任開始の日を契約
日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として再計算
し、保険料に過不足があれば精算します。
＜保険料率＞
第３条 この特約を付加した保険契約の保険料率は会社の定める集団保険料率
を適用します。
＜保険料の払込＞
第４条 この特約を付加した保険契約の保険料の払込方法（回数）は、集団を
通じて同一であることを要します。
２ 保険料は、集団の代表者がとりまとめて払い込んでください。
３ 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下、本条において
同じ。）については、つぎの日をもって払込のあった日とします。
(1) 集団が、第１回保険料を、保険契約者または主契約の被保険者の指
定する口座（以下、本条において「指定口座」といいます。
）から集
団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料
を指定口座から集団の口座に振り替えた日（会社と集団とが取り決め
た日であることを要します。）
(2) 前号以外の場合には、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日
４ 指定口座から集団の口座に振り替えられた第１回保険料が、実際に会
社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または主契約の被保険者の申
出により、その第１回保険料の振替が取り消された場合には、前項第１
号の振替がされなかったものとして取り扱います。
５ 第２回以後の保険料は、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日をもって払込のあった日とします。
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その他特約条項

＜特約の適用範囲＞
第１条 この特約は、つぎの条件を満たした保険契約について適用します。
(1) 主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の被保険者は、預
金利息を保険料に充当することをあらかじめ約束された預金者集団、
または集団の主たる目的が物品等の購入に際し信用供与を受けるもの
である集団（以下、
「集団」といいます。）に所属する者（以下、
「所属員」
といい、所属員が会社、商店等である場合には、当該所属員の役職員
も含むものとします。）またはその所属員の配偶者、二親等以内の親
族であること
(2) 保険契約者は集団もしくは集団の代表者または集団の所属員である
こと
(3) 主契約の被保険者の数が20名以上であること
(4) 集団と会社との間に「特別集団取扱契約〔定期保険〕
」が取りかわ
されており、保険料の一括集金ができるものであること

＜保険料領収証＞
第５条 集団から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する
領収証を集団に交付し、個々の領収証は発行しません。
＜保険料の前納＞
第６条 この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、
保険料の前納は取り扱いません。

その他特約条項

＜特約の失効＞
第７条 つぎの場合には、この特約は失効します。
(1) 保険契約者（集団の代表者が保険契約者の場合には主契約の被保険
者）が死亡または集団を脱退したとき。ただし、集団の代表者がとり
まとめて保険料を払い込むことのできる期間を除きます。
(2) 会社と集団が締結していた「特別集団取扱契約〔定期保険〕
」が解
約されたとき
(3) 保険契約が失効したとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 第１条＜特約の適用範囲＞に定める主契約の被保険者の数が20名
未満となり、６か月を経過してもなお20名以上とならなかったとき
＜特約の失効した保険契約の取扱＞
第８条 前条第１号、第２号または第５号の規定によりこの特約が失効した保
険契約の保険料率は、普通保険料率となります。
＜主約款の準用＞
第９条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを
除き、主約款の規定を準用します。
＜一括保険証券＞
第10条 会社は、集団または集団の代表者を保険契約者とし、その集団の所属
員またはその所属員の配偶者、二親等以内の親族を主契約の被保険者と
する保険契約については、個々の保険証券に代えて、保険契約者に対し
一括保険証券を交付することがあります。
＜集団との取り決めによる取扱＞
第11条 第２条＜契約日の特則＞、第４条＜保険料の払込＞またはその他の事
項について、会社と集団とが特に別の取り決めを行った場合には、その
取り決めによるものとします。
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̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖ

Ტ࠰ᲳஉଐોܭᲣ

ᇹᲬவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔஉƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴӝࡈਰஆ̬ᨖ૰
ྙƱƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ
̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷᙹܭƴƔ
ƔǘǒƣŴ˟ᅈƷܭǊƨଐᲢᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷئӳƸŴᡂஉɶ
Ʒ˟ᅈƷܭǊƨଐŵˌɦᳺਰஆଐſƱƍƍǇƢŵᲣƴਦܭӝࡈƔǒ̬ᨖ
૰Ⴛ࢘᫇Ǜ˟ᅈƷӝࡈƴਰǓஆƑǔƜƱƴǑƬƯ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǋ
ƷƱƠǇƢŵƨƩƠŴਰஆଐƕ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ˞ಅଐƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
ƴƸŴ፻փಅଐǛਰஆଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴਰஆଐƴ̬ᨖ૰ƷᡂƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ӷɟƷਦܭӝࡈƔǒᲬˑˌɥƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ǛਰǓஆƑǔئӳƴ
ƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƴݣƠƦƷਰஆࡀǛਦܭưƖƳƍǋƷƱƠǇ
Ƣŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ਰஆଐƷЭଐǇưƴᡂ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜਦܭӝࡈƴ᪳
λƠƯƓƘƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƴǑǔӝࡈਰஆƴǑƬƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ
᪸
ӓᚰƷႆᘍƸᘍƍǇƤǜŵ
ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷӕৢᲸ
Ძ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ტᇹ
Ძ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳƬƨ
ƱƖƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴŴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰Ǜ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ਰஆଐƴᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳƬƨئӳƴƸŴ
ƭ
ƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  உƷ̬ᨖڎኖƷئӳŴ፻உƷਰஆଐƴ፻உЎƷ̬ᨖ૰ƱӳǘƤƯ
̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛᘍƍǇƢŵ
  ࠰ǇƨƸҞ࠰Ʒ̬ᨖڎኖƷئӳŴਰஆଐƷ፻உƷࣖ࢘ଐƴϐࡇ
̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛᘍƍǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƷئӳƴƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ɼኖഘƴܭǊǔ྅ʖ᧓ϋƴᡂஉǛᢅƗƨ̬ᨖ૰Ǜ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈ
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その他特約条項

ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ
̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷɶᡦƴƓƍ
ƯŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈƕƜǕǛ১ᜄƠƨئӳƴᢘ
ဇƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔƴƸŴƭƗƷவˑǛƨƢƜƱǛᙲƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƷਦܭƢǔӝࡈᲢˌɦŴžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƕ
˟ᅈƱ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƷӕৢǛ੩ઃƠƯƍǔᗡೞ᧙ሁᲢ˟ᅈƕ
̬ᨖ૰ƷӓኛಅѦǛۀᚠƠƯƍǔ˟ᅈƷਦܭƢǔᗡೞ᧙ሁǛԃǈ
ǇƢŵˌɦŴž੩ઃᗡೞ᧙ሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴᚨፗƠƯƋǔƜ
Ʊ
 ̬ᨖڎኖᎍƕ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴݣƠŴਦܭӝࡈƔǒ˟ᅈƷӝࡈǁ̬
ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛ˓ۀƢǔƜƱ

ƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ

その他特約条項

ᇹᲯவᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƷڎኖଐሁƷӕৢᲸ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ʒ
ӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛڎኖଐƱƠǇƢŵ
ƨƩƠŴžࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓཎЩſǛ˄ьƠƯ̬
ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭӭˌٳƷƕǜ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ̬ᨖ᧓Ʒڼ
ƷޓƢǔଐƱƠǇƢŵƨƩƠŴžᇹᲬᘮ̬ᨖᎍưƋǔ܇ሁƷ̬ᨦዒዓ
ཎЩſǛ˄ьƠƯ̬ᨖڎኖǛዸኽƢǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭᲬӭƴਫ਼ƛǔ̬ᨖᆔˌٳƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƨئӳ
  ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
ƷଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲰவᲶਦܭӝࡈǇƨƸ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ਦܭӝࡈǛӷɟƷ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ˂Ʒӝࡈƴ٭Ƣ
ǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴਦܭӝࡈǛᚨፗƠƯƍǔᗡೞ᧙ሁǛŴ˂Ʒ
੩ઃᗡೞ᧙ሁƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƋǒƔơǊ˟ᅈ
ƓǑƼ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴဎƠЈƯƘƩƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕӝࡈਰஆƷӕৢǛͣഥƢǔئӳƴƸŴ
ƋǒƔơǊ˟ᅈƓ
ǑƼ࢘ᛆ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴဎƠЈƯŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƠƯ
ƘƩƞƍŵ
Ჭ ੩ઃᗡೞ᧙ሁƕ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƷӕৢǛͣഥƠƨئӳƴƸŴ
˟ᅈ
ƸŴƦƷଓǛ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ਦܭӝࡈǛ˂Ʒ੩ઃᗡೞ᧙ሁƴ٭ƢǔƔŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛ
ᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ˟ᅈƸŴ
˟ᅈǇƨƸ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷഥǉǛࢽƳƍʙऴƴǑǓਰஆଐ
Ǜ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛƋǒƔơǊ̬
ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  ƭƗƷʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖƸෞ๒ƠǇƢŵ
  உƷ̬ᨖڎኖƷئӳưŴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕෞ๒ǇƨƸڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷЭኛƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ˂Ʒ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇᲸᇹᲬƴᛆ࢘ƠƳƘƳƬƨƱƖ
ᇹᲲவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶڎኖଐሁƷཎЩᲸ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳưŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒ
ဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈƕƜǕǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠ
ǇƢŵƜƷئӳŴᇹᲯவᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƷڎኖ
ଐሁƷӕৢᲸƷᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
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その他特約条項

  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴ
ਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ
̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐᲢஜӭƴƓƍƯž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ
̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔ
ᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβ
ᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔ
ƷǛžᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴ
ਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳǓŴ
ਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴᇹᲫ̬ׅ
ᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨƱƖƴƸŴ
ɼ
ኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠ
ƨئƴƍᡂǇǕƨଐᲢஜӭƴƓƍƯž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ
૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘ
Ʒࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰
ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴ
žڎኖଐſ
ƱƋǔƷǛ
žᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍ
ᡂǇǕƨଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  Į ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ
᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐ
ᲢஜӭƴƓƍƯ
ž̬ᨖ᧓Ʒڼſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑ
Ƽ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴ
ɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴᝧ˓ڼଐŴരʧŴ
̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴ
žڎኖଐſƱƋǔƷǛž˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ
̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  į ɼڎኖƴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎ
ኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳŴ
̓܇ཎኖŴ
ᘐཎኖ
Ɔƕ
ǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖƷཎኖவƴƭƍƯƸŴЭĬƔǒ
ĮƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
  İ ɥᚡĬƔǒĮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖଐƷ
ЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ
̬
ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ
̬ᨖ᧓ƷڼǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ
ƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ
̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ

  ƜƷཎኖǛЭӭˌٳƷƕǜ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴ
ਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ
̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƱƠŴ
ƦƷଐƷޓƢ
ǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠǇƢŵƳƓŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰
ᡂ᧓ƸŴڎኖଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴ
ਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳǓŴ
ਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴᇹᲫ̬ׅ
ᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨƱƖƴƸŴ
ɼ
ኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔ
உƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦ
ƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ

その他特約条項

  Į ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ
ɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔஉƷ፻உᲫ
ଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแ
ƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  į ЭĬƔǒĮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔǒ
ڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ
˄Ŵ
̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨ
ƱƖƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ
̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱ
ƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭᲬӭƴਫ਼ƛǔ̬ᨖᆔˌٳƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴ
ਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨƱƖƴƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ
̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐǛ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƱƠŴ
ƦƷଐƷޓƢǔஉƷ
፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠǇƢŵƳƓŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ƸŴڎኖଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴ
ਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳǓŴ
ਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴᇹᲫ̬ׅ
ᨖ૰ƕ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇǕƨƱƖƴƸŴ
ɼ
ኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓ
ƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ
̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴ
ƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  Į ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ
ɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻
உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛ
ؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  į ЭĬƔǒĮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƔǒڎኖଐ
ƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ
̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ
ᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦ
ƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ

  İ ɼڎኖƴƕǜཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳŴ
ƕǜཎኖƷཎኖவƷ
ᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
žᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷਰஆଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭ
ƔஉǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐſǛƕǜཎኖƷᝧ˓ڼଐƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶዅ˄ሁǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƷዸኽࢸƴዅ˄ሁᲢ̬ᨖŴ࠰ǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦ
ǛբƍǇƤǜŵˌɦӷơŵᲣǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƴƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʊӷƴ
ƍᡂǜưƘƩƞƍŵƜƷئӳŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
  ࢘ᛆཎኖƷཎኖவƷɶᡦ˄ьƢǔئӳƷ˄ьଐᲢཎኖƷڎኖଐǛ
ԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࢘ᛆཎኖƷ˄ьଐƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼ
ڎኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦ
ƷஉƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
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   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼ
ڎኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼ
ڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳǓŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰
ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷӕৢᲸᇹᲬǛแဇƠƯ፻உƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƷӝࡈਰஆƕᘍǘǕƨئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐ
ƷޓƢǔஉƷЭஉǛᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕਰǓஆƑǒǕƨଐƷޓƢǔஉƱ
ǈƳƠƯЭӭƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
  ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷӕৢᲸᇹᲭǛแဇƠƯ࢘ᛆ
ཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴஜவƷᙹܭƸᢘဇƤ
ƣŴ࢘ᛆཎኖƷཎኖவƷɶᡦ˄ьƢǔئӳƷ˄ьଐƷᙹܭǛᢘဇ
ƠǇƢŵ
その他特約条項
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̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖ

Ტ࠰ᲳஉଐોܭᲣ

その他特約条項

ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ
̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷɶᡦƴƓƍ
ƯŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒŴ˟ᅈƷਦܭƢǔǯȬǸȃȈǫȸȉᲢˌɦŴžਦ
ܭǫȸȉſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǓ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉଓƷဎЈƕƋǓŴ
ƔƭŴ˟ᅈᲢஜཎኖǛᡫơƯž̬࢘ᨖ˟ᅈſǛƍƍǇƢŵᲣƕƜǕǛ
১ᜄƠƨئӳƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ЭƷਦܭǫȸȉƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕŴ˟ᅈƷਦܭƢǔǯȬǸȃȈǫȸ
ȉႆᘍ˟ᅈᲢˌɦŴžǫȸȉ˟ᅈſƱƍƍǇƢŵᲣƱƷ᧓ưዸኽƞǕ
ƨ˟ՃᙹኖሁᲢˌɦŴž˟ՃᙹኖሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴǋƱƮƖŴǫ
ȸȉ˟ᅈǑǓɨƞǕƨǋƷǇƨƸ̅ဇǛᛐǊǒǕƨǋƷưƋǔƜƱ
ǛᙲƠǇƢŵ
ᇹᲬவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔஉƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴӝࡈਰஆ̬ᨖ૰
ྙƱƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍ᡫ
̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷᙹܭƴ
ƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐᲢМဇᨂࡇ᫇ϋưƋǔ
ƜƱሁƷᄩᛐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛࢽƨɥưŴƭƗƷƴŴਦ
ܭǫȸȉƴǑǓ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛൿฎƢǔƜƱᲢˌɦŴžǯȬǸȃȈǫ
ȸȉૅſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑƬƯ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷئ
ӳƸŴ˟ᅈƕǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛ১ᜄƠƨ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷئӳƸŴᡂஉɶƷ˟ᅈƷܭǊƨଐ
Წ ӷɟƷਦܭǫȸȉưᲬˑˌɥƷ̬ᨖڎኖƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍ
ƏئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƴݣƠƦƷൿฎࡀǛਦܭưƖƳƍ
ǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƸŴǫȸȉ˟ᅈƷ˟ՃᙹኖሁƴƠƨƕƍŴ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ
ǫȸȉ˟ᅈƴૅƏƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ხ ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨࢸưŴ
˟ᅈƕǫȸȉ˟ᅈǑǓ
̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ᪸ӓưƖƳƔƬƨئӳƴƸŴƦƷᡂஉɶƷ̬ᨖ૰
ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛԃǈǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴᇹᲫƷǯȬǸȃȈǫȸ
ȉૅƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƴǑǔǯȬǸȃȈǫȸȉૅƴǑƬƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴ
ƭƍƯƸŴ᪸ӓᚰƷႆᘍƸᘍƍǇƤǜŵ
ᇹᲮவᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽǒ
ǕƳƔƬƨئӳƷӕৢᲸ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽǒǕƳƔƬƨƱƖƴ
ƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕৢƍǇƢŵ
ᇹᲯவᲶਦܭǫȸȉǇƨƸǫȸȉ˟ᅈƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ਦܭǫȸȉǛӷɟƷǫȸȉ˟ᅈƕႆᘍƢǔ˂ƷǯȬǸ
ȃȈǫȸȉƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴਦܭǫȸȉǛႆᘍƠƯ
ƍǔǫȸȉ˟ᅈƱƸКƷǫȸȉ˟ᅈƕႆᘍƠƯƍǔǯȬǸȃȈǫȸȉ
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ƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƋǒƔơǊ˟ᅈƴဎƠЈƯƘ
Ʃƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴ
̬ᨖ૰ƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅƷӕৢǛͣഥƢǔئӳ
ƴƸŴƋǒƔơǊ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƠƯ
ƘƩƞƍŵ
Ჭ ǫȸȉ˟ᅈƕ̬ᨖ૰ƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅƷӕৢǛͣഥƠƨئӳƴ
ƸŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬ᨖ
ڎኖᎍƸŴਦܭǫȸȉǛКƷǫȸȉ˟ᅈƷႆᘍƢǔǯȬǸȃȈǫȸȉ
ƴ٭ƢǔƔŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ

ᇹᲱவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶڎኖଐሁƷཎЩᲸ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳưŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒ
ဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈƕƜǕǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫׅ
̬ᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƴƍᡂǇǕƨ
ଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢஜӭƴƓƍ
Ưž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎ
ኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠ
ƯᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴ
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
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その他特約条項

ᇹᲰவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  ƭƗƷʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖƸෞ๒ƠǇƢŵ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƴƭƍƯŴ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛ
ࢽǒǕƳƔƬƨƱƖ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƴƭƍƯŴ˟ᅈƕǫȸȉ˟ᅈǑǓ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜ᪸ӓưƖƳƔƬƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕෞ๒ǇƨƸڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷЭኛƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ˂Ʒ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƨƱƖ

その他特約条項

  Į ɼڎኖƴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎ
ኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳŴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖ
Ɔƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋཎኖƷཎኖவƴƭƍƯƸŴЭ
ĬƓǑƼĭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
  į ɥᚡĬƓǑƼĭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
̬ᨖ᧓ƷڼƔǒڎኖଐ
ƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ
̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖ
ƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹች
ምƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭӭˌٳƷƕǜ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴ
ᇹᲫ̬ׅ
ᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓ
ƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓ
ƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  Į ЭĬƓǑƼĭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐƔ
ǒڎኖଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢ
ǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕ
ဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖ᧓ƷڼƷޓƢǔଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ
᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ
૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛЭᲬӭƴਫ਼ƛǔ̬ᨖᆔˌٳƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴ
ᇹᲫ̬ׅ
ᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻
உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐ
ǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  ĭ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐ
ƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
  Į ЭĬƓǑƼĭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƔǒڎኖ
ଐƷЭଐǇưƷ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄
Ŵ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨ
ƱƖƸŴᝧ˓ڼƷଐǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹ
ችምƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶዅ˄ሁǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
ɼڎኖƷዸኽࢸƴዅ˄ሁᲢ̬ᨖŴ࠰ǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦ
ǛբƍǇƤǜŵᲣǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƴƸŴƭƗƷƱƓ
ǓƱƠǇƢŵ
 ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʊӷ
ƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵƜƷئӳŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
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 ࢘ᛆཎኖƷཎኖவƷɶᡦ˄ьƢǔئӳƷ˄ьଐᲢཎኖƷڎኖଐ
ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࢘ᛆཎኖƷ˄ьଐ
ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 Ĭ உڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕൿฎƞǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎኖ
ƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉ
ƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
 ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕൿฎƞǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎኖ
ƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
 Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕൿฎƞǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎኖ
Ʒ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
その他特約条項
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別表

別表
1

КᘙᲫ ᛪ൭     
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɦᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɦᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

Ჶܭ̬ᨖᲸ
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
രʧ̬ᨖ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢ
ᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷര
ʧᚮૺǇƨƸര˳౨కᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱ
ᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙ
ƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴ ʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙƷ
ئӳ 
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱ
ᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ̬ᨖᚰУ
ᚐኖሁ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᚐኖ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇
ȷ̬ᨖᚰУ
ࣄ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ
ڎኖϋܾƷ٭
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷฎ̬ᨖǁƷ٭
ȷ̬ᨖᚰУ
ȷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢ ׅȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷᲢ˟
ૠᲣƷ٭
ᅈƕཎƴ੩ЈǛ൭ǊƨئӳᲣ
ȷ̬ᨖ᧓Ʒ٭
ȷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭
̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷ٭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷരʧ̬ᨖӖӕʴƷ ٭ȷ̬ᨖᚰУ

சኺᢅ᧓ƴࣖݣƠƨ̬ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ƷƍƠ ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
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ᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖӖ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ӕʴƷ٭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ

ȷᢡᚕƷϙƠ
ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
܍ዓ
ȷӖӕʴƷҮᦷᚰଢ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜ
ȷͺೌᎍሁǁƷૅǛᚰƢǔ

ᲶܭཎኖᲸ
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ཎኖരʧ̬ᨖ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢ
ᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷ
രʧᚮૺǇƨƸര˳౨కᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲ
ƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ


Ჶܼଈဃ̬ᨦཎኖᲸ
  Ⴘ
ᇹᲫׅƷཎኖܼଈဃ
̬ᨦ࠰

ᇹᲬࢸˌׅƷཎኖܼଈ
ဃ̬ᨦ࠰
ᇹᲫׅƷཎኖ᭗ࡇᨦܹ
࠰

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
࣏  ᙲ    
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢ
ᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷ
രʧᚮૺǇƨƸര˳౨కᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲ
ƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ࠰ᚰ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷ
ɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐ
ǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
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別表

ཎኖƷᚐኖሁ
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷཎኖ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷ
ɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐ
ǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

1

ᇹᲬࢸˌׅƷཎኖ᭗ࡇ
ᨦܹ࠰

ཎኖƷᚐኖሁ
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷཎኖؕแ࠰᫇Ʒถ
 ᫇

ᲶܹരʧлفཎኖᲸ
  Ⴘ
ܹരʧ̬ᨖ

別表
1

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷ
ɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐ
ǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ࠰ᚰ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

࣏  ᙲ    
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢ
ᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷ
രʧᚮૺǇƨƸര˳౨కᲣ
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫ
ʙƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙ
ƷئӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲ
ƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫ
ʙƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙ
ƷئӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷ
ɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐ
ǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ཎኖƷᚐኖሁ
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷܹ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ


ᲶͻܹཎኖᲸ
  Ⴘ
ܹരʧ̬ᨖ

࣏  ᙲ    
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢ
ᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷ
രʧᚮૺǇƨƸര˳౨కᲣ
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫ
ʙƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙ
ƷئӳᲣ
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ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲ
ƱᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ᨦܹዅ˄

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫ
ʙƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙ
ƷئӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷ
ɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐ
ǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ཎኖƷᚐኖሁ
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷܹ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ





ᲶܹཎኖᲸ
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ཎኖዅ˄
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷܹλᨈዅ˄
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙ
ȷܹλᨈИዅ˄
ƷئӳᲣ
ȷܹᘐዅ˄
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙƷ
ȷܹᡫᨈዅ˄
ئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸ
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別表

Ჶ၌၏ཎኖᲸ
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ཎኖዅ˄
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ၌၏λᨈዅ˄
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ၌၏λᨈИዅ˄ ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸ
ȷ၌၏ᘐዅ˄
ᚮၲƷλᨈᚰଢᲢ၌၏λᨈዅ˄Ŵ၌
ȷ၌၏ᡫᨈዅ˄
၏λᨈИዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᘐǛӖƚƨ၏ᨈǇ
ƨƸᚮၲƷᘐᚰଢᲢ၌၏ᘐዅ˄
ƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᡫᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸ
ᚮၲƷᡫᨈᚰଢᲢ၌၏ᡫᨈዅ˄Ʒئ
ӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ཎኖƷᚐኖሁ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇ ȷ̬ᨖᚰУ

1

ᚮၲƷλᨈᚰଢᲢܹλᨈዅ˄Ŵ
ܹλᨈИዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᘐǛӖƚƨ၏ᨈǇ
ƨƸᚮၲƷᘐᚰଢᲢܹᘐዅ˄
ƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᡫᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸ
ᚮၲƷᡫᨈᚰଢᲢܹᡫᨈዅ˄Ʒئ
ӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ཎኖƷᚐኖሁ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇ ȷ̬ᨖᚰУ

ᲶƕǜཎኖᲸ

別表

  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ཎኖዅ˄
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷƕǜᚮૺዅ˄
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷɥႝϋૼဃཋᚮૺዅ˄ ȷ၏ྸኵጢ౨௹إԓ

ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸ
ȷλᨈዅ˄
ᚮၲƷλᨈᚰଢᲢλᨈዅ˄ƷئӳᲣ
ȷᘐዅ˄
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᘐǛӖƚƨ၏ᨈǇ
1
ȷƕǜ᭗ࡇέᡶҔၲዅ˄ ƨƸᚮၲƷᘐᚰଢᲢᘐዅ˄Ʒئ

ӳᲣ
ȷᡫᨈዅ˄
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔၲǛӖƚƨ̬ᨖҔ
ȷཎܭၲᡫᨈዅ˄
ၲೞ᧙ƷၲƴƭƍƯƷᚰଢᲢƕǜ᭗ࡇ
ȷܡנዼԧǱǢИዅ˄ έᡶҔၲዅ˄ƷئӳᲣ

ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᡫᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸ
ȷܡנዼԧǱǢዅ˄
ᚮၲƷᡫᨈᚰଢᲢᡫᨈዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷၲᚰଢ
Ტཎܭၲᡫᨈዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷܡנዼԧǱǢ
ƴƭƍƯƷᚰଢᲢܡנዼԧǱǢИዅ˄
ŴܡנዼԧǱǢዅ˄ƷئӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴᲢᇹᲳவᇹᲭƷᙹܭƴǑǓˊྸᛪ
൭ʴƕᛪ൭ƢǔئӳƴƸŴˊྸᛪ൭ʴᲣƷ
ৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ཎኖƷᚐኖሁ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷཎኖዅ˄᫇Ʒถ᫇ ȷ̬ᨖᚰУ
ȷཎኖዅ˄Ӗӕʴਦ ܭȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ཎЩƷ˄ь
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷӖӕʴƷ٭
ȷ̬ᨖᚰУ
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ᲶȪȓȳǰȷȋȸǺཎኖᲸ

  Ⴘ
ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖ


ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖ
Ʒਦྸˊܭᛪ൭

ཎኖƷᚐኖ

ਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭

࣏  ᙲ    
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷ
ɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐ
ǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƓǑƼਦྸˊܭᛪ൭ʴƷৎቔ৫
ஜ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸਦྸˊܭᛪ൭ʴƷͤࡍ̬
ᨖᘮ̬ᨖᎍᚰƷϙƠ
ȷ̬ᨖᚰУ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
別表

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ


Ჶਦྸˊܭᛪ൭ཎኖᲸ

  Ⴘ
ਦྸˊܭᛪ൭ƴǑǔዅ
˄ሁƷૅ

ˊྸᛪ൭ƴǑǔዅ˄
ሁƷૅ

ਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭

1

࣏  ᙲ    
ȷɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴܭǊ
ǔዅ˄ሁƷᛪ൭
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍᲢᲯ࠰ƝƱМࠀᣐ࢘˄ƜƲǋ̬
ᨖǇƨƸƜƲǋ̬ᨖƆƇƷ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂβᨊƷئӳƸ̬ᨖڎኖᎍŵˌɦӷ
ơŵᲣƱਦྸˊܭᛪ൭ʴƷዓƕᄩᛐư
Ɩǔৎቔᜈஜ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸਦྸˊܭᛪ൭ʴƷͤࡍ̬
ᨖᘮ̬ᨖᎍᚰƷϙƠ
ȷዅ˄ሁƷӖӕʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖ
ƳƍཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ
ȷɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴܭǊ
ǔዅ˄ሁƷᛪ൭
ȷˊྸᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍƱˊྸᛪ൭ʴƷዓƕᄩᛐưƖ
ǔৎቔᜈஜ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƷͤࡍ̬ᨖᘮ
̬ᨖᎍᚰƷϙƠ
ȷዅ˄ሁƷӖӕʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖ
ƳƍཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳ
ƍཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭

― 225 ―

ሁ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭
 
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷગ
 ׅ
ȷཎኖƷᚐኖ

ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
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別表３

対象となる高度障害状態

対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
１．両眼の視力を全く永久に失ったもの
２．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
３．中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
４．胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
５．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
６．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
７．１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたは
その用を全く永久に失ったもの
８．１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

別表

＜備考＞
〔別表３ 対象となる高度障害状態〕について
１．眼の障害（視力障害）
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力につい
て測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の
見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみ
なしません。
２．言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの３つの場合をいい
ます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のう
3
ち、３種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可
能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは
摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
３．常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、
および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人
の介護を要する状態をいいます。
４．上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失っ
たものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ
３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては
また関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込のない場合を
いいます。
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身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。

ୖ⫥

ࡦࡌ㛵⠇

ᡭࡢ
ࠉ ୕㛵⠇

⫪㛵⠇

ᡭ㛵⠇

ࡦࡊ㛵⠇
㊊㛵⠇

別表
3
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㊊ࡢ
ࠉ ୕㛵⠇

ࡲࡓ㛵⠇
ୗ⫥

別表４

対象となる身体障害状態

対象となる身体障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
１．１眼の視力を全く永久に失ったもの
２．両耳の聴力を全く永久に失ったもの
３．１上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢の用もしくは１上肢の３大関
節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
４．１下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢の用もしくは１下肢の３大関
節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
５．10手指の用を全く永久に失ったもの
６．１手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含
んで４手指を失ったもの
７．10足指を失ったもの
８．脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
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別表

＜備考＞
〔別表４ 対象となる身体障害状態〕について
１．眼の障害（視力障害）
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力につい
て測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の
見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみ
なしません。
２．耳の障害（聴力障害）
(1) 聴力の測定は、日本工業規格（昭和57年8月14日改定）に準拠したオー
ジオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000ヘ
ルツにおける聴力レベルをそれぞれａ・ｂ・ｃデシベルとしたとき、１／
４（ａ＋２ｂ＋ｃ）の値が90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理
解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいます。
３．上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」
とは、完全にその運動機能を失っ
たものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞ
れ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢におい
てはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込のない
場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の
見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合を
いいます。
４．手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、そ
の他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の２分の１以上
を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節（第１
指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の２分の
１以下で回復の見込のない場合をいいます。
５．足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
６．脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部
からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頚椎における完全強直の場合、または

4

胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の３種の運動のうち、２
種以上の運動が生理的範囲の２分の１以下に制限された場合をいいます。
身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。
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別表７

対象となる身体障害状態および障害給付金の給付割合表

対象となる身体障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
等級

給付割合

第１級

１． 両眼の視力を全く永久に失ったもの
２． 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失っ
たもの
３． 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい
障害を残し、終身常に介護を要するもの
４． 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはそ
の用を全く永久に失ったもの
５． 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはそ
の用を全く永久に失ったもの
６． １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を
足関節以上で失ったかまたはその用を全く永
久に失ったもの
７． １上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢
を足関節以上で失ったもの

100％

第２級

８． １上肢および１下肢の用を全く永久に失った
もの
９． 10手指を失ったかまたはその用を全く永久
に失ったもの
10．１肢に第３級の13から15までのいずれかの
身体障害を生じ、かつ、他の１肢に第３級の
13から15までまたは第４級の21から25まで
のいずれかの身体障害を生じたもの
11．両耳の聴力を全く永久に失ったもの

70％

12．１眼の視力を全く永久に失ったもの
13．１上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢
の用もしくは１上肢の３大関節中の２関節の
用を全く永久に失ったもの
14．１下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢
の用もしくは１下肢の３大関節中の２関節の
用を全く永久に失ったもの
15．１手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）
および第２指（示指）を含んで４手指を失っ
たもの
16．10足指を失ったもの
17．脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永
久に残すもの

50％

第３級
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身体障害

7

等級

別表
7

身体障害

給付割合

第４級

18．両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残
すもの
19．言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永
久に残すもの
20．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい
障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく
制限されるもの
21．１上肢の３大関節中の１関節の用を全く永久
に失ったもの
22．１下肢の３大関節中の１関節の用を全く永久
に失ったもの
23．１下肢が永久に５センチ以上短縮したもの
24．１手の第１指（母指）および第２指（示指）
を失ったかまたは第１指（母指）および第２
指（示指）のうち少なくとも１手指を含んで
３手指以上を失ったもの
25．１手の５手指の用を全く永久に失ったかまた
は第１指（母指）および第２指（示指）を含
んで３手指以上の用を全く永久に失ったもの
26．10足指の用を全く永久に失ったもの
27．１足の５足指を失ったもの

30％

第５級

28．１上肢の３大関節中の２関節の機能に著しい
障害を永久に残すもの
29．１下肢の３大関節中の２関節の機能に著しい
障害を永久に残すもの
30．１手の第１指（母指）もしくは第２指（示指）
を失ったか、第１指（母指）もしくは第２指
（示指）を含んで２手指を失ったかまたは第
１指（母指）および第２指（示指）以外の３
手指を失ったもの
31．１手の第１指（母指）および第２指（示指）
の用を全く永久に失ったもの
32．１足の５足指の用を全く永久に失ったもの
33．両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
34．１耳の聴力を全く永久に失ったもの
35．鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を
永久に残すもの
36．脊柱（頚椎を除く）に運動障害を永久に残す
もの

15％
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等級
第６級

身体障害

給付割合

37．１上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい
障害を永久に残すもの
38．１下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい
障害を永久に残すもの
39．１下肢が永久に３センチ以上短縮したもの
40．１手の第１指（母指）もしくは第２指（示指）
の用を全く永久に失ったか、第１指（母指）
もしくは第２指（示指）を含んで２手指以上
の用を全く永久に失ったかまたは第１指（母
指）および第２指（示指）以外の２手指もし
くは３手指の用を全く永久に失ったもの
41．１手の第１指（母指）および第２指（示指）
以外の１手指または２手指を失ったもの
42．１足の第１指（母指）または他の４足指を失っ
たもの
43．１足の第１指（母指）を含んで３足指以上の
用を全く永久に失ったもの

10％

別表

（注１）身体障害状態が上記の２種目以上に該当するときは、その給付割合は、
それぞれの身体障害状態が該当する種目に対応する給付割合の合計の割
合とします。ただし、身体の同一部位（別表８）に２種目以上の身体障
害状態が生じたときは、その給付割合は、そのうち最も上位の種目に対
応する給付割合とします。
（注２）すでに上記の身体障害の生じていた身体の同一部位（別表８）に新たに 7
身体障害が生じたときは、その給付割合は、すでに生じていた身体障害
を含めた新たな身体障害状態が該当する最も上位の種目に対応する給付
割合からすでに生じていた身体障害状態に対応する給付割合（２種目以
上に該当するときは、その最も上位の種目に対応する給付割合）を差し
引いて得られる割合とします。
＜備考＞
〔別表７ 対象となる身体障害状態および障害給付金の給付割合表〕について
１．眼の障害（視力障害）
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力につい
て測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の
見込のない場合をいいます。
(3) 「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06以下になって
回復の見込のない場合をいいます。
(4) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみ
なしません。
２．言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの３つの場合をいい
ます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のう
ち、３種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可
能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、
脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動
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作がなくては、音声言語による意志の疎通が困難となり、その回復の見込
のない場合をいいます。
(3) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは
摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
(4) 「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食または
これに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見
込のない場合をいいます。
３．常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、
および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人
の介護を要する状態をいいます。
４．日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・
その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難
で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。
５．上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」
とは、完全にその運動機能を失っ
たものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞ
れ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢におい
てはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込のない
場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の
見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合を
いいます。
(3) 「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、
生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見込のない場合をいいます。
６．耳の障害（聴力障害）
(1) 聴力の測定は、日本工業規格（昭和57年8月14日改定）に準拠したオー
ジオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000ヘ
ルツにおける聴力レベルをそれぞれａ・ｂ・ｃデシベルとしたとき、１／
４（ａ＋２ｂ＋ｃ）の値が90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理
解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいます。
(3) 「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記(2)の１／４（ａ＋２
ｂ＋ｃ）の値が70デシベル以上（40cmを超えると話声語を理解しえない
もの）で回復の見込のない場合をいいます。
７．脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部
からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頚椎における完全強直の場合、または
胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の３種の運動のうち、２
種以上の運動が生理的範囲の２分の１以下に制限された場合をいいます。
(3) 「脊柱（頚椎を除く）の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左
右屈および左右回旋の３種の運動のうち２種以上の運動が生理的範囲の３
分の２以下に制限された場合をいいます。
８．手指の障害
(1) 手指の障害については、５手指をもって１手として取り扱い、個々の指
の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、そ
の他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の２分の１以上
を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節（第１
指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の２分の
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１以下で回復の見込のない場合をいいます。
９．足指の障害
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第１指（母指）は末節の２
分の１以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足
指節関節もしくは近位指節間関節（第１指（母指）にあっては指節間関節）
が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
10．鼻の障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の２分の１以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難または
きゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。

別表８

身体の同一部位

１．１上肢については、肩関節以下すべて同一部位とします。
２．１下肢については、また関節以下すべて同一部位とします。
３．眼については、両眼を同一部位とします。
４．耳については、両耳を同一部位とします。
５．脊柱については、頚椎以下をすべて同一部位とします。
６．別表７の第１級の４、５、６もしくは７、第２級の８、９もしくは10、
第３級の16または第４級の26の障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、
１上肢と１下肢、10手指または10足指をそれぞれ同一部位とします。
別表

身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。
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Кᘙ λᨈ      
žλᨈſƱƸŴҔࠖᲢ௩ᢊૢࣄࠖඥƴܭǊǔ௩ᢊૢࣄࠖǛԃǈǇƢŵˌɦ

21-1 ӷơŵᲣƴǑǔၲᲢ௩ᢊૢࣄࠖƴǑǔᘐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƕ
21-2 ࣏ᙲưƋǓŴƔƭᐯܡሁưƷၲƕᩊƳƨǊŴКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇ
22-1 ƨƸᚮၲƴλǓŴࠝƴҔࠖƷሥྸɦƴƓƍƯၲƴࣞݦƢǔƜƱǛƍƍ
22-2
23-1 ǇƢŵ
23-2 

Кᘙ ᡫᨈ                          
žᡫᨈſƱƸŴҔࠖƴǑǔၲƕ࣏ᙲưƋǓŴКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨ
ƸᚮၲᲢƨƩƠŴधᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍᚮၲǛԃǈǇƢŵᲣ
ƴƓƍƯŴٳஹƴǑǔᚮݑŴ৲ᕤŴϼፗŴᘐŴƦƷ˂ƷၲǛӖƚǔƜ
ƱǛƍƍǇƢŵᲢࢮᚮǛԃǈǇƢŵᲣ


Кᘙ ᡫᨈ      
žᡫᨈſƱƸŴҔࠖᲢ௩ᢊૢࣄࠖඥƴܭǊǔ௩ᢊૢࣄࠖǛԃǈǇƢŵᲣƴ
ǑǔၲᲢ௩ᢊૢࣄࠖƴǑǔᘐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƕ࣏ᙲưƋǓŴ
КᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƓǑƼधᎍǛӓܾƢǔᚨǛஊƠƳƍ
ᚮၲƴƓƍƯŴٳஹưᚮݑŴ৲ᕤŴϼፗŴᘐŴƦƷ˂ƷၲǛҔࠖƷ
ਦᅆƴǑǓӖƚǔƜƱǛƍƍǇƢŵᲢࢮᚮǛԃǈǇƢŵᲣ
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別表25

特定部位一覧
身体部位
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１． 食道
２． 胃および十二指腸（当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合には空
腸を含む。
）
３． 小腸（十二指腸を含む。
）
４． 盲腸（虫垂突起を含む。
）
５． 大腸（直腸、盲腸を含む。
）
６． 直腸および肛門
７． 肝臓、胆嚢および胆管
８． 膵臓
９． 腹膜
10．肺臓、胸膜、気管および気管支（当該部位の手術に伴い胸郭の手術を受け
た場合には胸郭を含む。
）
11．鼻（副鼻腔を含む。
）
12．咽頭（扁桃を含む。
）および喉頭（声帯を含む。
）
13．口腔、歯、舌、歯肉、顎下腺、耳下腺および舌下腺
14．耳（外耳、鼓膜、中耳、内耳および聴神経を含む。
）および乳様突起
15．眼球および眼球付属器（眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む。
）
16．腎臓および尿管
17．膀胱および尿道
18．前立腺
19．乳房（乳腺を含む。
）
20．子宮（妊娠もしくは分娩の異常が生じた場合または帝王切開を受けた場合
を含む。
）
21．卵巣、卵管および子宮付属器
22．睾丸、副睾丸、精管、精索および精嚢
23．甲状腺
24．頚部（頚椎、椎間板、関節、筋肉、腱および当該神経を含む。
）
25．胸部（胸椎、椎間板、関節、筋肉、腱および当該神経を含む。
）
26．腰部（腰椎、椎間板、関節、筋肉、腱および当該神経を含む。
）
27．仙骨部および尾骨部（当該神経を含む。
）
28．左肩関節部および左鎖骨
29．右肩関節部および右鎖骨
30．左股関節部
31．右股関節部
32．左上肢（左肩関節部を除く。
）
33．右上肢（右肩関節部を除く。
）
34．左下肢（左股関節部を除く。
）
35．右下肢（右股関節部を除く。
）
36．鼠径部（鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に
限る。
）
37．趾骨および中足骨
38．皮膚（頭皮および口唇を含む。
）
39．上顎骨、下顎骨および顎関節
40．股関節
41．膝関節
42．脊柱（脊椎、椎間板および当該神経を含む。
）
43．縦隔
44．膣・外陰部

25

身体部位
45．肋骨、胸骨およびその他の胸郭
46．骨盤骨
47．頭蓋骨
48．陰嚢部（陰嚢水腫が生じた場合に限る。
）
49．副腎
50．副甲状腺（上皮小体）
51．上肢
52．下肢

別表26-1

対象となる手術および給付倍率表

「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除など
の操作を加えることをいい、下表の手術番号１〜８を指します。吸引、穿刺な
どの処置および神経ブロックは除きます。
手術の種類

別表
25
26-1

給付倍率の 給付倍率の
型：Ⅰ型
型：Ⅱ型

§悪性新生物の手術
１． 悪性新生物根治手術（ファイバースコープま
たは血管・バスケットカテーテルによる手術
を除く。
）
２． 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日
の間に１回の給付を限度とする。)
３． 悪性新生物根治放射線照射（50グレイ以上の
照射で、施術の開始日から60日の間に１回の
給付を限度とする。
）
４． ファイバースコープまたは血管・バスケット
カテーテルによる悪性新生物手術（検査・処
置は含まない。施術の開始日から60日の間に
１回の給付を限度とする。
）
５． その他の悪性新生物手術
§上皮内新生物の手術
６． 上皮内新生物の開胸・開腹術
７． ファイバースコープまたは血管・バスケット
カテーテルによる上皮内新生物手術（検査・
処置は含まない。施術の開始日から60日の間
に１回の給付を限度とする。
）
８． その他の上皮内新生物手術
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１
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２

１
１

４
１

１

２

別表26-3

対象となる手術および給付倍率表

「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除など
の操作を加えることをいい、下表の手術番号１〜 88を指します。吸引、穿刺
などの処置および神経ブロックは除きます。
手術の種類
§皮膚・乳房の手術
１． 植皮術（25㎝２未満は除く。
）
２． 乳房切断術

§呼吸器・胸部の手術
14．慢性副鼻腔炎根本手術
15．喉頭全摘除術
16．気管・気管支・肺・胸膜手術（開胸術を伴うもの。
）
17．胸郭形成術
18．縦隔腫瘍摘出術
§循環器・脾の手術
19．観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を除
く。）
20．静脈瘤根本手術（一連の手術に対し１回の給付を限度と
する。
）
21．大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸・開腹術を
伴うもの。
）
22．心膜切開・縫合術
23．直視下心臓内手術
24．体内用ペースメーカー埋込術
25．脾摘除術
§消化器の手術
26．耳下腺腫瘍摘出術
27．顎下腺腫瘍摘出術
28．食道離断術
29．胃切除術
30．その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。
）
31．腹膜炎手術
32．肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
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２
２

２
２
２
１
２
２
１
２
２
１
１
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§筋骨の手術（抜釘術は除く。
）
３． 骨移植術
４． 骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。
）
５． 頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。
）
６． 鼻骨観血手術
７． 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置に伴
うものを除く。
）
８． 脊椎・骨盤観血手術
９． 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
10．四肢切断術（手指・足指を除く。
）
11．切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。
）
12．四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。
）
13．筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎・結節腫・
粘液腫手術は除く。
）

給付倍率

26-3
１
２
２
２
４

２
１
４
２
４
２
２

２
１
４
４
２
２
２

別表
26-3

手術の種類

給付倍率

33．ヘルニア根本手術
34．虫垂切除術・盲腸縫縮術
35．直腸脱根本手術
36．その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。
）
37．痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたもので、
処置・単なる痔核のみの手術は除く。
）

１
１
２
２
１

§尿・性器の手術
38．腎移植手術（受容者に限る。
）
39．腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的操作は除く。
）
40．尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。
）
41．尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。
）
42．陰茎切断術
43．睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
44．陰嚢水腫根本手術
45．子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘などの子宮全摘除術は
除く。
）
46．子宮頚管形成術・子宮頚管縫縮術
47．帝王切開娩出術
48．子宮外妊娠手術
49．子宮脱・膣脱手術
50．その他の子宮手術（子宮頚管ポリープ切除術・人工妊娠
中絶術を除く。
）
51．卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く。
）
52．その他の卵管・卵巣手術
§内分泌器の手術
53．下垂体腫瘍摘除術
54．甲状腺手術
55．副腎全摘除術

４
２
２
２
４
２
１
４
１
１
２
２
２
２
１

４
２
２

§神経の手術
56．頭蓋内観血手術
57．神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・
捻除術。
）
58．観血的脊髄腫瘍摘出手術
59．脊髄硬膜内外観血手術
§感覚器・視器の手術
60．眼瞼下垂症手術
61．涙小管形成術
62．涙嚢鼻腔吻合術
63．結膜嚢形成術
64．角膜移植術
65．観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
66．虹彩前後癒着剥離術
67．緑内障観血手術
68．白内障・水晶体観血手術
69．硝子体観血手術
70．網膜剥離症手術
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４
２
４
２

１
１
１
１
１
１
１
２
２
１
１

手術の種類

給付倍率

71．レーザー・冷凍凝固による眼球手術（近視または乱視の
矯正手術を除く。また、施術の開始日から60日の間に１
回の給付を限度とする。
）
72．眼球摘除術・組織充填術
73．眼窩腫瘍摘出術
74．眼筋移植術

１

§感覚器・聴器の手術
75．観血的鼓膜・鼓室形成術
76．乳様洞削開術
77．中耳根本手術
78．内耳観血手術
79．聴神経腫瘍摘出術

２
２
１

２
１
２
２
４

§悪性新生物の手術
80．悪性新生物根治手術（ファイバースコープまたは血管・
バスケットカテーテルによる手術を除く。
）
81．悪性新生物温熱療法（施術の開始日から60日の間に１回
の給付を限度とする。
）
82．その他の悪性新生物手術（ファイバースコープまたは血
管・バスケットカテーテルによる手術を除く。
）

§新生物根治放射線照射
88．新生物根治放射線照射（50グレイ以上の照射で、施術の
開始日から60日の間に１回の給付を限度とする。
）
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１
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１

１
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§上記以外の手術
83．上記以外の開頭術
84．上記以外の開胸術
85．上記以外の開腹術
86．衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から60日の
間に１回の給付を限度とする。
）
87．ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル
による脳・喉頭・胸・腹部臓器手術（検査・処置は含まない。
施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度とする。
）

４

26-3
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ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷෞ֥҄Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᱠᏸƓǑƼɶƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
иᱠᏸƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ձ᪽Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ൢሥƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ൢሥૅƓǑƼᏍƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
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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

別表

ᏟᐄƷफࣱૼဃཋ
࣎ᐥŴጏᨠƓǑƼᏟᐏƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷԠԈ֥ኒƓǑƼᏟᏸϋᐥ֥
Ʒफࣱૼဃཋ
ᲢׄᲣᏃƷᭌƓǑƼ᧙ራ᠂ᭌƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷᭌƓǑƼ᧙ራ᠂ᭌƷफࣱૼဃ
ཋ
ႝ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˂ƷᢿˮƷफࣱ
ૼဃཋ
ဍཞᐄƷफࣱૼဃཋ
иᏴƷफࣱૼဃཋ

ؕஜЎ
ǳȸȉ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
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ؕஜЎ
ǳȸȉ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ

別表

ƦƷ˂ƷϋЎඣᐄƓǑƼ᧙ᡲኵጢƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷफࣱૼဃཋ
ȪȳȑራƷዓႆࣱƓǑƼᢿˮɧଢƷफࣱૼဃཋ
ԠԈ֥ƓǑƼෞ֥҄Ʒዓႆࣱफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƷᢿˮƷዓႆࣱफࣱૼဃཋ
ᢿˮƷଢᅆƞǕƳƍफࣱૼဃཋ
țǸǭȳᲶ*QFIMKPᲸ၏
ǖᏘࣱ᳕ኽራࣱ᳗᩼țǸǭȳᲶPQPᴈ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽ
ƼǇǜࣱ᩼țǸǭȳᲶPQPᴈ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽ
ఴࣱƓǑƼႝᐎኬᏘȪȳȑᏽ
᩼țǸǭȳᲶPQPᴈ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽƷƦƷ˂ƓǑƼᛇ
ኬɧଢƷ
फࣱβ၃ف഻ࣱ၌ध
Ჽ
ٶႆࣱᭌ᭒ᏽƓǑƼफࣱ࢟ឋኬᏘࣱૼဃཋ
Ჽ
Ȫȳȑࣱႉᘉ၏
Ჽ
ᭌ᭒ࣱႉᘉ၏
Ჽ
ҥྶࣱႉᘉ၏
Ჽ
ƦƷ˂ƷኬᏘƷଢᅆƞǕƨႉᘉ၏
Ჽ
27
ኬᏘɧଢƷႉᘉ၏
Ჽ
ȪȳȑኵጢᡯᘉኵጢƓǑƼ᧙ᡲኵጢƷƦƷ˂ƓǑƼᛇ
Ჽ
ኬɧଢƷफࣱૼဃཋ
ᇌƠƨᲢҾႆࣱᲣٶᢿˮƷफࣱૼဃཋ
Ჽ

ᲬᲨɥᚡᲫƴƓƍƯžफࣱૼဃཋſƱƸŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿ
ዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽၨ ܖᇹᲭ༿ſɶŴૼဃཋƷࣱཞǛᘙƢᇹᲯఐǳȸ
ȉƕƭƗƷǋƷǛƍƍǇƢŵ
ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽၨܖſƴ
ƓƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳ༿ƕႆᘍƞǕƨئӳƸŴૼƨƳ༿ƴƓ
ƚǔᇹᲯఐǳȸȉƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
ᇹᲯఐࣱཞǳȸȉဪӭ
ᲩᲭ ȷȷȷफࣱŴҾႆᢿˮ
ᲩᲰ ȷȷȷफࣱŴ᠃ᆆᢿˮ
        फࣱŴዓႆᢿˮ
ᲩᲳ ȷȷȷफࣱŴҾႆᢿˮӍƸ᠃ᆆᢿˮƷКɧᛇ

ɥᚡᲫƴƸᛆ࢘ƠƳƍǋƷƷŴᲬƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴƜƷ̬ᨖڎኖƴ
ƓƍƯݣᝋƱƳǔफࣱૼဃཋƱƠǇƢŵ̊ƑƹŴž᳃ᲽᲾᲧſƴᚡ᠍ƞ
ǕƨЎႸɶŴƭƗƷؕஜЎǳȸȉƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷƸŴ
ɥᚡᲫƴƸᛆ࢘ƠƳƍǋƷƷŴᲬƴᛆ࢘ƢǔƨǊŴƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯ
ݣᝋƱƳǔफࣱૼဃཋƱƳǓǇƢŵ
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ؕஜЎ
ǳȸȉ
Ჾ
Ჾ
Ჾ
Ჾ
Ჾ

ჇࣱហᘉྶفьၐᲶٶᘉၐᲸ
ᭌ᭒ီ࢟ၐͅ፭
ॸࣱᭌ᭒ف഻ࣱ၌ध
ஜ७ࣱᲢЈᘉࣱᲣᘉݱெᘉၐ
ȩȳǲȫȏȳǹኬᏘኵጢྶၐ


ᲢදᲣžफࣱૼဃཋſƴƸŴᨥݣƕǜᡲӳᲢ᳃ᲽᲽᲣƴǑǓႆᘍƞǕ
ƨž᳇फࣱᏽၨƷЎſư၏ЎƕᲪƴЎƞǕƯƍǔ၏٭
ƸŴԃǇǕǇƤǜŵƠƨƕƬƯŴɥႝϋၶŴ᩼ේၶŴٻᐂƷቬᐏϋ
ၶሁƸŴफࣱૼဃཋƴᛆ࢘ƠǇƤǜŵ






別表
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Кᘙ ɥႝϋૼဃཋ   

別表

ᲫᲨɥႝϋૼဃཋƱƸŴ࠰உᲱଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴǋƱƮ
ƘҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ
੩ᙲ ᳃ᲽᲾᲧᲢ࠰༿Უแਗſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴ
ƭƗƷؕஜЎǳȸȉƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
   ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆
ወᚘЎ੩ᙲſƴƓƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳЎ੩ᙲƕᘍ
ƞǕƨئӳƸŴૼƨƳЎƷؕஜЎǳȸȉƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
ؕஜЎ
ЎႸ
ǳȸȉ
ӝᏸŴᢊƓǑƼᏎƷɥႝϋၶ
Ჾ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷෞ֥҄Ʒɥႝϋၶ
Ჾ
ɶƓǑƼԠԈ֥ኒƷɥႝϋၶ
Ჾ
ɥႝϋ᱅ᑥᏽ
Ჾ
ႝᐎƷɥႝϋၶ
Ჾ
ʐƷɥႝϋၶ
Ჾ
ܷ܇᪹ᲢᢿᲣƷɥႝϋၶ
Ჾ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷဃ഻֥Ʒɥႝϋၶ
Ჾ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷɥႝϋၶ
Ჾ

ᲬᲨɥᚡᲫƴƓƍƯžɥႝϋૼဃཋſƱƸŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴ
28
إᢿዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽၨ ܖᇹᲭ༿ſɶŴૼဃཋƷࣱཞǛᘙƢ
29
ᇹᲯఐǳȸȉƕƭƗƷǋƷǛƍƍǇƢŵ
30
   ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽၨܖſ
ƴƓƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳ༿ƕႆᘍƞǕƨئӳƸŴૼƨƳ
༿ƴƓƚǔᇹᲯఐǳȸȉƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
ᇹᲯఐࣱཞǳȸȉဪӭ
ᲩᲬ ȷȷȷɥႝϋၶ
ɥႝϋ ᩼ේࣱ ̛᩼᙭ࣱ


別表29

対象となる高度先進医療

対象となる高度先進医療とは、別表30に定める法律にもとづく評価療養の
うち厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をいいます。ただし、
厚生労働省告示に定める先進医療に該当するものに限ります。また、療養を受
けた日現在別表30の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において
給付対象となっている療養は除きます。

別表30

公的医療保険制度

つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
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１．健康保険法
２．国民健康保険法
３．国家公務員共済組合法
４．地方公務員等共済組合法
５．私立学校教職員共済法
６．船員保険法
７．高齢者の医療の確保に関する法律

別表31

高度先進医療の給付倍率表
高度先進医療にかかわる技術料

別表51

給付倍率
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70

対象となる感染症

対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生
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 ＩＣＤ−10
（2003年版）準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定さ
れる内容によるものをいいます。
分類項目
コレラ
腸チフス
パラチフスＡ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
ペスト
ジフテリア
急性灰白髄炎＜ポリオ＞
ラッサ熱
クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo ＞出血熱
マールブルグ＜Marburg ＞ウイルス病
エボラ＜Ebola ＞ウイルス病
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基本分類コード
Ａ00
Ａ01.0
Ａ01.1
Ａ03
Ａ04.3
Ａ20
Ａ36
Ａ80
Ａ96.2
Ａ98.0
Ａ98.3
Ａ98.4

別表

3万円超〜
5万円超〜
10万円超〜
15万円超〜
20万円超〜
30万円超〜
40万円超〜
50万円超〜
65万円超〜
80万円超〜
100万円超〜
120万円超〜
150万円超〜

3万円以下
5万円以下
10万円以下
15万円以下
20万円以下
30万円以下
40万円以下
50万円以下
65万円以下
80万円以下
100万円以下
120万円以下
150万円以下

30
31
51

別表52

異常分娩

「異常分娩」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生省大
臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ＩＣＤ−10準拠」
に記載された分類項目中、基本分類コードＯ80.1およびＯ81からＯ84までに
規定される内容によるものとし、たとえば、骨盤位分娩（いわゆる逆子（さか
ご）
）
、鉗子分娩、吸引分娩、帝王切開、多胎分娩（いわゆる双子など）をいい
ます。

別表
52
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●受付時間 月曜日〜金曜日 9：00〜18：00
土曜日
9：00〜17：00
・年末年始は除く。月曜日は電話が
（ 祝日
）
込み合うことがございます。

指定紛争解決機関について
○ 指定紛争解決機関（ADR機関）は（一社）生命保険協会です。
○（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、
電話・文書（電
子メール・FAX は不可）
・来訪により生命保険に関するさまざ
まな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地
に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
（ホームページアドレス；http://www.seiho.or.jp/）
○ なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会
社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 か月を経過して
も、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合につ
いては、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審
査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

保険金等ご請求手続きの流れ
保険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、保険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。
担当代理店
またはアフラック

お客さま
1

請求のご連絡

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

3

書類の準備・提出

請求書類をご準備のうえ、アフラック
へご返送ください。

6

保険金等のお受取り

2

請求のご案内

請求に必要な書類をお送りします。

4

請求書類の確認

請求書類が到着後、アフラックで内容
を確認します。

5

お支払い

保険金等をお支払いします。

アフラック保険金部フリーダイヤルで承っています

0120 -555- 877
●受付時間 9:00〜17:00

通話料無料

携帯OK

●月曜日〜金曜日（祝日を除く）

※月曜日は電話が込み合うことがございます。

アフラックホームページからもお手続きいただけます

http://www.aﬂac.co.jp/seikyu
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