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ご契約のしおり・約款

無配当〈終身保険〔低解約払戻金型〕〉
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ともに大切に保存し、ご活用ください。
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ご契約のしおり

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

主な保険用語のご説明

あ 受取人【 うけとりにん 】
給付金・保険金・年金などを受取る人のことをいいます。

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

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

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

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

契約応当日【 けいやくおうとうび 】
ご契約の後の保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいい
ます。また、契約日の年ごとの応当日を
「年単位の契約応当日」、半年
ごとの応当日を「半年単位の契約応当日」、月ごとの応当日を「月単位
の契約応当日」
といいます。
（例）契約日が2011年12月1日の場合
「年単位の契約応当日」は2012年12月1日、2013年12月1日、
2014年12月1日と、以後の毎年の12月1日が該当します。

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

更新【 こうしん 】

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

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

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

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

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

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

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

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

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

契約日【 けいやくび 】

ご契約のしおり

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

特約【 とくやく 】

主な保険用語のご説明

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

保障移行可能年齢【 ほしょういこうかのうねんれい 】
主契約の一部または全部を「医療保障」
「介護年金支払」
「年金支払」
へ移行することが可能となる年齢のことをいいます。

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

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

将来の給付金・保険金・年金などをお支払いするために保険料の中から
積み立てる積立金のことをいいます。

ご契約のしおり

保険料【 ほけんりょう 】

ご契約のしおり ﹁ＷＡＹＳ﹂
の特長としくみについて

「 WAYS」について
「WAYS」の特長としくみについて
【特長】
1 一生涯にわたって死亡・高度障害に対する保障が続きま
す。
2 将来のニーズの変化に対応して、
保障内容を医療保障、介

護年金支払、年金支払へ変更することができる「終身保険
〔低解約払戻金型〕
」です。
● 医療保障移行特約
（正式名称：医療保障移行特約
〔2009〕
）

病気・ケガによる入院や、手術・放射線治療・先進医療を受
けた場合に給付金をお支払いします。
また、所定の条件を満たした場合には、健康祝金もお支払
いします。
● 公的介護保険制度連動年金支払移行特約
公的介護保険制度における要介護認定または要支援認定を
受けたとき、介護年金をお支払いします。
● 年金支払移行特約
年金支払日に生存しているとき、年金をお支払いします。
3 保険料払込期間中の解約払戻金を抑えることにより、
保険

料が割安になっています。
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、
ご健康の状態などにより『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・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。
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「医療保障｣
「介護年金支払｣
「死亡・高度障害保障｣
「年金支払｣

▲
60歳
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の特長としくみについて
ご契約のしおり ﹁ＷＡＹＳ﹂

〈しくみ図〉
主契約の保障移行可能年齢（60歳）に達する年単位の契約応
当日に、主契約の「死亡・高度障害保障」
を
「医療保障」
・
「介護
年金支払」
・
「年金支払」へ移行した場合

〈ご契約の例〉
●

保険料払込期間：60歳払済

「終身保険〔低解約払戻金型〕｣(主契約)
終

・死亡保険金
・高度障害保険金
保険料払込期間
名称

死亡保険金
高度障害
保険金

身

▲
60歳

支払事由

支払額

死亡したとき

保険金額

ご契約のしおり ﹁終身保険︹低解約払戻金型︺﹂
のお支払について

「終身保険〔低解約払戻金型〕」のお支払について

所定の高度障害状
態になったとき

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

支払事由

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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・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。
・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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のお支払について
ご契約のしおり ﹁終身保険︹低解約払戻金型︺﹂

● 「終身保険
〔低解約払戻金型〕
」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。

ご契約のしおり ﹁医療保障﹂
・
﹁介護年金支払﹂
・
﹁年金支払﹂
への移行について

「医療保障」・「介護年金支払」・「年金支払」 への
移行について
・
「終身保険
〔低解約払戻金型〕
」
（主契約）
の保障移行可能年齢に
達する年単位の契約応当日に、
主契約の「死亡・高度障害保障」
を、
「医療保障」
・
「介護年金支払」
・
「年金支払」へ移行することが
できます。
（主契約の「死亡・高度障害保障」
を継続することもで
きます。）
・所定の基準を満たす場合には、
「医療保障」
・
「介護年金支払」
・
「年金支払」への移行のうち複数のコースを選択することがで
きます。
・
「医療保障」
・
「介護年金支払」
・
「年金支払」への移行については、
事前にご案内します。
●「医療保障」
への移行について
（「医療保障」コース）
・
「医療保障移行特約」
を付加することによって、
主契約の保障移
行可能年齢に達する年単位の契約応当日に、
ご健康の状態にか
かわらず、
主契約の保障の一部を
「医療保障」へ移行することが
できます。

・
「医療保障移行特約」の締結日は、
主契約の「保障移行可能年齢
−２歳」
に達する年単位の契約応当日となります。締結日の２週
間前までに
「医療保障移行特約」の付加をお申込みください。
・
「医療保障」に移行する部分の保障移行日は、締結日から２年
を経過した日の翌日
（主契約の保障移行可能年齢に達する年
単位の契約応当日）
となります。保障移行日を責任開始日とし、
「医療保障」に移行した部分については、その日から保障を開
始します。
・つぎの場合には、
「医療保障」への移行をお取扱いしません。
(1)「医療保障移行特約」の締結日における主契約の保険金額
が会社の定める金額を下まわるとき
(2)保障移行日の前日における保険料の自動振替貸付またはご
契約者に対する貸付の元利金が会社の定める範囲をこえる
とき
(3)保障移行日の前日までに
「リビング・ニーズ特約」のリビング・
ニーズ保険金が請求されているとき
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・
「医療保障移行特約」の締結後であっても、主契約の保障移行
可能年齢に達する年単位の契約応当日の前日
（「医療保障」に
移行する部分の保障移行日の前日）
までにお申出いただくこと
により、
「医療保障」への移行を取り消すことができます。ただ
し、被保険者のご健康の状態などによっては、
「医療保障」への
移行の取消をお断りする場合があります。
● 「介護年金支払」
への移行について
（「介護年金」コース）
・
「公的介護保険制度連動年金支払移行特約」を付加することに
よって、主契約の保障移行可能年齢に達する年単位の契約応
当日に、主契約の保障のすべてまたは一部を「介護年金支払」
へ移行することができます。

・
「公的介護保険制度連動年金支払移行特約」の締結日は、
主契
約の保障移行可能年齢に達する年単位の契約応当日となりま
す。
「介護年金支払」
に移行した部分については、
締結日から保
障を開始します。
・
「公的介護保険制度連動年金支払移行特約」の料率適用日は、
締結日から遡って２年前の主契約の年単位の契約応当日とし、
「介護年金支払」
に移行した部分の予定利率などの基準日とな
ります。料率適用日の２週間前までに
「公的介護保険制度連動
年金支払移行特約」の付加をお申込みください。
・つぎの場合には、
「介護年金支払」への移行をお取扱いしませ
ん。
(1)「介護年金支払」へ移行する部分について、
「公的介護保険
制度連動年金支払移行特約」の締結日における保険料積
立金が会社の定める金額を下まわるとき
(2)「公的介護保険制度連動年金支払移行特約」の締結日の前
日までに要介護認定または要支援認定の申請が行われた
とき
(3)「公的介護保険制度連動年金支払移行特約」の締結日の前
日までに「リビング・ニーズ特約」のリビング・ニーズ保険金
が請求されているとき
(4)その他、
会社の定める条件を満たさないとき
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・
﹁介護年金支払﹂
・
﹁年金支払﹂
への移行について
ご契約のしおり ﹁医療保障﹂

(4)その他、
会社の定める条件を満たさないとき

ご契約のしおり ﹁医療保障﹂
・
﹁介護年金支払﹂
・
﹁年金支払﹂
への移行について

● 「年金支払」
への移行について
（「年金」コース）
・
「年金支払移行特約」
を付加することによって、
主契約の保障移
行可能年齢に達する年単位の契約応当日に、主契約の保障の
すべてまたは一部を
「年金支払」へ移行することができます。

・主契約の保障移行可能年齢に達する年単位の契約応当日のほ
か、保障移行可能年齢に達した後に到来する年単位の契約応
当日に移行することができます。ただし、
「年金支払」への移行
は、
１回のみお取扱いします。
・
「年金支払移行特約」の締結日は、
「年金支払移行特約」の付加
を会社が承諾した日の直後の、主契約の保障移行可能年齢に
達した後に到来する年単位の契約応当日となります。
・第１回年金支払日は締結日となります。なお、
「年金支払日」は、
実際の年金の支払日とは異なることがあります。
ご請求に必要
な書類が当社に到着した日以後にお支払いします。
・つぎの場合には、
「年金支払」への移行をお取扱いしません。
(1)「年金支払」へ移行する部分について、
「年金支払移行特約」
の締結日における基本年金額が会社の定める金額を下ま
わるとき
(2)「年金支払移行特約」の締結日の前日までに
「リビング・ニー
ズ特約」のリビング・ニーズ保険金が請求されているとき
(3)その他、
会社の定める条件を満たさないとき
ご注意

主契約の「死亡・高度障害保障」を「医療保障」
・｢介護
年金支払」
・
「年金支払」へ移行した場合には、移行し
た部分についての死亡保険金・高度障害保険金はお
支払いしません。
「医療保障」
・
「介護年金支払」
・
「年金支払」への移行
については、それぞれ「医療保障移行特約」、「公的介
護保険制度連動年金支払移行特約」、「年金支払移行
特約」の約款・特約条項をご覧ください。
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〈ご契約の例〉
主契約（60歳：保障移行可能年齢）に「医療保障移行特約」を付
加した場合
健康
祝金

健康
祝金

「 医 療 保 障 ｣に移 行した部 分

2年
▲
58歳
「医療保障
移行特約」
の締結日

・疾病入院給付金
・災害入院給付金
・手術給付金
・放射線治療給付金
・先進医療一時金

終身

▲
60歳
（※1）
＝保障移行日・責任開始日

※1：保障移行日は、
「医療保障移行特約」の締結日から２年を経
過した日の翌日（主契約の保障移行可能年齢に達する年単
位の契約応当日）
となります。

― 17 ―

ご契約のしおり ﹁医療保障﹂に移行した部分について

「医療保障」に移行した部分について

疾病入院給付金
災害入院給付金

ご契約のしおり ﹁医療保障﹂に移行した部分について

名称

支払事由

支払額

病気によって1日以上の入
院をしたとき

入院給付金
日額
×
入院日数

1回の入院に
ついて60日
(通算1,095日）

不慮の事故によるケガに
よって1日以上の入院をし
たとき

入院給付金
日額
×
入院日数

1回の入院に
ついて60日
(通算1,095日）

入院給付金
日額
×
10
入院給付金
②外来による手術を受け
日額
×
たとき
（③を除く）
5
入院給付金
日額
③重大手術を受けたとき
×
40

受取人

支払限度

①入院中に手術を受けた
とき
（③を除く）

被保険者

手術給付金

なし

放射線治療給付金

なし

病気・ケガによって所定の
「先進医療」
を受けたとき
ただし、歯
（牙）
、歯肉、歯 入院給付金
槽 骨 の 疾患
（悪 性 新 生 物
日額
は除く）またはこれらの傷
×
害に関するもの、および歯
10
（牙）欠損を直接の原因と
する療養は除きます。

1年間に
5回

先進医療一時金

新生物の治療を直接の目 入院給付金
的として、所定の放射線
日額
治療（電磁波温熱療法を含
×
む）
を受けたとき
10
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支払事由

支払額

第2回
つぎのすべてに該当したとき
①第２保険期間（※）満了の時
に生存しているとき
②第２保険期間（※）中に、継
続10日以上の入院に対する
疾病・災害入院給付金が支
払われなかったとき

×
20

受取人

支払限度

１回
契約者

健康祝金

第1回
つぎのすべてに該当したとき
①第１保険期間（※）満了の時
に生存しているとき
②第１保険期間（※）中に、継
続10日以上の入院に対する
疾病・災害入院給付金が支 入院給付金
払われなかったとき
日額

１回

※「第１保険期間」、
「第２保険期間」
保障移行日からその直後に到来する保障移行日の年単位の応
当日の前日までを第１保険年度とし、以後、保障移行日の年
単位の応当日ごとに１年を加えて保険年度を計算します。
第１保険期間は第１保険年度から第５保険年度まで、第２保険
期間は第６保険年度から第10保険年度までとなります。
疾病入院給付金・災害入院給付金
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。
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ご契約のしおり ﹁医療保障﹂に移行した部分について

名称

● お支払の対象となる
「入院」とは、治療を目的とする入院です。

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

ご契約のしおり ﹁医療保障﹂に移行した部分について

i お支払の対象となる
「入院」とは･･･

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

手術給付金
● お支払の対象となる手術はつぎのとおりです。

(A)
お支払の対象となる手術
（お支払事由①②）

左記のうち除外される手術

公的医療保険制度における ・
（Ｂ）欄のお支払の対象とな
医科診療報酬点数表に手術
る重大手術に該当するとき
料の算定対象として列挙さ ・傷の処置（創傷処理、デブ
れている診療行為
リードマン）
・切開術（皮膚、鼓膜）
・骨・関 節 の 非 観 血 的 整 復
術、非観血的整復固定術
および非観血的授動術
・抜歯
・異物除去（外耳、鼻腔内）
・鼻焼灼術（鼻粘膜、下鼻甲
介粘膜）
・魚の目、タコ手術後縫合
（鶏眼・胼胝切除後縫合）
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お支払の対象となる重大手術 重大手術にならない手術の例
（お支払事由③）
公的医療保険制度における
医科診療報酬点数表に、手
術料の算定対象として列挙
されている診療行為のうち、
つぎに定めるもの
・悪性新生物に対する開頭・
開胸・開腹手術および四肢
切断術
・脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内
腫瘍開頭摘出術、縦隔腫
瘍開胸摘出術
・心臓・大動脈・大静脈・肺
動脈・冠動脈の病変に対す
る、心臓・大動脈・大静脈・
肺動脈・冠動脈への開胸・
開腹術
・日本国内でおこなわれた、
心 臓・肺・肝 臓・膵 臓・腎
臓（それぞれ、人工臓器を
除きます）の全体または一
部の移植手術。ただし、臓
器移植法に沿った場合に限
る。

・腹腔鏡下手術
・胸腔鏡下手術
・穿頭によるもの
・臓 器 移 植につ い ては 、ド
ナー側は対象外

・レーザー屈折矯正手術（レーシック）等については、医科診療
報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術で
はないため、手術給付金のお支払の対象となりません。（平
成26年3月現在）
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ご契約のしおり ﹁医療保障﹂に移行した部分について

(B)

ご契約のしおり ﹁医療保障﹂に移行した部分について

・一連の手術については14日間に1回の支払限度となります。
i 「一連の手術」
とは…

同一の手術を複数回受けた場合で、その手術が医科診療報酬
点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手
術料が１回のみ算定される診療行為（「下肢静脈瘤手術（硬化療
法）
」、
「網膜光凝固術」など 平成26年3月現在）
に該当するとき
は、
それらの手術
（一連の手術）
についてはつぎのとおり取扱いま
す。
(1) 一連の手術のうち、
最初の手術を受けた日から14日間を同
一手術期間とします。
(２) 同一手術期間中に受けた一連の手術のうち、手術給付金の
金額の最も高いいずれか１つの手術についてのみ手術給付
金をお支払いします。
(3) 同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合には、直前
の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日から14
日間を新たな同一手術期間とします。それ以後、
同一手術期
間経過後に一連の手術を受けた場合についても同様です。
〈一連の手術 お支払いの例〉

×

手術2

手術1
▼

▼

手術3
▼

14日以内
▲

4月1日

▲

4月10日

▲

4月20日

・「手術1」と「手術2」は14日以内に行われているため、1回の
みお支払いの対象となります。
・「手術3」は「手術1」から14日経過後のため、お支払いの対象
となります。
放射線治療給付金
i 支払事由の「所定の放射線治療
（電磁波温熱療法を含む）」とは…
● 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治

療料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
● 放射線照射の方法については、体外照射・組織内照射・腔内

照射に限ります。また、血液照射は除きます。（「組織内照射・
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・放射線治療を複数回受けた場合は、放射線治療・電磁波温熱
療法それぞれにつき施術の開始日から60日に１回の限度とな
ります。
先進医療一時金
i 先進医療とは…

公的医療保険の給付対象となっていない高度の医療技術を用
いた療養のうち、厚生労働大臣が認める医療技術をいいます。
医療技術ごとに適応症（対象となる疾患・症状等）および実施す
る医療機関（厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院ま
たは診療所）
が限定されています。
● 先進医療の対象となる医療技術やその適応症、実施している
医療機関は、随時見直しされます。したがって、公的医療保
険の給付対象となっている場合や、承認取消しなどのために先
進医療ではなくなっている場合には、先進医療給付金のお支
払はできません。
●

先進医療に該当するか否かは、治療を受ける前に主治医に
ご確認ください。

ご注意

手術給付金・放射線治療給付金・先進医療一時金につ
いて、会社は、健康保険法またはその他関連する法令
等が改正された場合で特に必要と認めたときには、主務
官庁の認可を得て、将来に向かって特約給付金等の支
払事由を法令等の改正内容に応じて変更することがあり
ます。

健康祝金

・ 疾病・災害入院給付金が支払われる入院が第１保険期間満了
の日をこえて継続している場合で、その入院日数が第１保険
期間満了後に10日に達したときでも、健康祝金はお支払いし
ません。
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ご契約のしおり ﹁医療保障﹂に移行した部分について

腔内照射」とは、密封した線源を刺入あるいは器具を使って病
巣に近づけ照射する方法です。放射線薬剤の内服、坐薬、点
滴注射などによる投与の場合は含みません。）

ご契約のしおり ﹁医療保障﹂に移行した部分について

・ 疾病・災害入院給付金が支払われる入院が第２保険期間満了
の日をこえて継続している場合で、その入院日数が第２保険
期間満了後に10日に達したときでも、健康祝金はお支払いし
ません。
・ 健康祝金は、所定の利率による利息をつけて自動的に据え
置きます。据え置いた健康祝金は、ご契約者から請求があっ
たとき、または「医療保障」に移行した部分が消滅したときに、
ご契約者にお支払いします。
・ 健康祝金のご請求は、「医療保障」に移行した部分が消滅した
日から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。
ご注意
●

医療保障移行部分の保障内容・保障額は、
「医療保障
移行特約」の締結日における特約条項、保険料率など
にもとづいて定めます。したがって主契約のご契約時
点で定まるものではなく、今後変更となる場合があり
ます。

つぎの免責事由に該当した場合には、給付金をお支払いでき
ません。
免責事由

(1) 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
(8) 原因のいかんを問わず、頚部症候群（いわゆる「むちう
ち症」）
または腰痛で他覚症状のないもの
(9) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波
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「医療保障」への移行の取消
・「医療保障移行特約」の締結後であっても、主契約の保障移行
可能年齢に達する年単位の契約応当日の前日（「医療保障」に
移行する部分の保障移行日の前日）までにお申し出いただくこ
とにより、
「医療保障」への移行を取り消すことができます。こ
の場合、ご健康の状態などについて、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）
。
・ 被保険者のご健康の状態などによっては、他のご契約者との
公平性を保つために、「医療保障」への移行の取消をお断りす
る場合があります。
・ 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、所定の期間
（※）
内であれば、当社は
「告知義務違反」
として主契約の一部（「医療保障」への移行を取り消した部分）
を解除することがあります。
＊ 所定の期間（※）
を経過していても、主契約の保険金のお支
払事由が所定の期間（※）内に生じていた場合などには、主
契約の一部を解除することがあります。
＊ 主契約の一部を解除した場合には、たとえ主契約の保険金
のお支払事由が生じていても、主契約の一部の保険金をお
支払いすることはできません。
（※）所定の期間とは、被保険者が保障移行可能年齢に到達す
る年単位の契約応当日から２年間をいいます。
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への移行の取消
ご契約のしおり ﹁医療保障﹂

＊ 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。

「介護年金支払」に移行した部分について
〈ご契約の例〉
主契約（60歳：保障移行可能年齢）
に「公的介護保険制度連動年
金支払移行特約」
（介護年金の請求の際に指定された年金支払年
数：５年）
を付加した場合

支払

支払

支払

支払

支払

ご契約のしおり ﹁介護年金支払﹂に移行した部分について

・
「医療保障」への移行の取消を当社が承諾した場合でも、主契
約の保障移行可能年齢に達する年単位の契約応当日から３年
以内の被保険者の自殺については、免責事由に該当するため、
主契約の一部（「医療保障」への移行を取り消した部分）の死亡
保険金はお支払いしません。

年金の原資 公的介護保険制度連動年金
2年

▲
お支払事由
▲
▲
58歳
60歳
お申込・
「公的介護保険制度連動年金支払移行特約」の締結日
料率適用日 ＝
支払事由

支払額

「公的介護保険制度連動年金支払移行
特約」の締結日前に要介護認定または要
支援認定の申請が行われたことがなく、 基準年金額
締結日以後初めて要介護認定または要
支援認定を受けたとき

受取人

年金受取人

公的介護保険制度連動年金

名称

● 年金支払年数について

・受取人は、第１回の介護年金のご請求の際に、所定の範囲（3
年〜 10年の間）
で年金支払年数を指定してください。
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介護年金の一時支払について
・年金支払開始日以後、
いつでも、
未払の介護年金の現価に相当
する金額をご請求できます。また、
最後の年金支払日前に被保
険者が死亡した場合には、
未払の介護年金の現価に相当する金
額を一時にお支払いします。
●

● 払戻金のお支払について
・受取人からご請求があった場合や、
介護年金のお支払事由が生
じる前に被保険者が死亡した場合には、
払戻金をお支払いしま
す。払戻金は、料率適用日
（※）
における所定の利率（予定利率
より低い率となります。）
、
締結日からの経過年月数により計算
します。

※「料率適用日」
「公的介護保険制度連動年金支払移行特約」の締結日から遡っ
て２年前の主契約の年単位の契約応当日となります。
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ご契約のしおり ﹁介護年金支払﹂に移行した部分について

● 介護年金の支払額について
・毎年の介護年金の支払額は、
この特約の締結日
（主契約の保障
移行可能年齢に達する年単位の契約応当日）
における保険料
積立金をもとに、
料率適用日
（※）
における会社所定の率により
年金支払開始日までの期間に応じた年金の原資を計算します。
・上記の年金原資をもとに、
年金支払開始日における会社所定の
利率により、
年金支払年数に応じた基準年金額を計算します。
・基準年金額は、
主契約のご契約時点で定まるものではありませ
ん。

〈ご契約の例〉
主契約（60歳：保障移行可能年齢）に、「年金支払移行特約」
（年
金支払期間：５年）
を付加した場合

支払

支払

支払

支払

支払

ご契約のしおり ﹁年金支払﹂に移行した部分について

「年金支払」に移行した部分について

「年金支払」に移行した部分(年金)
▲
60歳
＝
「年金支払移行特約」の締結日
名称

支払事由

支払額

金

被保険者

年

年金支払期間中のつぎの年金支払日
（※）
に生存しているとき
①第1回年金支払日
基本年金額
この特約の締結日
②第２回以後の年金支払日
第１回年金支払日の年単位の応当日

受取人

（※）年金は、ご請求に必要な書類が当社に到着した日以後にお
支払いしますので、実際の着金日は、支払事由の年金支
払日とは異なることがあります。
● 年金の支払額
（基本年金額）
について

・毎年の年金の支払額は、「年金支払移行特約」の締結日におけ
る保険料積立金をもとに、所定の利率により計算しますので、
主契約のご契約時点で定まるものではありません。
● 年金の一時支払について

・年金支払期間中、いつでも、未払の年金の現価に相当する金
額をご請求できます。また、被保険者が死亡した場合には、
未払の年金の現価に相当する金額を一時にお支払いします。
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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

支払額

特約保険金額

名称

保険期間中に所定
特約高度障害
の高度障害状態に
保険金
なったとき

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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ご契約のしおり ﹁定期特約﹂について

「定期特約」について

名称

支払事由

保険期間中につぎのいずれかに
該当したとき
災害死亡 ①不慮の事故によって180日以
保険金
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
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
災害高度
内に所定の高度障害状態になっ
障害保険金
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

支払額

災害保険金額

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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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

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

(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
災害高度障害
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たな
保険金
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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ご契約のしおり ﹁災害死亡割増特約﹂について

●

ご契約のしおり ﹁傷害特約﹂について

「傷害特約」について
名称

支払事由

保険期間中につぎの
いずれかに該当した
とき
災害死亡 ①不慮の事故によっ
保険金
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

障害
給付金

保険期間中に、不慮
の事故によって180
日以内に所定の身体
障害状態になったと
き

支払額

受取人

災害保険金額

死亡保険
金受取人

災害保険金額
に、 身 体 障 害
状態の程度に
被保険者
よ り、 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いは、
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いに際して、
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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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。
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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ご契約のしおり ﹁傷害特約﹂について

●

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」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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１． 死亡保険金の全部をお支払いした場合
・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
（「医療保障」
・
「介護年金支払」
・
「年金支払」へ移行した部分を除く）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。
●「定期特約」
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、
「定期特約」の保険期
間満了前１年以内である場合
（「定期特約」
が更新される場合
を除きます。）には、その特約については「リビング・ニーズ
特約」
は適用しません。
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ご契約のしおり ﹁リビング・ニーズ特約﹂について

● リビング・ニーズ保険金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
〔特約用〕
」
を付加するこ
とにより、
「定期特約」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、「定期特約」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、「定期特約」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〔特約用〕
」を付加した「定期特約」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、所定の範囲内の年齢で、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
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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、所定の範囲内の年齢で、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)と(2)を合計した金額。ただし、
「定期特約」の中途付加または更新の際には、(1)の金額を
除きます。また、保険期間が10年の「定期特約」を付加する
場合についても、(1)の金額を除きます。）が1,000万円以
上の場合に限りお取り扱いします。
(1) 主契約の保険金額
(2)「定期特約」の特約保険金額
・保険金額の減額などが行われ、変更後の上記(1)と(2)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「定期特約」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〔特約用〕
」を解
除することがあります。この場合には、「定期特約」の特約保
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ご契約のしおり ﹃元気割引﹄について

(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〉）
・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
〔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

険金額などを所定の方法によって減額します。
・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
「定期特約」の保険料または特約保険金額などを、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
「定期特約」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〔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
〔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
〔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「定期特約」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
〔特約用〕
」
を復活すること
ができずに「定期特約」を復活する場合には、復活後の「定期
特約」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
〔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〔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「定期特約」
の保険料率は、通常の保険料率になります。ただし、「定期
特約」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
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特約の更新について
・特約の保険期間が年満期で、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場合には、保険期間満
了の日の翌日に自動的に更新されます。
・更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一の年数とし
ます。ただし、更新後の保険期間満了の日が主契約の保険
料払込期間満了の日をこえる場合には、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。
● 更新後の特約について

・ 更新後の特約には、更新日現在の特約条項が適用され、更
新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率
によって計算されます。
・ 更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続
したものとみなします。
・ 給付金の通算支払限度の規定を適用するときは、更新前の
特約で既に支払われた給付金を通算します。
● 更新を希望しない場合

・ 更新を希望しない場合には、保険期間満了の日の２か月前ま
でにお申し出ください。
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特約の更新について

● 「定期特約」
、
「災害死亡割増特約」、
「傷害特約」の更新について

ご契約のしおり

当している場合には、
「健康割引特約
〔特約用〕
」
を継続するこ
とができます。

ご契約のしおり

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

対象となる不慮の事故について

● 急激・偶発・外来の定義

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

該当例

非該当例

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

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

※ 除外する事故
疾病の発症等におけ 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外
る軽微な外因
因により発症しまたはその症状が増悪したとき
疾病の診断・治療上 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、
の事故
医薬品等の使用および処置における事故
疾病による障害の状 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神
態にある者の窒息等 経障害の状態にある者の、食物その他の物体
の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
接触皮膚炎、食中毒 ① 感染性食中毒およびアレルギー性・食餌性・
などの原因となった
中毒性の胃腸炎、大腸炎
事故
② 外用薬もしくは薬物接触によるアレルギー、
皮膚炎など
③ 洗剤、油脂、グリースまたは溶剤その他の
化学物質による皮膚炎など
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● 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
〈「終身保険
〔低解約払戻金型〕
」
「定期特約」
「災害死亡割増特約」
「傷害特約」〉
(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）
〈「医療保障」に移行した部分〉
(1) 治療を目的としない入院をしたとき（美容整形・人間ドック
等）
(2) 医学的な観点から入院の必要性が認められないとき
(3) 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
(4) 治療を直接の目的としない手術を受けたとき
(5) 約款に定める入院や手術などの要件を満たさないとき
● 責任開始日前の病気、不慮の事故について
〈「医療保障」に移行した部分〉
・責任開始日より前に発病した病気、責任開始日より前に生じ
た不慮の事故によるケガによって、責任開始日より前に入院
を開始した場合または手術を受けた場合には、お支払いしま
せん。（※）
※「医療保障移行特約」の締結日から責任開始日の前日までに発
病した病気、締結日から責任開始日の前日までに生じた不慮
の事故によるケガによって、責任開始日の前日までに入院を
開始したときには、責任開始日以後の入院日数のみお支払い
します。
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ご契約のしおり お支払いできない場合について

お支払いできない場合について

ご契約のしおり お支払いできない場合について

〈例〉
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● 免責事由に該当した場合

詳しくは主契約・各特約についての項をご覧くだ
さい。
● 告知義務違反による解除の場合
● 保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合
● 重大事由による解除の場合

重大事由については、 重大事由とは… の項を
ご覧ください。
● 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合

・この場合、すでにお払込いただいた保険料は払戻しません。
● 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。

― 42 ―

・重大事由とはつぎのことをいいます。
(1) ご契約者、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の受取人が、反社会的勢力
（※1）に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会
的勢力と社会的に非難されるべき関係（※2）を有していると
認められるとき
(5) 付加されている特約が重大事由により解除されたとき
(6) 上記のほか、当社の契約者、被保険者または保険金などの
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(5)まで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。
（※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の受取人が法人
の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしく
は実質的な関与があることもいいます。
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ご契約のしおり お支払いできない場合について

重大事由とは…

ご契約のしおり お支払いできない場合について

法令等に基づく対応について

(1) 当社は、この保険契約におけるご契約者、被保険者、保険金・
給付金等の受取人が、日本および米国、国際機関等の経済
制裁または通商禁止令その他の法令等によって、取引するこ
とを禁止または制限された者である場合、重大事由に該当
したものとみなし、当社はご契約を解除することができます。
この場合、当社は、上記の法令等に従いこの保険契約に関
する情報を米国当局等に対し報告します。
(2) (1)の場合、保険金・給付金等もしくは解約払戻金の支払い、
保険料等の返金は行いません。また、前項の取扱いによっ
て、ご契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人に損失、
損害または諸費用が発生しても、当社は一切責任を負いま
せん。
※経済制裁等の詳細については、財務省または経済産業省、
および米国財務省外国資産管理局（OFAC）のホームページ
をご参照ください。
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ご案内

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

〈「終身保険
〔低解約払戻金型〕
」
「定期特約」高度障害保険金〉
（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

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

お支払いできる場合、またはお支払
いできない場合の具体的事例

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

● 免責事由に該当した場合

〈「終身保険
〔低解約払戻金型〕
」
「定期特約」死亡保険金〉

お支払いする場合

解 説

ご契約から１年後に「脳梗塞」 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
で死亡した場合
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３年以内に自殺した場合に
ご契約から１年後に自殺した
は、免責事由に該当するため、
場合
死亡保険金をお支払いできま
せん。
〈「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 するため保険金をお支払いで
るところ車にはねられて死亡 きません。
した場合
＜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
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〈「終身保険
〔低解約払戻金型〕
」
「定期特約」死亡保険金〉

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

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。

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
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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

● 告知義務違反による解除の場合

ご契約のしおり

お申込にあたって
申込書・告知書はご自身で正確にご記入ください

申込書・告知書はご自身で正確にご記入ください／生命保険募集人について

・申込書は、ご契約者ご自身で記入し、ご記入内容を十分お確か
めのうえで、ご署名・ご押印をお願いします。
・告知書は、被保険者ご自身で正確にご記入ください。

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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・生命保険は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては十
分ご検討ください。
・ご納得がいかない場合には、お申込者またはご契約者（以下、
「お申込者など」といいます。）は、ご契約の申込日または第１
回保険料（第１回保険料相当額を含みます。）のお払込の日の
いずれか遅い日（第１回保険料をクレジットカードでお支払いに
なる場合は、ご契約の申込日またはクレジットカードの有効性
を当社が確認した日のいずれか遅い日）からその日を含めて８
日以内であれば、ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除
（以下、「お申込の撤回など」といいます。）をすることができま
す。（※）
・この場合には、お払込みいただいた金額をお返しします。
・つぎの場合には、お申込の撤回などのお取扱ができません。
＊ 当社が指定した医師の診査を受けた場合
＊ 債務履行の担保のための保険契約である場合
＊ すでに契約したご契約の内容を変更する場合
●ご連絡方法

・お申込の撤回などは、必ず郵便により上記の期間内（８日以
内の消印有効）
に当社あてに発信してください。
・書面
（ハガキ、便箋）
には、お申込の撤回などの意思を明記し、
お申込者などの氏名・氏名のフリガナ・住所をご記入のうえ、
申込書に押印したものと同一印を押印してください。
※お申込の撤回などの書面を発信した時に給付金・保険金・
年金などのお支払事由が生じている場合には、お申込の撤
回などの効力は生じません。ただし、お申込の撤回などの
書面を発信した時に、お申込者などが給付金・保険金・年
金などのお支払事由が生じていることを知っている場合を
除きます。
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ご契約のしおり お申込の撤回または解除について︵クーリング・オフ制度︶

お申込の撤回または解除について
（クーリング・オフ制度）

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
・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。

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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● 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。
・ご契約者や被保険者にはご健康の状態などについて、告知を
していただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保
険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、
初めからご健康の状態の良くない方や危険度の高いご職業に
従事している方などが無条件に契約しますと、保険料の負担
の公平性が保たれません。ご契約に際しては、過去の傷病歴
（傷病名、治療期間等）
、現在のご健康の状態、身体の障害
状態、ご職業など「告知書」で当社がおたずねすることについ
て、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください（告
知をしてください）
。
なお、告知をしていただいた内容が不十分であった場合には、
再度告知をお願いすることがあります。
・医師の診査を受けてお申込みいただく場合には、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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告知と告知義務について

● 告知義務について

ご契約のしおり

告知と告知義務について

ご契約のしおり

● 傷病歴などがある方のお引受について

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

ً


ً
ᛚ⻌

๔⍮߅ࠃ߮߅ᛄㄟ ߹ߚߪലᕈߩ⏕ ߇ߣ߽ߦቢੌߒߚᤨ
㧩⽿છ㐿ᆎᦼ
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保障の開始

保障の開始

ご契約のしおり

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。

ご契約のしおり

（例２）
当社の承諾後にお払込があった場合

ً
ً
ً
๔⍮ ᛚ⻌ 

保障の開始

߅ᛄㄟ ߹ߚߪലᕈߩ⏕ ߇ቢੌߒߚᤨ
㧩⽿છ㐿ᆎᦼ
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保険料のお払込方法（回数）

・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。

ご契約のしおり

保険料のお払込について

ご契約のしおり
保険料の前納

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

保険料の前納
・個別契約の場合で、保険料のお払込方法（回数）にしたがって
所定の範囲で何回分かの保険料を前納するときには、所定の
割引率または利率で保険料を割り引きます。
・主契約の保険料が前納の場合には、特約の保険料も前納とな
ります。
・ご契約が前納途中で消滅
（死亡・解約等）
した場合等には、保険
料前納金の残額があれば払戻します。
・保険料を前納した期間は、給付金・保険金等の減額など契約
内容の変更が制限されます。
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〈お支払いする額〉
すでに払込まれた保険料のうち、保険料のお払込が不要となっ
た日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその日
の属する保険料期間（※）の末日までの月数に対応する保険料相
当額

※ 保険料期間
・年払の場合
年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日ま
での期間
・半年払の場合
半年単位の契約応当日から次の半年単位の契約応当日の前
日までの期間
＜ご契約例＞
年払契約 契約応当日：1月1日 月単位の契約応当日：毎月1日
1月20日に年払保険料を払込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
保険料のお払込を要しなくなったのは契約を解約した5月25日
であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6
月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの
7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約 保険料
応当日 払込
1/1 1/20
▼

契約
応当日
1/1

月単位の
解約 契約応当日
5/25 6/1

▼

▼ ▼

▼

7 か月分
1/1 2/1

3/1

4/1

5/1

6/1

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

保険料の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。

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

ご契約のしおり

保険料払込の猶予期間と失効

〔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月分の保険料
の払込期月
４／

４／１

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）

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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・毎回お払込みいただく保険料は、毎払込期月の契約応当日
から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され
る保険料です。
（例）月払のご契約で10日が月単位の契約応当日の場合
４月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
（4/1〜4/30）
（5/1〜5/31）

４月分の保険料が
充当される期間
（4/10〜5/9）

6/10
5月分の保険料が
充当される期間
（5/10〜6/9）

契約応当日

5/10
契約応当日

契約応当日

4/10

・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 お支払事由などが生じた際に︑未払込保険料がある場合

お支払事由などが生じた際に、
未払込保険料がある場合

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

A

6/10
5月分の保険料が
充当される期間
（5/10〜6/9）

契約応当日

5/10
４月分の保険料が
充当される期間
（4/10〜5/9）

契約応当日

4/10
契約応当日

ご契約のしおり お支払事由などが生じた際に︑未払込保険料がある場合

（例）月払のご契約で10日が月単位の契約応当日の場合

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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・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。

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

● 保険料の自動振替貸付

ご契約のしおり

保険料のお払込が困難な場合

ご契約のしおり

ご契約後について
解約と解約払戻金について

解約と解約払戻金について

● 解約について

・生命保険は、お客さまとご家族にとって大切な財産となりま
すので、ぜひご継続ください。
・主契約を解約すると、付加されている特約も同時に解約とな
ります。（ただし、
「医療保障」
・
「介護年金支払」
・
「年金支払」
に移行した部分を除きます。）
・
「介護年金支払」
・
「年金支払」に移行した部分は解約すること
ができません。
● 主契約、
「定期特約」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。）
・ 主契約にはあらかじめ70％の低解約払戻金割合が設定さ
れているため、主契約を保険料払込期間中に解約した場合
は、所定の解約払戻金の70％の額をお支払いします。
・ 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。）
〈「医療保障移行特約」を付加した場合〉
・「医療保障」に移行した部分の解約払戻金の金額は、入院給
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●「災害死亡割増特約」
、
「傷害特約」の解約払戻金について

・「災害死亡割増特約」、
「傷害特約」
には、解約払戻金はありま
せん。

ご契約者に対する貸付について
・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。
・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。
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ご契約のしおり ご契約者に対する貸付について

付金日額の30倍と同額となります。
・被保険者が死亡したときは、入院給付金日額の30倍と同額
の払戻金をお支払いします。

ご契約のしおり

保険金等のご請求手続について

保険金等のご請求手続について／保険金等のお支払の時期について

・保険金等（保険金・給付金・年金・保険料の払込免除などを含
みます。）のお支払事由が生じた場合には、遅滞なく当社または
募集代理店にご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りし
ます。
・ご請求手続きの流れについては、巻末の「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。
保険金等をお支払いするための確認等
が必要な場合

お支払期限

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
Ａ 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
③告知義務違反に該当する可能性がある場合
④重大事由、詐欺または不法取得目的に該当
する可能性がある場合
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（※）ご請求に必要な書類が当社に到着した日とは、完備された
請求書類が当社に到着した日をいいます。
・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

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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保険金等のお支払の時期について

ご請求に必要な書
類が当社に到着し
た日
（※）
の翌日か
ら、次に定めるお
支 払 期 限 以 内に
お支払いします。
①医療機関または医師に対する照会のうち、 ①90日
照会先の指定する書面等の方法に限定され
る照会が必要な場合
②弁護士法に基づく照会その他法令に基づく ②180日
照会が必要な場合
③研究機関等の専門機関による医学または工 ③180日
Ｂ
学等の科学技術的な特別の調査、分析ま
たは鑑定が必要な場合
④ご契約者、被保険者または、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

ご契約のしおり

Aの確認を行うために特別な照会や確認が必
要な次の場合

●「指定代理請求特約」
のしくみ・特長

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

お願い

ご契約のしおり ﹁指定代理請求特約﹂について

「指定代理請求特約」について

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

● 代理請求の対象となる給付金など

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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＊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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ご契約のしおり ﹁指定代理請求特約﹂について

● 代理請求できる方
・あらかじめつぎの範囲内で指定された指定代理請求人（１名）
が、被保険者に代わって給付金などを請求できます。

ご契約のしおり ﹁指定代理請求特約﹂について

● 留意点

１．特約の付加に際して
・「指定代理請求特約」を付加した場合には、「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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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所定の特約を
付加できます。ただし、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。
死亡保険金受取人の変更
● 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。
● 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
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ご契約のしおり ご契約の内容の変更

ご契約の内容の変更

ご契約のしおり ご契約の内容の変更

死亡保険金受取人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。
例：ご契約者・被保険者：Ａさん
死亡保険金受取人：Ｂさん
A
（夫）
ご契約者・
被保険者

C
（子）

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

その他の変更事項

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

ご契約の内容を変更した場合には「裏書のお知らせ（承認
通知書）
」を発行しますので、ご確認のうえ、保険証券と
ともに大切に保存してください。なお、住所の変更の場
合には、ご契約者のお申出により発行します。
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管轄裁判所について

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

ご契約のしおり

管轄裁判所について

ご契約のしおり

その他生命保険に関するお知らせ
被保険者による解約請求について

被保険者による解約請求について

・被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、つぎのいずれか
の事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約
の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご
契約の解約を行う必要があります。
① ご契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせる
ことを目的として保険金等のお支払事由を発生させた、ま
たは発生させようとした場合
② 保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請
求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③ 上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金受取人
に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な
事由がある場合
④ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事
情により、被保険者がご契約のお申込の同意をするにあたっ
て基礎とした事情が著しく変化した場合
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・ご契約者の差押債権者、
破産管財人等
（以下、
「債権者等」
といい
ます。）
によるご契約の解約は、
解約の通知が当社に到着した時
から１か月を経過した日に効力を生じます。
・債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知
された時において、以下のすべてを満たす保険金（給付金等を
含む）
の受取人はご契約を存続させることができます。
① ご契約者でないこと
② ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人で
あること
・保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通
知が当社に到着した時から１か月を経過する日までの間に、以
下のすべての手続きを行う必要があります。
① ご契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとす
れば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対し
て支払うこと
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通
知すること
（当社への通知についても期間内に行うこと）

差押債権者など
〈債権者等〉
解約払戻金を得る
ため、保険契約を
解約

利害対立

介入

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

ご契約のしおり お受取人による保険契約の存続︵介入権︶について

お受取人による保険契約の存続（介入権）について

ご契約のしおり

個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについて

お客さまの個人情報の利用目的について
・お客さまの個人情報の利用目的はつぎのとおりです｡ 主な商
品やサービスの内容については、当社ホームページ〔http://
www.aﬂac.co.jp/〕
にてご確認ください。
(1) 各種保険契約の引受・継続・維持管理、保険金・給付金
などの支払
(2) 当社、その関連会社・提携会社の取扱う各種商品やサー
ビスのご案内・提供・維持管理
(3) 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービス
の充実
(4) その他保険業に関連・付随する業務
●

● プライバシーポリシーについて

・当社は「個人情報の取扱いについて」と題するプライバシーポ
リシーを策定し、これにもとづいて業務を行っています。その
内容は、当社ホームページにてご確認ください。
● 個人情報の収集方法
・当社は、法令などに従い、適正な方法により個人情報を収集し
ます。主な収集方法としては、保険申込み時の契約申込書な
どや保険契約の継続・維持管理などに必要な各種帳票により
収集する方法や、アンケートなどにより収集する方法、電話な
どを通じてお伺いすることにより収集する方法があります。そ
して、個人情報の収集にあたっては、当社は、法令などに従い、
個人情報の利用目的をホームページで公表するほか、申込書
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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〈代理店に対する提供〉
・当社は代理店制度を採用していますので、個人情報の利用目
的のために、お客さまの個人情報を当社指定の代理店に対し
て提供します。なお、
当社指定の代理店とは、
つぎのとおりです。
(1) ご契約の全部または一部を担当する代理店（お客さまの担
当代理店）
(2) ご契約者が所属する企業などの許可を得て、当該企業など
において各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理な
どを行っている代理店
（企業などの担当代理店）
(3) お客さまの担当代理店または企業などの担当代理店が提携
する、当社の承認を受けた代理店
(4) ご契約者から個人情報の提供について了解を得た代理店
(5) その他、個人情報の利用目的を達成するために必要な範
囲内にある代理店
〈提携会社・関連会社との間での相互提供〉
・サービスの提供対象となる保障内容のお申込みをした方に限
り、提携会社・関連会社の取扱う各種商品やサービスの案内・
提供・維持管理のため、提携会社・関連会社との間で個人情報
の相互提供を行うことがあります。
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個人情報の取扱いについて

【個人データの第三者提供について】

ご契約のしおり

● 個人データの提供
・当社は、つぎの場合に個人データを第三者に提供します。
(1) 下記の
【個人データの第三者提供について】
に記載の場合
(2) お客さまの個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
後述の代理店を含む委託先に提供する場合
(3) 保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(4) 法令などにもとづく場合
(5) その他、ご本人が同意されている場合

ご契約のしおり
個人情報の取扱いについて

〈団体取扱特約、準団体取扱特約、集団取扱特約、特別集団取
扱特約、保険料口座振替特約、保険料クレジットカード支払特
約の適用〉
・保険契約について上記のいずれかの特約の適用がある場合は、
各種保険契約の継続・維持管理などのために、保険料集金に
必要な個人情報のほか、お客さまの連絡先を含めた本目的の
達成に必要な個人情報などを、お客さまが所属される団体、
準団体、集団もしくは特別集団、お客さまが指定された保険料
振替口座を管理する金融機関、集金代行会社、または、お客
さまが利用されるクレジットカード会社と、当社との間で相互に
提供しております。
〈再保険の利用〉
・保険会社は、お客さまの保険契約について、引受リスクを適切
に分散するために再保険（再々保険以降の出再を含みます。）を
行うことがあります。この場合、保険会社は、再保険の対象と
なる保険契約の特定に必要な個人情報のほか、当該保険契約
に関する支払結果および支払査定の際に利用する個人情報を、
再保険の引受を行う保険会社に対して提供します。詳細は、当
社ホームページにてご確認ください。
〈その他〉
・被保険者の告知内容や診査結果をご契約者またはお申込者に
知らせることがあります。
当社の照会に対し、被保険者を診察した医師・医療機関がその
健康状態などを報告する場合があります。
・保険契約は、ご契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方と
なる場合があります。そのため、保険会社は、保険契約に関
するお知らせを行い、個人情報の利用目的を達成しようとする
場合に、ご契約者の個人情報を被保険者や受取人に対し、被
保険者の個人情報をご契約者や受取人に対し、受取人の個人
情報をご契約者や被保険者に対し、それぞれ提供することがあ
ります。また、被保険者を同一とする他の保険契約のご契約者・
受取人などに対してもご契約者・被保険者・受取人の個人情報
を提供することがあります。
したがって、被保険者、受取人にも上記内容をお知らせくだ
さい。
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● センシティブ情報の収集・利用・第三者提供
・当社は、保険業法施行規則第53条の10および第234条第１
項第17号にもとづき、人種、信条、門地、本籍地、保健医療、
犯罪経歴、労働組合への加盟、民族、性生活に関する個人情
報
（以下、「センシティブ情報」
といいます）
については、つぎに
掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行い
ません。
(1) 法令などにもとづく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特
に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者
が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要
がある場合
(5) 源泉徴収事務などの遂行上必要な範囲において、政治・宗
教などの団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関
する従業員などのセンシティブ情報を取得、利用または第
三者提供する場合
(6) 相続手続による権利義務の移転などの遂行に必要な限りに
おいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供
する場合
(7) 保険業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保す
る必要性から、本人の同意にもとづき業務遂行上必要な範
囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する
場合
(8) センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に
もとづき、本人確認に用いる場合
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個人情報の取扱いについて

・当社は、生命保険制度が健全に運営され、給付金・保険金・年
金などのお支払が正しく確実に行われることを目的として、「契
約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「支払査定時照会制
度」にもとづき、当社の保険契約などに関する所定の情報を特
定の者と共同して利用しています。（詳しくは「「支払査定時照
会制度」にもとづく、他の生命保険会社などとの保険契約など
に関する情報の共同利用について」または「「契約内容登録制
度」、
「契約内容照会制度」、
「支払査定時照会制度」
にもとづく、
他の生命保険会社などとの保険契約などに関する情報の共同
利用について」の項をご覧ください。）

ご契約のしおり

【保険制度の健全な運営に必要な場合の具体例】

ご契約のしおり ﹁米国内国歳入法﹂︵米国税法︶
の対応について

「米国内国歳入法」
（米国税法）の対応について
● 米国内国歳入法に伴う手続きについて

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

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

「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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ご契約のしおり ﹁生命保険契約者保護機構﹂について

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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ご契約のしおり ﹁生命保険契約者保護機構﹂について

［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26年3月現在）

1. 生命保険料控除について

税法上のお取扱について

・払込保険料の一定額が所得税と地方税（住民税）の対象となる
所得から控除され、税負担が軽減されます。
対象となる契約

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

対象となる保険料

1月から12月までの払込保険料の合計額

・生命保険料控除を受けるには申告が必要です。当社より「生命
保険料控除証明書」をお送りします。ただし、勤務先を対象と
する団体・集団取扱の場合は、団体の担当者の証明で代替で
きるため、
「生命保険料控除証明書」
は発行しません。
●生命保険料控除の対象となる保険料は、
「一般生命保険料」、

「介護医療保険料」、
「個人年金保険料」
に分けられます。
一般生命保険料
生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係
る保険料
介護医療保険料
入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料
個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係
る保険料
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20,000円をこえ
40,000円以下のとき
40,000円をこえ
80,000円以下のとき
80,000円をこえるとき

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

年間正味払込保険料×1/4＋20,000円
一律40,000円

・住民税の生命保険料控除額
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれ
について最高28,000円、あわせて70,000円までの所得控
除を受けられます。
年間正味払込保険料
12,000円以下のとき
12,000円をこえ
32,000円以下のとき
32,000円をこえ
56,000円以下のとき
56,000円をこえるとき

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

年間正味払込保険料×1/4＋14,000円
一律28,000円

2. 保険金などの税法上のお取扱について

・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。
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税法上のお取扱について

年間正味払込保険料
20,000円以下のとき

ご契約のしおり

・所得税の生命保険料控除額
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれ
について最高40,000円、あわせて120,000円までの所得
控除を受けられます。

ご契約のしおり

● 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

受取人

夫

夫

妻

夫

夫

子

夫

妻

夫

税の種類

相続税

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

所得税
（一時所得）

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

子

夫

夫

妻

子
贈与税

夫

子

妻

・契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金の受取人が相続
人の場合、死亡保険金は相続税法上一定の範囲内で非課税
扱を受けられることがあります。
●「年金支払」
に移行した部分の年金のお取扱

ご 契 約 例
契約形態

契約者
（保険料負担者） 被保険者

契約者
（保険
料負担者）
と
受取人が同
一人の場合

契約者
（保険
料負担者）
と
受取人が異
なる場合

夫

夫

受取人

税の種類

夫
所得税
（雑所得）

夫

夫

妻

妻
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夫

妻

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

ご案内

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

・高度障害保険金・給付金・介護年金は、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。
・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

● 高度障害保険金などのお取扱

●MEMO
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約款・特約条項
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ኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇ ୍ᡫ̬ᨖኖഘ Ⴘഏ

主契約
終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款

ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
ᲫᲨ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
  ᇹᲫவ ˟ᅈƷᝧ˓ڼ
ᲬᲨɧॾƷʙሁƷܭ፯
  ᇹᲬவ ɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯
ᲭᲨ̬ᨖƷૅ
  ᇹᲭவ ̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫƷਦܭ
  ᇹᲮவ ̬ᨖƷૅ
ᲮᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
  ᇹᲯவ ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
  ᇹᲰவ ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƳƍئӳ
ᲯᲨ̬ᨖሁƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئ
  ᇹᲱவ ̬ᨖǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ዓƖ
  ᇹᲲவ ̬ᨖሁƷૅƓǑƼૅئ
ᲰᲨ̬ᨖڎኖᎍሁƷˊᘙᎍ
  ᇹᲳவ ̬ᨖڎኖᎍŴരʧ̬ᨖӖӕʴƷˊᘙᎍ
ᲱᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣ
  ᇹவ ̬ᨖ૰ᡂƷ྅ʖ᧓ƓǑƼ̬ᨖڎኖƷڂј
  ᇹவ ྅ʖ᧓ɶƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳ
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄Ʒӕෞ
  ᇹவ ̬ᨖ૰ƷЭኛ
  ᇹவ ̬ᨖڎኖƷࣄ
ᲲᲨڎኖϋܾƷ٭
  ᇹவ ฎ̬ᨖǁƷ٭
  ᇹவ ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭
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
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主契約

  ᇹவ ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
Შڎኖᎍᣐ࢘
  ᇹவ ڎኖᎍᣐ࢘
Შј
  ᇹவ ј
ᲨڎኖϋܾƷႇ
  ᇹவ ڎኖϋܾƷႇ
ᲨሥᠤᘶЙ
  ᇹவ ሥᠤᘶЙ
ᲨƦƷ˂
  ᇹவ ̬ᨖƷᛪ൭ƷᨥƷ࣏ᙲƴ᧙ƢǔཎЩ
  ᇹவ Ҕၲ̬ᨦǁƷᆆᘍ

終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款
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ኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇ ୍ᡫ̬ᨖኖഘ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

主契約

ᲶƜƷ̬ᨖƷឯଓᲸ
 ƜƷ̬ᨖƸŴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئӳƸരʧ̬ᨖǛŴܭƷ᭗ࡇᨦ
ܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƸ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƏƜƱƴǑǓŴɟဃ෨ƴ
ǘƨƬƯᘮ̬ᨖᎍƷɢɟƷئӳƴƝܼଈƷဃ̬ᨦǛƢǔƜƱǛႸႎƱ
ƠƨǋƷưƢŵ
ᲫᲨ˟ᅈƷᝧ˓ڼ

終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款

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˄ьƞǕƯƍǔཎኖȷཎЩǛԃǈǇƢŵᲣ
 ஜኖഘưܭǊǔ̬ᨖ᧓
 ̬ᨖ૰ᡂ᧓
 ˯ᚐኖлӳ
 ̬ᨖȷዅ˄ȷ࠰ሁƷ᫇Ტ˄ьƞǕƯƍǔཎኖȷཎЩǛԃǈ
ǇƢŵᲣ
 ̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫ
 ̬ᨖ૰ƓǑƼƦƷᡂ૾ඥ
 ڎኖଐ
 ̬ᨖᚰУǛ˺Ơƨ࠰உଐ
ᲬᲨɧॾƷʙሁƷܭ፯
ᇹᲬவᲶɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯Ჸ
Ძ ƜƷ̬ᨖڎኖƴƓƍƯžɧॾƷʙſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹ
ƷʙǛƍƍŴžɧॾƷʙƴǑǔͻܹſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳ
ஹƷʙƴǑǔͻܹǛƍƍǇƢŵ
Წ ЭƴƓƍƯž࣯ນſŴžͪႆſƓǑƼžٳஹſƱƸŴഏƷӲӭƴ
ܭǊǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
 ࣯ນ
ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙƔǒͻܹƷႆဃǇưƴ᧓ႎ᧓ᨠƷƳƍƜ
ƱǛƍƍŴॸࣱŴӒࣄࣱŴਤዓࣱƷࢍƍǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 ͪႆ
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ᇹᲭவᲶ̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫƷਦܭᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥŴ˟ᅈܭƷርϋưˌࢸƷ̬
ᨦϋܾǛҔၲ̬ᨦሁǁᆆᘍƢǔ࠰ᱫᲢˌɦŴž̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫſƱ
ƍƍǇƢŵᲣǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵƳƓŴ࠰ᱫƷᚘምƴƭƍƯƸŴᇹ
வᲶ࠰ᱫƷᚘምᲸƷᙹܭƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ЭƴƓƍƯਦܭƞǕƨ̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫƸŴ٭ƢǔƜƱƕưƖ
ǇƤǜŵ
ᇹᲮவᲶ̬ᨖƷૅᲸ
Ძ രʧ̬ᨖŴ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖᲢˌɦŴዮᆅƠƯž̬ᨖſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  രʧ̬ᨖ
̬ ᨖ  Ǜ ૅ  ᘮ̬ᨖᎍƕŴരʧƠƨƱƖ
ƏئӳᲢˌ
ɦŴžૅʙ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ
ૅ᫇

̬ᨖ᫇

Ӗӕʴ

രʧ̬ᨖӖӕʴ
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終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款

ᲭᲨ̬ᨖƷૅ

主契約

ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙǇƨƸͻܹƷႆဃƕᘮ̬ᨖᎍƴƱƬƯʖᙸ
ưƖƳƍƜƱǛƍƍŴᘮ̬ᨖᎍƷॖƴǋƱƮƘǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤ
ǜŵ
 ٳஹ
ͻܹƷҾ׆ƕᘮ̬ᨖᎍƷ៲˳ƷٳᢿƔǒ˺ဇƢǔƜƱǛƍƍŴ៲˳
ƷϋᢿႎҾ׆ƴǑǔǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
Ჭ ၌၏ǇƨƸ˳ឋႎƳᙲ׆ǛஊƢǔᎍƕ᠉ࣇƳ׆ٳƴǑǓႆၐƠǇƨ
ƸƦƷၐཞƕفफƠƨƱƖƴƸŴƦƷ᠉ࣇƳ׆ٳƸ࣯ນƔƭͪႆႎƳ
ٳஹƷʙƱǈƳƠǇƤǜŵ
Ხ ƜƷ̬ᨖڎኖƴܭǊǔɧॾƷʙƴǑǔͻܹƴƭƍƯƸŴЭᲭƷ
ǄƔŴഏƷӲӭƴܭǊǔƱƜǖƴǑǓǇƢŵ
 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

ૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƯǋ̬ᨖ
ǛૅǘƳ
ƍئӳᲢˌ
ɦŴžβᝧʙ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƷॖ
ĭᝧ˓ڼᲢࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄ
ƷᨥƷᝧ˓ڼŵˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔଐƔ
ǒƦƷଐǛԃǊƯᲭ࠰ˌϋƷᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈ
ĮʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ

主契約
終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款


  ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏Ǜ
Ҿ׆ƱƠƯŴКᘙᲭƴܭǊǔ᭗ࡇᨦܹཞ७Ტˌ
ɦŴž᭗ࡇᨦܹཞ७ſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘Ơƨ
ƱƖŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯƍ
ƨᨦܹཞ७ƴᝧ˓ڼˌࢸƷͻܹǇƨƸ၌၏
Ტᝧ˓ڼЭƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƷҾ
׆ƱƳƬƨͻܹǇƨƸ၌၏Ʊ׆ௐ᧙̞ƷƳƍͻܹ
ǇƨƸ၌၏ƴᨂǓǇƢŵᲣǛҾ׆ƱƢǔᨦܹཞ७
ƕૼƨƴьǘƬƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖǛ
ԃǈǇƢŵ
ૅ᫇

̬ᨖ᫇

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷᐯൈᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
įʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


Წ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴ̬ᨖڎኖᎍƕരʧ̬ᨖӖӕʴƷئӳ
ƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴ˟ᅈƕƦƷଓǛ̬ᨖᚰУƴᚡ᠍Ơ
ƨƱƖƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷ
ӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖǛૅƏƱƖƴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣ
Ƣǔ˄ƕƋǔƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖƔǒƦǕǒƷ˄ƷΨМ
ǛࠀƠࡽƖǇƢŵ
Ხ ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷᛪ൭Эƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئӳƸŴ᭗ࡇᨦܹ̬
ᨖƸૅǘƣŴരʧ̬ᨖǛരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჯ ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƬƨئӳƸŴ̬ᨖڎኖƸŴƦƷ᭗ࡇᨦܹཞ७
ƴᛆ࢘ƠƨƴƞƔƷǅƬƯෞ๒ƠǇƢŵ
Ჰ βᝧʙဌƴᛆ࢘ƠƯŴരʧ̬ᨖǛૅǘƳƍئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ
̬ᨖ૰ᆢᇌᲢᚐኖǛɦǇǘǔئӳƸŴᚐኖƱӷ᫇ƱƠ
ǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍ
ƕॖƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳƴƸૅƍǇƤǜŵ
Ჱ രʧ̬ᨖӖӕʴƕॖƴᘮ̬ᨖᎍǛരʧƞƤƨئӳưŴƦƷӖӕ
ʴƕരʧ̬ᨖƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƴƸŴ˟ᅈƸŴരʧ̬ᨖ
Ʒസ᫇ǛƦƷ˂Ʒരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍŴૅǘƳƍᢿЎƷ̬ᨖ
૰ᆢᇌǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჲ ᘮ̬ᨖᎍƕŴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘Ơ
ƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷ̬ᨖƷ
ᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖơŴ
̬ᨖǛμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
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Ჳ ᇹᲫƴܭǊǔૅʙဌƴƔƔǘǒƣŴᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼЭ
Ʒ၌၏ǛҾ׆ƱƠƯŴ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƸƭ
ƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴԓჷሁƴǑǓჷƬƯƍ
ƨƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱƴǋƱƮƍƯ১ᜄƠƨئӳƴƸŴƦƷ১ᜄ
Ơƨርϋư᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴʙܱƷɟᢿƕ
ԓჷƞǕƳƔƬƨƜƱƴǑǓŴƦƷ၌၏ƴ᧙ƢǔʙܱǛ˟ᅈƕദᄩ
ƴჷǔƜƱƕưƖƳƔƬƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
 ƦƷ၌၏ƴƭƍƯŴᝧ˓ڼЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕҔࠖƷᚮၲǛӖ
ƚƨƜƱƕƳƘŴƔƭŴͤࡍᚮૺሁƴƓƍƯီࠝƷਦઇǛӖƚƨƜ
ƱƕƳƍئӳƴƸŴ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇƢŵƨƩƠŴƦƷ၌
၏ƴǑǔၐཞƴƭƍƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᛐᜤǇƨƸᐯᙾ
ƠƯƍƨئӳǛᨊƖǇƢŵ
ᲮᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ

ᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰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
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ᇹᲯவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷҾ׆Ʊ
ƠƯŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓
ɶƴКᘙᲮƴܭǊǔ៲˳ᨦܹƷཞ७ᲢˌɦŴž៲˳ᨦܹཞ७ſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƴᛆ࢘ƠƨئӳƸŴ˟ᅈƸŴഏƷᡂஉᲢᡂஉƷИଐ
Ɣǒڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƦƷ
ᡂஉᲣˌࢸƷ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠǇƢŵƜƷئӳŴᝧ˓ڼЭ
ƴƢưƴဃơƯƍƨᨦܹཞ७ƴŴᝧ˓ڼˌࢸƷɧॾƷʙǛႺ
ƷҾ׆ƱƢǔᨦܹཞ७ƕૼƨƴьǘƬƯ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
ǛԃǈǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ૰ƷᡂǛβᨊƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓ
ƱƠǇƢŵ
 ڎኖϋܾƷ٭ƴ᧙ƢǔᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ
 ᡂǛβᨊƠƨ̬ᨖ૰ƸŴᡂஉƷڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᡂƕƋ
ƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ

主契約

ᇹᲱவᲶ̬ᨖǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ዓƖᲸ
Ძ ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ̬ᨖƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞ
ƍŵ
Წ ૅʙဌƷဃơƨ̬ᨖƷӖӕʴƸŴ๛ƳƘ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴ̬ᨖǛᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ๛ƳƘ
࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊǛᛪ൭Ơ
ƯƘƩƞƍŵ
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ᇹᲲவᲶ̬ᨖሁƷૅƓǑƼૅئᲸ
Ძ ̬ᨖሁᲢཎኖƷዅ˄ሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷ
ơŵᲣƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪም
ƠƯᲯփಅଐˌϋƴ˟ᅈƷଐஜƴƓƚǔɼƨǔʙѦưૅƍǇƢŵ
Წ ̬ᨖሁǛૅƏƨǊƴᄩᛐƕ࣏ᙲƳഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔئӳƴƓƍ
ƯŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒ̬ᨖሁƷᛪ൭Ǉưƴ˟ᅈƴ੩ЈƞǕƨ
ƩƚưƸᄩᛐưƖƳƍƱƖƴƸŴƦǕƧǕ࢘ᛆӲӭƴܭǊǔʙ
ƷᄩᛐᲢ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔᚮૺǛԃǈǇƢŵᲣǛᘍƍǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖሁǛૅƏǂƖᨂ
ƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒឪምƠƯ
ଐǛኺᢅƢǔଐƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖሁƷૅʙဌႆဃƷஊƷᄩᛐƕ࣏ᙲƳئӳ
ᘮ̬ᨖᎍƷരʧƦƷ˂Ʒ̬ᨖሁƷૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊ
 ̬ᨖሁƷૅƍƷβᝧʙဌƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
̬ᨖሁƷૅʙဌƕႆဃƠƨҾ׆
 ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔӧᏡࣱƕƋǔئӳ
ԓჷ፯ѦᢌӒƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴᐱƬƨҾ
׆
 ƜƷኖഘƴܭǊǔٻʙဌŴᚴഖǇƨƸɧඥӕࢽႸႎƴᛆ࢘Ƣǔ
ӧᏡࣱƕƋǔئӳ
ЭᲭӭƴܭǊǔʙŴᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸᇹᲫᇹᲯӭ
ƴᛆ࢘ƢǔʙܱƷஊǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸ̬ᨖ
ሁƷӖӕʴƷ̬ᨖڎኖዸኽƷႸႎǋƠƘƸ̬ᨖሁƷᛪ൭Ʒॖƴ
᧙Ƣǔ̬ᨖڎኖƷዸኽƔǒ̬ᨖሁƷᛪ൭ǇưƴƓƚǔʙܱ
Ჭ ЭƷᄩᛐǛƢǔƨǊŴഏƷӲӭƴਫ਼ƛǔʙƴƭƍƯƷཎКƳༀ
˟Ǎᛦ௹ƕɧӧഎƳئӳƴƸŴЭᲬƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖሁǛૅ
ƏǂƖᨂƸŴƦƷᛪ൭ƴ࣏ᙲƳƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƷ፻ଐƔǒ
ឪምƠƯŴ࢘ᛆӲӭƴܭǊǔଐૠᲢӲӭƷƏƪᙐૠƴᛆ࢘Ƣǔئӳƴ
ƸŴƦǕƧǕƴܭǊǔଐૠƷƏƪஇǋٶƍଐૠᲣǛኺᢅƢǔଐƱƠǇ
Ƣŵ
 ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷҔၲೞ᧙Ǉƨ
ƸҔࠖƴݣƢǔༀ˟ƷƏƪŴༀ˟έƷਦܭƢǔ᩿ሁƷ૾ඥƴᨂܭ
ƞǕǔༀ˟  ଐ
 ЭᇹᲬӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷࡰᜱٟඥᲢଯ
ԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƴǋƱƮƘༀ˟ƦƷ˂ƷඥˋƴǋƱƮƘༀ˟
ଐ
 ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲮӭƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷᄂᆮೞ
᧙ሁƷᧉݦೞ᧙ƴǑǔҔܖǇƨƸܖሁƷᅹܖ২ᘐႎƳཎКƷᛦ௹Ŵ
ЎௌǇƨƸᦷ  ܭଐ
 ЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲮӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƠŴ̬ᨖڎኖ
ᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴǛᘮွᎍƱƠƯŴ਼௹Ŵឪᚫ
ƦƷ˂ƷДʙዓƕڼƞǕƨƜƱƕإᢊሁƔǒଢǒƔưƋǔئӳ
ƴƓƚǔŴЭᇹᲫӭŴᇹᲬӭƓǑƼᇹᲮӭƴܭǊǔʙƴ᧙ƢǔŴ
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ᇹᲳவᲶ̬ᨖڎኖᎍŴരʧ̬ᨖӖӕʴƷˊᘙᎍᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬʴˌɥ
ƋǔƱƖƸŴӲˊᘙᎍǛᲫʴܭǊƯƘƩƞƍŵƜƷئӳŴƦƷˊᘙᎍ
ƸŴƦǕƧǕ˂Ʒ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴǛˊྸƢǔǋƷ
ƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷˊᘙᎍƕܭǇǒƳƍƔǇƨƸƦƷנƕɧଢƷƱƖƸŴ˟ᅈ
ƕ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƷᲫʴƴݣƠƯƠƨᘍໝƸŴ˂
ƷᎍƴݣƠƯǋјщǛဃơǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕᲬʴˌɥƋǔئӳƴƸŴƦƷᝧ˓Ƹᡲ࠘ƱƠǇƢŵ
ᲱᲨ̬ᨖ૰Ʒᡂ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴƦƷᡂ᧓ɶŴׅᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸᇹᲫƴܭǊǔᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴƠƨƕƍŴƭƗ
Ʒ᧓ᲢஜኖഘǛᡫơƯžᡂஉſƱƍƍǇƢŵᲣϋƴƍᡂǜư
ƘƩƞƍŵ
 உڎኖƷئӳ
உҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷஉƷ
ଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐ
Ǉư
 Ҟ࠰ڎኖǇƨƸ࠰ڎኖƷئӳ
Ҟ࠰ҥˮǇƨƸ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷޓƢǔஉƷИଐƔǒଐǇư
Წ ЭƷ̬ᨖ૰ƕڎኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴƍᡂǇǕŴƔƭŴƦƷଐ
Ǉưƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨ
ئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛ
ૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷӖӕʴᲣƴƍƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨئӳŴƦƷᡂஉƴࣖݣƢǔǋƷƱƠƯƍ
ᡂǇǕƨ̬ᨖ૰Ტ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƴᛆ࢘ƠƨࢸƴŴƍᡂǇ
ǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢǘǕǔ̬ᨖ૰ǛᨊƖǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴഏƷ
ƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
 ᇹᲫᇹᲫӭƷڎኖƷئӳŴ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
 ᇹᲫᇹᲬӭƷڎኖƷئӳŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓ

― 99 ―

終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款

ᲰᲨ̬ᨖڎኖᎍሁƷˊᘙᎍ

主契約

ᡛᐲŴឪᚫŴЙൿሁƷДʙዓƷኽௐƴƭƍƯƷᜩݑŴ౨ݑሁƷ਼
௹ೞ᧙ǇƨƸᘶЙƴݣƢǔༀ˟  ଐ
 ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷଐஜٳƴƓ
ƚǔᛦ௹  ଐ
 ЭᇹᲫӭƔǒᇹᲮӭǇưƴܭǊǔʙƴƭƍƯƷܹяඥ
Ტଯԧ࠰ඥࢷᇹӭᲣƕᢘဇƞǕƨ؏עƴƓƚǔᛦ௹  ଐ
Ხ ЭᲬƷᄩᛐǛƢǔئӳŴ˟ᅈƸ̬ᨖሁǛᛪ൭ƠƨᎍᲢˊᘙᎍᲣ
ƴᡫჷƠǇƢŵ
Ჯ ᇹᲬƓǑƼᇹᲭƴਫ਼ƛǔ࣏ᙲƳʙƷᄩᛐƴᨥƠŴ̬ᨖڎኖᎍŴ
ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕദ࢘ƳྸဌƳƘ࢘ᛆᄩᛐǛڳƛŴ
ǇƨƸƜǕƴࣖơƳƔƬƨƱƖᲢ˟ᅈƷਦܭƠƨҔࠖƴǑǔ࣏ᙲƳᚮ
ૺƴࣖơƳƔƬƨƱƖǛԃǈǇƢŵᲣƸŴ˟ᅈƸŴƜǕƴǑǓ࢘ᛆʙ
ƷᄩᛐƕࡨƠƨ᧓Ʒ๛Ʒᝧ˓ǛǘƣŴƦƷ᧓Ƹ̬ᨖሁǛ
ૅƍǇƤǜŵ
Ჰ ᇹᲫƔǒЭǇưƷᙹܭƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯǋแဇƠ
ǇƢŵ

主契約

சኺᢅ᧓ᲢᲫƔஉசƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵᲣƴࣖݣƠƨ̬ᨖ
૰Ⴛ࢘᫇Ǜ̬ᨖڎኖᎍᲢ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬ᨖƱƱǋƴƦ
Ʒ̬ᨖƷӖӕʴᲣƴૅƍǇƢŵ
Ხ ЭƷᙹܭƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯแဇƠǇƢŵ
Ჯ ЭᲭƷئӳŴૅƏ᫇ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ᇹᲲவᲶ̬ᨖƷૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
Ჰ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴ̬ᨖƷૅʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴசᡂ̬ᨖ૰
ǛૅƏǂƖ̬ᨖƔǒࠀƠࡽƖǇƢŵ
Ჱ ᇹᲫƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍǇǇᇹᲫƷڎኖࣖ࢘ଐˌࢸŴ
ଐǇưƴ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸச
ᡂ̬ᨖ૰ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Ჲ ЭƷئӳŴசᡂ̬ᨖ૰ƷᡂƴƭƍƯƸŴᇹவᲶ྅ʖ᧓ɶ
ƴ̬ᨖʙƕႆဃƠƨئӳᲸᇹᲬƓǑƼᇹᲭƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
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ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ̬ᨖ
૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴஉڎኖ
ƴƭƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴᨂǓǇƢŵ
 ᗡೞ᧙ሁƷ˟ᅈƷਦܭƠƨӝࡈƴᡛƢǔƜƱƴǑǓƍᡂǉ
૾ඥ
 ˟ᅈƷਦܭƠƨᗡೞ᧙ሁƷӝࡈਰஆƴǑǓƍᡂǉ૾ඥ
 ˳ׇޓǛᡫơƍᡂǉ૾ඥᲢ˳ׇޓƱ˟ᅈƱƷ᧓ƴ˳ׇӕৢ
ڎኖƕዸኽƞǕƯƍǔئӳƴᨂǓǇƢŵᲣ
 ˟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
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ኖᎍƸŴƦƷ྅ʖ᧓ƷʕƢǔଐǇưƴசᡂ̬ᨖ૰Ǜƍᡂǜư
ƘƩƞƍŵ
Ჭ ЭƷசᡂ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸ྅ʖ
᧓ʕƷଐƷ፻ଐƔǒјщǛڂƍŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍ
ǇƤǜŵ

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
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ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷӕෞᲸ
  ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕᘍǘǕƨئӳưǋŴ྅ʖ᧓ʕƷଐƷ፻
ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲭƔஉˌϋƴ̬ᨖڎኖᎍƔǒƭƗƷӲӭƷƍƣ
ǕƔƷᛪ൭ƕƋƬƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǛᘍǘƳ
ƔƬƨǋƷƱƠƯŴƦƷᛪ൭ƴǑǔӕৢǛƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖƷᚐኖ
 ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇
 ฎ̬ᨖǁƷ٭

主契約

ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄Ჸ
Ძ ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳƍǇǇư྅ʖ᧓ǛᢅƗƨئӳưǋŴƜƷ̬ᨖڎ
ኖƴᚐኖƕƋǔƱƖƸŴƋǒƔơǊ̬ᨖڎኖᎍƔǒКെƷဎЈ
ƕƳƍᨂǓŴ˟ᅈƸŴᐯѣႎƴ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛƠ˄ƚƯ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƴΪ࢘ƠŴ̬ᨖڎኖǛஊјƴዒዓƞƤǇƢŵ
Წ ஜவƷ˄ƸƠ˄ƚǔ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ƱƦƷМऒƷӳᚘ᫇ƕᚐኖ
᫇ᲢƦƷ̬ᨖ૰ƷᡂƕƋƬƨǋƷƱƠƯᚘምƠŴஜவƷ˄Ǉ
ƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƕƋǔƱƖƸƦƷΨМǛࠀƠࡽƖǇ
ƢŵᲣǛƜƑƳƍ᧓ᘍǘǕǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ஜவƴǑǓƠ˄ƚǔ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ƸŴƭƗƷӲӭƷƱƓǓƱƠǇ
Ƣŵ
 உڎኖƷئӳ
ᲭƔஉЎƷ̬ᨖ૰ƴႻ࢘Ƣǔ᫇ŵƨƩƠŴЭƷᙹܭƴǑǓᲭƔ
உЎƷ̬ᨖ૰ƴႻ࢘Ƣǔ᫇Ʒ˄ƕưƖƳƍƱƖƸŴ˄ƕưƖ
ǔርưஇǋٶƍஉૠЎƷ̬ᨖ૰ƴႻ࢘Ƣǔ᫇ƱƠǇƢŵ
 ࠰ڎኖǇƨƸҞ࠰ڎኖƷئӳ
ƍᡂǉǂƖ̬ᨖ૰ƴႻ࢘Ƣǔ᫇
Ხ ஜவƷ˄Ƹ྅ʖ᧓ʕƴƠ˄ƚƨǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ ஜவƷ˄ƷМऒƸŴ˟ᅈܭƷМྙᲢ࠰ڎኖƴƓƍƯƸ࠰
ᲲᲟˌɦŴҞ࠰ڎኖƴƓƍƯƸҞ࠰ᲮᲟˌɦŴஉڎኖƴƓƍƯƸ
உᲲᲩᲟˌɦưܭǊǇƢŵᲣưᚘምƠŴഏˌࢸƷ̬ᨖ૰ᡂƷ྅
ʖ᧓ƕʕƢǔଐᲢஉڎኖƴƓƍƯƸŴ˟ᅈƷܭǊǔଐᲣƝƱƴ
ΨƴጮǓλǕǇƢŵ
Ჰ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƍƭưǋŴஜவƷ˄ƷΨМƷμᢿǇƨƸɟᢿ
ǛᡉฎƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ

Წ ˟ᅈƸŴ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖǇƨƸ̬ᨖ૰
ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖƴŴЭኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔئӳƸŴƜ
ǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖǛૅƏƱƖƸŴ̬
ᨖƱƱǋƴƦƷ̬ᨖƷӖӕʴƴƍƠǇƢŵ
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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૰ᡂฎƷኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇ
ᲢˌɦŴžฎ̬ᨖſƱƍƍǇƢŵᲣƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ฎ̬ᨖƷ̬ᨖ᫇ƸŴᚐኖ᫇Ტ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄Ǉƨ
Ƹ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƕƋǔƱƖƸƦƷΨМǛࠀƠࡽƖǇ
ƢŵᲣǛǋƱƴ˟ᅈƷܭǊǔ૾ඥƴǑǓᚘምƠǇƢŵ
Ხ ஜவƷ٭ƸŴഏƷᡂஉɶƷڎኖࣖ࢘ଐƔǒјщǛဃơǇƢŵ
Ჯ ฎ̬ᨖƷ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔئӳƴƸŴ˟ᅈ
ƸŴஜவƷ٭ǛӕǓৢƍǇƤǜŵ
ᇹவᲶ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴ࠰ŴҞ࠰ǇƨƸஉƷ̬
ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥᲢׅૠᲣǛႻʝƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᲳᲨ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᚐኖ᫇ƷᲳл ̬ᨖ૰ᡂฎƷ̬ᨖڎኖƴƭ
ƍƯƸᲲлƱƠŴǇƨŴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǇƨƸஜவƷ˄ƕƋ
ǔƱƖƸŴƦǕǒƷ˄ƷΨМǛࠀƠࡽƖǇƢŵ ƷርϋưŴ
˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưŴ˄ǛӖƚǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ˄
᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴஜவƷ˄Ǜӕ
ǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ˄ǛӖƚǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ
˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷ˄ƷМऒƸŴ˟ᅈܭƷМྙưᚘምƠǇƢŵ
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主契約

Ხ ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƠƨئӳƴŴஜவƷ˄ǇƨƸ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
˄ƕƋǔƱƖƸŴ˟ᅈƸŴૅƏǂƖ᫇ƔǒƦǕǒƷ˄ƷΨМ
ǛࠀƠࡽƖǇƢŵ
Ჯ ஜவƷ˄ƓǑƼ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƷΨМƕᚐኖ᫇Ǜ
ƜƑƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈܭƷ᫇ǛƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
ƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵ
Ჰ ˟ᅈƕЭƷᡫჷǛႆƠƨଐƷޓƢǔஉƷ፻உଐǇưƴŴ˟ᅈ
ܭƷ᫇ƕƍᡂǇǕƳƍئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖƸŴƜƷଐƷ፻ଐƔ
ǒјщǛڂƍǇƢŵ
Ჱ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƍƭưǋŴஜவƷ˄ƷΨМƷμᢿǇƨƸɟᢿ
ǛᡉฎƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Შ̬ᨖڎኖᎍሁƷ٭

ᇹவᲶ˟ᅈǁƷᡫჷƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴരʧ̬ᨖƷૅʙဌƕႆဃƢǔǇưƸŴᘮ̬ᨖᎍ
ƷӷॖǛࢽƨɥưŴ˟ᅈƴݣƢǔᡫჷƴǑǓരʧ̬ᨖӖӕʴǛ٭
ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆ
ƠǇƢŵ
Ჭ ᇹᲫƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƢǔЭƴŴ٭ЭƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴŴ
രʧ̬ᨖǛૅƬƨƱƖƸŴƦƷૅࢸƴࢸ٭Ʒരʧ̬ᨖӖӕ
ʴƔǒരʧ̬ᨖƷᛪ൭ǛӖƚƯǋŴ˟ᅈƸƜǕǛૅƍǇƤǜŵ
Ხ ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷӖӕʴƸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖƷૅᲸᇹᲬǛᨊƖŴ
ᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
ᇹவᲶᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ЭவƴܭǊǔǄƔŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴരʧ̬ᨖƷૅʙဌƕႆဃƢ
ǔǇưƸŴඥࢷɥஊјƳᢡᚕƴǑǓŴരʧ̬ᨖӖӕʴǛ٭ƢǔƜ
ƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭƷരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭ƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƕƳƚǕƹŴƦ
ƷјщǛဃơǇƤǜŵ
Ჭ ЭᲬƴǑǔരʧ̬ᨖӖӕʴƷ٭ƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕരʧƠƨࢸŴ
̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƕ˟ᅈƴᡫჷƠƳƚǕƹŴƜǕǛ˟ᅈƴݣ৴Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƤǜŵ
Ხ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
ƩƞƍŵƜƷئӳŴ˟ᅈƸ̬ᨖᚰУǇƨƸƦǕƴˊǘǔ᩿ƴᘙᅆƠ
ǇƢŵ
ᇹவᲶരʧ̬ᨖӖӕʴƷരʧᲸ
Ძ രʧ̬ᨖӖӕʴƕૅʙဌƷႆဃˌЭƴരʧƠƨƱƖƸŴƦƷඥ
ܭႻዓʴǛരʧ̬ᨖӖӕʴƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓരʧ̬ᨖӖӕʴƱƳƬƨᎍƕരʧƠƨئӳƴŴ
ƜƷᎍƴඥܭႻዓʴƕƍƳƍƱƖƸŴЭƷᙹܭƴǑǓരʧ̬ᨖӖ
ӕʴƱƳƬƨᎍƷƏƪဃ܍ƠƯƍǔ˂Ʒരʧ̬ᨖӖӕʴǛരʧ̬ᨖ
ӖӕʴƱƠǇƢŵ
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ᇹவᲶ̬ᨖڎኖᎍƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƓǑƼ˟ᅈƷӷॖǛࢽƯŴ̬ᨖڎኖɥƷೌ
МƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯǛᇹɤᎍƴ১ዒƞƤǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴǑǓരʧ̬ᨖӖӕʴƱƳƬƨᎍƕᲬʴˌɥƍǔئ
ӳŴƦƷӖӕлӳƸרሁƱƠǇƢŵ

主契約

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

終身保険
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ᇹவᲶᚴഖƴǑǔӕෞƠᲸ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷᚴഖƴǑǓ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄ
ƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖǛӕǓෞƢƜƱƕưƖǇƢŵƜ
ƷئӳŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶɧඥӕࢽႸႎƴǑǔјᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍƕ̬ᨖᲢ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵǇƨŴƜƷ̬
ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖƷ̬ᨖŴዅ˄Ŵ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛ
ԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣǛ
ɧඥƴӕࢽƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴ̬ᨖǛɧඥƴӕࢽƞƤǔႸႎǛǋ
ƬƯ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖ
ǛјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƍƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴૅʙဌƷӧᏡࣱƴ᧙ƢǔᙲƳ
ʙƷƏƪԓჷưឋբƠƨʙƴƭƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖ
ᎍƸŴƦƷԓჷƴǑƬƯԓჷƠƯƘƩƞƍŵƨƩƠŴ˟ᅈਦܭƷҔ
ࠖƷឋբƴǑǓԓჷǛ൭ǊƨƱƖƸŴƦƷҔࠖƴݣƠƯӝ᪽ưԓჷƠ
ƯƘƩƞƍŵ
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
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ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴܭǊǔʙဌƕဃơƨئӳƴƸŴƜ
Ʒ̬ᨖڎኖǛݩஹƴӼƬƯᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸരʧ̬ᨖӖӕʴƕŴരʧ̬ᨖᲢ˂Ʒ̬ᨖڎ
ኖƷരʧ̬ᨖǛԃǈŴ̬ᨖᆔƓǑƼዅ˄ƷӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇ
ƤǜŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂ʴƴᚴӕƞƤǔႸႎưʙਔᐲ
ᲢசǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
 ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕŴƜƷ̬ᨖڎኖ
Ʒ̬ᨖሁᲢዅ˄ሁƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈǇƢŵǇƨŴ
ஜӭƴƓƍƯƸരʧ̬ᨖǛᨊƖǇƢŵᲣǛᚴӕƢǔႸႎǇƨƸ˂
ʴƴᚴӕƞƤǔႸႎưʙਔᐲᲢசǛԃǈǇƢŵᲣǛƠƨئӳ
 ƜƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖሁᲢዅ˄ሁƓǑƼ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃ
ǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷᛪ൭ƴ᧙ƠŴ̬ᨖሁƷӖ
ӕʴƴᚴഖᘍໝᲢசǛԃǈǇƢŵᲣƕƋƬƨئӳ
 ˂Ʒ̬ᨖڎኖƱƷᙐƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƴƔƔǔ̬ᨖ᫇ሁƷ
ӳᚘ᫇ƕᓸƠƘᢅٻưƋƬƯŴ̬ᨖСࡇƷႸႎƴӒƢǔཞ७ƕǋƨ
ǒƞǕǔƓƦǕƕƋǔئӳ
 ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕŴƭƗƷƍƣǕ
Ɣƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
Ĭ୧щׇŴ୧щׇՃᲢ୧щׇՃưƳƘƳƬƨଐƔǒᲯ࠰ǛኺᢅƠƳ
ƍᎍǛԃǈǇƢŵᲣŴ୧щׇแನՃŴ୧щ˖̞᧙ׇಅƦƷ˂Ʒ
Ӓᅈ˟ႎѬщᲢˌɦžӒᅈ˟ႎѬщſƱƍƍǇƢŵᲣƴᛆ࢘Ƣǔ
ƱᛐǊǒǕǔƜƱ
ĭӒᅈ˟ႎѬщƴݣƠƯሁǛ੩̓ƠŴǇƨƸ̝ܯǛ̓ɨƢǔƳ
ƲƷ᧙ɨǛƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
ĮӒᅈ˟ႎѬщǛɧ࢘ƴМဇƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ
į̬ᨖڎኖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƕඥʴƷئӳŴӒᅈ˟ႎѬщ
ƕƦƷඥʴƷኺփǛૅᣐƠŴǇƨƸƦƷඥʴƷኺփƴܱឋႎƴ᧙
ɨƠƯƍǔƱᛐǊǒǕǔƜƱ

主契約

ᇹவᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷئӳƴƸŴЭவƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊǛ
ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ
 ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄƷᨥŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱ
ǛჷƬƯƍƨƱƖǇƨƸᢅڂƷƨǊჷǒƳƔƬƨƱƖ
 ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸ
ƷԓჷǛƢǔƜƱǛڳƛƨƱƖ
 ̬ᨖۥʼᎍƕŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴݣƠŴᇹவƷԓჷ
ǛƠƳƍƜƱǛѰǊƨƱƖŴǇƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛǔƜƱǛ
ѰǊƨƱƖ
 ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖዸኽƷࢸŴᚐᨊƷҾ׆ƱƳǔʙܱǛჷǓŴƦƷ
ʙܱǛჷƬƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲫƔஉƕኺᢅƠƨƱƖ
 ̬ᨖڎኖƕᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛƜƑ
ƯஊјƴዒዓƠƯƍǔƱƖŵƨƩƠŴᝧ˓ڼƷޓƢǔଐƔǒƦ
ƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ˌϋƴ̬ᨖƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβ
ᨊʙဌƕႆဃƠƨئӳƴƸŴᲬ࠰ǛƜƑƯƍƯǋ˟ᅈƸ̬ᨖڎኖǛ
ᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ЭᇹᲬӭƓǑƼᇹᲭӭƷئӳƴƸŴӲӭƴᙹܭƢǔ̬ᨖۥʼᎍƷ
ᘍໝƕƳƔƬƨƱƠƯǋŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹவƷᙹ
ܭƴǑǓ˟ᅈƕԓჷǛ൭ǊƨʙƴƭƍƯŴʙܱǛԓƛƳƔƬƨƔǇ
ƨƸʙܱưƳƍƜƱǛԓƛƨƱᛐǊǒǕǔئӳƴƸŴᢘဇƠǇƤǜŵ

主契約
終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款

İƦƷ˂Ӓᅈ˟ႎѬщƱᅈ˟ႎƴ᩼ᩊƞǕǔǂƖ᧙̞ǛஊƠƯƍǔ
ƱᛐǊǒǕǔƜƱ
 ƜƷ̬ᨖڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖǋƠƘƸ˂Ʒ̬ᨖڎኖƕٻ
ʙဌƴǑƬƯᚐᨊƞǕŴǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǋƠƘƸ̬
ᨖሁƷӖӕʴƕ˂Ʒ̬ᨖᎍƱƷ᧓ưዸኽƠƨ̬ᨖڎኖǋƠƘƸ
σฎڎኖƕٻʙဌƴǑǓᚐᨊƞǕǔƳƲƴǑǓŴ˟ᅈƷ̬ᨖڎ
ኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴݣƢǔ̮᫂ǛƳƍŴ
ƜƷ̬ᨖڎኖǛዒዓƢǔƜƱǛࢳƠƑƳƍᇹᲫӭƔǒᇹᲯӭǇ
ưƴਫ਼ƛǔʙဌƱӷሁƷʙဌƕƋǔئӳ
Წ ̬ᨖሁƷૅʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨࢸưǋŴ
˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑƬƯƜƷ̬ᨖڎኖǛᚐᨊƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ƜƷئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴЭӲӭƴܭǊǔʙဌƷႆဃˌࢸƴဃơƨ
ૅʙဌƴǑǔ̬ᨖሁᲢЭᇹᲯӭƷǈƴᛆ࢘ƠƨئӳưŴЭᇹ
ᲯӭĬƔǒİǇưƴᛆ࢘ƠƨƷƕ̬ᨖሁƷӖӕʴƷǈưƋǓŴƦƷ
̬ᨖሁƷӖӕʴƕ̬ᨖሁƷɟᢿƷӖӕʴưƋǔƱƖƸŴ̬ᨖሁ
ƷƏƪŴƦƷӖӕʴƴૅǘǕǔǂƖ̬ᨖሁǛƍƍǇƢŵˌɦŴஜ
ƴƓƍƯӷơŵᲣǛૅǘƣŴǇƨŴЭӲӭƴܭǊǔʙဌƷႆဃ
ˌࢸƴဃơƨβᨊʙဌƴǑǔ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛᘍƍǇƤǜŵǋƠŴ
Ƣưƴ̬ᨖሁǛૅƬƯƍƨƱƖƸŴƦƷᡉᢩǛᛪ൭ƠŴǇƨŴ̬
ᨖ૰ƷᡂβᨊǛƠƯƍƨƱƖƸŴᡂǛβᨊƠƨ̬ᨖ૰ƷᡂƕƳ
ƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐᨊƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔᡫჷƴǑ
ƬƯᘍƍǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸƦƷ˰ǋƠƘƸއƕɧ
ଢưƋǔƔŴƦƷ˂ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷưƖƳƍئ
ӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ̬ᨖሁƷӖӕʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠ
ǇƢŵ
Ხ ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖڎኖƕᚐᨊƞǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᚐኖ
ƕƋǔƱƖƸŴƜǕǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
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 ஜவƷᙹܭƴǑǓ̬ᨖ᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴŴ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ
˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄ƕƋǔƱƖƸŴૅƏǂƖ᫇ǛƦ
ǕǒƷ˄ƷΨМƷᡉฎƴƋƯǇƢŵ

― 106 ―

Შ࠰ᱫƷᚘምȷ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
ᇹவᲶ࠰ᱫƷᚘምᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƷڎኖ࠰ᱫƸŴৎቔɥƴᚡ᠍ƞǕƨЈဃ࠰உଐǛؕแƱƠ
ƯڎኖଐྵנƷ࠰ᱫưᚘምƠŴᲫ࠰சƷᇢૠƸЏǓਾƯǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖƷዸኽࢸƷᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƸŴЭƷڎኖ࠰ᱫƴŴ࠰ҥˮ
Ʒڎኖࣖ࢘ଐƝƱƴᲫബǛьƑƯᚘምƠǇƢŵ
ᇹவᲶ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖဎᡂƴᚡ᠍ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƷڎኖ࠰ᱫƴᛚǓƕƋƬƨئ
ӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
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ᇹவᲶӖӕʴƴǑǔ̬ᨖڎኖƷ܍ዓᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍˌٳƷᎍư̬ᨖڎኖƷᚐኖǛƢǔƜƱƕưƖǔᎍᲢˌɦŴ
žͺೌᎍሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǔ̬ᨖڎኖƷᚐኖƸŴᚐኖƷᡫჷƕ
˟ᅈƴПᢋƠƨƔǒᲫƔஉǛኺᢅƠƨଐƴјщǛဃơǇƢŵ
Წ ЭƷᚐኖƕᡫჷƞǕƨئӳưǋŴᡫჷƷƴƓƍƯƭƗƷӲӭƷ
ƢǂƯǛƨƢ̬ᨖሁᲢཎኖƷ̬ᨖሁǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴ
ƓƍƯӷơŵᲣƷӖӕʴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƷӷॖǛࢽƯŴЭƷ᧓ƕ
ኺᢅƢǔǇưƷ᧓ƴŴ࢘ᛆᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƴᚐኖƷј
щƕဃơƨƱƢǕƹ˟ᅈƕͺೌᎍሁƴૅƏǂƖ᫇Ǜͺೌᎍሁƴૅ
ƍŴƔƭ˟ᅈƴƦƷଓǛᡫჷƠƨƱƖƸŴЭƷᚐኖƸƦƷјщǛ
ဃơǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍưƳƍƜƱ
  ̬ᨖڎኖᎍƷᚃଈŴᘮ̬ᨖᎍƷᚃଈǇƨƸᘮ̬ᨖᎍஜʴưƋǔƜ
Ʊ
Ჭ ЭƷᡫჷǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
Ხ ᇹᲫƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸŴ࢘ᛆᚐኖƷјщƕဃ
ơǇƨƸᇹᲬƷᙹܭƴǑǓјщƕဃơƳƘƳǔǇưƴ̬ᨖሁƷૅ
ʙဌƕဃơŴƜƷ̬ᨖڎኖƕෞ๒ƢǔئӳưŴ˟ᅈƕ̬ᨖሁǛૅ
ƏǂƖƱƖƸŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇ƷᨂࡇưŴᇹᲬஜ૨Ʒ᫇Ǜ
ͺೌᎍሁƴૅƍǇƢŵƜƷئӳŴ࢘ᛆૅƏǂƖ᫇Ɣǒͺೌᎍሁ
ƴૅƬƨ᫇ǛࠀƠࡽƍƨസ᫇ǛŴ̬ᨖሁƷӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჯ ЭǇưƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷ̬ᨖڎኖƴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲ
ѣ࠰ૅᆆᘍཎኖǇƨƸ࠰ૅᆆᘍཎኖǛ˄ьƠƨئӳưŴᇹᲫ
ƷᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐˌࢸᲫƔஉˌϋƴŴƜǕǒƷཎኖ
ƷዸኽଐƕПஹƢǔƱƖƸŴᚐኖƷᡫჷƕ˟ᅈƴПᢋƠƨଐƴᚐኖƷ
јщǛဃơǔǋƷƱƠǇƢŵ

主契約

ᇹவᲶᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ᆢᇌƸŴኺᢅ࠰உૠᲢ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƓƍ
ƯŴኺᢅ࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘ
ምƠǇƢŵ
Წ ᚐኖƸŴƭƗƷƱƓǓᚘምƠǇƢŵ
 ̬ᨖ૰ᡂ᧓ɶƷ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴƦƷኺᢅ࠰உૠᲢኺᢅ
࠰உૠƕᡂ࠰உૠǛឬƑǔئӳƸŴᡂ࠰உૠᲣƴǑǓᚘምƠƨ
᫇ƴŴ̬ᨖᚰУƴᚡ᠍Ơƨ˯ᚐኖлӳᲢᲫǑǓǋݱƞƍл
ӳƱƠǇƢŵᲣǛʈơƯᚘምƠǇƢŵ
 ЭӭˌٳƷ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴƦƷኺᢅ࠰உૠƴǑǓᚘምƠǇ
Ƣŵ
Ჭ ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴᇹᲲவᲶ̬ᨖሁƷ
ૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

主契約
終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款

 ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷڎኖ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷር
ٳưƋƬƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖƸјƱƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ
૰Ǜ̬ᨖڎኖᎍƴƍƠǇƢŵƨƩƠŴܱᨥƷ࠰ᱫƕڎኖƷ̬
ᨖ૰ᘙƷஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƯƍƳƍئӳưŴᛚǓƕႆᙸƞǕƨƱƖƢ
ưƴƦƷ࠰ᱫˌɥƴᢋƠƯƍƨƱƖƴƸŴஇ˯࠰ᱫƴᢋƠƨଐƴڎ
ኖƕዸኽƞǕƨǋƷƱǈƳƠŴƢưƴƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƸƦƷڎ
ኖƷ̬ᨖ૰ƴΪ࢘ƠǇƢŵ
 ڎኖƴƓƚǔܱᨥƷڎኖ࠰ᱫƕŴ˟ᅈƷܭǊƨ̬ᨖ૰ᘙƷር
ϋưƋƬƨƱƖƸŴܱᨥƷڎኖ࠰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
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˄ьƷဎᡂǛԃǈǇƢŵᲣǛӖƚƨئӳŴң˟
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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
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終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款

ᲨሥᠤᘶЙ

主契約

ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ˟ƢǔƜƱƕ
ưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴң˟ƔǒƦƷኽௐƷᡲዂǛӖƚǔǋ
ƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƋ
ƬƨئӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄ
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 ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ
˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱ
ႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴ̬ᨖڎኖŴരʧ̬ᨖŴ
ܹരʧ̬ᨖŴ̬ᨖ᫇Ŵ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵ
ӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧǕŴᘮσฎᎍŴσฎڎኖŴ
രʧσฎŴܹരʧσฎŴσฎ᫇ŴࢸᢡᨦܹσฎƱᛠǈஆƑ
ǇƢŵ

ƱƖƸŴƦƷƏƪᲫʴƔǒƷ੩ЈưឱǓǔǋƷƱƠǇƢŵ
 ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸരʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƷᛪ൭ϋܾᄩᛐ
 ᘮ̬ᨖᎍǇƨƸരʧᡚᎰሁƷӖዅᎍƴരʧᡚᎰሁǛૅƬƨ
ƜƱǛᚰƢǔ
 ̬ᨖڎኖᎍưƋǔ˳ׇƕӖዅᎍஜʴưƋǔƜƱǛᄩᛐƠƨ

主契約
終身保険
︹低解約払戻金型︺ 普通保険約款

ᇹவᲶҔၲ̬ᨦǁƷᆆᘍᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽƯŴᘮ̬ᨖᎍƕž̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫᲧ
ᲬബſƴПᢋƢǔ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƷᲬᡵ᧓ЭǇưƴ˟ᅈƴဎƠЈ
ǔƜƱƴǑǓŴͤࡍཞ७ƳƲƴǑǔᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷᢠ৸ǛӖƚǔƜ
ƱƳƘŴ˟ᅈƷܭǊǔҔၲ̬ᨦᲢˌɦŴžҔၲ̬ᨦſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƴƜƷ̬ᨖڎኖƷɟᢿǛᆆᘍƢǔཎኖᲢஜኖഘǛᡫơƯžҔၲ̬ᨦᆆ
ᘍཎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴᘮ̬ᨖ
ᎍƷӷॖǛࢽƯƍƳƍئӳǇƨƸ˟ᅈƷܭǊǔவˑǛƨƞƳƍئӳ
ǛᨊƖǇƢŵ
Წ ዸኽࢸƷҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƴƸŴҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƷዸኽଐྵנƷ
ཎኖவƓǑƼ̬ᨖ૰ྙƕᢘဇƞǕǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƕ̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫƴПᢋƢǔ࠰ҥˮƷڎ
ኖࣖ࢘ଐƷЭଐǇưƴŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠŴ˟ᅈƷ
১ᜄǛࢽƯŴҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƷዸኽǛӕǓෞƢƜƱƕưƖǇƢŵ
Ხ ЭƷᙹܭƴǑǓҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƷዸኽƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 Ҕၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƷዸኽƕӕǓෞƞǕƨƜƱƴǑǓŴ̬ᨖڎኖƷ
ƏƪҔၲ̬ᨦǁƷᆆᘍƕᘍǘǕƳƍƜƱƱƞǕƨᢿЎᲢҔၲ̬ᨦᆆ
ᘍཎኖƴܭǊǔ̬ᨦᆆᘍଐˌࢸƷᢿЎƱƠǇƢŵᲣǛŴஜኖഘǛᡫ
ơƯžᆆᘍӕෞᢿЎſƱƍƍǇƢŵ
 ᆆᘍӕෞᢿЎƷᝧ˓ڼଐƸŴᘮ̬ᨖᎍƕ̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫƴП
ᢋƢǔ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵ
 ᇹᲮவᲶ̬ᨖƷૅᲸᇹᲫᇹᲫӭƷരʧ̬ᨖƷβᝧʙဌƷ
ĭɶžᝧ˓ڼᲢࣄƕᘍǘǕƨئӳƸஇࢸƷࣄƷᨥƷᝧ˓
ڼŵˌɦӷơŵᲣſƱƋǔƷǛžᝧ˓ڼᲢࣄƕᘍǘǕƨ
ئӳƸஇࢸƷࣄƷᨥƷᝧ˓ڼŵǇƨŴҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƷዸ
ኽƕӕǓෞƞǕƨئӳƷᆆᘍӕෞᢿЎƴƭƍƯƸŴᆆᘍӕෞᢿЎƷ
ᝧ˓ڼଐŵˌɦӷơŵᲣſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
 ᇹᲮவᲶ̬ᨖƷૅᲸƴܭǊǔǄƔŴᆆᘍӕෞᢿЎƷ᭗ࡇᨦܹ
̬ᨖƷૅƴƭƍƯƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴᆆᘍӕෞᢿЎƷᝧ˓ڼଐЭƷͻܹǇƨƸ၌၏ǛҾ׆
ƱƠƯ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘Ơƨ
ƕᆆᘍӕෞᢿЎƷᝧ˓ڼଐˌࢸưƋǔƱƖƴƸŴƦƷҾ׆ƱƳ
ƬƨͻܹǇƨƸ၌၏ǛᆆᘍӕෞᢿЎƷᝧ˓ڼଐˌࢸƷͻܹǇƨƸ
၌၏ƱǈƳƠƯŴᇹᲮவᲶ̬ᨖƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇ
Ƣŵ
 ᇹவᲶᚴഖƴǑǔӕෞƠᲸƓǑƼᇹவᲶɧඥӕࢽႸႎƴǑǔ
јᲸƷᙹܭǛŴᆆᘍӕෞᢿЎƴƭƍƯแဇƠǇƢŵ
 ᇹவᲶԓჷ፯ѦᲸƓǑƼᇹவᲶ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳ
ᲸᇹᲫӭɶž̬ᨖڎኖƷዸኽǇƨƸࣄſƱƋǔƷǛž̬ᨖڎኖ
ƷዸኽŴࣄǇƨƸҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƷዸኽƷӕෞſƱᛠǈஆƑǇ
Ƣŵ
 ᇹவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸᇹᲫɶž̬ᨖڎኖǛᚐ
ᨊſƱƋǔƷǛž̬ᨖڎኖǛᚐᨊᲢҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƷዸኽƷӕෞ
ƷᨥƷԓჷ፯ѦᢌӒƷئӳƴƸŴᆆᘍӕෞᢿЎǛᚐᨊŵˌɦӷ
ơŵᲣſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
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Ҕၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƆƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

ᇹᲬவᲶҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƢǔᢿЎƷ̬ᨖ᫇ሁƷᚘምᲸ
Ძ ɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƢǔᢿЎƷ̬ᨖ᫇ƸŴ૰ྙᢘဇଐ
ᲢƜƷཎኖƷዸኽଐƱƠǇƢŵᲣƴƓƚǔҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƢǔᢿЎƷ
̬ᨖ૰ྙሁƴǋƱƮƍƯŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷዸኽଐƔǒ̬ᨦᆆᘍଐƷЭଐǇưƴŴɼڎኖƷ̬ᨖ᫇
ƕถ᫇ƞǕƨئӳǇƨƸɼڎኖƕฎ̬ᨖƴ٭ƞǕƨئӳưŴถ᫇
ࢸƷɼڎኖƷ̬ᨖ᫇ǇƨƸฎ̬ᨖƴࢸ٭ƷɼڎኖƷ̬ᨖ᫇ƕ
˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔƱƖƴƸŴЭவᇹᲬƴƓƍƯਦܭƞǕ
ƨλᨈዅ˄ଐ᫇ǛŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠŴોǊǇƢŵƜƷئ
ӳŴЭƴƓƍƯᚘምƞǕƨɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƢǔᢿЎƷ
̬ᨖ᫇ǋŴ˟ᅈƷܭǊƨ૾ඥưᚘምƠŴોǊǔǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶҔၲ̬ᨦǁƷᆆᘍᲸ
Ძ ɼڎኖƷƏƪƜƷཎኖவǛᢘဇƢǔᢿЎƸŴƜƷཎኖƷዸኽଐƔ
ǒƦƷଐǛԃǊƯᲬ࠰ǛኺᢅƠƨଐƷ፻ଐᲢஜཎኖǛᡫơƯž̬ᨦᆆ
ᘍଐſƱƍƍǇƢŵᲣƴҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƞǕǇƢŵ
Წ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴЭƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴҔၲ̬ᨦǁƷᆆᘍƸᘍǘǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
 ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷʕƢǔଐǇưƷɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕ
ƍᡂǇǕƯƍƳƍƱƖ
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ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒŴƢưƴዸኽƞǕƯƍǔɼƨǔ̬ᨖڎ
ኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷɟᢿǛƜƷཎኖƴܭǊǔҔၲ
̬ᨦᲢˌɦŴžҔၲ̬ᨦſƱƍƍǇƢŵᲣƴᆆᘍƢǔଓƷဎЈƕƋǓŴ
ɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƷӷॖǛࢽƨ
ƏƑư˟ᅈƕ১ᜄƠƨƱƖƴŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴᆆᘍࢸƷҔၲ̬ᨦƴƓƚǔλ
ᨈዅ˄ଐ᫇ᲢˌɦŴžλᨈዅ˄ଐ᫇ſƱƍƍǇƢŵᲣǛŴ˟ᅈ
ܭƷርϋưਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷዸኽଐƸŴᘮ̬ᨖᎍƕž̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫᲧᲬബſƴП
ᢋƢǔɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴƜƷཎ
ኖǛዸኽƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
 ƜƷཎኖƷዸኽଐƷЭଐǇưƷɼڎኖƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƯƍ
ƳƍƱƖ
 ƜƷཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔɼڎኖƷ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇ
ǛɦǇǘǔƱƖ
 ƦƷ˂Ŵ˟ᅈƷܭǊǔவˑǛƨƞƳƍƱƖ
Ჯ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽଐƷᲬᡵ᧓ЭǇưƴƜƷཎኖǛዸኽ
ƢǔଓƷဎЈǛᘍƏƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჰ ƜƷཎኖƕዸኽƞǕƨƱƖƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ
᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ

主契約

ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴƢưƴዸኽƞǕƯƍǔɼڎኖƷɟᢿƴƭƍƯŴͤࡍཞ७
ƳƲƴǑǔᘮ̬ᨖᎍƱƠƯƷᢠ৸ǛᘍǘƣƴҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƠŴݩஹƷ
രʧ̬ᨖǍ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅƴƔƑƯŴ၌၏λᨈዅ˄Ŵܹλ
ᨈዅ˄Ŵᘐዅ˄ƳƲƷૅǛᘍƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

主契約
医療保障移行特約
︹2009︺

 ƜƷཎኖƷዸኽଐƔǒ̬ᨦᆆᘍଐƷЭଐǇưƴɼڎኖƕෞ๒Ơƨ
ƱƖ
 ЭவᇹᲬƷᙹܭƴǑǓોǊǒǕƨλᨈዅ˄ଐ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊ
ǔᨂࡇǛɦǇǘǔƱƖ
 ɼኖഘƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣ
Ƣǔ˄ƕƋǔئӳưŴ̬ᨦᆆᘍଐƷЭଐƴƓƚǔƦǕǒƷΨМ
ƕ˟ᅈƷܭǊǔርǛƜƑǔƱƖ
 ƜƷཎኖƷዸኽଐƔǒ̬ᨦᆆᘍଐƷЭଐǇưƴŴɼኖഘƷᙹܭƴ
ǑǓƜƷཎኖƷዸኽƕӕǓෞƞǕƨƱƖ
Ჭ ̬ᨦᆆᘍଐˌࢸŴɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƠƨᢿЎᲢˌɦŴ
žҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎſƱƍƍǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷӕৢǛᘍƍ
ǇƤǜŵ
 രʧ̬ᨖƷૅ
 ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅ
 ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
Ხ ɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƴƭƍƯƸŴ̬ᨦᆆᘍଐˌ
ࢸǋŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢஜཎኖǛᡫơƯžɼኖഘſƱƍƍǇ
ƢŵᲣǛᢘဇƠǇƢŵƜƷئӳŴ̬ᨦᆆᘍଐˌࢸƸŴɼኖഘɶŴž̬
ᨖڎኖſƱƋǔƷǛž̬ᨖڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƠƳƍᢿЎſƱ
ᛠǈஆƑǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧ̬ᨖӖӕʴƷˊᘙᎍ
ƴ᧙ƢǔᙹܭŴ̬ᨖڎኖᎍƷ٭ƴ᧙ƢǔᙹܭŴƳǒƼƴ࠰ᱫƓǑƼ
ࣱКƷᛚǓƷϼྸƴ᧙ƢǔᙹܭǛᨊƖǇƢŵ
Ჯ Ҕၲ̬ᨦǁƷᆆᘍǛ˟ᅈƕ১ᜄƠƨƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿Ǜǋ
ƬƯᡫჷƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶᝧ˓ڼଐᲸ
  ˟ᅈƸŴ̬ᨦᆆᘍଐƔǒҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷᝧ˓ǛƍŴƦƷଐǛ
Ҕၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷᝧ˓ڼଐᲢˌɦŴžᝧ˓ڼଐſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƱƠǇƢŵ
ᇹᲯவᲶ̬ᨖ᧓Ჸ
Ძ Ҕၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷ̬ᨖ᧓ᲢˌɦŴž̬ᨖ᧓ſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƸŴ̬ᨦᆆᘍଐƔǒኳ៲ƱƠǇƢŵ
Წ Ҕၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷᇹᲫ̬ᨖ᧓ᲢˌɦŴžᇹᲫ̬ᨖ᧓ſƱƍƍ
ǇƢŵᲣƸŴᇹᲫ̬ᨖ࠰ࡇƔǒᇹᲯ̬ᨖ࠰ࡇǇưƱƠŴҔၲ̬ᨦᆆᘍ
ᢿЎƷᇹᲬ̬ᨖ᧓ᲢˌɦŴžᇹᲬ̬ᨖ᧓ſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹ
Ჰ̬ᨖ࠰ࡇƔǒᇹ̬ᨖ࠰ࡇǇưƱƠǇƢŵƜƷئӳŴҔၲ̬ᨦᆆᘍ
ᢿЎƷ̬ᨖ࠰ࡇƸŴ̬ᨦᆆᘍଐƔǒƦƷႺࢸƴПஹƢǔ̬ᨦᆆᘍଐƷ
࠰ҥˮƷࣖ࢘ଐƷЭଐǇưǛᇹᲫ̬ᨖ࠰ࡇƱƠŴˌࢸŴ̬ᨦᆆᘍଐƷ
࠰ҥˮƷࣖ࢘ଐƝƱƴᲫ࠰ǛьƑƯᚘምƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸ
Ძ Ҕၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷ၌၏λᨈዅ˄Ŵܹλᨈዅ˄Ŵᘐዅ˄Ŵ
્ݧዴၲዅ˄ŴέᡶҔၲɟŴͤࡍᅔᲢˌɦŴž၌၏λᨈዅ
˄ſŴžܹλᨈዅ˄ſŴžᘐዅ˄ſŴž્ݧዴၲዅ˄
ſŴžέᡶҔၲɟſǛዮᆅƠƯžཎኖዅ˄ſƱŴžཎኖዅ˄
ſƱžͤࡍᅔſǛƋǘƤƯžཎኖዅ˄ሁſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅ
ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ၌၏λᨈዅ˄
ཎ ኖ ዅ ˄  ሁ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢ
Ǜ ૅ  Ə  ئӳ λᨈǛƠƨƱƖ
Ტ ˌ ɦ Ŵ ž ૅ Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴႆ၏Ơƨ၌၏ǛႺƷҾ׆Ʊ
ʙဌſƱƍ
Ƣǔλᨈ
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ૅ᫇

λᨈᲫׅƴƭƖŴλᨈዅ˄ଐ᫇Ტλᨈɶƴλᨈ
ዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷ
λᨈዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣgλᨈଐ
ૠ

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

ૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƯǋཎኖ
ዅ˄Ǜૅ
ǘƳƍئӳ
ᲢˌɦŴžβ
ᝧʙဌſƱƍ
ƍǇƢŵᲣ

ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓૅʙဌƴᛆ
࢘ƠƨƱƖ
Ĭ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷॖǇƨƸٻƳ
ᢅڂ
ĭᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍư
ᢃ᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜ
ǕƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
Ĳᘮ̬ᨖᎍƷᕤཋ̔܍
ĳҾ׆ƷƍƔǜǛբǘƣŴ᪹ᢿၐͅ፭ᲢƍǘǏǔ
žǉƪƏƪၐſᲣǇƨƸၘư˂ᙾၐཞƷƳƍ
ǋƷ
ĴעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĵʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


 ܹλᨈዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢ
λᨈǛƠƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴႆဃƠƨɧॾƷʙǛႺƷ
Ҿ׆ƱƢǔλᨈ
ĭɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
ĮɥᚡĬƷɧॾƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ
ଐˌϋƴڼƠƨλᨈ
įКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔК
ᘙƴܭǊǔλᨈ
ૅ᫇

ӷɟƷɧॾƷʙƴǑǔλᨈᲫׅƴƭƖŴλᨈዅ
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ƨƩƠŴƭƗƷᲢᴉᲣƔǒᲢᴋᲣƷƍƣǕƔƴᛆ
࢘ƢǔλᨈǋŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈƱ
ǈƳƠǇƢŵ
ᴉ ᝧ˓ڼଐˌࢸƴဃơƨɼኖഘƴܭǊǔɧॾƷ
ʙᲢˌɦŴžɧॾƷʙſƱƍƍǇƢŵᲣˌ
ٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈ
ᴊ ᝧ˓ڼଐˌࢸƴဃơƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹ
ǛႺƷҾ׆ƱƠƯŴƦƷʙƷଐƔǒƦƷଐ
ǛԃǊƯଐǛኺᢅƠƨࢸƴڼƠƨλᨈ
ᴋ ᝧ˓ڼଐˌࢸƴڼƠƨКᘙƴܭǊǔီࠝ
ЎۖᲢˌɦŴžီࠝЎۖſƱƍƍǇƢŵᲣƷƨ
ǊƷλᨈ
ĭၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
ĮКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔК
ᘙƴܭǊǔλᨈ

主契約

ƍǇƢŵᲣ

˄ଐ᫇gλᨈଐૠ
Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

主契約
医療保障移行特約
︹2009︺

βᝧʙဌ
ᇹᲫӭƴܭǊǔβᝧʙဌƱӷơ

 ᘐዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢ
ᘐǛӖƚƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴဃơƨƭƗƷƍƣǕƔǛႺ
ƷҾ׆ƱƢǔᘐ
ᴉ ၌၏ᲢီࠝЎۖǛԃǈǇƢŵˌɦӷơᲣ
ᴊ ɧॾƷʙƴǑǔͻܹ
ᴋ ɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹ
ĭၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐ
ĮКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔ
ᘐ
įƭƗƷƍƣǕƔƷᘐ
ᴉ ᘐ
КᘙƴܭǊǔπႎҔၲ̬ᨖСࡇᲢˌɦŴžπ
ႎҔၲ̬ᨖСࡇſƱƍƍǇƢŵᲣƴƓƚǔКᘙ
ƴܭǊǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙᲢˌɦŴžҔᅹ
ᚮၲإᣛໜૠᘙſƱƍƍǇƢŵᲣƴŴᘐ૰Ʒ
ምݣܭᝋƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝŵƨƩ
ƠŴɦᚡž ᴊ ٻᘐſƴᛆ࢘ƢǔǋƷƓǑƼ
ᇹᲲவᲶᘐዅ˄Ŵ્ݧዴၲዅ˄ƓǑƼ
έᡶҔၲɟƷૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸᇹᲫƴ
ܭǊǔǋƷǛᨊƖǇƢŵ
ᴊ ٻᘐ
πႎҔၲ̬ᨖСࡇƴƓƚǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙ
ƴŴᘐ૰ƷምݣܭᝋƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮ
ၲᘍໝƷƏƪŴƭƗƴܭǊǔǋƷŵƨƩƠŴᐃ
ᏸᦟȷᏟᏸᦟȷᆲ᪽ƸᨊƖǇƢŵ
C КᘙƴܭǊǔफࣱૼဃཋᲢˌɦŴžफࣱૼ
ဃཋſƱƍƍǇƢŵᲣƴݣƢǔ᪽ȷᏟȷ
ᐃᘐƓǑƼׄᏃЏૺᘐ
D Ꮸ᭒ᏽၨઇЈᘐŴ᪽ᔟϋᏽၨ᪽ઇЈᘐŴጏ
ᨠᏽၨᏟઇЈᘐ
E ࣎ᐥȷٻѣᏦȷٻ᩺ᏦȷᏍѣᏦȷϛѣᏦƷ၏
٭ƴݣƢǔŴ࣎ᐥȷٻѣᏦȷٻ᩺ᏦȷᏍѣ
ᏦȷϛѣᏦǁƷᏟȷᐃᘐ
F ଐஜϋưƓƜƳǘǕƨŴ࣎ᐥȷᏍȷᏁᐥȷ
ᐘᐥȷᏴᐥᲢƦǕƧǕŴʴᐥ֥ǛᨊƖǇ
ƢŵᲣƷμ˳ǇƨƸɟᢿƷᆆౡᘐŵƨƩ
ƠŴᐥ֥ᆆౡඥƴඝƬƨئӳƴᨂǔǋƷƱ
ƠŴǇƨŴȉȊȸͨƸݣᝋٳƱƠǇƢŵ
ૅ᫇

Ĭ၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄ƕૅǘ
ǕǔλᨈɶƴӖƚƨɥᚡƷૅʙဌƷį ᴉ ƴܭ
ǊǔᘐưƋǔƱƖ
λᨈዅ˄ଐ᫇g
ĭɥᚡĬˌٳƷƱƖƴӖƚƨɥᚡƷૅʙဌƷį
ᴉ ƴܭǊǔᘐưƋǔƱƖ
λᨈዅ˄ଐ᫇gᲯ
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ĮɥᚡƷૅʙဌƷį ᴊ ƴܭǊǔᘐưƋǔƱƖ
λᨈዅ˄ଐ᫇g
Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

λᨈዅ˄ଐ᫇g

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ

βᝧʙဌ
ᇹᲫӭƴܭǊǔβᝧʙဌƱӷơ

 έᡶҔၲɟ
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢ
ၲǛӖƚƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴဃơƨƭƗƷᲢᴉᲣƔǒᲢᴋᲣ
ƷƍƣǕƔǛႺƷҾ׆ƱƢǔၲŵƨƩƠŴ
ഫᲢངᲣŴഫᎹŴഫᭌƷ၌ध КᘙƴܭǊǔ
फࣱૼဃཋƸᨊƘ ǇƨƸƜǕǒƷͻܹƴ᧙Ƣǔ
ǋƷŴƓǑƼഫᲢངᲣഎǛႺƷҾ׆ƱƢǔ
ၲᲢǤȳȗȩȳȈǛԃǉᲣƸᨊƖǇƢŵ
ᴉ ၌၏
ᴊ ɧॾƷʙƴǑǔͻܹ
ᴋ ɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹ
ĭКᘙƴܭǊǔέᡶҔၲƴǑǔၲᲢˌɦŴ
žέᡶҔၲſƱƍƍǇƢŵᲣ
ĮКᘙƴܭǊǔඥࢷƴǋƱƮƘ̬ᨖҔၲೞ᧙ư
ӖƚƨၲᲢ࢘ᛆၲƝƱƴҽဃіٻᐫƕܭ
ǊǔᚨؕแƴᢘӳƢǔ̬ᨖҔၲೞ᧙ưᘍǘǕ
ǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣ
ૅ᫇

λᨈዅ˄ଐ᫇g

Ӗӕʴ

ᘮ̬ᨖᎍ
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ૅ᫇

主契約

βᝧʙဌ
ᇹᲫӭƴܭǊǔβᝧʙဌƱӷơ

 ્ݧዴၲዅ˄
ૅʙဌ
ᘮ̬ᨖᎍƕŴ̬ᨖ᧓ɶƴƭƗƷƢǂƯǛƨƢ
ᚮၲᘍໝǛӖƚƨƱƖ
Ĭᝧ˓ڼଐˌࢸƴဃơƨૼဃཋ žૼဃཋſƱ
ƸŴ࠰உଐዮѦ࠻ԓᅆᇹӭƴǋƱƮ
ƘҽဃႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓ
ǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲ ᳃ᲽᲾᲧแਗſƴᚡ
᠍ƞǕƨЎႸɶŴؕஜЎǳȸȉᲽƔǒ
ᲽƓǑƼᲾƔǒᲾǇưƴᙹܭƞǕǔžૼ
ဃཋſǛƍƍǇƢŵˌɦӷơ ƷၲǛႺƷႸ
ႎƱƢǔᚮၲᘍໝ
ĭКᘙƴܭǊǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴƓƚǔᚮ
ၲᘍໝ
ĮπႎҔၲ̬ᨖСࡇƴƓƚǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙ
ƴŴ્ݧዴၲ૰ƷምݣܭᝋƱƠƯЗਫƞǕƯ
ƍǔᚮၲᘍໝᲢᩓᄬඬภ༏ၲඥǛԃǈǇ
ƢŵᲣŵƨƩƠŴᘉ෩ༀݧƸᨊƖǇƢŵǇƨŴ
્ݧዴༀݧƷ૾ඥƴƭƍƯƸŴ˳ٳༀݧŴኵጢ
ϋༀݧŴᏸϋༀݧƴᨂǓǇƢŵ

主契約

βᝧʙဌ
ᇹᲫӭƴܭǊǔβᝧʙဌƱӷơ

 ͤࡍᅔ
ĬᇹᲫׅƷͤࡍᅔ
ૅʙဌ
ƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹᲫ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƴဃ܍
ƠƯƍǔƱƖ
ĭᇹᲫ̬ᨖ᧓ɶƴŴλᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌ
ɥƷλᨈƴݣƢǔ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕƳ
ƔƬƨƱƖ
ĮᇹᲫ̬ᨖ᧓ɶƴŴλᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌ
ɥƷλᨈƴݣƢǔܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕƳ
ƔƬƨƱƖ
ૅ᫇

λᨈዅ˄ଐ᫇Ʒ̿
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Ӗӕʴ
̬ᨖڎኖᎍ

ĭᇹᲬׅƷͤࡍᅔ
ૅʙဌ
ƭƗƷƢǂƯƴᛆ࢘ƠƨƱƖ
Ĭᘮ̬ᨖᎍƕŴᇹᲬ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨƴဃ܍
ƠƯƍǔƱƖ
ĭᇹᲬ̬ᨖ᧓ɶƴŴλᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌ
ɥƷλᨈƴݣƢǔ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕƳ
ƔƬƨƱƖ
ĮᇹᲬ̬ᨖ᧓ɶƴŴλᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌ
ɥƷλᨈƴݣƢǔܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕƳ
ƔƬƨƱƖ
ૅ᫇

λᨈዅ˄ଐ᫇Ʒ̿

Ӗӕʴ
̬ᨖڎኖᎍ

Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌǛҾ׆ƱƠƯλᨈƠƨئ
ӳǇƨƸᘐŴᚮၲᘍໝǋƠƘƸၲǛӖƚƨئӳưǋŴᝧ˓ڼଐ
ˌࢸƴλᨈǛڼƠƨƱƖǇƨƸᘐŴᚮၲᘍໝǋƠƘƸၲǛӖƚ
ƨƱƖƸŴƦƷλᨈǇƨƸᘐŴᚮၲᘍໝǋƠƘƸၲƸᝧ˓ڼଐ
ˌࢸƷҾ׆ƴǑǔǋƷƱǈƳƠƯŴᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
 ᝧ˓ڼଐЭƴႆ၏Ơƨ၌၏
 ᝧ˓ڼଐЭƴႆဃƠƨɧॾƷʙƴǑǔͻܹ
 ᝧ˓ڼଐЭƴႆဃƠƨɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹ
Ჭ ɼڎኖᲢɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƠƯƍƳƍᢿЎǛƍƍǇ
ƢŵᲣƕෞ๒ƠƯƍƳƍئӳưŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᘮ̬ᨖ
ᎍƷരʧƷඥܭႻዓʴưƋǓŴཎኖዅ˄ƕૅǘǕǔЭƴᘮ̬ᨖ
ᎍƕരʧƠƨƱƖƴƸŴ˟ᅈƸŴசƷཎኖዅ˄ǛŴɼڎኖƷരʧ
̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƕᲬ
ʴˌɥưƋǔئӳǛᨊƖǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƕඥʴưŴƔƭŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘Ƣǔئӳ
ƴƸŴᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ̬ᨖڎኖᎍǛཎኖዅ˄ƷӖӕʴ
ƱƠǇƢŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƕɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷӖӕʴƷئӳ
 ɼڎኖᲢɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƠƯƍƳƍᢿЎǛƍƍǇ
ƢŵᲣƷෞ๒ˌࢸƴ̬ᨖڎኖᎍƔǒဎЈƕƋǓŴ˟ᅈƕŴ̬ᨖڎኖ
ᎍǛཎኖዅ˄ƷӖӕʴƱƢǔଓǛ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠƨئӳ
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ᇹᲱவᲶ၌၏λᨈዅ˄Ŵܹλᨈዅ˄Ʒૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
Ძ ၌၏λᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᲫׅƷλᨈƴƭƍƯƷૅଐૠᲢ၌၏λᨈዅ˄ǛૅƏଐૠŵ
ˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƸŴଐǛǋƬƯᨂࡇƱƠǇƢŵ
 ᡫምૅᨂࡇƸŴ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴૅଐૠǛᡫምƠƯଐ
ƱƠǇƢŵ
Წ ܹλᨈዅ˄ƷૅᨂࡇƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ӷɟƷɧॾƷʙƴǑǔλᨈƴƭƍƯƷૅଐૠᲢܹλᨈዅ˄
ǛૅƏଐૠŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣƸŴଐǛǋƬƯᨂ
ࡇƱƠǇƢŵ
 ᡫምૅᨂࡇƸŴ̬ᨖ᧓ǛᡫơŴૅଐૠǛᡫምƠƯଐ
ƱƠǇƢŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔλᨈǛᲬˌׅɥ
ƠŴƔƭŴƦǕƧǕƷλᨈƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨ၌၏ŴɧॾƷʙƴ
ǑǔͻܹŴɧॾƷʙˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹǇƨƸီࠝЎۖƕӷɟƔ
ǇƨƸҔܖɥᙲƳ᧙̞ƕƋǔƱƖƸŴᲫׅƷλᨈƱǈƳƠƯЭவᇹ
ᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵƨƩƠŴ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕǔƜƱ
ƴƳƬƨஇኳƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐǛኺᢅ
ƠƨࢸƴڼƠƨλᨈƴƭƍƯƸŴૼƨƳλᨈƱǈƳƠǇƢŵ
Ხ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƢǔλᨈǛڼƠƨƴီƳǔ၌
၏Ǜ́ႆƠƯƍƨئӳŴǇƨƸƦƷλᨈɶƴီƳǔ၌၏Ǜ́ႆƠƨئ
ӳƴƸŴƦƷλᨈڼƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨ၌၏ƴǑǓዒዓƠƯλᨈ
ƠƨǋƷƱǈƳƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᲬˌɥƷɧॾƷʙƴǑǓλᨈƠƨئӳƸŴλᨈڼ
ƷႺƷҾ׆ƱƳƬƨɧॾƷʙᲢˌɦŴஜƴƓƍƯžɼƨǔɧॾ
ƷʙſƱƍƍǇƢŵᲣƴݣƢǔܹλᨈዅ˄ǛૅƍŴɼƨǔɧ
ॾƷʙˌٳƷɧॾƷʙᲢˌɦŴஜƴƓƍƯžီƳǔɧॾƷʙ
ſƱƍƍǇƢŵᲣƴݣƢǔܹλᨈዅ˄ƸૅƍǇƤǜŵƨƩƠŴ
ƦƷλᨈɶƴɼƨǔɧॾƷʙƴǑǓܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ
᧓ƕኳʕƠƨƱƖƸŴီƳǔɧॾƷʙƴݣƢǔܹλᨈዅ˄Ǜૅ
ƍǇƢŵƜƷئӳŴီƳǔɧॾƷʙƴݣƢǔܹλᨈዅ˄Ʒૅ
᫇ƸŴЭவᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼƨǔɧॾƷʙƴǑǓ
ܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕǔ᧓ƕኳʕƠƨଐƷ፻ଐƔǒƦƷଐǛԃǊ
ƨλᨈଐૠƴλᨈዅ˄ଐ᫇ǛʈơƯࢽƨ᫇ƱƠǇƢŵ
Ჰ ၌၏λᨈዅ˄Ʊܹλᨈዅ˄ƷૅʙဌƕᙐƢǔئӳƴƸŴ
˟ᅈƸŴ၌၏λᨈዅ˄Ʊܹλᨈዅ˄ǛᙐƠƯૅƍǇƤǜŵ
ƜƷئӳŴƦƷλᨈڼƷႺƷҾ׆ƴࣖơƯŴ၌၏λᨈዅ˄Ǉƨ
Ƹܹλᨈዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷʙဌǛҾ׆ƱƠƯλᨈƠƨئ
ӳưǋŴᝧ˓ڼଐǛԃǜưዒዓƠƯƍǔλᨈƴƭƍƯƸŴᝧ˓ڼ
ଐˌࢸƷҾ׆ƴǑǔλᨈƱǈƳƠƯŴЭவᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
 ƜƷཎኖƷዸኽଐƔǒᝧ˓ڼଐƷЭଐǇưƴႆ၏Ơƨ၌၏
 ƜƷཎኖƷዸኽଐƔǒᝧ˓ڼଐƷЭଐǇưƴႆဃƠƨɧॾƷʙ

主契約

Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯཎ
ኖዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖ
ᎍƷૠƷفьƕŴҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳ
ƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖơŴཎኖዅ˄Ǜμ᫇ǇƨƸЪถƠ
ƯૅƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჰ ཎኖዅ˄ƷӖӕʴƸŴᇹᲮǛᨊƖŴᘮ̬ᨖᎍˌٳƷᎍƴ٭Ƣ
ǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
Ჱ ͤࡍᅔƷӖӕʴƸŴ̬ᨖڎኖᎍˌٳƷᎍƴ٭ƢǔƜƱƸưƖǇ
Ƥǜŵ

主契約
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ƴǑǔͻܹ
 ƜƷཎኖƷዸኽଐƔǒᝧ˓ڼଐƷЭଐǇưƴႆဃƠƨɧॾƷʙ
ˌٳƷ׆ٳƴǑǔͻܹ
Ჲ ᘮ̬ᨖᎍƕŴᝧ˓ڼଐƷЭଐǇưƴီࠝЎۖƷƨǊƷλᨈǛڼ
ƠƨئӳưǋŴƦƷλᨈƕᝧ˓ڼଐǛԃǜưዒዓƠƯƍǔƱƖƴƸŴ
ƦƷλᨈǛЭவᇹᲫᇹᲫӭƴܭǊǔλᨈƴԃǊǇƢŵ
Ჳ ЭᲬƷئӳŴ၌၏λᨈዅ˄ƓǑƼܹλᨈዅ˄Ʒૅ᫇Ʒᙹ
ܭƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ЭவᇹᲫᇹᲫӭɶŴ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅ᫇ƷᙹܭǛƭƗƷƱ
ƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
λᨈᲫׅƴƭƖŴλᨈዅ˄ଐ᫇Ტλᨈɶƴλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ
᫇ƕƋƬƨئӳƴƸŴӲଐྵנƷλᨈዅ˄ଐ᫇ƱƠǇƢŵˌɦ
ӷơŵᲣgžλᨈଐૠᲧᝧ˓ڼଐƷЭଐǇưƷλᨈଐૠſ
 ЭவᇹᲫᇹᲬӭɶŴܹλᨈዅ˄Ʒૅ᫇ƷᙹܭǛƭƗƷƱ
ƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
ӷɟƷɧॾƷʙƴǑǔλᨈᲫׅƴƭƖŴλᨈዅ˄ଐ᫇gžλ
ᨈଐૠᲧᝧ˓ڼଐƷЭଐǇưƷλᨈଐૠſ
ᇹᲲவᲶᘐዅ˄Ŵ્ݧዴၲዅ˄ƓǑƼέᡶҔၲɟƷૅ
ƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
Ძ ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫᇹᲭӭƷૅʙဌįƷ ᴉ 
ᘐƷƏƪŴƭƗƴܭǊǔǋƷǛᨊƖǇƢŵ
 ͻƷϼፗᲢоͻϼྸŴȇȖȪȸȉȞȳᲣ
 ЏᘐᲢႝᐎŴᱛᐏᲣ
 ᭌȷ᧙ራƷ᩼ᚇᘉႎૢࣄᘐŴ᩼ᚇᘉႎૢࣄܭᘐƓǑƼ᩼ᚇᘉႎ
ѣᘐ
 ৷ഫ
 ီཋᨊӊᲢٳŴᱠᏸϋᲣ
 ᱠໍᘐᲢᱠቬᐏŴɦဍʼቬᐏᲣ
 ᮄƷႸŴǿǳᘐࢸጐӳᲢᰄაȷᏠᏗЏᨊࢸጐӳᲣ
Წ ᇹᲰவᇹᲫᇹᲭӭƷૅʙဌįƓǑƼᇹᲮӭƷૅʙဌĮƷᚮၲ
ᘍໝƴƸŴπႎҔၲ̬ᨖСࡇƴƓƍƯ̬ᨖዅ˄ƕᘍǘǕƳƔƬƨᚮၲ
ᘍໝǛԃǈǇƢŵƨƩƠŴКᘙƴܭǊǔέᡶҔၲƴǑǔၲưŴК
ᘙƴܭǊǔඥࢷƴǋƱƮƘ̬ᨖҔၲೞ᧙ưӖƚƨၲᲢ࢘ᛆၲƝ
ƱƴҽဃіٻᐫƕܭǊǔᚨؕแƴᢘӳƢǔ̬ᨖҔၲೞ᧙ưᘍǘǕ
ǔǋƷƴᨂǓǇƢŵᲣǛᨊƖǇƢŵ
Ჭ ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫᇹᲭӭƷૅʙဌįƓǑƼᇹ
ᲮӭƷૅʙဌĮƷᚮၲᘍໝƴƸŴπႎҔၲ̬ᨖСࡇƴƓƚǔКᘙ
ƴܭǊǔഫᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴᘐ૰ǇƨƸ્ݧዴၲ૰Ʒምݣܭᝋ
ƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝƷƏƪҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴƓƍƯǋ
ᘐ૰ǇƨƸ્ݧዴၲ૰ƷምݣܭᝋƱƠƯЗਫƞǕƯƍǔᚮၲᘍໝ
ǛԃǈǇƢŵ
Ხ ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫᇹᲭӭƷᘐዅ˄Ʒૅ᫇
ƴ᧙ƢǔᙹܭƷᢘဇƴᨥƠƯŴƭƗƷӲӭƴᛆ࢘ƢǔᘐƴƭƍƯƸŴ
၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄ƷૅǘǕǔλᨈɶƷᘐƱǈ
ƳƠǇƢŵ
 ЭவᇹᲫᇹᲫӭƴܭǊǔ၌၏λᨈዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇƴ
ᢋƠƨƜƱƴǑǓŴ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕƳƍλᨈɶƴӖƚƨ
ᘐ
 ЭவᇹᲬᇹᲫӭƴܭǊǔܹλᨈዅ˄ǛૅƏଐૠƷᨂࡇƴ
ᢋƠƨƜƱƴǑǓŴܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕƳƍλᨈɶƴӖƚƨ
ᘐ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴǛӷơƘƠƯᘐǛᲬᆔˌɥӖƚƨئӳƴƸŴ
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ᇹᲳவᲶͤࡍᅔƷૅƴ᧙ƢǔᙀЩᲸ
Ძ ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴ၌၏λᨈዅ˄
ǇƨƸܹλᨈዅ˄Ʒૅ᫇ƔǒŴƢưƴૅǘǕƨͤࡍᅔƷ
ૅ᫇ᲢͤࡍᅔƷᐯѣੁፗƴǑǔМऒǛૅƬƯƍƨئӳƴƸŴƦ
ƷМऒǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣǛࠀƠࡽƍƨ᫇Ǜ
ૅƍǇƢŵƨƩƠŴ၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄Ʒૅ᫇
ƕࠀƠࡽƘǂƖͤࡍᅔƷૅ᫇ƴɧឱƢǔƱƖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸƦ
ƷɧឱƢǔ᫇Ǜ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƕਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞ
ƍŵ
 ᇹᲫׅƷͤࡍᅔƕૅǘǕƨئӳưŴᇹᲫ̬ᨖ᧓ɶƷ၌၏λ
ᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚŴλᨈଐૠƕዒዓƠƯ
ଐˌɥƷλᨈƴݣƢǔ၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄ƕૅ
ǘǕǔƜƱƱƳƬƨƱƖ
 ᇹᲬׅƷͤࡍᅔƕૅǘǕƨئӳưŴᇹᲬ̬ᨖ᧓ɶƷ၌၏λ
ᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚŴλᨈଐૠƕዒዓƠƯ
ଐˌɥƷλᨈƴݣƢǔ၌၏λᨈዅ˄ǇƨƸܹλᨈዅ˄ƕૅ
ǘǕǔƜƱƱƳƬƨƱƖ
Წ λᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌɥƷλᨈƴݣƢǔ၌၏λᨈዅ˄Ʒૅ
ଐૠƕଐசưƋƬƨئӳƴƸŴᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹ
ᲫᇹᲰӭĬƷᇹᲫׅƷͤࡍᅔƷૅʙဌƷĭǇƨƸᇹᲰவᲶཎኖ
ዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫᇹᲰӭĭƷᇹᲬׅƷͤࡍᅔƷૅʙဌƷĭ
ƴܭǊǔ၌၏λᨈዅ˄ƕૅǘǕƳƔƬƨǋƷƱǈƳƠƯŴᇹᲰவ
Ჶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჭ λᨈଐૠƕዒዓƠƯଐˌɥƷλᨈƴݣƢǔܹλᨈዅ˄Ʒૅ
ଐૠƕଐசưƋƬƨئӳƴƸŴᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹ

主契約

ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴ
ᘐዅ˄Ʒ᫇Ʒஇǋ᭗ƍƍƣǕƔᆔƷᘐƴƭƍƯƷǈᘐ
ዅ˄ǛૅƍǇƢŵ
Ჰ ᘮ̬ᨖᎍƕŴӷɟƷᘐǛᙐૠׅӖƚƨئӳưŴƔƭŴƦƷᘐƕ
ҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴƓƍƯɟᡲƷၲᢅᆉƴᡲዓƠƯӖƚƨئӳư
ǋᘐ૰ƕᲫׅƷǈምܭƞǕǔᚮၲᘍໝƴᛆ࢘ƢǔƱƖƸŴᇹᲰவᲶ
ཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƦǕǒƷᘐᲢˌ
ɦŴžɟᡲƷᘐſƱƍƍǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷӲӭƷƱƓǓ
ӕǓৢƍǇƢŵ
 ɟᡲƷᘐƷƏƪஇИƷᘐǛӖƚƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐ
᧓Ǜӷɟᘐ᧓ƱƠǇƢŵ
 Ӳӷɟᘐ᧓ɶƴӖƚƨɟᡲƷᘐƴƭƍƯƸŴӲӷɟᘐ
᧓ɶƴӖƚƨɟᡲƷᘐƷƏƪᘐዅ˄Ʒ᫇Ʒஇǋ᭗ƍƍƣǕ
ƔᲫƭƷᘐƴƭƍƯƷǈᘐዅ˄ǛƦǕƧǕૅƍǇƢŵ
 ӷɟᘐ᧓ኺᢅࢸƴɟᡲƷᘐǛӖƚƨئӳƴƸŴႺЭƷӷɟ
ᘐ᧓ኺᢅࢸஇИƴƦƷᘐǛӖƚƨଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐ
᧓ǛૼƨƳӷɟᘐ᧓ƱƠǇƢŵƦǕˌࢸŴӷɟᘐ᧓ኺᢅࢸ
ƴɟᡲƷᘐǛӖƚƨئӳƴƭƍƯǋӷಮƱƠǇƢŵ
Ჱ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ્ݧዴၲዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᩓᄬඬภ༏ၲ
ඥƴǑǔᚮၲᘍໝǛᙐૠׅӖƚƨئӳƸŴᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ሁƷૅ
ᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘐƷڼଐƔǒଐƴᲫׅƷૅ
ǛᨂࡇƱƠǇƢŵ
Ჲ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ્ݧዴၲዅ˄Ʒૅʙဌƴᛆ࢘ƢǔᚮၲᘍໝƷƏ
ƪŴᩓᄬඬภ༏ၲඥˌٳƷᚮၲᘍໝǛᙐૠׅӖƚƨئӳƸŴᇹᲰவᲶ
ཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᘐƷڼଐƔǒ
ଐƴᲫׅƷૅǛᨂࡇƱƠǇƢŵ
Ჳ έᡶҔၲɟƷૅᨂࡇƸŴӲ̬ᨖ࠰ࡇƋƨǓᲯׅƱƠǇƢŵ

主契約

ᲫᇹᲰӭĬƷᇹᲫׅƷͤࡍᅔƷૅʙဌƷĮǇƨƸᇹᲰவᲶཎኖ
ዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫᇹᲰӭĭƷᇹᲬׅƷͤࡍᅔƷૅʙဌƷĮ
ƴܭǊǔܹλᨈዅ˄ƕૅǘǕƳƔƬƨǋƷƱǈƳƠƯŴᇹᲰவ
Ჶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ხ ᇹᲫ̬ᨖ᧓ǇƨƸᇹᲬ̬ᨖ᧓ƕʕƠƨǛԃǜưዒዓƠƯƍ
ǔλᨈƸŴƦƷλᨈଐƷޓƢǔ̬ᨖ࠰ࡇɶƷλᨈƱǈƳƠŴƦƷλᨈ
ଐૠƕଐƴᢋƠƨଐƕᇹᲫ̬ᨖ᧓ǇƨƸᇹᲬ̬ᨖ᧓ʕƷଐƷ
፻ଐˌࢸưƋƬƨئӳưǋŴƦƷλᨈଐƷޓƢǔ̬ᨖ࠰ࡇɶƴλᨈଐ
ૠƕଐƴᢋƠƨǋƷƱǈƳƠƯŴᇹᲫƓǑƼᇹᲰவᲶཎኖዅ˄
ሁƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
Ჯ ᘮ̬ᨖᎍƕŴ᠃λᨈǇƨƸϐλᨈǛƠƨئӳưŴƦƷλᨈଐƕஇИ
ƷλᨈᲢλᨈǛᲬˌׅɥƠƨئӳƸႺЭƷλᨈǛƍƍǇƢŵˌɦŴஜ
ƴƓƍƯӷơŵᲣƷᡚᨈଐǇƨƸஇИƷλᨈƷᡚᨈଐƷ፻ଐưƋǔ
ƱƖƴƸŴዒዓƠƨλᨈƱǈƳƠƯŴஜவƓǑƼᇹᲰவᲶཎኖዅ˄
ሁƷૅᲸᇹᲫƷᙹܭǛᢘဇƠǇƢŵ
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ᇹவᲶͤࡍᅔƷᐯѣੁፗᲸ
Ძ ͤࡍᅔƸŴૅʙဌƕဃơƨƱƖƔǒŴ˟ᅈܭƷМྙƴǑǓᚘ
ምƠƨМऒǛƭƚƯᐯѣႎƴੁƑፗƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓੁƑፗƍƨͤࡍᅔƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒᛪ൭ƕƋ
ƬƨƱƖǇƨƸҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƕෞ๒ƠƨƱƖƴŴ̬ᨖڎኖᎍƴૅ
ƍǇƢŵƨƩƠŴᘮ̬ᨖᎍƷരʧƴǑǓҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƕෞ๒Ƣ
ǔئӳưŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖǛૅƏƱƖƴƸŴ˟ᅈƸŴੁƑፗƍ
ƯƍǔͤࡍᅔǛŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჭ ͤࡍᅔƷᛪ൭ǛӖƚƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴੁƑፗƍƯƍǔƢǂƯ
ƷͤࡍᅔƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖዅ˄ሁƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷཎኖዅ˄ሁƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئƴƭƍƯ
ƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶᚴഖƴǑǔӕෞƠᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷᚴഖƴǑǓƜƷཎኖƷዸኽƕᘍǘǕƨ
ƱƖƸŴ˟ᅈƸŴҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎǛӕǓෞƢƜƱƕưƖǇƢŵƜƷ
ئӳŴ̬ᨦᆆᘍଐƴƓƚǔҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷ̬ᨖ૰ᆢᇌƸƍ
ƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶɧඥӕࢽႸႎƴǑǔјᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍƕཎኖዅ˄ሁᲢɼڎኖƓǑƼɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔ
ཎኖƷ̬ᨖŴዅ˄Ŵ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦǛ
բƍǇƤǜŵˌɦŴஜƴƓƍƯӷơŵᲣǛɧඥƴӕࢽƢǔႸႎǇƨ
Ƹ˂ʴƴཎኖዅ˄ሁǛɧඥƴӕࢽƞƤǔႸႎǛǋƬƯƜƷཎኖƷዸ
ኽƕᘍǘǕƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎǛјƱƠŴ̬ᨦᆆ
ᘍଐƴƓƚǔҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷ̬ᨖ૰ᆢᇌƸƍƠǇƤǜŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨦᆆᘍଐˌࢸƴᨂǓŴݩஹƴӼƬƯҔၲ̬ᨦᆆᘍ
ᢿЎǛᚐኖƠŴҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷᚐኖǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖ
ǇƢŵ
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Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

ᇹவᲶڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  Ҕၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶјᲸ
Ძ ཎኖዅ˄ǇƨƸᚐኖƷૅǛᛪ൭ƢǔೌМƸŴᲭ࠰᧓ᛪ൭
ƕƳƍئӳƸෞ๒ƠǇƢŵ
Წ ͤࡍᅔƷૅǛᛪ൭ƢǔೌМƸŴҔၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƕෞ๒Ơƨ
ƔǒᲭ࠰᧓ᛪ൭ƕƳƍئӳƸෞ๒ƠǇƢŵ
ᇹவᲶڎኖϋܾƷႇᲸ
Ძ ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƭƗƷʙǛɟ
ᑍᅈׇඥʴဃԡ̬ᨖң˟ᲢˌɦŴžң˟ſƱƍƍǇƢŵᲣƴႇƠǇ
Ƣŵ
 ̬ᨖڎኖᎍƳǒƼƴᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸŴဃ࠰உଐŴࣱКƓǑƼ˰
ᲢࠊȷғȷᢼǇưƱƠǇƢŵᲣ
 λᨈዅ˄Ʒᆔ
 λᨈዅ˄Ʒଐ᫇
 ̬ᨦᆆᘍଐ
 ࢘˟ᅈӸ
Წ ЭƷႇƷ᧓ƸŴ̬ᨦᆆᘍଐƔǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖ
ᎍƕബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒᲯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴ
ᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈƍ᧓ᲣˌϋƱƠǇƢŵ
Ჭ ң˟ьႱƷӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈƓǑƼμσฎᠾಅңӷኵӳᡲӳ˟Ტˌ
ɦŴžӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇ
ƞǕƨᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯŴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬ᨖڎኖᲢλᨈዅ˄
ƷƋǔཎኖǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷဎᡂᲢࣄŴ
ࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷဎᡂǛԃǈǇ
ƢŵᲣǛӖƚƨئӳŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋ
ܾƴƭƍƯༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵƜƷئӳŴң˟Ɣǒ
ƦƷኽௐƷᡲዂǛӖƚǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ხ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᇹᲬƷႇƷ᧓ɶƴλᨈዅ˄ƷƋǔ̬
ᨖڎኖƷဎᡂƕƋƬƨئӳŴЭƴǑƬƯᡲዂƞǕƨϋܾǛλᨈዅ˄
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ᇹவᲶᚐኖᲸ
Ძ Ҕၲ̬ᨦᆆᘍᢿЎƷᚐኖƸŴλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒ̿Ʊӷ᫇Ʊ
ƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖƕᚐኖƞǕƨƱƖƸᚐኖǛ̬ᨖڎኖᎍƴૅƍǇƢŵ
Ჭ ᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƸᚐኖƱӷ᫇ƷǛ̬ᨖڎኖᎍ
ƴૅƍǇƢŵ
Ხ ᚐኖሁƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭ
ǛแဇƠǇƢŵ

主契約

ᇹவᲶλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒถ᫇Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ̬ᨦᆆᘍଐˌࢸƴᨂǓŴݩஹƴӼƬƯλᨈዅ˄ଐ
᫇Ǜถ᫇ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴถ᫇ࢸƷλᨈዅ˄
ଐ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛɦǇǘǔถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷᙹܭƴǑǓλᨈዅ˄ଐ᫇Ǜถ᫇ƠƨئӳƴƸŴถ᫇ЎƸᚐ
ኖƞǕƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍŴЭவƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

主契約
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ƷƋǔ̬ᨖڎኖƷ১ᜄᲢࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇Ǉƨ
ƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷ১ᜄǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƷ
ЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჯ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴڎኖଐᲢƜƷཎኖƴƓƍƯƸŴ̬ᨦᆆᘍଐƱ
ƠǇƢŵǇƨŴࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف᫇ǇƨƸཎኖƷɶ
ᡦ˄ьƕᘍǘǕƨئӳƸŴஇࢸƷࣄŴࣄŴλᨈዅ˄Ʒଐ᫇Ʒف
᫇ǇƨƸཎኖƷɶᡦ˄ьƷଐƱƠǇƢŵˌɦஜƴƓƍƯӷơŵᲣƔ
ǒᲯ࠰ᲢڎኖଐƴƓƍƯᘮ̬ᨖᎍƕബசƷئӳƸŴڎኖଐƔǒ
Ჯ࠰ǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕബƴᢋƢǔଐǇưƷ᧓ƷƏƪƍƣǕƔᧈ
ƍ᧓Უˌϋƴλᨈዅ˄Ʒᛪ൭ǛӖƚƨƱƖƸŴң˟ƴݣƠƯᇹᲫ
ƷᙹܭƴǑǓႇƞǕƨϋܾƴƭƍƯༀ˟ƠŴƦƷኽௐǛλᨈዅ˄
ƷૅƷЙૺƷӋᎋƱƢǔƜƱƕưƖǔǋƷƱƠǇƢŵ
Ჰ Ӳဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴᡲዂƞǕƨϋܾǛ১ᜄƷЙૺǇƨƸૅƷЙ
ૺƷӋᎋƱƢǔˌٳƴဇƍƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჱ ң˟ƓǑƼӲဃԡ̬ᨖ˟ᅈሁƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾǛ˂ƴ
πƠƳƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჲ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴႇǇƨƸᡲዂƞǕƨϋܾƴƭƍƯŴ
˟ᅈǇƨƸң˟ƴༀ˟ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴƦƷϋܾƕʙܱƱ
ႻᢌƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨƱƖƸŴƦƷᚖദǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇ
Ƣŵ
Ჳ ᇹᲭŴᇹᲮƓǑƼᇹᲯɶŴᘮ̬ᨖᎍŴλᨈዅ˄Ŵ̬ᨖڎኖ
ƱƋǔƷƸŴᠾಅңӷኵӳඥƴǋƱƮƘσฎڎኖƴƓƍƯƸŴƦǕƧ
ǕŴᘮσฎᎍŴλᨈσฎŴσฎڎኖƱᛠǈஆƑǇƢŵ
ᇹவᲶඥˋሁƷોദƴˤƏᘐዅ˄ሁƷૅʙဌƷ٭Ჸ
Ძ ˟ᅈƸŴͤࡍ̬ᨖඥǇƨƸƦƷ˂᧙ᡲƢǔඥˋሁᲢˌɦŴžඥˋ
ሁſƱƍƍǇƢŵᲣƕોദƞǕƨئӳưŴཎƴ࣏ᙲƱᛐǊƨƱƖƴƸŴ
ɼѦ࠻ܫƷᛐӧǛࢽƯŴݩஹƴӼƔƬƯŴᘐዅ˄Ŵ્ݧዴၲዅ
˄ƓǑƼέᡶҔၲɟᲢˌɦŴžᘐዅ˄ሁſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƷૅʙဌǛඥˋሁƷોദϋܾƴࣖơƯ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓᘐዅ˄ሁƷૅʙဌǛ٭ƢǔئӳƴƸŴᛐ
ӧƴƋƨƬƯ˟ᅈƷܭǊǔଐᲢˌɦŴžૅʙဌ٭ଐſƱƍƍǇ
ƢŵᲣƷᲬƔஉЭǇưƴ̬ᨖڎኖᎍƴƦƷଓǛᡫჷƠǇƢŵ
Ჭ ЭƷᡫჷǛӖƚƨ̬ᨖڎኖᎍƸŴૅʙဌ٭ଐƷᲬᡵ᧓ЭǇư
ƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ૾ඥǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
 ᘐዅ˄ሁƷૅʙဌƷ٭Ǜ১ᜄƢǔ૾ඥ
 ૅʙဌ٭ଐƷЭଐƴƜƷཎኖǛᚐኖƢǔ૾ඥ
Ხ ЭƷਦܭƕƳƍǇǇŴૅʙဌ٭ଐƕПஹƠƨƱƖƸŴ̬ᨖڎ
ኖᎍƴǑǓЭᇹᲫӭƷ૾ඥƕਦܭƞǕƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖዅ˄ሁƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙ
ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖŴ࠰ૅ
ᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖƓǑƼ࠰ૅᆆ
ᘍཎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
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ᇹவᲶƦƷ˂Ჸ
  ƜƷཎኖư̅ဇƠƯƍǔဇᛖƷॖ፯ƸɦᚡƷᡫǓưƢŵ
 ၲǛႸႎƱƢǔλᨈ
žၲǛႸႎƱƢǔλᨈſƱƸŴၲƷƨǊƷλᨈǛƍƍŴ̊ƑƹŴ
፦ܾɥƷϼፗŴദࠝЎۖŴ၌၏ǛႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧکᘐŴ
ၲϼፗǛˤǘƳƍʴ᧓ȉȃǯ౨௹ŴҥƳǔ၅іŴᡫᨈɧ̝ƳƲƷƨ
ǊƷλᨈƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 λᨈƷଐૠƕᲫଐƱƳǔλᨈ
λᨈƷଐૠƕᲫଐƱƳǔλᨈƴƭƍƯƸŴλᨈଐƱᡚᨈଐƕӷɟƷ
ଐưƋǔئӳưŴҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙƴƓƚǔλᨈؕஜ૰ƷૅƷ
ஊƳƲǛӋᎋƴƠƯЙૺƠǇƢŵ
 ၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐ
žၲǛႺƷႸႎƱƢǔᘐſƴƸŴ፦ܾૢ࢟ɥƷᘐŴ၌၏Ǜ
ႺƷҾ׆ƱƠƳƍɧکᘐŴᚮૺȷ౨௹Ტဃ౨ȷᐃᏸᦟ౨௹Ƴ
ƲᲣƷƨǊƷᘐƳƲƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
 ᕤཋ̔܍
žᕤཋ̔܍ſƱƸŴଯԧ࠰உଐᘍሥྸ࠻ԓᅆᇹӭƴܭǊ
ǒǕƨЎႸɶƷЎဪӭƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷƱƠŴ
ᕤཋƴƸŴȢȫȒȍŴǢȘȳŴǳǫǤȳŴٻŴችᅕХນᕤȷ࠶ᙾ

― 123 ―

医療保障移行特約
︹2009︺

ᇹவᲶɼڎኖƴȪȓȳǰȷȋȸǺཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƴȪȓȳǰȷȋȸǺཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴƭƗƷ
ƱƓǓƱƠǇƢŵ
 ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸᇹᲮƴܭǊǔǄƔŴƜƷཎኖƷዸኽଐƷ
ЭଐǇưƴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ƕᘍǘǕƯƍǔƱƖƸŴ
̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖǛዸኽƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
 ᇹᲭவᲶҔၲ̬ᨦǁƷᆆᘍᲸᇹᲬƴܭǊǔǄƔŴƜƷཎኖƷዸ
ኽଐƔǒ̬ᨦᆆᘍଐƷЭଐǇưƴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ƕ
ᘍǘǕƯƍǔƱƖƸŴᇹᲭவᲶҔၲ̬ᨦǁƷᆆᘍᲸᇹᲫƷᙹܭƴ
ƔƔǘǒƣŴҔၲ̬ᨦǁƷᆆᘍƸᘍǘǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ

主契約

 ᇹᲭவᲶҔၲ̬ᨦǁƷᆆᘍᲸᇹᲮǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇ
Ƣŵ
Ხ ɼڎኖƷƏƪƭƗƷӲӭƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƳƍᢿЎƴƭƍ
ƯƸŴ̬ᨦᆆᘍଐˌࢸǋŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢஜཎኖǛᡫ
ơƯžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣǛᢘဇƠǇƢŵƜƷئӳŴ̬ᨦ
ᆆᘍଐˌࢸƸŴɼኖഘɶŴž̬ᨖڎኖſƱƋǔƷǛž̬ᨖڎኖ
ƷƏƪҔၲ̬ᨦŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƓǑƼ࠰ૅ
ƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƳƍᢿЎſƱᛠǈஆƑǇƢŵƨƩƠŴ̬
ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧ̬ᨖӖӕʴƷˊᘙᎍƴ᧙ƢǔᙹܭŴ̬ᨖ
ڎኖᎍƷ٭ƴ᧙ƢǔᙹܭŴƳǒƼƴ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷ
ϼྸƴ᧙ƢǔᙹܭǛᨊƖǇƢŵ
 Ҕၲ̬ᨦ
 πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖƴܭǊǔπႎʼᜱ
̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᲢஜཎኖǛᡫơƯžπႎʼᜱ̬ᨖСࡇ
ᡲѣ࠰ૅſƱƍƍǇƢŵᲣ
 ࠰ૅᆆᘍཎኖƴܭǊǔ࠰ૅᲢஜཎኖǛᡫơƯž࠰
ૅſƱƍƍǇƢŵᲣ
 ᇹᲰவᲶཎኖዅ˄ሁƷૅᲸᇹᲭɶŴžɼڎኖᲢɼڎኖƷƏ
ƪҔၲ̬ᨦƴᆆᘍƠƯƍƳƍᢿЎǛƍƍǇƢŵᲣſƱƋǔƷǛžɼ
ڎኖᲢɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅŴ࠰
ૅƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƯƍƳƍᢿЎǛƍƍǇƢŵᲣſƱᛠǈஆ
ƑǇƢŵ

主契約
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ᕤሁǛԃǈǇƢŵ
 ҔܖɥᙲƳ᧙̞
žҔܖɥᙲƳ᧙̞ſƱƸŴƨƱƑƹŴ᭗ᘉןၐƱƦǕƴឪ׆Ƣǔ
࣎ᐥ၌धƋǔƍƸᏴᐥ၌धƷ᧙̞ǛƍƍǇƢŵ
 फࣱૼဃཋƴݣƢǔ᪽ȷᏟȷᐃᘐƓǑƼׄᏃЏૺᘐ
žफࣱૼဃཋƴݣƢǔ᪽ȷᏟȷᐃᘐƓǑƼׄᏃЏૺᘐſƱ
ƸŴफࣱૼဃཋǛႺઇЈƢǔƜƱǛႸႎƱƠŴ֥φǛဇƍɟܭƷ
ႝᐎЏǛˤƏᘐǛॖԛƠǇƢŵ
Ĭ ᪽ᘐƱƸŴ᪽ᔟᭌƷɟᢿƷᭌ༾ǛӕǓᨊƖ᪽ᔟϋᘐǛ
ƢǔئӳưŴ᪽ᔟᭌƴ܉ǛƚǔƩƚƷᆲ᪽ᘐƴǑǔئӳƸԃ
ǈǇƤǜŵ
ĭ ᏟᘐƱƸŴᏟᏸϋǇƨƸጏᨠϋǛႺᙻɦƴᘐƢǔئӳ
ưŴᏟᏸᦟȷጏᨠᦟƴǑǔئӳǍᆲХƴǑǔئӳƸԃǈǇƤǜŵ
Į ᐃᘐƱƸŴᐃᏸϋǛႺᙻɦƴᘐƢǔئӳưŴᐃᏸᦟƴ
ǑǔئӳǍᆲХƴǑǔئӳƸԃǈǇƤǜŵ
 Ꮸ᭒ᏽၨ
žᏨ᭒ᏽၨſƱƸŴᏨ᭒ᏸǛӕǓࠇƘᄒᐏϋƷᏽၨǛॖԛƠǇƢŵ
 ᆆౡᘐ
žᆆౡᘐſƱƸŴݣᝋƱƳǔᐥ֥Ʒμ˳ǇƨƸɟᢿǛᏟǇƨƸ
ᐃᘐƠᆆ഻ƢǔƜƱǛॖԛƠǇƢᲢᘉሥƷƭƳƗӳǘƤǛᙲƠ
ǇƢŵᲣŵᐥ֥Ʒμ˳ǇƨƸɟᢿƱƸŴᅕኺǍᘉሥƕ֥ܫƷኬᏘኵ
ጢƱɟደƴƳƬƨɟجƷኵጢǛॖԛƠǇƢŵҥƳǔኬᏘƩƚƷᆆ഻
ǍŴኬᏘƷදλƷئӳƸԃǈǇƤǜŵ
 ኵጢϋༀݧȷᏸϋༀݧ
žኵጢϋༀݧȷᏸϋༀݧſƱƸŴ݅ݥƠƨዴเǛХλƋǔƍƸ֥φ
Ǜ̅ƬƯ၏ߺƴᡈƮƚༀݧƢǔ૾ඥưƢŵ્ݧዴᕤдƷϋŴᕤŴ
ໜදݧƳƲƴǑǔ৲ɨƷئӳƸԃǈǇƤǜŵ
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πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

ᇹᲬவᲶཎኖƷዸኽᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒŴƢưƴዸኽƞǕƯƍǔɼƨǔ̬ᨖڎ
ኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷμᢿǇƨƸɟᢿǛπႎʼᜱ̬
ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƢǔଓƷဎЈƕƋǓŴ
ɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍ
Ტˌ
ɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƷӷॖǛࢽƨƏƑư˟ᅈƕ১ᜄƠƨ
ƱƖƴŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ɼڎኖƷɟᢿǛπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƢǔƱƖƸŴ
ƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴ˟ᅈܭƷርϋưŴɼڎ
ኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƷؕแʼ
ᜱ࠰࠰᫇ǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ɼڎኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƴ
ƭƍƯƸŴƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸǋŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴ
žɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣǛᢘဇƠǇƢŵƜƷئӳŴƜƷཎኖƷዸ
ኽଐˌࢸƸŴɼኖഘɶŴž̬ᨖڎኖſƱƋǔƷǛž̬ᨖڎኖƷƏƪ
πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎſ
ƱᛠǈஆƑǇƢŵ
ƨƩƠŴ
̬ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧ̬ᨖӖӕʴƷˊᘙᎍƴ᧙ƢǔᙹܭŴ
ƳǒƼƴ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸƴ᧙ƢǔᙹܭǛᨊƖǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷዸኽଐƸŴɼڎኖƷരʧ̬ᨖ᫇ᡥف᧓ƷʕƢǔଐ
Ʒ፻ଐƱƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴƜƷཎ
ኖǛዸኽƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
  ɼڎኖƷരʧ̬ᨖ᫇ᡥف᧓ƷʕƢǔଐƷ፻ଐƕ̬ᨖ૰ᡂ
᧓ɶƷƱƖ
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ᇹᲫவᲶဇᛖƷॖ፯Ჸ
  ƜƷཎኖƴƓƍƯžπႎʼᜱ̬ᨖСࡇſŴžᙲʼᜱᛐܭſŴžᙲૅ
ੲᛐܭſƓǑƼžᙲʼᜱᛐܭǇƨƸᙲૅੲᛐܭƷဎᛪſƷॖ፯ƸŴƭ
ƗƷӲӭƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  πႎʼᜱ̬ᨖСࡇ
  ʼᜱ̬ᨖඥᲢ࠰உଐඥࢷᇹӭᲣƴǋƱƮƘʼᜱ̬ᨖС
ࡇǛƍƍǇƢŵ
  ᙲʼᜱᛐܭ
  πႎʼᜱ̬ᨖСࡇƴƓƚǔᙲʼᜱᛐܭǛƍƍŴʼᜱ̬ᨖඥᇹவᇹ
ᲫƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ᙲૅੲᛐܭ
  πႎʼᜱ̬ᨖСࡇƴƓƚǔᙲૅੲᛐܭǛƍƍŴʼᜱ̬ᨖඥᇹவᇹ
ᲬƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ᙲʼᜱᛐܭǇƨƸᙲૅੲᛐܭƷဎᛪ
  πႎʼᜱ̬ᨖСࡇƴƓƚǔᙲʼᜱᛐܭƷဎᛪǇƨƸᙲૅੲᛐܭƷဎ
ᛪǛƍƍŴʼᜱ̬ᨖඥᇹவᇹᲫƓǑƼᇹவᇹᲫƴǑǔǋƷ
ƱƠǇƢŵ

主契約

ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴƢưƴዸኽƞǕƯƍǔኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖᲢኳ៲ʼᜱ࠰
ف᫇ཎኖǛԃǈǇƢŵᲣŴʼᜱ࠰ܭ̬ᨖŴʼᜱཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƳ
ƲƷμᢿǇƨƸɟᢿƴƭƍƯŴݩஹƷʼᜱ࠰Ǎരʧ̬ᨖƳƲƷ̬ᨦ
ƴƔƑƯŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅǛᘍƍŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇ
ƷᙀܦႎࢫлǛਃƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

主契約
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  ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷʕƢǔଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕ
ƯƍƳƍƱƖ
  ɼڎኖƷʼᜱ࠰ƕૅǘǕŴƦƷžၠǄƏƴǑǔᙲʼᜱཞ७ſ
ǇƨƸžݏƨƖǓƴǑǔᙲʼᜱཞ७ſƕɼڎኖƷരʧ̬ᨖ᫇ᡥف
᧓ƷʕƢǔଐǛԃǜưዒዓƠƯƍǔƱƖ
  ɼڎኖƷ᭗ࡇᨦܹ࠰ƕૅǘǕŴƦƷž᭗ࡇᨦܹཞ७ſƕɼڎ
ኖƷരʧ̬ᨖ᫇ᡥف᧓ƷʕƢǔଐǇưዒዓƠƯƍǔƱƖ
  ɼڎኖƴʼᜱ࠰ૅᨂࡇཎЩƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳưŴɼڎኖ
Ʒരʧ̬ᨖ᫇ᡥف᧓ƷʕƢǔଐǇưƴɼڎኖƷʼᜱ࠰Ʒૅ
ƕʼᜱ࠰ૅᨂࡇཎЩưܭǊƨᨂࡇƴᢋƠƯƍǔƱƖ
  ɼڎኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƢǔᢿЎƴƭ
ƍƯŴƜƷཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔ̬ᨖ૰ᆢᇌƕ˟ᅈƷܭǊǔ᫇
ǛɦǇǘǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷዸኽଐƷЭଐǇưƴᙲʼᜱᛐܭǇƨƸᙲૅੲᛐܭƷဎ
ᛪƕᘍǘǕƨƱƖ
  ƦƷ˂Ŵ˟ᅈƷܭǊǔவˑǛƨƞƳƍƱƖ
Ჯ ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƨࢸƸŴɼڎኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰
ૅƴᆆᘍƠƨᢿЎᲢˌɦŴžπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍ
ᢿЎſƱƍƍǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷӕৢǛᘍƍǇƤǜŵ
  ʼᜱ࠰ƓǑƼʼᜱɟƷૅ
  രʧ̬ᨖƷૅ
Ჰ ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƷܭǊǔଐǇưƴƜƷཎኖǛዸኽƢǔଓƷဎЈ
ǛᘍƏƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჱ ƜƷཎኖƕዸኽƞǕƨƱƖƸŴ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ
᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ
ᇹᲭவᲶ࠰ӖӕʴᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷ
ƏƪŴƍƣǕƔǛ࠰ӖӕʴƱƠƯਦܭƠƯƘƩƞƍŵƨƩƠŴɼڎ
ኖƷɟᢿǛπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƢǔƱƖƸŴ̬ᨖڎ
ኖᎍƱƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƱ࠰ӖӕʴƕီƳǔئӳŴ࠰ӖӕʴƸŴƜƷཎኖƷ
ዸኽଐˌࢸƸŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍᢿЎƴƭƍƯƷೌ
МƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯǛ১ዒƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅᲸ
Ძ πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ ƜƷཎኖƷዸኽଐЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯ
࠰ǛૅƏئӳᲢˌ ᙲʼᜱᛐܭǇƨƸᙲૅੲᛐܭƷဎᛪƕᘍǘ
ɦŴžૅʙဌſƱƍ ǕƨƜƱƕƳƘŴᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ
ƍǇƢŵᲣ
ዸኽଐˌࢸŴИǊƯᙲʼᜱᛐܭǇƨƸᙲૅ
ੲᛐܭǛӖƚƨƱƖ
Ӗӕʴ
࠰Ӗӕʴ

Წ ᇹᲫׅƷπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅଐᲢˌɦŴž࠰ૅ
ڼଐſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒૅʙဌƕဃ
ơƨଐƱƠŴ
ƦƷૅ᫇ƸᇹᲯƴܭǊǔؕแ࠰᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
Ჭ ࠰ӖӕʴƸŴᇹᲫׅƷπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒᛪ൭ƷᨥŴ˟
ᅈƷܭǊǔርưŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƕૅǘǕǔ࠰ૠᲢˌ
ɦŴž࠰ૅ࠰ૠſƱƍƍǇƢŵᲣǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ᇹᲬࢸˌׅƷπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅଐƸŴ࠰ૅڼ
ଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯ࠰ૅ࠰ૠǛኺᢅƠƨଐǇưƷ࠰ૅڼ
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ᇹᲰவᲶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷɟૅᲸ
  ࠰ӖӕʴƸŴ࠰ૅڼଐˌࢸŴஇࢸƷ࠰ૅଐЭƴᨂǓŴ
ݩஹƷπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅƴƔƑƯŴசƷπႎʼᜱ̬
ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒྵ̖ƷɟૅǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ᇹᲱவᲶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅ
ئᲸ
Ძ πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ࠰Ӗӕʴ
ƸŴ๛ƳƘ˟ᅈƴᡫჷƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ࠰ӖӕʴƸŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖ
ƸŴ๛ƳƘ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴπႎʼᜱ̬ᨖС
ࡇᡲѣ࠰Ǜᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶ࠰ӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ƜƷཎኖƷዸኽଐƴਦܭƞǕƨ࠰ӖӕʴƸŴˌࢸ٭ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƤǜŵƨƩƠŴ࠰ӖӕʴƕരʧƠƨئӳŴ࠰ӖӕʴƸŴƦ
ƷരʧƠƨ࠰ӖӕʴƷരʧƷඥܭႻዓʴƴ٭ƞǕƨǋƷƱƠǇ
Ƣŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓ࠰ӖӕʴƱƳƬƨᎍƕരʧƠƨئӳƴŴƜƷᎍ
ƴඥܭႻዓʴƕƍƳƍƱƖƸŴЭƷᙹܭƴǑǓ࠰ӖӕʴƱƳƬƨ
ᎍƷƏƪဃ܍ƠƯƍǔ˂Ʒ࠰ӖӕʴǛ࠰ӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴǑǓ࠰ӖӕʴƱƳƬƨᎍƕᲬʴˌɥƍǔئӳŴƦ
ƷӖӕлӳƸרሁƱƠǇƢŵ
Ხ ࠰ӖӕʴƸŴƦƷೌМǛᇹɤᎍƴᜯบƠǇƨƸਃ̬ƴ̓ƢǔƜƱ
ƸưƖǇƤǜŵ
ᇹᲳவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠ
ǇƢŵƜƷئӳŴžᚐኖſƱƋǔƷƸžᲢ࠰ڼଐˌ
ࢸƸ࠰Ʒɟૅ᫇ᲣſƱƠŴ࠰ӖӕʴƴૅƏǋƷƱƠǇƢŵ
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ᇹᲯவᲶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅɶƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨ
ئӳƷӕৢᲸ
  ࠰ૅڼଐˌࢸŴஇࢸƷ࠰ૅଐЭƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱ
ƖƸŴЭவᇹᲮƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƸŴ࠰ӖӕʴƴŴச
Ʒπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒྵ̖ǛɟƴૅƍǇƢŵ

主契約

ଐƷ࠰ҥˮƷࣖ࢘ଐᲢˌɦŴž࠰ૅଐſƱƍƍǇƢŵᲣƱƠŴƦ
Ʒૅ᫇ƸᇹᲯƴܭǊǔؕแ࠰᫇Ʊӷ᫇ƱƠǇƢŵ
Ჯ ؕแ࠰᫇ƸŴᇹᲫׅƷπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒᛪ൭ƷᨥƴŴ
ƭƗƷƱƓǓᚘምƠǇƢŵ
  πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍᢿЎƷƜƷཎኖƷዸኽଐƴƓ
ƚǔ̬ᨖ૰ᆢᇌǛǋƱƴŴƜƷཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔʖܭМྙƓ
ǑƼʖܭരʧྙሁƷ˟ᅈƷܭǊǔྙƴǑǓŴƜƷཎኖƷዸኽଐƔǒ
࠰ૅڼଐǇưƷ᧓ƴࣖơƯŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒ
ҾǛᚘምƠǇƢŵ
  ЭӭƷᙹܭƴǑǓᚘምƞǕƨπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷҾǛ
ǋƱƴŴ࠰ૅڼଐƴƓƚǔ˟ᅈƷܭǊǔМྙƴǑǓŴ࠰ૅ
࠰ૠƴࣖơƯŴؕแ࠰᫇ǛᚘምƠǇƢŵ
Ჰ ˟ᅈƸŴᇹᲫׅƷπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ǛૅƏƱƖƴŴ࠰
ᚰǛ˺ƠƯ࠰ӖӕʴƴႆᘍƠǇƢŵ

ᇹவᲶᚐኖƓǑƼؕแ࠰᫇Ʒถ᫇Ჸ
  πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍᢿЎƷᚐኖƓǑƼؕแ࠰᫇Ʒ
ถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

主契約

ᇹவᲶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍᢿЎƷෞ๒Ჸ
  πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍᢿЎƸƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴ
ᛆ࢘ƠƨئӳƴŴෞ๒ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ᇹᲯவᲶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅɶƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨ
ئӳƷӕৢᲸƷᙹܭƴǑǓŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒɟૅ
ƕᘍǘǕƨƱƖ
  ᇹᲰவᲶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷɟૅᲸƷᙹܭƴǑǓŴ
πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷɟૅƕᘍǘǕƨƱƖ
  ᇹவᲶཎኖƷᲸƷᙹܭƴǑǓŴƜƷཎኖƷƕૅ
ǘǕƨƱƖ
  இࢸƷ࠰ૅଐƴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƕૅǘǕƨƱƖ
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ᇹவᲶཎኖƷᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅʙဌƷႆ
ဃЭƴŴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷǛ࠰
ӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅʙဌƷႆ
ဃЭƴŴ࠰ӖӕʴƔǒᛪ൭ƕƋƬƨƱƖƸŴ˟ᅈƸŴݩஹƷπႎʼ
ᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒ̬ᨦƴƔƑƯŴƜƷཎኖƷǛ࠰Ӗӕʴ
ƴૅƍǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷƜƷཎኖƷƸŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍ
ᢿЎƷƜƷཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔ̬ᨖ૰ᆢᇌǛǋƱƴŴƜƷཎኖƷ
ዸኽଐƴƓƚǔ˟ᅈƷܭǊǔМྙ
ᲢʖܭМྙǛɦǇǘǔМྙƱƠǇƢŵ
Უ
ƴǑǓŴƜƷཎኖƷዸኽଐƔǒƷኺᢅ࠰உૠƴࣖơƯᚘምƠǇƢŵ
Ხ ƜƷཎኖƷƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴᇹᲱவᲶ
πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸƷᙹܭ
ǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇƷ٭ƴˤƏπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰
ƷૅʙဌƷ٭Ჸ
Ძ ˟ᅈƸŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇƴ٭ƕဃơƨئӳưŴཎƴ࣏ᙲƱᛐǊ
ƨƱƖƴƸŴɼѦ࠻ܫƷᛐӧǛࢽƯŴݩஹƴӼƔƬƯŴπႎʼᜱ̬ᨖ
Сࡇᡲѣ࠰ƷૅʙဌǛπႎʼᜱ̬ᨖСࡇƷ٭ϋܾƴࣖơƯ٭
ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Წ ஜவƷᙹܭƴǑǓπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅʙဌǛ٭Ƣǔ
ئӳƴƸŴᛐӧƴƋƨƬƯ˟ᅈƷܭǊǔଐᲢˌɦŴžૅʙဌ٭ଐſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƷᲬƔஉЭǇưƴ࠰ӖӕʴƴƦƷଓǛᡫჷƠǇƢŵ
Ჭ ЭƷᡫჷǛӖƚƨ࠰ӖӕʴƸŴૅʙဌ٭ଐƷᲬᡵ᧓ЭǇư
ƴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƷ૾ඥǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅʙဌƷ٭Ǜ১ᜄƢǔ૾ඥ
  ૅʙဌ٭ଐƷЭଐƴᇹவᲶཎኖƷᲸᇹᲬƷᙹܭƴ
ǋƱƮƖƜƷཎኖƷǛᛪ൭Ƣǔ૾ඥ
Ხ ЭƷਦܭƕƳƍǇǇŴૅʙဌ٭ଐƕПஹƠƨƱƖƸŴ࠰Ӗ
ӕʴƴǑǓЭᇹᲫӭƷ૾ඥƕਦܭƞǕƨǋƷƱǈƳƠǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰Ʒᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
ƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
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ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆዮӳƇŴኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆၠǄ
ƏƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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ᇹவᲶኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖǛኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗ
ƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲬவᲶཎኖƷዸኽᲸᇹᲬƔǒᇹᲯǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆ
ƑǇƢŵ
Წ ɼڎኖƷɟᢿǛπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƢǔƱ
ƖƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴ˟ᅈܭƷርϋưŴ
ɼڎኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƢǔᢿЎ
Ʒ̬ᨖ᫇ǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ɼڎኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍ
ᢿЎƴƭƍƯƸŴƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸǋŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬
ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣǛᢘဇƠǇƢŵƜ
ƷئӳŴƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸƸŴɼኖഘɶŴž̬ᨖڎኖſ
ƱƋǔƷǛž̬ᨖڎኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅ
ƴᆆᘍƠƳƍᢿЎſƱᛠǈஆƑǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƓ
ǑƼരʧ̬ᨖӖӕʴƷˊᘙᎍƴ᧙ƢǔᙹܭŴƳǒƼƴ࠰ᱫ
ƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸƴ᧙ƢǔᙹܭǛᨊƖǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷዸኽଐƸŴᘮ̬ᨖᎍƕ̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫƴПᢋƢ
ǔɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ
ƜƷཎኖǛዸኽƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
  ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷʕƢǔଐǇưƷ̬ᨖ૰ƕƍ
ᡂǇǕƯƍƳƍƱƖ
  ɼڎኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƢǔᢿ
ЎƴƭƍƯŴƜƷཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔ̬ᨖ૰ᆢᇌᲢɼኖ
ഘƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣ
Ƣǔ˄ƕƋǔئӳƴƸŴƦǕǒƷΨМǛࠀƠࡽƍƨ᫇
ƱƠǇƢŵᲣƕ˟ᅈƷܭǊǔ᫇ǛɦǇǘǔƱƖ
  ƜƷཎኖƷዸኽଐƷЭଐǇưƴᙲʼᜱᛐܭǇƨƸᙲૅੲᛐ
ܭƷဎᛪƕᘍǘǕƨƱƖ
  ƦƷ˂Ŵ˟ᅈƷܭǊǔவˑǛƨƞƳƍƱƖ
Ჯ ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƨࢸƸŴɼڎኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇ
ᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƠƨᢿЎᲢˌɦŴžπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ
࠰ૅᆆᘍᢿЎſƱƍƍǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷӕৢǛ
ᘍƍǇƤǜŵ
  രʧ̬ᨖƷૅ
  ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅ
  ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
  ᇹᲮவᲶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ƷૅᲸᇹᲯᇹᲫӭɶŴ
žƜ
ƷཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔʖܭМྙƓǑƼʖܭരʧྙሁƷ˟ᅈƷܭǊ
ǔྙſƱƋǔƷǛž૰ྙᢘဇଐᲢƜƷཎኖƷዸኽଐƔǒᢓƬƯᲬ࠰

主契約

ᇹவᲶૼƕǜ̬ᨖŴƕǜ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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ЭƷɼڎኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣƴƓƚǔ
ʖܭМྙƓǑƼʖܭരʧྙሁƷ˟ᅈƷܭǊǔྙſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  ᇹவᲶཎኖƷᲸᇹᲭɶŴžƜƷཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔ
˟ᅈƷܭǊǔМྙſƱƋǔƷǛž૰ྙᢘဇଐƴƓƚǔ˟ᅈƷܭǊǔ
МྙſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  ɼኖഘƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣ
Ƣǔ˄ƕƋǔئӳƴƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴɼڎኖƷƏƪπႎ
ʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƴᆆᘍƢǔᢿЎƷ̬ᨖ૰ᆢᇌƔǒƜƷ
ཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƓǑƼ̬ᨖڎኖᎍƴݣ
Ƣǔ˄ƷΨМǛࠀƠࡽƖǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖǛኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƴ˄ьƠƨئӳưŴɼڎኖ
ƴҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƓǑƼ࠰ૅᆆᘍཎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ь
ƞǕƯƍǔƱƖƴƸŴᇹᲬவᲶཎኖƷዸኽᲸᇹᲬᇹᲬӭǛŴƭƗƷ
ƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
  ɼڎኖƷƏƪƭƗƷĬƔǒĮƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƳƍᢿЎ
ƴƭƍƯƸŴƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸǋŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖ
ഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣǛᢘဇƠǇƢŵƜƷئ
ӳŴƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸƸŴɼኖഘɶŴž̬ᨖڎኖſƱƋ
ǔƷǛž̬ᨖڎኖƷƏƪπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅŴҔ
ၲ̬ᨦƓǑƼ࠰ૅƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƳƍᢿЎſƱᛠǈ
ஆƑǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧ̬ᨖӖӕʴƷˊ
ᘙᎍƴ᧙ƢǔᙹܭŴƳǒƼƴ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸƴ
᧙ƢǔᙹܭǛᨊƖǇƢŵ
  Ĭ πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅ
  ĭ Ҕၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƴܭǊǔҔၲ̬ᨦᲢஜӭǛᡫơƯžҔ
ၲ̬ᨦſƱƍƍǇƢŵᲣ
  Į ࠰ૅᆆᘍཎኖƴܭǊǔ࠰ૅᲢஜӭǛᡫơƯž࠰
ૅſƱƍƍǇƢŵᲣ
Ჭ ƜƷཎኖǛኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƴ˄ьƠƨئӳưŴɼڎኖ
ƴȪȓȳǰȷȋȸǺཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
  ᇹᲬவᲶཎኖƷዸኽᲸᇹᲮƴܭǊǔǄƔŴƜƷཎኖƷዸኽଐƷЭ
ଐǇưƴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ƕᘍǘǕƯƍǔئӳƴƸŴ̬
ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖǛዸኽƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
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࠰ૅᆆᘍཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

ᇹᲬவᲶؕஜ࠰᫇ƷᚘምᲸ
  ؕஜ࠰᫇ƸŴ̬ᨖڎኖᎍƷਦܭƴǋƱƮƖŴƭƗƷӲӭƷ᫇Ʒ
ӳᚘ᫇ᲢɼኖഘƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍ
ƴݣƢǔ˄ƕƋǔئӳƴƸƦǕǒƷΨМǛŴǇƨŴசᡂ̬ᨖ૰
ƕƋǔئӳƴƸƦƷ᫇ǛࠀƠࡽƍƨ᫇ƱƠǇƢŵᲣƷμᢿǇƨƸ
ɟᢿǛǋƱƴŴƜƷཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔ˟ᅈܭƷМྙƴǑǓᚘም
ƠǇƢŵ
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ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒŴƢưƴዸኽƞǕƯƍǔɼƨǔ̬ᨖڎ
ኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷμᢿǇƨƸɟᢿǛ࠰ૅƴ
ᆆᘍƢǔଓƷဎЈƕƋǓŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱ
ƍƍǇƢŵᲣƷӷॖǛࢽƨƏƑư˟ᅈƕ১ᜄƠƨƱƖƴŴɼڎኖƴ˄
ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ɼڎኖƷɟᢿǛ࠰ૅƴᆆᘍƢǔƱƖƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴ˟ᅈܭƷርϋưŴɼڎ
ኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƢǔᢿЎƷ̬ᨖ᫇ǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƴƭƍƯƸŴƜƷཎኖƷ
ዸኽଐˌࢸǋŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇ
ƢŵᲣǛᢘဇƠǇƢŵƜƷئӳŴƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸƸŴɼኖഘ
ɶŴž̬ᨖڎኖſƱƋǔƷǛž̬ᨖڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳ
ƍᢿЎſƱᛠǈஆƑǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧ̬ᨖӖ
ӕʴƷˊᘙᎍƴ᧙ƢǔᙹܭŴƳǒƼƴ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸ
ƴ᧙ƢǔᙹܭǛᨊƖǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷዸኽଐƸŴɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ʕࢸᲢฎ̬ᨖƴ
ࢸ٭Ʒ̬ᨖڎኖƷئӳƴƸŴࢸ٭ᲣƷଐưŴƜƷཎኖƷ˄ьǛ˟
ᅈƕ১ᜄƠƨଐƷႺࢸƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴƜƷཎ
ኖǛዸኽƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
  ƜƷཎኖƷዸኽଐƴƓƚǔᘮ̬ᨖᎍƷ࠰ᱫƕ˟ᅈƷܭǊǔ࠰ᱫƷ
ርٳƷƱƖ
  ɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƢǔᢿЎƴƭƍƯŴƜƷཎኖƷዸኽ
ଐƴƓƚǔؕஜ࠰᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔ᫇ǛɦǇǘǔƱƖ
  ƦƷ˂Ŵ˟ᅈƷܭǊǔவˑǛƨƞƳƍƱƖ
Ჯ ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƨࢸƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
   ɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƨᢿЎᲢˌɦŴž࠰ૅᆆᘍ
ᢿЎſƱƍƍǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷӕৢǛᘍƍǇƤǜŵ
  Ĭ രʧ̬ᨖƷૅ
  ĭ ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƷૅ
  Į ̬ᨖƷૅ
  į ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
  ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴฎ̬ᨖƔǒҾ̬ᨖڎኖǁƷࣄƷ
ӕৢǛᘍƍǇƤǜŵ
Ჰ ƜƷཎኖƕዸኽƞǕƨƱƖƸŴ࠰ᚰǛႆᘍƠǇƢŵ

主契約

ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
 ƜƷཎኖƸŴƢưƴዸኽƞǕƯƍǔɼڎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƴƭƍƯŴ
ݩஹƷരʧ̬ᨖǍ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƳƲƷૅƴƔƑƯŴ࠰ƷૅǛ
ᘍƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

  ɼڎኖᲢɼڎኖƷɟᢿǛ࠰ૅƴᆆᘍƢǔئӳƴƸŴɼڎኖƷ
ƏƪƜƷཎኖவǛᢘဇƢǔᢿЎƱƠǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ᆢᇌ
  ƜƷཎኖƷዸኽƴෞ๒Ƣǔɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍƨཎኖƷ̬ᨖ
૰ᆢᇌ
  Эኛ̬ᨖ૰Ʒസ᫇ƕƋǔƱƖƸŴƦƷസ᫇

主契約

ᇹᲭவᲶ࠰ૅ᧓Ჸ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴ࠰ૅᆆᘍᢿЎƴƭƍƯŴ
˟ᅈƷܭǊǔርưŴ࠰ૅ᧓ǛਦܭƠƯƘƩƞƍŵ

年金支払移行特約

ᇹᲮவᲶ࠰ƷૅᲸ
  ˟ᅈƸŴ࠰ૅ᧓ɶŴƭƗƴܭǊǔ࠰ૅଐƴᘮ̬ᨖᎍƕဃ
܍ƠƯƍǔƱƖŴؕஜ࠰᫇ǛૅƍǇƢŵ
  ᇹᲫ࠰ׅૅଐ
  ƜƷཎኖƷዸኽଐ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ࠰ૅଐ
  ᇹᲫ࠰ׅૅଐƷ࠰ҥˮƷࣖ࢘ଐ
ᇹᲯவᲶ࠰ӖӕʴᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴƜƷཎኖƷዸኽƷᨥŴ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸ
ɼڎኖƷ̬ᨖӖӕʴƷƏƪŴƍƣǕƔǛ࠰ӖӕʴƱƠƯਦܭ
ƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƱ࠰ӖӕʴƕီƳǔئӳŴ࠰ӖӕʴƸŴƜƷཎኖƷ
ዸኽଐˌࢸƸŴ࠰ૅᆆᘍᢿЎƴƭƍƯƷೌМƓǑƼ፯ѦƷƢǂƯ
Ǜ১ዒƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹᲰவᲶ࠰ૅ᧓ɶƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئӳƷӕৢᲸ
  ᇹᲫ࠰ׅૅଐˌࢸŴ࠰ૅ᧓ɶƷஇࢸƷ࠰ૅଐЭƴᘮ
̬ᨖᎍƕരʧƠƨƱƖƸŴᇹᲮவᲶ࠰ƷૅᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
˟ᅈƸŴ࠰ӖӕʴƴŴസ࠰܍ૅ᧓ƷசƷ࠰Ʒྵ̖Ǜɟ
ƴૅƍǇƢŵ
ᇹᲱவᲶ࠰ƷɟૅᲸ
  ࠰ӖӕʴƸŴᇹᲫ࠰ׅૅଐˌࢸŴ࠰ૅ᧓ɶƷஇࢸƷ࠰
ૅଐЭƴᨂǓŴ࠰ૅ᧓ɶƷݩஹƷ࠰ƷૅƴƔƑƯŴസ
࠰܍ૅ᧓ƷசƷ࠰Ʒྵ̖ƷɟૅǛᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖ
ǇƢŵ
ᇹᲲவᲶ࠰Ʒᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
Ძ ࠰ƷૅʙဌƕဃơƨƱƖƸŴ࠰ӖӕʴƸŴ๛ƳƘ࣏ᙲ
ᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯŴ࠰Ǜᛪ൭ƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ƜƷཎኖƷ࠰ƷૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹ
ܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲳவᲶ࠰ӖӕʴƷ٭Ჸ
Ძ ƜƷཎኖƷዸኽଐƴਦܭƞǕƨ࠰ӖӕʴƸŴˌࢸ٭ƢǔƜƱƕ
ưƖǇƤǜŵƨƩƠŴ࠰ӖӕʴƕരʧƠƨئӳŴ࠰ӖӕʴƸŴƦ
ƷരʧƠƨ࠰ӖӕʴƷരʧƷඥܭႻዓʴƴ٭ƞǕƨǋƷƱƠǇ
Ƣŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓ࠰ӖӕʴƱƳƬƨᎍƕരʧƠƨئӳƴŴƜƷᎍ
ƴඥܭႻዓʴƕƍƳƍƱƖƸŴЭƷᙹܭƴǑǓ࠰ӖӕʴƱƳƬƨ
ᎍƷƏƪဃ܍ƠƯƍǔ˂Ʒ࠰ӖӕʴǛ࠰ӖӕʴƱƠǇƢŵ
Ჭ ЭᲬƷᙹܭƴǑǓ࠰ӖӕʴƱƳƬƨᎍƕᲬʴˌɥƍǔئӳŴƦ
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ƷӖӕлӳƸרሁƱƠǇƢŵ
Ხ ࠰ӖӕʴƸŴƦƷೌМǛᇹɤᎍƴᜯบƠǇƨƸਃ̬ƴ̓ƢǔƜƱ
ƸưƖǇƤǜŵ

ᇹவᲶᚐኖƓǑƼؕஜ࠰᫇Ʒถ᫇Ჸ
  ࠰ૅᆆᘍᢿЎƷᚐኖƓǑƼؕஜ࠰᫇Ʒถ᫇ƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖǛኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴᇹᲫ
வᲶཎኖƷዸኽᲸᇹᲭǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
Ჭ ƜƷཎኖƷዸኽଐƸŴᘮ̬ᨖᎍƕ̬ᨦᆆᘍӧᏡ࠰ᱫƴᢋƠƨ
ˌࢸƷଐưŴƜƷཎኖƷ˄ьǛ˟ᅈƕ১ᜄƠƨଐƷႺࢸƷɼڎ
ኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖǛኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƴ˄ьƠƨئӳưŴɼڎኖ
ƴҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƓǑƼπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖƷ
μᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ьƞǕƯƍǔƱƖƴƸŴᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸᇹ
ᲬᇹᲬӭǛŴƭƗƷƱƓǓᛠǈஆƑǇƢŵ
  ɼڎኖƷƏƪƭƗƷĬƔǒĮƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƳƍᢿЎ
ƴƭƍƯƸŴƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸǋŴɼڎኖƷ୍ᡫ̬ᨖኖ
ഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣǛᢘဇƠǇƢŵƜƷئ
ӳŴƜƷཎኖƷዸኽଐˌࢸƸŴɼኖഘɶŴž̬ᨖڎኖſƱƋ
ǔƷǛž̬ᨖڎኖƷƏƪ࠰ૅŴҔၲ̬ᨦƓǑƼπႎʼᜱ
̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƳƍᢿЎſƱᛠǈ
ஆƑǇƢŵƨƩƠŴ̬ᨖڎኖᎍƓǑƼരʧ̬ᨖӖӕʴƷˊ
ᘙᎍƴ᧙ƢǔᙹܭŴƳǒƼƴ࠰ᱫƓǑƼࣱКƷᛚǓƷϼྸƴ
᧙ƢǔᙹܭǛᨊƖǇƢŵ
  Ĭ ࠰ૅ
  ĭ Ҕၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƴܭǊǔҔၲ̬ᨦᲢஜӭǛᡫơƯžҔ
ၲ̬ᨦſƱƍƍǇƢŵᲣ
  Į πႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖƴܭǊǔπႎʼ
ᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᲢஜӭǛᡫơƯžπႎʼᜱ̬ᨖС
ࡇᡲѣ࠰ૅſƱƍƍǇƢŵᲣ
Ჭ ƜƷཎኖǛኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƴ˄ьƠƨئӳưŴƜƷཎ
ኖƱӷƴɼڎኖƴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖǛ˄ьƠ

― 133 ―

年金支払移行特約

ᇹவᲶ࠰ૅᆆᘍᢿЎƷෞ๒Ჸ
  ࠰ૅᆆᘍᢿЎƸƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨئӳƴŴෞ๒
ƢǔǋƷƱƠǇƢŵ
  ᇹᲰவᲶ࠰ૅ᧓ɶƴᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨئӳƷӕৢᲸƷᙹ
ܭƴǑǓŴ࠰ƷɟૅƕᘍǘǕƨƱƖ
  ᇹᲱவᲶ࠰ƷɟૅᲸƷᙹܭƴǑǓŴ࠰Ʒɟૅƕᘍǘ
ǕƨƱƖ
  ࠰ૅ᧓ɶƷஇࢸƷ࠰ƕૅǘǕƨƱƖ

主契約

ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠ
ǇƢŵƜƷئӳŴžᚐኖſƱƋǔƷƸž࠰Ʒɟૅ᫇ſƱ
ƠŴ࠰ӖӕʴƴૅƏǋƷƱƠǇƢŵ

ƨƱƖƴƸŴᇹᲬவᲶؕஜ࠰᫇ƷᚘምᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼኖ
ഘƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ǇƨƸ̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ˄
ƕƋǔئӳưǋŴ˟ᅈƸŴƦǕǒƷΨМƷࠀƠࡽƖǛᘍƍǇƤǜŵ

主契約

ᇹவᲶɼڎኖƴȪȓȳǰȷȋȸǺཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƷ
ཎЩᲸ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸᇹᲮƴܭǊǔǄƔŴɼڎኖƴȪȓȳǰȷȋ
ȸǺཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳưŴƜƷཎኖƷዸኽଐƷЭଐǇưƴȪ
ȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ƕᘍǘǕƯƍǔƱƖƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ
ƜƷཎኖǛዸኽƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ

年金支払移行特約
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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

ᇹᲮவᲶཎኖ̬ᨖƷૅᲸ
Ძ ཎኖരʧ̬ᨖŴཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖᲢˌɦŴዮᆅƠƯžཎኖ̬ᨖ
ſƱƍƍǇƢŵᲣƷૅƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ཎኖരʧ̬ᨖ
ཎ ኖ ̬ ᨖ  Ǜ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ɶƴരʧƠƨƱƖ
ૅƏئӳᲢˌ
ɦŴžૅʙ
ဌſƱƍƍǇ
ƢŵᲣ
ૅ᫇

ཎኖ̬ᨖ᫇
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定期特約

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

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

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

定期特約

ૅ᫇

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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特約

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
ᇹᲯவᲶཎኖ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷཎኖ̬ᨖƷᛪ൭Ŵ
ૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

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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定期特約

ᇹᲰவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

Ჭ ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕჺƞǕŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƕ
ɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛƜƑǔƱƖƸŴ˟ᅈƷܭǊǔርưŴƜƷ
ཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓ǛჺƢǔǋƷƱƠŴǇƨŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ǛƋǘƤƯჺƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ხ ЭᲭƷئӳŴ˟ᅈƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭ƷᙹܭŴɼኖഘƷ
̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ƷᙹܭǛแဇƠƯŴ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʒ٭Ŵ
ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᡂ᧓Ʒ٭ǛӕǓৢƍǇƢŵ

特約

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

定期特約

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

定期特約

― 139 ―

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 ૼ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

特約

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

定期特約

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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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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定期特約

ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ཎኖ̬ᨖǇƨƸƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷᛪ൭ƴ᧙Ƣǔᚫᚤ
ƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

特約

ܾ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

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

定期特約

ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨ
ئӳƴƸŴƜƷཎኖƸӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌǛɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌƱƱ
ǋƴؕஜ࠰᫇ƷᚘምؕᄽƱƳǔ᫇ƴԃǊǇƢŵ
ᇹவᲶ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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ܹരʧлفཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴɼڎኖƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƕɧॾƷʙ
ǇƨƸज़௨ၐƴǑǓരʧƠƨئӳƸܹരʧ̬ᨖǛŴɧॾƷʙǇƨ
Ƹज़௨ၐƴǑǓܭƷ᭗ࡇᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƸܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ
ǛૅƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ

ᇹᲮவᲶɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯Ჸ
Ძ ƜƷཎኖƴƓƍƯžɧॾƷʙſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷʙ
ǛƍƍŴžɧॾƷʙƴǑǔͻܹſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷ
ʙƴǑǔͻܹǛƍƍǇƢŵ
Წ ЭƴƓƍƯž࣯ນſŴžͪႆſƓǑƼžٳஹſƱƸŴƭƗƷӲӭ
ƴܭǊǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
  ࣯ນ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙƔǒͻܹƷႆဃǇưƴ᧓ႎ᧓ᨠƷƳƍƜ
ƱǛƍƍŴॸࣱŴӒࣄࣱŴਤዓࣱƷࢍƍǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ͪႆ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙǇƨƸͻܹƷႆဃƕƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƴ
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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

特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ

特約
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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
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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ဌ ſ Ʊ ƍ ƍ Ǉ Įᘮ̬ᨖᎍƷችᅕᨦܹǛҾ׆ƱƢǔʙ
ƢŵᲣ
įᘮ̬ᨖᎍƷථᣓƷཞ७ǛҾ׆ƱƢǔʙ
İᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᢃ᠃ǛਤƨƳƍưᢃ
᠃ƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ıᘮ̬ᨖᎍƕඥˋƴܭǊǔᣒൢ࠘Ƽᢃ᠃ǇƨƸƜǕ
ƴႻ࢘Ƣǔᢃ᠃ǛƠƯƍǔ᧓ƴဃơƨʙ
ĲעᩗŴ້֩ǇƨƸඬ
ĳʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ


ܹ̬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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ૅ᫇

特約

 ܹ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

ƋǔƱƖƴƸŴ˟ᅈƸŴܹരʧ̬ᨖƷസ᫇ǛƦƷ˂ƷɼڎኖƷര
ʧ̬ᨖӖӕʴƴૅƍǇƢŵ
Ჰ ᘮ̬ᨖᎍƕŴעᩗŴ້֩ŴඬǇƨƸʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯŴ
ܹ̬ᨖƷૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬
ᨖᎍƷૠƷفьƕŴƜƷཎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖ
ƸŴ˟ᅈƸŴƦƷᆉࡇƴࣖơŴܹ̬ᨖǛμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅ
ƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ჱ ƜƷཎኖƕૼƞǕƳƍئӳưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴƓ
ƍƯŴ᭗ࡇᨦܹཞ७ƷƏƪƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍƜƱƷǈƕଢǒƔưƳ
ƍƨǊƴܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖƕૅǘǕƳƍƱƖưŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ
᧓ʕࢸǋࡽƖዓƖƦƷཞ७ƕዒዓƠŴƔƭŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳ
ƍƜƱƕଢǒƔƴƳƬƨƱƖᲢɧॾƷʙǛႺƷҾ׆ƱƢǔئӳƴ
ƭƍƯƸŴ࢘ᛆɧॾƷʙƷଐƔǒƦƷଐǛԃǊƯଐˌϋưƋǔƜ
ƱǛᙲƠǇƢŵᲣƴƸŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ʕƷଐƴ᭗ࡇᨦܹཞ७
ƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱǈƳƠƯܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖǛૅƍǇƢŵ

特約

ᇹᲰவᲶܹ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷܹ̬ᨖƷᛪ൭Ŵ
ૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

災害死亡割増特約

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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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

特約

ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
Ʒԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍ
ئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

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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ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

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

特約

ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ

災害死亡割増特約

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 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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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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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

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

災害死亡割増特約

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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ᇹவᲶኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆዮӳƇŴኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆၠǄ
ƏƇŴʼᜱ࠰ܭ̬ᨖƆዮӳƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶૼҔၲ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
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ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨ
ئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨƜƱƴǑǓܹ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷ
ܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨئӳƴƸŴܹ̬ᨖ᫇Ǜ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǇ
ưถ᫇ƠǇƢŵ
  ЭӭƷᙹܭƴǑǓܹ̬ᨖ᫇ƕถ᫇ƞǕƨئӳƴƸŴƜƷཎኖ
Ʒถ᫇ᢿЎƷ̬ᨖ૰ᆢᇌǛɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌƱƱǋƴؕஜ࠰
᫇ƷᚘምؕᄽƱƳǔ᫇ƴԃǊǇƢŵ
  ƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƸӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
  Ĭ ɼڎኖƷμᢿǛ࠰ૅƴᆆᘍƠƨƱƖ
  ĭ ɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ЭӭĬƷئӳŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌǛɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌ
ƱƱǋƴؕஜ࠰᫇ƷᚘምؕᄽƱƳǔ᫇ƴԃǊǇƢŵ
  ɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
  ЭӭƷئӳưŴɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƷࣄᛪ
൭ƷᨥƴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄ
Ʒᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ

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
ܹ̬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

Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶܼଈဃ̬ᨦ̬ᨖƆᚐኖƇƴ˄ьƢǔئӳƷ
ཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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ͻܹཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴɼڎኖƴ˄ьƢǔƜƱƴǑƬƯŴᘮ̬ᨖᎍƕɧॾƷʙ
ǇƨƸज़௨ၐƴǑǓരʧƠƨئӳƸܹരʧ̬ᨖǛŴɧॾƷʙƴǑ
ǓܭƷ៲˳ᨦܹཞ७ƴᛆ࢘ƠƨئӳƸᨦܹዅ˄ǛૅƏƜƱǛɼƳ
ϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

ᇹᲬவᲶཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲸ
  ƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴɼڎ
ኖƷᘮ̬ᨖᎍƱӷɟƱƠǇƢŵ

ᇹᲮவᲶɧॾƷʙƓǑƼɧॾƷʙƴǑǔͻܹƷܭ፯Ჸ
Ძ ƜƷཎኖƴƓƍƯžɧॾƷʙſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷʙ
ǛƍƍŴžɧॾƷʙƴǑǔͻܹſƱƸŴ࣯ນƔƭͪႆႎƳٳஹƷ
ʙƴǑǔͻܹǛƍƍǇƢŵ
Წ ЭƴƓƍƯž࣯ນſŴžͪႆſƓǑƼžٳஹſƱƸŴƭƗƷӲӭ
ƴܭǊǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
  ࣯ນ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙƔǒͻܹƷႆဃǇưƴ᧓ႎ᧓ᨠƷƳƍƜ
ƱǛƍƍŴॸࣱŴӒࣄࣱŴਤዓࣱƷࢍƍǋƷƸᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
  ͪႆ
  ͻܹƷҾ׆ƱƳƬƨʙǇƨƸͻܹƷႆဃƕƜƷཎኖƷᘮ̬ᨖᎍƴ

― 153 ―

傷害特約

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

特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ

特約
傷害特約

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

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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傷害特約

ܹ̬ᨖ᫇ƴƦƷ៲˳ᨦܹཞ७ƕᛆ࢘ƢǔᆔႸ
ƴࣖݣƢǔКᘙᲱƴܭǊǔዅ˄лӳǛʈơƯࢽƨ
᫇

特約

ૅ᫇

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

特約

ᇹᲱவᲶཎኖ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸ
  ƜƷཎኖƷཎኖ̬ᨖƷᛪ൭Ŵ
ૅƓǑƼૅئƴƭƍƯƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹᲲவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

傷害特約

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

特約

ᇹவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯Ѧᢌ
ӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘ
Ʒԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍ
ئӳƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

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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傷害特約

ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƠŴƜƷཎኖƷᚐኖ
Ǜᛪ൭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

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

特約

ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ

傷害特約

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 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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傷害特約

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

特約

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

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

傷害特約

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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ᇹவᲶኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆዮӳƇŴኳ៲ʼᜱ࠰̬ᨖƆၠǄ
ƏƇŴʼᜱ࠰ܭ̬ᨖƆዮӳƇŴƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶૼҔၲ̬ᨖƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
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傷害特約

ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨ
ئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨƜƱƴǑǓܹ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷ
ܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨئӳƴƸŴܹ̬ᨖ᫇Ǜ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǇ
ưถ᫇ƠǇƢŵ
  ЭӭƷᙹܭƴǑǓܹ̬ᨖ᫇ƕถ᫇ƞǕƨئӳƴƸŴƜƷཎኖ
Ʒถ᫇ᢿЎƷ̬ᨖ૰ᆢᇌǛɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌƱƱǋƴؕஜ࠰
᫇ƷᚘምؕᄽƱƳǔ᫇ƴԃǊǇƢŵ
  ƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƸӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
  Ĭ ɼڎኖƷμᢿǛ࠰ૅƴᆆᘍƠƨƱƖ
  ĭ ɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ЭӭĬƷئӳŴƜƷཎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌǛɼڎኖƷ̬ᨖ૰ᆢᇌ
ƱƱǋƴؕஜ࠰᫇ƷᚘምؕᄽƱƳǔ᫇ƴԃǊǇƢŵ
  ɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
  ЭӭƷئӳưŴɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƷࣄᛪ
൭ƷᨥƴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄ
Ʒᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ

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

Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶܼଈဃ̬ᨦ̬ᨖƆᚐኖƇƴ˄ьƢǔئӳƷ
ཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ


特約
傷害特約
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ȪȓȳǰȷȋȸǺཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴᘮ̬ᨖᎍƷ˷ԡƕᲰƔஉˌϋƱЙૺƞǕǔئӳƴŴݩஹ
Ʒരʧ̬ᨖƷμᢿǇƨƸɟᢿƴƔƑƯŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅ
ƏƜƱǛɼƳϋܾƱƢǔǋƷưƢŵ

ᇹᲬவᲶཎኖƷ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
  ƜƷཎኖƸ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠǇƤǜŵ

― 163 ―

リビング・ニーズ特約

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
ƚƨئӳƴƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ƸƳƔƬƨǋƷƱƠƯ

特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥƴŴɼڎኖƷᘮ̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ
̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƷӷॖǛࢽƯŴ̬ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ
˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷᝧ˓ڼᲢˌɦŴžᝧ˓ڼſƱƍƍǇƢŵᲣƸŴ
ɼڎኖƷᝧ˓ڼƱӷɟƱƠǇƢŵ

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

特約
リビング・ニーズ特約

ᇹᲮவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅǘƳƍئӳᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƕŴƭƗƷƍƣǕƔƴǑǓȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅ
ʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅƍ
ǇƤǜŵ
  ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸᇹᲯவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷ
ᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸᇹᲬƴܭǊǔਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ
ॖ
  ᘮ̬ᨖᎍƷཛፕᘍໝ
  ʗƦƷ˂Ʒ٭ʏ
Წ ᘮ̬ᨖᎍƕŴʗƦƷ˂Ʒ٭ʏƴǑƬƯȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷ
ૅʙဌƴᛆ࢘ƠƨئӳưǋŴૅʙဌƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷૠƷف
ьƕŴɼڎኖƷᚘምƷؕᄽƴӏǅƢࢨ᪪ƕݲƳƍƱƖƸŴ˟ᅈƸŴƦ
ƷᆉࡇƴࣖơŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛμ᫇ǇƨƸЪถƠƯૅƏ
ƜƱƕƋǓǇƢŵ
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
ƨଐƴ࢘ᛆᢿЎƕෞ๒ƠƨǋƷƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
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ᇹᲰவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ɼڎኖƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ɼڎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍ
ƯǋӷƴࣄƷᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠƯƜƷཎኖƷࣄǛӕǓৢƍǇƢŵ

ᇹவᲶٻʙဌƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷٻʙဌƴǑ
ǔᚐᨊƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵƨƩƠŴஜவƷᙹܭƴǑǔƜƷཎኖƷᚐ
ᨊƷᡫჷƴƭƍƯŴദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷ
ƍƣǕƴǋᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠ
ǇƢŵ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  ƭƗƷӲӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒Ơ
ǇƢŵ
  ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅƬƨƱƖ
  ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖ
ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
  ƜƷཎኖƷᚐኖƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷڎኖᎍᣐ࢘Ჸ
  ƜƷཎኖƴݣƠƯƸŴڎኖᎍᣐ࢘ƸƋǓǇƤǜŵ
ᇹவᲶཎኖƷૼᲸ
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リビング・ニーズ特約

ᇹᲳவᲶԓჷ፯ѦƓǑƼԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊᲸ
  ƜƷཎኖƷዸኽǇƨƸࣄƴᨥƠƯƷԓჷ፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑ
ǔᚐᨊƓǑƼƜƷཎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷԓჷ
፯ѦŴԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐᨊưƖƳƍئӳƷ
ᙹܭǛแဇƠǇƢŵƨƩƠŴஜவƷᙹܭƴǑǔƜƷཎኖƷᚐᨊƷᡫჷ
ƴƭƍƯŴദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷƍƣǕƴ
ǋᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇƢŵ

特約

ᇹᲲவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǛ٭Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴࢸ٭Ʒਦྸˊܭᛪ൭ʴƸŴᇹᲯவᲶȪȓ
ȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ŴૅƓǑƼૅئᲸᇹᲬƷᙹܭ
ƷርϋƷᎍưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷ٭Ǜᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣ
Ǜ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ஜவƷ٭ƸŴ̬ᨖᚰУƴᘻǛӖƚƯƔǒưƳƚǕƹŴ˟ᅈƴݣ
৴ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ

Ძ ɼڎኖƕૼƞǕƨƱƖƴƸŴɼڎኖƱƱǋƴƜƷཎኖǋૼƞǕ
ǔǋƷƱƠǇƢŵƨƩƠŴૼƴŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷዸኽǛӕǓৢ
ƬƯƍƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƸૼƞǕǇƤǜŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕૼƞǕǔئӳƴƸŴɼኖഘƷૼƴ
᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶሥᠤᘶЙᲸ
  ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭ƴ᧙ƢǔᚫᚤƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷ
ሥᠤᘶЙƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

特約
リビング・ニーズ特約

ᇹவᲶɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ძ ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲫƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ
ɼڎኖƷዸኽࢸŴ̬ᨖڎኖᎍƸᘮ̬ᨖᎍƷӷॖƓǑƼ˟ᅈƷ১ᜄǛࢽ
ƯŴ˟ᅈƷܭǊǔርưƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƯዸኽƢǔƜƱƕ
ưƖǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖǛɼڎኖƴ˄ьƠƨئӳƴƸŴƭƗƷƱ
ƓǓƱƠǇƢŵ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽƓǑƼᝧ˓ڼᲸᇹᲬƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ˟ᅈƸŴ˟ᅈƕƜƷཎኖƷ˄ьǛ১ᜄƠƨǛᝧ˓ڼƱƠ
ǇƢŵ
  ̬ᨖᚰУƸႆᘍƤƣŴ̬ᨖڎኖᎍƴ᩿ǛǋƬƯᡫჷƠǇƢŵ
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
ǛǋƱƴŴ˟ᅈƷܭǊǔ૾ඥưŴɼڎኖƓǑƼƜǕǒƷཎኖƷരʧ
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̬ᨖ᫇ƔǒਦܭƞǕƨǋƷƱƠǇƢŵ
  ƜƷཎЩƴǑǔȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅƴƭƍƯƸŴᇹᲭ
வᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅᲸᇹᲭƔǒᇹᲳǇưƷᙹܭ
ƓǑƼᇹᲮவᲶȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖǛૅǘƳƍئӳᲸᇹᲬ
ƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵƨƩƠŴɼڎኖƴᡥถܭཎኖŴᡥܭفཎ
ኖǇƨƸܼଈဃ̬ᨦཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴƸŴᇹᲭவᲶȪ
ȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷૅᲸᇹᲮƴƓƚǔਦ̬ܭᨖ᫇ЎƷถ
᫇ƸŴɼڎኖƴƭƍƯƸਦ̬ܭᨖ᫇ƕŴᡥถܭཎኖƓǑƼᡥف
ܭཎኖƴƭƍƯƸਦ̬ܭᨖ᫇ƴࣖݣƢǔཎኖؕแ̬ᨖ᫇ƕŴ
ܼଈဃ̬ᨦཎኖƴƭƍƯƸਦ̬ܭᨖ᫇ƴࣖݣƢǔཎኖؕแ࠰
᫇ƕถ᫇ƞǕƨǋƷƱƠǇƢŵ
ᇹவᲶɼڎኖƴܹരʧлفཎኖǇƨƸͻܹཎኖƕ˄ьƞǕƯ
ƍǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƴܹരʧлفཎኖǇƨƸͻܹཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳƴ
ƸŴƜǕǒƷཎኖவƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖ
ƷૅƴǑǓɼڎኖƷ̬ᨖ᫇ǇƨƸؕแ࠰உ᫇ƕถ᫇Ტ˄ьƞǕ
ƯƍǔܭཎኖƷཎኖ̬ᨖ᫇ŴᡥถܭཎኖǋƠƘƸᡥܭفཎኖ
Ʒཎኖؕแ̬ᨖ᫇ǇƨƸܼଈဃ̬ᨦཎኖƷཎኖؕแ࠰᫇Ʒถ᫇
ǛԃǈǇƢŵᲣƞǕŴܹ̬ᨖ᫇ƕ˟ᅈƷܭǊǔᨂࡇǛƜƑƨƱƖ
ưǋŴܹ̬ᨖ᫇Ƹถ᫇ƞǕƳƍǋƷƱƠǇƢŵ

特約

ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖƕ˄ьƞǕƯƍǔɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨ
ئӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƸӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
  Ĭ ɼڎኖƷμᢿǛ࠰ૅƴᆆᘍƠƨƱƖ
  ĭ ɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƕෞ๒ƠƨƱƖ
  ɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
  ЭӭƷئӳưŴɼڎኖƷƏƪ࠰ૅƴᆆᘍƠƳƍᢿЎƷࣄᛪ
൭ƷᨥƴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄ
Ʒᛪ൭ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ

リビング・ニーズ特約

ᇹவᲶɼڎኖƕኳ៲̬ᨖƆᢠ৸ƇƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕɤٻ၌၏̬ᨦኳ៲̬ᨖƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕɤٻ၌၏̬ᨦ˄ኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƷ
ئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƷئӳƷཎЩᲸ
  ƜƷཎኖǛኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇƴ˄ьƠƨئӳưŴɼڎኖ
ƴҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖǇƨƸ
࠰ૅᆆᘍཎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ьƞǕƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱ
ƓǓƱƠǇƢŵ
  ƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴ
ƜƷཎኖƸӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
  Ĭ ɼڎኖƷμᢿǛҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƴܭǊǔҔၲ̬ᨦ
ᲢˌɦŴ
žҔ
ၲ̬ᨦſƱƍƍǇƢŵᲣŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎ
ኖƴܭǊǔπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᲢˌɦŴžπႎʼᜱ̬
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ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅſƱƍƍǇƢŵᲣǇƨƸ࠰ૅᆆᘍཎኖƴ
ܭǊǔ࠰ૅᲢˌɦŴž࠰ૅſƱƍƍǇƢŵᲣƷμᢿǇƨ
ƸɟᢿƴᆆᘍƠƨƱƖ
 ĭ ɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƓǑƼ
࠰ૅƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƳƍᢿЎƕෞ๒ƠƨƱƖ
 ɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅƓǑƼ࠰
ૅƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƳƍᢿЎƕјщǛڂƬƨƱƖƸŴƜƷཎ
ኖǋӷƴјщǛڂƍǇƢŵ
 ЭӭƷئӳưŴɼڎኖƷƏƪҔၲ̬ᨦŴπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰
ૅƓǑƼ࠰ૅƷƍƣǕƴǋᆆᘍƠƳƍᢿЎƷࣄᛪ൭Ʒᨥ
ƴКെƷဎЈƕƳƍƱƖƸŴƜƷཎኖƴƭƍƯǋӷƴࣄƷᛪ൭
ƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
 ᇹவᲶɼڎኖƴ࠰ૅᆆᘍཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳƷཎЩᲸƷ
ᙹܭƸᢘဇƠǇƤǜŵ

特約

ᇹவᲶɼڎኖƕૼƕǜ̬ᨖŴƕǜܭ̬ᨖŴƕǜ̬ᨖƆƇŴ
ƕǜ̬ᨖƆᚐኖƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖ
ƇŴƕǜ̬ᨖƆኳ៲ȷᚐኖƇƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇŴҔၲ̬ᨖƆƇ
ƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

リビング・ニーズ特約

ᇹவᲶɼڎኖƕࡽӖؕแዼԧҔၲ̬ᨖƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕܼଈဃ̬ᨦ̬ᨖƆᚐኖƇƷئӳƷ
ཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕࡽӖؕแዼԧૼҔၲ̬ᨖƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

― 168 ―

ͤࡍлࡽཎኖƆཎኖဇƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᲶƜƷཎኖƷឯଓᲸ
ƜƷཎኖƸŴᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƢ
ǔئӳƴŴƜƷཎኖǛ˄ьƠƨܭཎኖƳƲƷ̬ᨖ૰ƷлࡽǛᘍƏӕৢ
ƴƭƍƯᙹܭƠƨǋƷưƢŵ

ᇹᲬவᲶɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴᘮ̬ᨖᎍƷտཞඞƴǑ
ǓŴͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙǇƨƸͤࡍ˳̬ᨖ૰ྙƆ᩼տƇƱƠǇƢŵ

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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健康割引特約
︹特約用︺

ᇹᲭவᲶཎኖƷ̬ᨖ᧓Ჸ
  ƜƷཎኖƷ̬ᨖ᧓ƸŴƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƷ̬ᨖ᧓Ʊӷ
ɟƱƠǇƢŵ

特約

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

特約
健康割引特約
︹特約用︺

ᇹᲰவᲶཎኖƷࣄᲸ
Ძ ᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ७ƦƷ˂ƕ˟ᅈƷܭǊǔؕแƴᢘӳƢǔئӳŴ̬
ᨖڎኖᎍƸŴɼཎኖƷࣄᛪ൭ƷᨥŴƜƷཎኖƷࣄƷᛪ൭ǛƢǔƜ
ƱƕưƖǇƢŵ
Წ ˟ᅈƸŴЭƷᙹܭƴǑǓᛪ൭ƞǕƨƜƷཎኖƷࣄǛ১ᜄƠƨئ
ӳƴƸŴƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
 ࣄࢸƷɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴฎ̬ᨖǁƷ٭ЭƷɼཎኖƷ̬
ᨖ૰ྙƱӷɟƱƠǇƢŵƨƩƠŴ˟ᅈƸŴƜƷཎኖƷࣄƷᨥƷᘮ
̬ᨖᎍƷտཞඞƴǑǓŴࣄࢸƷɼཎኖƷ̬ᨖ૰ྙǛͤࡍ˳̬ᨖ
૰ྙƆ᩼տƇƔǒͤࡍ˳̬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
ᇹᲱவᲶͤࡍлࡽƴ᧙Ƣǔԓჷ፯ѦሁᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷዸኽŴࣄǇƨƸࣄƷᨥŴ˟ᅈƕŴᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍཞ
७ƓǑƼᢅӊᲫ࠰᧓Ʒտཞඞሁƴ᧙ƠԓჷưឋբƠƨʙƴƭƍ
ƯŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƸŴƦƷԓჷƴǑƬƯԓჷƠƯƘƩ
ƞƍŵƨƩƠŴ˟ᅈਦܭƷҔࠖƷឋբƴǑǓԓჷǛ൭ǊƨƱƖƸŴƦ
ƷҔࠖƴݣƠƯӝ᪽ưԓჷƠƯƘƩƞƍŵ
Წ ЭƴᙹܭƢǔԓჷƴьƑŴ
˟ᅈƸŴ
̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴŴ
˟ᅈƷܭǊǔᘮ̬ᨖᎍƷͤࡍᚮૺƷኽௐǛᚡ᠍ƠƨǇƨƸƦƷϙ
ƠƷ੩ЈǛ൭ǊǔئӳƕƋǓǇƢŵ
ᇹᲲவᲶͤࡍлࡽƴ᧙Ƣǔԓჷ፯ѦᢌӒሁƴǑǔཎኖƷᚐᨊᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƕŴЭவᇹᲫƷԓჷƷᨥŴॖǇƨƸ
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

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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健康割引特約
︹特約用︺

ᇹவᲶɼཎኖƷᚐኖᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨɼཎኖƷᚐኖƸŴᇹᲬவᲶɼཎኖƷ̬ᨖ
૰ྙᲸƴᙹܭƢǔ̬ᨖ૰ྙƴࣖơƯᚘምƠǇƢŵ

特約

ᇹவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
  ƜƷཎኖƷǈƷᚐኖƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

特約
健康割引特約
︹特約用︺

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

特約

ᇹவᲶɼཎኖƴᡥถܭཎኖŴᡥܭفཎኖƕԃǇǕƯƍǔئ
ӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼཎኖƴܼଈဃ̬ᨦཎኖƕԃǇǕƯƍǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

ᇹவᲶɼڎኖƕ၌၏λᨈ̬ᨖŴҔၲ̬ᨖƆƇƷئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
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健康割引特約
︹特約用︺

ᇹவᲶܭཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƴ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

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

特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷዸኽᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖᎍƱ˟ᅈƱƷ᧓ưɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼ
ڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣǛዸኽƢǔᨥǇƨƸዸኽƠƨࢸƴŴɼڎኖƷᘮ
̬ᨖᎍᲢˌɦŴžᘮ̬ᨖᎍſƱƍƍǇƢŵᲣƷӷॖǛࢽƨƏƑưŴ̬
ᨖڎኖᎍƕ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˟ᅈƕ১ᜄƢǔƜƱƴǑǓŴɼڎኖƴ˄
ьƠƯዸኽƠǇƢŵ
Წ ɼڎኖǛዸኽƠƨࢸƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳƴƸŴ˟ᅈƕƜƷཎ
ኖƷ˄ьǛ১ᜄƠƨଐǛƜƷཎኖƷ˄ьଐƱƠǇƢŵ

指定代理請求特約

ᇹᲬவᲶཎኖƷݣᝋƱƳǔዅ˄ሁᲸ
  ƜƷཎኖƷݣᝋƱƳǔዅ˄ሁᲢˌɦŴžዅ˄ሁſƱƍƍǇƢŵᲣ
ƸŴɼڎኖƓǑƼɼڎኖƴ˄ьƞǕƯƍǔཎኖᲢˌɦŴž˄ьཎኖſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƷዅ˄ƷƏƪŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƱӖӕʴƕӷɟʴưƋǔዅ˄Ტ̬ᨖŴɟŴ࠰Ŵ
ᅔŴૅੲǛԃǈŴӸᆅƷ˴ڦǛբƍǇƤǜŵˌɦӷơŵᲣ
  ᘮ̬ᨖᎍƱ̬ᨖڎኖᎍƕӷɟʴưƋǔئӳƷ̬ᨖ૰Ʒᡂβᨊ
ᇹᲭவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸ
  ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴƋǒƔơǊƭƗƷӲӭƷር
ϋưᲫʴƷᎍᲢˌɦŴžਦྸˊܭᛪ൭ʴſƱƍƍǇƢŵᲣǛਦܭƠ
ƯƘƩƞƍŵ
  ᘮ̬ᨖᎍƷৎቔɥƷᣐͪᎍ
  ᘮ̬ᨖᎍƷႺኒᘉଈ
  ЭӭƷǄƔŴᘮ̬ᨖᎍƱӷއƠŴǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƱဃᚘǛɟƴƠ
Ưƍǔᘮ̬ᨖᎍƷᲭᚃሁϋƷᚃଈ
ᇹᲮவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴǑǔዅ˄ሁƷᛪ൭Ჸ
Ძ ዅ˄ሁƷӖӕʴᲢ̬ᨖ૰ƷᡂβᨊƷئӳƸ̬ᨖڎኖᎍŵˌɦӷ
ơŵᲣƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍƭƗƷӲӭƴܭǊǔཎКƳʙऴƕƋ
ǔƱƖƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƕŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ੩ЈƠƯŴዅ˄
ሁƷӖӕʴƷˊྸʴƱƠƯዅ˄ሁƷᛪ൭ǛƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
  ዅ˄ሁƷᛪ൭ǛᘍƏॖ࣬ᘙᅆƕᩊưƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨئӳ
  ͻ၏ӸƷԓჷǛӖƚƳƍᔟࣱƕ᭗ƍƱ˟ᅈƕᛐǊǔͻ၏Ӹƴƭ
ƍƯԓჷǛӖƚƯƍƳƍئӳǇƨƸ˷ԡƷԓჷǛӖƚƯƍƳƍئӳ
  ƦƷ˂ЭᲬӭƴแơǔཞ७Ტዅ˄ሁƷӖӕʴƕരʧƠƨئӳǛ
ᨊƖǇƢŵᲣưƋǔƱ˟ᅈƕᛐǊƨئӳ
Წ ЭƷᛪ൭ǛᘍƏئӳŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƸᛪ൭ƴƓƍƯᇹᲭவᲶ
ਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸƴܭǊǔርϋưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჭ ዅ˄ሁƷӖӕʴƴዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳƍཎКƳʙऴƕƋǓŴਦ
ྸˊܭᛪ൭ʴƕᛪ൭ƴᇹᲭவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭᲸƴܭǊǔር
ٳưƋǔئӳǋƠƘƸਦܭƞǕƯƍƳƍئӳᲢᇹᲯவᲶਦྸˊܭᛪ
൭ʴƷ٭ƓǑƼਦܭƷગׅᲸƷᙹܭƴǑǓਦྸˊܭᛪ൭ʴƕગׅƞ
ǕƨئӳƓǑƼਦྸˊܭᛪ൭ʴƕരʧƠƯƍǔئӳǛԃǈǇƢŵᲣǇ
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ᇹᲰவᲶԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼٻʙဌƴǑǔᚐᨊƷᡫ
ჷᲸ
  ɼڎኖǇƨƸ˄ьཎኖƷԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐᨊƓǑƼٻʙဌƴ
ǑǔᚐᨊƴƭƍƯƸŴɼኖഘƓǑƼཎኖவƷԓჷ፯ѦᢌӒƴǑǔᚐ
ᨊƴ᧙ƢǔᙹܭƓǑƼٻʙဌƴǑǔᚐᨊƴ᧙ƢǔᙹܭƴܭǊǔǄƔŴ
ദ࢘ƳྸဌƴǑƬƯŴ̬ᨖڎኖᎍŴᘮ̬ᨖᎍǇƨƸዅ˄ሁƷӖӕʴ
ƷƍƣǕƴǋᡫჷưƖƳƍئӳƴƸŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭
ʴƴᚐᨊƷᡫჷǛƠǇƢŵ
ᇹᲱவᲶཎኖƷᚐኖᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴݩஹƴӼƬƯƜƷཎኖǛᚐኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴஜவƷᛪ൭ǛƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲᲢКᘙᲫᲣǛ˟
ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᇹᲲவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
Ძ ɼڎኖƕෞ๒ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖǋӷƴෞ๒ƠǇƢŵ
Წ ƜƷཎኖƷෞ๒Эƴૅʙဌƴᛆ࢘Ơƨዅ˄ሁƴƭƍƯƸŴᇹᲮ
வᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƴǑǔዅ˄ሁƷᛪ൭ᲸƷᙹܭ
ǛᢘဇƠǇƢŵ
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指定代理請求特約

ᇹᲯவᲶਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭ƓǑƼਦܭƷગׅᲸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴਦྸˊܭᛪ൭ʴǛ٭Ƣǔ
ƜƱƕưƖǇƢŵƨƩƠŴࢸ٭Ʒਦྸˊܭᛪ൭ʴƸᇹᲭவᲶਦˊܭ
ྸᛪ൭ʴƷਦܭᲸƴܭǊǔርϋưਦܭƢǔƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƸŴᘮ̬ᨖᎍƷӷॖǛࢽƯŴਦྸˊܭᛪ൭ʴƷਦܭǛગ
ׅƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƕŴЭᲬƷ٭ǇƨƸગׅǛᛪ൭ƢǔƱƖƸŴ࣏ᙲ
ᲢКᘙᲫᲣǛ˟ᅈƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
Ხ ᇹᲫƷ٭ǇƨƸᇹᲬƷગׅƸŴ̬ᨖᚰУƴᘻǛӖƚƯƔǒ
ưƳƚǕƹŴ˟ᅈƴݣ৴ƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵ

特約

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

特約

ᇹவᲶɼڎኖƕૼҔၲ̬ᨖŴ၌၏λᨈ̬ᨖƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƕᲯ࠰ƝƱᣐ࢘˄̾ʴ࠰̬ᨖƆМࠀȷരࠀᣐ࢘Ƈ
ƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ

指定代理請求特約

ᇹவᲶɼڎኖƕᲯ࠰ƝƱМࠀᣐ࢘˄ƜƲǋ̬ᨖŴƜƲǋ̬ᨖ
ƆƇƷئӳƷӕৢᲸ
Ტᚡ᠍ႾဦᲣ
ᇹவᲶɼڎኖƴዮӳʼᜱ̬ᨦᆆᘍཎኖƳƲƕ˄ьƞǕƯƍǔئ
ӳƷӕৢᲸ
  ɼڎኖƴዮӳʼᜱ̬ᨦᆆᘍཎኖŴᄩ࠰ܭૅᆆᘍཎኖŴπႎʼᜱ
̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖŴ࠰ૅᆆᘍཎኖƳƲɼڎኖƷμᢿ
ǇƨƸɟᢿǛܭƷ̬ᨦǇƨƸૅƴᆆᘍƢǔཎኖƕ˄ьƞǕƨئӳ
ưŴɼڎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿǛᆆᘍƠƨࢸƴɼڎኖƕෞ๒Ơƨئӳƴ
ƸŴᇹᲲவᲶཎኖƷෞ๒ᲸƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴƜƷཎኖƸෞ๒ƠǇ
Ƥǜŵ
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˳ׇӕৢཎኖƆƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  Ҟ࠰ڎኖƓǑƼஉڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬˳ׇᨖ૰
ྙƱƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍ
ƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴૅƏዅ
ɨƔǒᨊƠƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜዅ
ɨƔǒᨊƠƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠ
ǇƢŵᲣ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔ
ӝࡈᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒ˳ׇƷ
ӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜ
ਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊ
ƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭᲬӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂ
ǇǕƨଐ
Ჭ ዅɨƔǒᨊƞǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǇƨƸਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴ
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団体取扱特約
︹Ａ︺

ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖƷ୍ᡫ
̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼ
ኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ
᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƔǒڎኖଐƷЭଐǇư
Ʒ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅ
ʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴᝧ˓ڼƷଐ
ǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠ
ƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ

特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƱž˳ׇӕৢڎኖƆƇſǛዸኽƠƨܫπፙŴ˟
ᅈŴኵӳŴئƦƷ˂Ʒ˳ׇᲢˌɦŴž˳ׇſƱƍƍǇƢŵᲣƴޓ
ƠŴ˳ׇƔǒܭႎƴዅɨᲢࢫՃإᣛǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷૅ
ǛӖƚǔᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖưŴ̬ᨖڎኖᎍƷૠƕӸ
ˌɥƍǔئӳƴŴ˳ׇǛᡫơƯ˟ᅈƴƜƷཎኖƷᢘဇǛဎƠЈƨ̬ᨖ
ڎኖƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ƭƗƷئӳƴƸŴЭƷᙹܭǛแဇƠƯŴӲ̬ᨖڎኖƴƜƷཎኖǛ
ᢘဇƠǇƢŵ
  ˳ׇǇƨƸ˳ׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷ˳ׇƷޓՃǛ
ᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƕӸˌɥƍǔئӳ
  ЭƷ̬ᨖڎኖᎍƱЭӭƷᘮ̬ᨖᎍƕŴӸǑƤƷƏƑӳምᲢӷɟ
ʴƷئӳƴƸᲫӸƱƠƯᚘምƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣƠƯӸˌɥƍ
ǔئӳ
  ˳ׇƷʙಅƕᲬƭˌɥƋǔƱƖƸŴᲫʙಅƴƓƍƯƜƷཎኖ
ƷʴૠᙲˑǛƨƞƳƘƯǋŴЭƓǑƼЭᲬӭƷƍƣǕƔƴᛆ࢘
Ƣǔʙಅƕ˂ƴƋǔئӳ

ਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕŴܱᨥƴ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇưƷ᧓
ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴǑǓŴƦƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ʒ
ᨊǇƨƸਰஆƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷ
ᨊǇƨƸਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ხ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇ
ǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲯவᲶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ
  ˳ׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᡂ᫇ƴݣƢ
ǔ᪸ӓᚰǛ˳ׇƴʩ˄ƠŴ̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

特約
団体取扱特約
︹Ａ︺

ᇹᲱவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢ˳ׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸᘮ̬ᨖᎍᲣƕŴ
˳ׇƷޓՃưƳƘƳƬƨƱƖŵƨƩƠŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱ
ǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓ǛᨊƖǇƢŵ
  ˟ᅈƱ˳ׇƕዸኽƠƯƍƨž˳ׇӕৢڎኖƆƇſƕᚐኖƞǕƨ
ƱƖ
  ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷ
ૠƕӸசƱƳǓŴᲰƔஉǛኺᢅƠƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔ
ƬƨƱƖ
ᇹᲲவᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ
Ძ ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭŴᇹᲭӭǇƨƸᇹᲰӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕ
ڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣЭவᇹᲰӭƴǑƬƯƜƷཎኖƕڂјƠƨئ
ӳŴസ܍Ƣǔ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸˌɥưƋǕƹŴസ
̬܍ᨖڎኖǛž˳ׇӕৢཎኖƆƇſƷӕৢƴ٭ƠǇƢŵƜƷئӳ
Ʒ̬ᨖ૰ྙƸŴ̬˳ׇᨖ૰ྙƴǑǓǇƢŵ
ᇹᲳவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ
  ˟ᅈƸŴ˳ׇǇƨƸ˳ׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷ˳ׇƷ
ޓՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ
̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴˊƑƯŴ
̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ᇹவᲶ˳ׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸǇƨƸƦƷ˂Ʒ
ʙƴƭƍƯŴ˟ᅈƱ˳ׇƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴ
ƦƷӕǓൿǊƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
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˳ׇӕৢཎኖƆƇ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  Ҟ࠰ڎኖƓǑƼஉڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ˟ᅈƷܭǊǔ̬˳ׇᨖ૰
ྙƱƠǇƢŵ
ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱǊƯƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍ
ƯӷơŵᲣƴƭƍƯƸŴƭƗƷଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƴૅƏዅ
ɨᲢࢫՃإᣛǛԃǈǇƢŵˌɦŴஜவƴƓƍƯӷơŵᲣƔǒᨊƠ
ƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛዅɨƔǒᨊƠ
ƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ˳ׇƕŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷਦܭƢǔ
ӝࡈᲢˌɦŴஜவƴƓƍƯžਦܭӝࡈſƱƍƍǇƢŵᲣƔǒ˳ׇƷ
ӝࡈƴਰǓஆƑƨƏƑư˟ᅈƴƍᡂǉئӳƴƸŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ǜ
ਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴਰǓஆƑƨଐᲢ˟ᅈƱ˳ׇƱƕӕǓൿǊ
ƨଐưƋǔƜƱǛᙲƠǇƢŵᲣ
  ЭᲬӭˌٳƷئӳƴƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂ
ǇǕƨଐ
Ჭ ዅɨƔǒᨊƞǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǇƨƸਦܭӝࡈƔǒ˳ׇƷӝࡈƴ
ਰǓஆƑǒǕƨᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕŴܱᨥƴ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǇưƷ᧓
ƴŴ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷဎЈƴǑǓŴƦƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ʒ
ᨊǇƨƸਰஆƕӕǓෞƞǕƨئӳƴƸŴЭᇹᲫӭǇƨƸᇹᲬӭƷ
ᨊǇƨƸਰஆƕƞǕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
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団体取扱特約
︹Ｂ︺

ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸ
Ძ ƜƷཎኖƷᢘဇƞǕǔ̬ᨖڎኖƷڎኖଐƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖƷ୍ᡫ
̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴɼ
ኖഘƴܭǊǔ˟ᅈƷᝧ˓ڼƷଐƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐƱƠŴ̬ᨖ
᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯᚘምƠǇƢŵ
Წ ЭƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷᝧ˓ڼƔǒڎኖଐƷЭଐǇư
Ʒ᧓ƴɼኖഘǇƨƸཎኖƷཎኖவƴᙹܭƢǔዅ˄Ŵ̬ᨖሁƷૅ
ʙဌǇƨƸ̬ᨖ૰ƷᡂƷβᨊʙဌƕဃơƨƱƖƸŴᝧ˓ڼƷଐ
ǛڎኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠ
ƯϐᚘምƠŴ̬ᨖ૰ƴᢅɧឱƕƋǕƹችምƠǇƢŵ

特約

ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸ
  ƜƷཎኖƸŴ˟ᅈƱž˳ׇӕৢڎኖƆƇſǛዸኽƠƨܫπፙŴ˟
ᅈŴՠࡃŴኵӳŴئŴᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷ˳ׇᲢˌɦŴž˳ׇſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƴޓƢǔࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁᲢˌɦŴžޓՃſ
ƱƍƍǇƢŵƜƷئӳŴޓՃƕ˟ᅈŴՠࡃሁưƋǔئӳƴƸŴ࢘ᛆ
ޓՃƷࢫᎰՃሁǋԃǉǋƷƱƠǇƢŵǇƨŴኵӳŴᡲӳ˟Ŵӷಅׇ
˳ሁƷ˳ׇƴƓƍƯŴޓՃƕኵጢưƋǔئӳƴƸŴ࢘ᛆޓՃƷࢫ
ᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁƓǑƼኵጢǛನƠƯƍǔ˟ᅈŴՠࡃŴኵӳŴ
ᡲӳ˟Ŵӷಅ˳ׇሁƷࢫᎰՃŴኵӳՃŴ˟ՃሁǋԃǉǋƷƱƠǇƢŵᲣ
Ǜ̬ᨖڎኖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖڎኖᎍƷૠƕӸˌɥƍǔئӳŴ
ǇƨƸ˳ׇǋƠƘƸ˳ׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƱƳǓŴƦƷ˳ׇƷ
ޓՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƷᘮ̬ᨖᎍƷૠƕӸˌɥƍǔئӳƴŴ
˳ׇǛᡫơƯ˟ᅈƴƜƷཎኖƷᢘဇǛဎƠЈƨ̬ᨖڎኖƴᢘဇƠǇƢŵ


Ხ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƸŴ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǇ
ǕƨଐǛǋƬƯᡂƷƋƬƨଐƱƠǇƢŵ
ᇹᲯவᲶ̬ᨖ૰᪸ӓᚰᲸ
  ˳ׇƔǒ̬ᨖ૰ƕƍᡂǇǕƨئӳƴƸŴ˟ᅈƸŴᡂ᫇ƴݣƢ
ǔ᪸ӓᚰǛ˳ׇƴʩ˄ƠŴ̾ŷƷ᪸ӓᚰƸႆᘍƠǇƤǜŵ
ᇹᲰவᲶ̬ᨖ૰ƷЭኛᲸ
  ƜƷཎኖǛ˄ьƠƨ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒ
ƣŴ̬ᨖ૰ƷЭኛƸӕǓৢƍǇƤǜŵ

特約
団体取扱特約
︹Ｂ︺

ᇹᲱவᲶཎኖƷڂјᲸ
  ƭƗƷئӳƴƸŴƜƷཎኖƸڂјƠǇƢŵ
  ̬ᨖڎኖᎍᲢ˳ׇƷˊᘙᎍƕ̬ᨖڎኖᎍƷئӳƴƸᘮ̬ᨖᎍᲣƕŴ
˳ׇƷޓՃưƳƘƳƬƨƱƖŵƨƩƠŴ˳ׇƷˊᘙᎍƕƱǓǇƱ
ǊƯ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉƜƱƷưƖǔ᧓ǛᨊƖǇƢŵ
  ˟ᅈƱ˳ׇƕዸኽƠƯƍƨž˳ׇӕৢڎኖƆƇſƕᚐኖƞǕƨ
ƱƖ
  ̬ᨖ૰Ʒᐯѣਰஆ˄ƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇርᲸƴܭǊǔ̬ᨖڎኖᎍǇƨƸᘮ̬ᨖᎍƷ
ૠƕӸசƱƳǓŴᲰƔஉᲢஉڎኖƷئӳƸᲭƔஉᲣǛኺᢅƠ
ƯǋƳƓӸˌɥƱƳǒƳƔƬƨƱƖ
ᇹᲲவᲶཎኖƷڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷӕৢᲸ
  ЭவᇹᲫӭŴᇹᲬӭŴᇹᲭӭǇƨƸᇹᲰӭƷᙹܭƴǑǓƜƷཎኖƕ
ڂјƠƨ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴ୍ᡫ̬ᨖ૰ྙƱƳǓǇƢŵ
ᇹᲳவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
ᇹவᲶɟਙ̬ᨖᚰУᲸ
  ˟ᅈƸŴ˳ׇǇƨƸ˳ׇƷˊᘙᎍǛ̬ᨖڎኖᎍƱƠŴƦƷ˳ׇƷ
ޓՃǛᘮ̬ᨖᎍƱƢǔ̬ᨖڎኖƴƭƍƯƸŴ
̾ŷƷ̬ᨖᚰУƴˊƑƯŴ
̬ᨖڎኖᎍƴݣƠɟਙ̬ᨖᚰУǛʩ˄ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ᇹவᲶ˳ׇƱƷӕǓൿǊƴǑǔӕৢᲸ
  ᇹᲬவᲶڎኖଐƷཎЩᲸŴᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸǇƨƸƦƷ˂Ʒ
ʙƴƭƍƯŴ˟ᅈƱ˳ׇƱƕཎƴКƷӕǓൿǊǛᘍƬƨئӳƴƸŴ
ƦƷӕǓൿǊƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
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̬ᨖ૰ӝࡈਰஆཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ

ᇹᲬவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔஉƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴӝࡈਰஆ̬ᨖ૰
ྙƱƠǇƢŵ

ᇹᲮவᲶ̬ᨖ૰ӝࡈਰஆɧᏡƷئӳƷӕৢᲸ
Ძ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒӝࡈਰஆǛᘍƏئӳưŴ
ਰஆଐƴᇹᲫ̬ׅᨖ૰
Ტᇹ
Ძ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳƬ
ƨƱƖƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴਰஆଐƷޓƢǔஉƷଐǇưƴŴᇹᲫׅ
̬ᨖ૰Ǜ˟ᅈǇƨƸ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
Წ ਰஆଐƴᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƱƳƬƨئӳƴƸŴ
ƭƗƷƱƓǓӕǓৢƍǇƢŵ
  உƷ̬ᨖڎኖƷئӳŴ፻உƷਰஆଐƴ፻உЎƷ̬ᨖ૰ƱӳǘƤ
Ư̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛᘍƍǇƢŵ
  ࠰ǇƨƸҞ࠰Ʒ̬ᨖڎኖƷئӳŴਰஆଐƷ፻உƷࣖ࢘ଐƴϐ
ࡇ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆǛᘍƍǇƢŵ
Ჭ ЭƷᙹܭƴǑǔ̬ᨖ૰ƷӝࡈਰஆƕɧᏡƷئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍ
ƸŴɼኖഘƴܭǊǔ྅ʖ᧓ϋƴᡂஉǛᢅƗƨ̬ᨖ૰Ǜ˟ᅈǇƨ
Ƹ˟ᅈƷਦܭƠƨئƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵ
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ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍
ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƷܭǊƨଐᲢᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷئӳƸŴᡂ
உɶƷ˟ᅈƷܭǊƨଐŵˌɦᳺਰஆଐſƱƍƍǇƢŵᲣƴਦܭӝࡈ
Ɣǒ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ˟ᅈƷӝࡈƴਰǓஆƑǔƜƱƴǑƬƯ˟ᅈƴƍ
ᡂǇǕǔǋƷƱƠǇƢŵƨƩƠŴਰஆଐƕ੩ઃᗡೞ᧙ሁƷ˞ಅଐƴ
ᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴ፻փಅଐǛਰஆଐƱƠǇƢŵ
Წ ЭƷئӳŴਰஆଐƴ̬ᨖ૰ƷᡂƕƋƬƨǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ӷɟƷਦܭӝࡈƔǒᲬˑˌɥƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ǛਰǓஆƑǔئӳ
ƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƴݣƠƦƷਰஆࡀǛਦܭưƖƳƍǋƷƱ
ƠǇƢŵ
Ხ ̬ᨖڎኖᎍƸŴਰஆଐƷЭଐǇưƴᡂ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜਦܭӝࡈƴ
᪳λƠƯƓƘƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƴǑǔӝࡈਰஆƴǑƬƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰ƴƭƍƯƸŴ
᪸ӓᚰƷႆᘍƸᘍƍǇƤǜŵ

特約

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

特約

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

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


特約
保険料口座振替特約
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̬ᨖ૰ǯȬǸȃȈǫȸȉૅཎኖ
Ტ࠰உଐોܭᲣ
ᇹᲫவᲶཎኖƷᢘဇᲸ
Ძ ƜƷཎኖƸŴ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥǇƨƸ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƷɶᡦƴƓ
ƍƯŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒŴ˟ᅈƷਦܭƢǔǯȬǸȃȈǫȸȉᲢˌɦŴžਦ
ܭǫȸȉſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑǓ̬ᨖ૰ǛƍᡂǉଓƷဎЈƕƋǓŴ
ƔƭŴ˟ᅈᲢஜཎኖǛᡫơƯž̬࢘ᨖ˟ᅈſǛƍƍǇƢŵᲣƕƜǕǛ
১ᜄƠƨئӳƴᢘဇƠǇƢŵ
Წ ЭƷਦܭǫȸȉƸŴ̬ᨖڎኖᎍƕŴ˟ᅈƷਦܭƢǔǯȬǸȃȈǫ
ȸȉႆᘍ˟ᅈᲢˌɦŴžǫȸȉ˟ᅈſƱƍƍǇƢŵᲣƱƷ᧓ưዸኽƞ
Ǖƨ˟ՃᙹኖሁᲢˌɦŴž˟ՃᙹኖሁſƱƍƍǇƢŵᲣƴǋƱƮƖŴ
ǫȸȉ˟ᅈǑǓɨƞǕƨǋƷǇƨƸ̅ဇǛᛐǊǒǕƨǋƷưƋǔƜ
ƱǛᙲƠǇƢŵ

特約

ᇹᲬவᲶ̬ᨖ૰ྙᲸ
  ƜƷཎኖǛᢘဇƢǔஉƷ̬ᨖڎኖƷ̬ᨖ૰ྙƸŴӝࡈਰஆ̬ᨖ૰
ྙƱƠǇƢŵ

保険料クレジットカード支払特約

ᇹᲭவᲶ̬ᨖ૰ƷᡂᲸ
Ძ ̬ᨖ૰ƸŴɼƨǔ̬ᨖڎኖᲢˌɦŴžɼڎኖſƱƍƍǇƢŵᲣƷ୍
ᡫ̬ᨖኖഘᲢˌɦŴžɼኖഘſƱƍƍǇƢŵᲣƷ̬ᨖ૰ƷᡂƷᙹܭ
ƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐᲢМဇᨂࡇ᫇ϋưƋ
ǔƜƱሁƷᄩᛐǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣǛࢽƨɥưŴƭƗƷƴŴ
ਦܭǫȸȉƴǑǓ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛൿฎƢǔƜƱᲢˌɦŴžǯȬǸȃȈ
ǫȸȉૅſƱƍƍǇƢŵᲣƴǑƬƯ˟ᅈƴƍᡂǇǕǔǋƷƱƠǇ
Ƣŵ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰Ⴛ࢘᫇ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷ
ئӳƸŴ˟ᅈƕǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛ১ᜄƠƨ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƷئӳƸŴᡂஉɶƷ˟ᅈƷܭǊƨଐ
Წ ӷɟƷਦܭǫȸȉưᲬˑˌɥƷ̬ᨖڎኖƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛ
ᘍƏئӳƴƸŴ̬ᨖڎኖᎍƸŴ˟ᅈƴݣƠƦƷൿฎࡀǛਦܭưƖƳ
ƍǋƷƱƠǇƢŵ
Ჭ ̬ᨖڎኖᎍƸŴǫȸȉ˟ᅈƷ˟ՃᙹኖሁƴƠƨƕƍŴ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇
Ǜǫȸȉ˟ᅈƴૅƏƜƱǛᙲƠǇƢŵ
Ხ ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨࢸưŴ˟ᅈƕǫȸȉ˟ᅈǑ
Ǔ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ǜ᪸ӓưƖƳƔƬƨئӳƴƸŴƦƷᡂஉɶƷ̬ᨖ
૰ᲢᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛԃǈǇƢŵᲣƴƭƍƯƸŴᇹᲫƷǯȬǸȃȈǫ
ȸȉૅƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
Ჯ ƜƷཎኖƴǑǔǯȬǸȃȈǫȸȉૅƴǑƬƯƍᡂǇǕƨ̬ᨖ૰
ƴƭƍƯƸŴ᪸ӓᚰƷႆᘍƸᘍƍǇƤǜŵ
ᇹᲮவᲶᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƴƭƍƯਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽǒǕ
ƳƔƬƨئӳƷӕৢᲸ
  ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫ̬ׅᨖ
૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽǒǕƳƔƬƨƱƖƴ
ƸŴ˟ᅈƸŴ̬ᨖڎኖƷဎᡂƕƳƔƬƨǋƷƱƠƯӕৢƍǇƢŵ
ᇹᲯவᲶਦܭǫȸȉǇƨƸǫȸȉ˟ᅈƷ٭Ჸ
Ძ ̬ᨖڎኖᎍƸŴਦܭǫȸȉǛӷɟƷǫȸȉ˟ᅈƕႆᘍƢǔ˂ƷǯȬ
ǸȃȈǫȸȉƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴਦܭǫȸȉǛႆᘍƠ
Ưƍǔǫȸȉ˟ᅈƱƸКƷǫȸȉ˟ᅈƕႆᘍƠƯƍǔǯȬǸȃȈǫȸ
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ȉƴ٭ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳŴƋǒƔơǊ˟ᅈƴဎƠЈƯ
ƘƩƞƍŵ
Წ ̬ᨖڎኖᎍƕŴ̬ᨖ૰ƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅƷӕৢǛͣഥƢǔئ
ӳƴƸŴƋǒƔơǊ˟ᅈƴဎƠЈƯŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸Ơ
ƯƘƩƞƍŵ
Ჭ ǫȸȉ˟ᅈƕ̬ᨖ૰ƷǯȬǸȃȈǫȸȉૅƷӕৢǛͣഥƠƨئӳ
ƴƸŴ˟ᅈƸŴƦƷଓǛ̬ᨖڎኖᎍƴᡫჷƠǇƢŵƜƷئӳƴƸŴ̬
ᨖڎኖᎍƸŴਦܭǫȸȉǛКƷǫȸȉ˟ᅈƷႆᘍƢǔǯȬǸȃȈǫȸ
ȉƴ٭ƢǔƔŴ˂Ʒᡂ૾ඥᲢኺែᲣǛᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ

ᇹᲲவᲶڎኖଐሁƷཎЩᲸ
  ̬ᨖڎኖƷዸኽƷᨥƴƜƷཎኖǛ˄ьƢǔئӳưŴ̬ᨖڎኖᎍƔǒ
ဎЈƕƋǓŴƔƭŴ˟ᅈƕƜǕǛ১ᜄƠƨƱƖƴƸŴƭƗƷƱƓǓƱ
ƠǇƢŵ
  ƜƷཎኖǛૼƕǜ̬ᨖǇƨƸƕǜܭ̬ᨖƴ˄ьƠƨئӳ
  Ĭ ᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳưŴᇹᲫׅ
̬ᨖ૰ƴƭƍƯ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐǛࢽƨƱƖƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕ˟ᅈƴƍᡂǇǕƨ
ଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢஜӭƴƓƍ
Ưž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎ
ኖଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠ
ƯᚘምƠǇƢŵ
ƜƷئӳŴ
ɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴ
ᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛžᇹᲫ̬ׅᨖ૰
ƕ˟ᅈƴƍᡂǇǕƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕ
ƔƍଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  ĭ ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƔǒǯȬǸȃȈǫȸȉૅǛᘍƏئӳƴƸŴ
ɼኖഘƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ˟ᅈƕᇹᲫ̬ׅᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐ
ƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔƍଐᲢஜӭƴƓƍƯ
ž̬ᨖ᧓ƷڼſƱƍƍǇƢŵᲣƷޓƢǔஉƷ፻உᲫଐǛڎኖ
ଐƱƠŴ̬ᨖ᧓ƓǑƼ̬ᨖ૰ᡂ᧓ƸŴƦƷଐǛؕแƱƠƯ
ᚘምƠǇƢŵƜƷئӳŴɼኖഘƷࢼƨǔᘮ̬ᨖᎍƷƷࢽվŴ
ᝧ˓ڼଐŴരʧŴ̬ᨖ૰ᡂƷβᨊƓǑƼ̬ᨖڎኖǛᚐ
ᨊưƖƳƍئӳƷᙹܭɶŴžڎኖଐſƱƋǔƷǛž˟ᅈƕᇹᲫׅ
̬ᨖ૰ǛӖƚӕƬƨଐƔŴᘮ̬ᨖᎍƴ᧙ƢǔԓჷƷଐƷƍƣǕƔ
ƍଐſƱᛠǈஆƑǇƢŵ
  Į ɼڎኖƴ̓܇ཎኖŴᘐཎኖƆƕǜ̬ᨖƇƓǑƼɥႝϋૼဃཋ
ཎኖƷμᢿǇƨƸɟᢿƕ˄ьƞǕƯƍǔئӳŴ̓܇ཎኖŴᘐཎ
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保険料クレジットカード支払特約

ᇹᲱவᲶɼኖഘƷแဇᲸ
  ƜƷཎኖƴКെƷܭǊƷƳƍئӳƴƸŴƦƷࣱឋƕᚩƞǕƳƍǋƷ
ǛᨊƖŴɼኖഘƷᙹܭǛแဇƠǇƢŵ

特約

ᇹᲰவᲶཎኖƷෞ๒Ჸ
  ƭƗƷʙဌƴᛆ࢘ƠƨƱƖƸŴƜƷཎኖƸෞ๒ƠǇƢŵ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƴƭƍƯŴ˟ᅈƕਦܭǫȸȉƷஊјࣱƷᄩᛐ
ǛࢽǒǕƳƔƬƨƱƖ
  ᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰ƴƭƍƯŴ˟ᅈƕǫȸȉ˟ᅈǑǓ̬ᨖ૰Ⴛ࢘
᫇Ǜ᪸ӓưƖƳƔƬƨƱƖ
  ̬ᨖڎኖƕෞ๒ǇƨƸڂјƠƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷЭኛƕᘍǘǕƨƱƖ
  ̬ᨖ૰ƷᡂǛᙲƠƳƘƳƬƨƱƖ
  ˂Ʒ̬ᨖ૰ᡂ૾ඥᲢኺែᲣƴ٭ƠƨƱƖ






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

ᇹᲳவᲶዅ˄ሁǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƷཎЩᲸ
  ɼڎኖƷዸኽࢸƴዅ˄ሁᲢ̬ᨖŴ࠰ǛԃǈŴƦƷӸᆅƷ˴ڦ
ǛբƍǇƤǜŵᲣǛૅƏཎኖǛɶᡦ˄ьƢǔئӳƴƸŴƭƗƷƱƓ
ǓƱƠǇƢŵ
  ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƸŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʊӷ
ƴƍᡂǜưƘƩƞƍŵƜƷئӳŴɼڎኖƷᇹᲬࢸˌׅƷ̬ᨖ૰Ʒ
ᡂƴ᧙ƢǔᙹܭǛแဇƠǇƢŵ
  ࢘ᛆཎኖƷཎኖவƷɶᡦ˄ьƢǔئӳƷ˄ьଐᲢཎኖƷڎኖଐ
ǛԃǈǇƢŵˌɦӷơŵᲣƷᙹܭƴƔƔǘǒƣŴ࢘ᛆཎኖƷ˄ьଐ
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ƸŴƭƗƷƱƓǓƱƠǇƢŵ
  Ĭ உڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕൿฎƞǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎ
ኖƷஉҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐᲢڎኖࣖ࢘ଐƷƳƍஉƴƭƍƯƸŴƦƷ
உƷଐǛڎኖࣖ࢘ଐƱƠǇƢŵˌɦӷơŵᲣ
  ĭ Ҟ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕൿฎƞǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎ
ኖƷҞ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ
  Į ࠰ڎኖƷئӳ
   ࢘ᛆཎኖƷᇹᲫ̬ׅᨖ૰ƕൿฎƞǕƨଐƷޓƢǔஉƴƓƚǔɼڎ
ኖƷ࠰ҥˮƷڎኖࣖ࢘ଐ


特約
保険料クレジットカード支払特約
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КᘙᲫ ᛪ൭
Ჶኳ៲̬ᨖƆ˯ᚐኖƇᲸ
ᲫᲨ̬ᨖሁƷᛪ൭
  Ⴘ

別表
1

࣏  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
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

ᚐኖሁ
ȷᚐኖ
ȷ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ࣄ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ

ڎኖϋܾƷ٭
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷฎ̬ᨖǁƷ ٭ȷ̬ᨖᚰУ
ȷ̬ᨖ૰Ʒᡂ૾ඥ ȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷᲢ˟
ᲢׅૠᲣƷ٭
ᅈƕཎƴ੩ЈǛ൭ǊƨئӳᲣ
̬ᨖڎኖᎍƴݣƢǔ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
˄
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
̬ᨖڎኖᎍሁƷ ٭ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷ ٭ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷരʧ̬ᨖӖӕʴ ȷ̬ᨖᚰУ
Ʒ٭

சኺᢅ᧓ƴࣖݣƠ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ƨ̬ᨖ૰Ⴛ࢘᫇Ʒ ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
ƍƠ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ᢡᚕƴǑǔരʧ̬ᨖ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ӖӕʴƷ٭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷႻዓʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ

ȷᢡᚕƷϙƠ
ӖӕʴƴǑǔ̬ᨖ ڎȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ኖƷ܍ዓ
ȷӖӕʴƷҮᦷᚰଢ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜ
ȷͺೌᎍሁǁƷૅǛᚰƢǔ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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別表

Ҕၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƷ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ዸኽƷӕෞ
ȷᘮ̬ᨖᎍƴƭƍƯƷ˟ᅈܭƷԓჷ

1

КᘙᲫ ᛪ൭
ᲶҔၲ̬ᨦᆆᘍཎኖƆƇᲸ
ᲫᲨཎኖዅ˄ሁƷᛪ൭
  Ⴘ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙ
ƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙƷ
ئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔλᨈƠƨ၏ᨈǇƨƸ
ᚮၲƷλᨈᚰଢᲢ၌၏λᨈዅ˄Ŵ
ܹλᨈዅ˄ƷئӳᲣ
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔᘐŴᚮၲᘍໝǇƨ
ƸၲǛӖƚƨ၏ᨈǇƨƸᚮၲƷᚰଢ
Ტᘐዅ˄Ŵ્ݧዴၲዅ˄ŴέᡶҔ
ၲɟƷئӳᲣ
ȷέᡶҔၲƴƔƔǔ২ᘐ૰ƷૅЈǛᚰƢǔ
ᲢέᡶҔၲɟƷئӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ

ͤࡍᅔ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ

別表
1

࣏  ᙲ    

ཎኖዅ˄
ȷ၌၏λᨈዅ˄
ȷܹλᨈዅ˄
ȷᘐዅ˄
ȷ્ݧዴၲዅ˄
ȷέᡶҔၲɟ

ᘮ̬ᨖᎍƕരʧƠƨ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
Ʒ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ᚐኖሁ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᚐኖ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷλᨈዅ˄ଐ᫇Ʒ
ถ᫇
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

― 192 ―

КᘙᲫ ᛪ൭
Ჶπႎʼᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ૅᆆᘍཎኖᲸ
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

ᇹᲫׅƷπႎʼᜱ̬ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ᨖСࡇᡲѣ࠰
ȷᙲʼᜱᛐܭǇƨƸᙲૅੲᛐܭƷኽௐƴƭƍ
Ưᚡ᠍ƞǕƨʼᜱ̬ᨖᘮ̬ᨖᎍᚰ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ࠰ӖӕʴƱ
ӷɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐ
ǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ࠰ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ᇹᲬࢸˌׅƷπႎʼ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ᜱ̬ᨖСࡇᡲѣ࠰ ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ࠰ӖӕʴƱ
ӷɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐ
ǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ࠰ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ࠰ᚰ
ཎኖƷ
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別表

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƷരʧƴǑǔᛪ൭ƷئӳƸŴᘮ̬
ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳ
ƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ࠰ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

1

КᘙᲫ ᛪ൭
Ჶ࠰ૅᆆᘍཎኖᲸ
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

࠰

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ࠰ӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨئӳ
ƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷ࠰ӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУᲢᇹᲫׅƷ࠰ƷئӳᲣ
ȷ࠰ᚰᲢᇹᲬࢸˌׅƷ࠰ƷئӳᲣ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

別表
1
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КᘙᲫ ᛪ൭
ᲶܭཎኖᲸ
ᲫᲨཎኖ̬ᨖƷᛪ൭
  Ⴘ
ཎኖരʧ̬ᨖ

࣏  ᙲ    

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢ
ᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷര
ʧᚮૺǇƨƸര˳౨కᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱ
ᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ཎኖ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ

ཎኖƷᚐኖሁ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷཎኖ̬ᨖ᫇Ʒถ ȷ̬ᨖᚰУ
᫇
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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別表

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    

1

КᘙᲫ ᛪ൭
ᲶܹരʧлفཎኖᲸ
ᲫᲨܹ̬ᨖƷᛪ൭
  Ⴘ
ܹരʧ̬ᨖ

࣏  ᙲ    

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷരʧᚰଢᲢƨ
ƩƠŴ˟ᅈƕᛐǊƨئӳƸŴҔࠖƷരʧᚮ
ૺǇƨƸര˳౨కᲣ
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙ
ƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙƷ
ئӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱ
ᛐǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ܹ᭗ࡇᨦܹ̬ᨖ

別表
1

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙ
ƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙƷ
ئӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ཎኖƷᚐኖሁ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷܹ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇ ȷ̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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КᘙᲫ ᛪ൭
ᲶͻܹཎኖᲸ
ᲫᲨཎኖ̬ᨖƷᛪ൭
  Ⴘ
ܹരʧ̬ᨖ

࣏  ᙲ    

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

ᨦܹዅ˄

ཎኖƷᚐኖሁ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷཎኖƷᚐኖ
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷܹ̬ᨖ᫇Ʒถ᫇ ȷ̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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別表

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷӖͻʙऴƓǑƼʩᡫʙᚰଢᲢʩᡫʙ
ƷئӳᲣ
ȷӖͻʙऴᲢʩᡫʙˌٳƷɧॾƷʙ
ƷئӳᲣ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷ
ɟƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐ
ǊƨئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    

１

КᘙᲫ ᛪ൭
ᲶȪȓȳǰȷȋȸǺཎኖᲸ
ᲫᲨȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖƷᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭

ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƷ˰ൟᅚᲢƨƩƠŴӖӕʴƱӷɟ
ƷئӳƸɧᙲŵǇƨŴ˟ᅈƕ࣏ᙲƱᛐǊƨ
ئӳƸŴৎቔ৫ஜᲣ
ȷӖӕʴƷৎቔ৫ஜƱҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

別表
1

ȪȓȳǰȷȋȸǺ̬ᨖ ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
Ʒਦྸˊܭᛪ൭
ȷ˟ᅈܭƷಮࡸƴǑǔҔࠖƷᚮૺ
ȷᘮ̬ᨖᎍƓǑƼਦྸˊܭᛪ൭ʴƷৎቔ৫ஜ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸਦྸˊܭᛪ൭ʴƷͤࡍ̬ᨖ
ᘮ̬ᨖᎍᚰƷϙƠ
ȷ̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    
ཎኖƷᚐኖ

ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ

ਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ ٭ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷ̬ᨖᚰУ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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КᘙᲫ ᛪ൭
Ჶਦྸˊܭᛪ൭ཎኖᲸ
ᲫᲨዅ˄ሁƷᛪ൭
  Ⴘ

࣏  ᙲ    

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

ਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭ሁ
ȷ˟ᅈܭƷᛪ൭
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷ٭
ȷ̬ᨖڎኖᎍƷҮᦷᚰଢ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƷગׅ
ȷ̬ᨖᚰУ
ȷཎኖƷᚐኖ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
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別表

ˊྸᛪ൭ƴǑǔዅ˄ ȷɼኖഘǇƨƸ˄ьཎኖƷཎኖவƴܭǊ
ሁƷૅ
ǔዅ˄ሁƷᛪ൭
ȷˊྸᛪ൭ʴƷ˰ൟᅚƱҮᦷᚰଢ
ȷᘮ̬ᨖᎍƱˊྸᛪ൭ʴƷዓƕᄩᛐưƖ
ǔৎቔᜈஜ
ȷᘮ̬ᨖᎍǇƨƸˊྸᛪ൭ʴƷͤࡍ̬ᨖᘮ
̬ᨖᎍᚰƷϙƠ
ȷዅ˄ሁƷӖӕʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖ
ƳƍཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ
ȷਦྸˊܭᛪ൭ʴƕዅ˄ሁǛᛪ൭ưƖƳ
ƍཎКƳʙऴƷנ܍ǛᚰଢƢǔ
ᲢදᲣ˟ᅈƸŴɥᚡˌٳƷƷ੩ЈǛ൭ǊŴǇƨƸɥᚡƷƷɟᢿ
ƷႾဦǛᛐǊǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲬᲨƦƷ˂Ʒᛪ൭
  Ⴘ
࣏  ᙲ    

1

КᘙᲭ ݣᝋƱƳǔ᭗ࡇᨦܹཞ७

別表
3

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

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

៲˳ 

別表
3
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КᘙᲮ ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७

別表
4

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

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

៲˳ᢿˮƷӸᆅƸƭƗƷƷƱƓǓƱƠǇƢŵ

別表
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КᘙᲱ ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७ƓǑƼᨦܹዅ˄Ʒዅ˄лӳᘙ
ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७ƱƸŴƭƗƷƍƣǕƔƷཞ७ǛƍƍǇƢŵ
ሁኢ
៲˳ᨦܹ
ዅ˄лӳ
ᲫᲨɲაƷᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲬᲨᚕᛖǇƨƸƦƠǌƘƷೞᏡǛμƘ൨
ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲭᲨɶᅕኺኒȷችᅕǇƨƸᏟᐃᢿᐥ֥
ƴᓸƠƍᨦܹǛസƠŴኳ៲ࠝƴʼᜱǛ
ᙲƢǔǋƷ
ᲮᲨɲɥᏃƱǋŴ᧙ራˌɥưڂƬƨƔ
ǇƨƸƦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲯᲨɲɦᏃƱǋŴឱ᧙ራˌɥưڂƬƨƔ
ǇƨƸƦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲰᲨᲫɥᏃǛ᧙ራˌɥưڂƍŴƔƭŴ
ᲫɦᏃǛឱ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨƸ
ƦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲱᲨᲫɥᏃƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƍŴƔƭŴ
ᲫɦᏃǛឱ᧙ራˌɥưڂƬƨǋƷ

Ჟ

ᇹᲬኢ

ᲲᲨᲫɥᏃƓǑƼᲫɦᏃƷဇǛμƘ൨ʁ
ƴڂƬƨǋƷ
ᲳᲨਦǛڂƬƨƔǇƨƸƦƷဇǛμ
Ƙ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲨᲫᏃƴᇹᲭኢƷƔǒǇưƷƍƣ
ǕƔƷ៲˳ᨦܹǛဃơŴƔƭŴ˂ƷᲫ
ᏃƴᇹᲭኢƷƔǒǇưǇƨƸᇹᲮ
ኢƷƔǒǇưƷƍƣǕƔƷ៲˳ᨦ
ܹǛဃơƨǋƷ
ᲨɲƷᎮщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ

Ჟ

ᇹᲭኢ

ᲨᲫაƷᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲨᲫɥᏃǛ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨ
ƸᲫɥᏃƷဇǋƠƘƸᲫɥᏃƷᲭ᧙ٻ
ራɶƷᲬ᧙ራƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨ
ǋƷ
ᲨᲫɦᏃǛឱ᧙ራˌɥưڂƬƨƔǇƨ
ƸᲫɦᏃƷဇǋƠƘƸᲫɦᏃƷᲭ᧙ٻ
ራɶƷᲬ᧙ራƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨ
ǋƷ
ᲨᲫƷᲯਦǛڂƬƨƔǇƨƸᇹᲫ
ਦᲢਦᲣƓǑƼᇹᲬਦᲢᅆਦᲣǛԃ
ǜưᲮਦǛڂƬƨǋƷ
ᲨឱਦǛڂƬƨǋƷ
ᲨᏨ௵ƴᓸƠƍ࢟ڈǇƨƸᓸƠƍᢃѣ
ᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷ

Ჟ

ᇹᲮኢ

ᲨɲაƷᙻщƴƦǕƧǕᓸƠƍᨦܹǛ
൨ʁƴസƢǋƷ
ᲨᚕᛖǇƨƸƦƠǌƘƷೞᏡƴᓸƠƍ
ᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷ
ᲨɶᅕኺኒȷችᅕǇƨƸᏟᐃᢿᐥ֥
ƴᓸƠƍᨦܹǛസƠŴኳ៲ࠝƴଐࠝဃ
ѣ˺ƕᓸƠƘСᨂƞǕǔǋƷ

Ჟ

別表

ᇹᲫኢ

7
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ᲨᲫɥᏃƷᲭ᧙ٻራɶƷᲫ᧙ራƷဇǛ
μƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲨᲫɦᏃƷᲭ᧙ٻራɶƷᲫ᧙ራƷဇǛ
μƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲨᲫɦᏃƕ൨ʁƴᲯǻȳȁˌɥჺƠ
ƨǋƷ
ᲨᲫƷᇹᲫਦᲢਦᲣƓǑƼᇹᲬਦ
ᲢᅆਦᲣǛڂƬƨƔǇƨƸᇹᲫਦᲢ
ਦᲣƓǑƼᇹᲬਦᲢᅆਦᲣƷƏƪݲƳ
ƘƱǋᲫਦǛԃǜưᲭਦˌɥǛڂ
ƬƨǋƷ
ᲨᲫƷᲯਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬ
ƨƔǇƨƸᇹᲫਦᲢਦᲣƓǑƼᇹᲬ
ਦᲢᅆਦᲣǛԃǜưᲭਦˌɥƷဇǛ
μƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲨឱਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲨᲫឱƷᲯឱਦǛڂƬƨǋƷ
ᇹᲯኢ

Ჟ

ᲨᲫɥᏃƷᲭ᧙ٻራɶƷᲫ᧙ራƷೞᏡ
ƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷ
ᲨᲫɦᏃƷᲭ᧙ٻራɶƷᲫ᧙ራƷೞᏡ
ƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷ
ᲨᲫɦᏃƕ൨ʁƴᲭǻȳȁˌɥჺƠ
ƨǋƷ
ᲨᲫƷᇹᲫਦᲢਦᲣǋƠƘƸᇹᲬ
ਦᲢᅆਦᲣƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨƔŴ
ᇹᲫਦᲢਦᲣǋƠƘƸᇹᲬਦᲢᅆਦᲣ
ǛԃǜưᲬਦˌɥƷဇǛμƘ൨ʁƴ
ڂƬƨƔǇƨƸᇹᲫਦᲢਦᲣƓǑƼ
ᇹᲬਦᲢᅆਦᲣˌٳƷᲬਦǋƠƘƸ
ᲭਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲨᲫƷᇹᲫਦᲢਦᲣƓǑƼᇹᲬਦ

Ჟ
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別表

ᇹᲰኢ

ᲨᲫɥᏃƷᲭ᧙ٻራɶƷᲬ᧙ራƷೞᏡ
ƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷ
ᲨᲫɦᏃƷᲭ᧙ٻራɶƷᲬ᧙ራƷೞᏡ
ƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷ
ᲨᲫƷᇹᲫਦᲢਦᲣǋƠƘƸᇹᲬ
ਦᲢᅆਦᲣǛڂƬƨƔŴᇹᲫਦᲢਦᲣ
ǋƠƘƸᇹᲬਦᲢᅆਦᲣǛԃǜưᲬ
ਦǛڂƬƨƔǇƨƸᇹᲫਦᲢਦᲣƓ
ǑƼᇹᲬਦᲢᅆਦᲣˌٳƷᲭਦǛڂ
ƬƨǋƷ
ᲨᲫƷᇹᲫਦᲢਦᲣƓǑƼᇹᲬਦ
ᲢᅆਦᲣƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲨᲫឱƷᲯឱਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬ
ƨǋƷ
ᲨɲƷᎮщƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസ
ƢǋƷ
ᲨᲫƷᎮщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲨᱠǛഎƠŴƔƭŴƦƷೞᏡƴᓸƠ
ƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷ
ᲨᏨ௵Ტ᪹ౢǛᨊƘᲣƴᢃѣᨦܹǛ൨
ʁƴസƢǋƷ

7

別表
7

ᲢᅆਦᲣˌٳƷᲫਦǇƨƸᲬਦǛ
ڂƬƨǋƷ
ᲨᲫឱƷᇹᲫਦᲢਦᲣǇƨƸ˂ƷᲮ
ឱਦǛڂƬƨǋƷ
ᲨᲫឱƷᇹᲫਦᲢਦᲣǛԃǜưᲭឱ
ਦˌɥƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷ
ᲢදᲫᲣ៲˳ᨦܹཞ७ƕɥᚡƷᲬᆔႸˌɥƴᛆ࢘ƢǔƱƖƸŴƦƷዅ˄
лӳƸŴƦǕƧǕƷ៲˳ᨦܹཞ७ƕᛆ࢘ƢǔᆔႸƴࣖݣƢǔዅ
˄лӳƷӳᚘƷлӳƱƠǇƢŵƨƩƠŴ៲˳ƷӷɟᢿˮᲢКᘙ
ᲲᲣƴᲬᆔႸˌɥƷ៲˳ᨦܹཞ७ƕဃơƨƱƖƸŴƦƷዅ˄л
ӳƸŴƦƷƏƪஇǋɥˮƷᆔႸƴࣖݣƢǔዅ˄лӳƱƠǇƢŵ
ᲢදᲬᲣƢưƴɥᚡƷ៲˳ᨦܹƷဃơƯƍƨ៲˳ƷӷɟᢿˮᲢКᘙᲲᲣ
ƴૼƨƴ៲˳ᨦܹƕဃơƨƱƖƸŴƦƷዅ˄лӳƸŴƢưƴဃ
ơƯƍƨ៲˳ᨦܹǛԃǊƨૼƨƳ៲˳ᨦܹཞ७ƕᛆ࢘Ƣǔஇǋ
ɥˮƷᆔႸƴࣖݣƢǔዅ˄лӳƔǒƢưƴဃơƯƍƨ៲˳ᨦܹ
ཞ७ƴࣖݣƢǔዅ˄лӳᲢᲬᆔႸˌɥƴᛆ࢘ƢǔƱƖƸŴƦƷ
இǋɥˮƷᆔႸƴࣖݣƢǔዅ˄лӳᲣǛࠀƠࡽƍƯࢽǒǕǔл
ӳƱƠǇƢŵ

ᲶͳᎋᲸ
ƆКᘙᲱ ݣᝋƱƳǔ៲˳ᨦܹཞ७ƓǑƼᨦܹዅ˄Ʒዅ˄лӳᘙƇƴ
ƭƍƯ
ᲫᲨაƷᨦܹᲢᙻщᨦܹᲣ
  ᙻщƷยܭƸŴɢࡸᚾᙻщᘙƴǑǓŴᲫაƣƭŴƖǐƏദᙻщ
ƴƭƍƯยܭƠǇƢŵ
  žᙻщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴᙻщƕˌɦƴƳƬƯ
ࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
 žᙻщƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷſƱƸŴᙻщƕˌɦƴ
ƳƬƯࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
 ᙻƞƘƓǑƼაწɦƴǑǔᙻщᨦܹƸŴᙻщǛڂƬƨǋƷ
ƱƸǈƳƠǇƤǜŵ
ᲬᲨᚕᛖǇƨƸƦƠǌƘƷᨦܹ
 žᚕᛖƷೞᏡǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴƭƗƷᲭƭƷئӳǛ
ƍƍǇƢŵ
  Ĭ ᛖ᪦ನೞᏡᨦܹưŴӝՑ᪦Ŵഫᐾ᪦Ŵӝᔟ᪦ŴƜƏ᪽᪦ƷᲮ
ᆔƷƏƪŴᲭᆔˌɥƷႆ᪦ƕɧᏡƱƳǓŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍ
ئӳ
  ĭ ᏯᚕᛖɶƷͻƴǑǔڂᛖၐưŴ᪦٣ᚕᛖƴǑǔॖ࣓Ʒျᡫ
ƕɧӧᏡƱƳǓŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƕƳƍئӳ
  Į ٣࠘μᢿƷƯƖЈƴǑǓႆ᪦ƕɧᏡƳئӳ
  žᚕᛖƷೞᏡƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷſƱƸŴᛖ᪦ನೞ
ᏡᨦܹŴᏯᚕᛖɶƷͻŴႆ٣֥ܫƷᨦܹƷƨǊŴ៲ਰǓŴ܌
ƦƷ˂Ʒᙀяѣ˺ƕƳƘƯƸŴ᪦٣ᚕᛖƴǑǔॖ࣓ƷျᡫƕᩊƱ
ƳǓŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
  žƦƠǌƘƷೞᏡǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴ්ѣˌٳƷ
ǋƷƸઅӕưƖƳƍཞ७ưŴ
ƦƷࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
  žƦƠǌƘƷೞᏡƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷſƱƸŴƔǏ
ǇƨƸƜǕƴแƣǔᆉࡇƷཋˌٳƷǋƷƸƱǔƜƱƕưƖƣŴ
ƦƷࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲭᲨࠝƴʼᜱǛᙲƢǔǋƷ
  žࠝƴʼᜱǛᙲƢǔǋƷſƱƸŴཋƷઅӕŴ̝ȷބȷƦƷࢸ
ڼŴƓǑƼᘘბᏮȷឪއȷഩᘍȷλෘƷƍƣǕǋƕᐯЎưƸưƖ
ƣŴࠝƴ˂ʴƷʼᜱǛᙲƢǔཞ७ǛƍƍǇƢŵ
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別表

ᲮᲨଐࠝဃѣ˺ƕᓸƠƘСᨂƞǕǔǋƷ
  žଐࠝဃѣ˺ƕᓸƠƘСᨂƞǕǔǋƷſƱƸŴཋƷઅӕŴ̝ȷ
ބȷƦƷࢸڼŴƓǑƼᘘბᏮȷឪއȷഩᘍȷλෘƷǄƱǜƲƕ
ᐯщưƸᩊưŴƦƷᣃࡇ˂ʴƷʼᜱǛᙲƢǔཞ७ǛƍƍǇƢŵ
ᲯᲨɥȷɦᏃƷᨦܹ
  žɥȷɦᏃƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴܦμƴƦƷᢃѣ
ೞᏡǛڂƬƨǋƷǛƍƍŴɥȷɦᏃƷܦμᢃѣƻŴǇƨƸɥȷɦ
ᏃƴƓƍƯƦǕƧǕᲭ᧙ٻራᲢɥᏃƴƓƍƯƸᏅ᧙ራŴƻơ᧙ራƓ
ǑƼ᧙ራŴɦᏃƴƓƍƯƸǇƨ᧙ራŴƻƟ᧙ራƓǑƼឱ᧙ራᲣƷ
ܦμࢍႺưŴࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
  ž᧙ራƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴ᧙ራƷܦμࢍႺưŴ
ࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǇƨƸʴᭌ᪽ǋƠƘƸʴ᧙ራǛƦƏλፗ
੭ƠƨئӳǛƍƍǇƢŵ
  ž᧙ራƷೞᏡƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷſƱƸŴ᧙ራƷᢃѣ
ርƕŴဃྸႎᢃѣርƷᲬЎƷᲫˌɦưࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛ
ƍƍǇƢŵ
ᲰᲨƷᨦܹᲢᎮщᨦܹᲣ
  ᎮщƷยܭƸŴଐஜಅᙹᲢଯԧ࠰உଐોܭᲣƴแਗƠƨ
ǪȸǸǪȡȸǿưᘍƳƍǇƢŵ
  žᎮщǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴԗඬૠȷȷ
ȘȫȄƴƓƚǔᎮщȬșȫǛƦǕƧǕ᳛ȷ᳜ȷ᳝ȇǷșȫƱƠƨƱ
ƖŴᲫᲩᲮᲢ᳛ᲥᲬ᳜Ქ᳝ᲣƷ͌ƕȇǷșȫˌɥᲢʼƴƠƯ
ǋٻ٣ᛖǛྸᚐƠƑƳƍǋƷᲣ
ưࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
  ž
 ᎮщƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷſƱƸŴɥᚡ  ƷᲫᲩᲮᲢ᳛
ᲥᲬ᳜Ქ᳝ᲣƷ͌ƕȇǷșȫˌɥᲢEOǛឬƑǔƱᛅ٣ᛖǛྸᚐ
ƠƑƳƍǋƷᲣưࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
7
ᲱᲨᏨ௵Ʒᨦܹ
  žᏨ௵ƷᓸƠƍ࢟ڈſƱƸŴᏨ௵Ʒ࢟ڈƕᡫࠝƷᘘǛბဇƠƯ
ǋٳᢿƔǒǈƯଢǒƔƴǘƔǔᆉࡇˌɥƷǋƷǛƍƍǇƢŵ
  žᏨ௵ƷᓸƠƍᢃѣᨦܹſƱƸŴ᪹ౢƴƓƚǔܦμࢍႺƷئӳŴ
ǇƨƸᏟౢˌɦƴƓƚǔЭࢸމŴӫމƓǑƼӫׅଆƷᲭᆔƷᢃ
ѣƷƏƪŴᲬᆔˌɥƷᢃѣƕဃྸႎርƷᲬЎƷᲫˌɦƴСᨂƞǕ
ƨئӳǛƍƍǇƢŵ
  žᏨ௵Ტ᪹ౢǛᨊƘᲣƷᢃѣᨦܹſƱƸŴᏟౢˌɦƴƓƚǔЭࢸ
މŴӫމƓǑƼӫׅଆƷᲭᆔƷᢃѣƷƏƪᲬᆔˌɥƷᢃѣƕဃ
ྸႎርƷᲭЎƷᲬˌɦƴСᨂƞǕƨئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲲᲨਦƷᨦܹ
  ਦƷᨦܹƴƭƍƯƸŴᲯਦǛǋƬƯᲫƱƠƯӕǓৢƍŴ̾ŷ
ƷਦƷᨦܹƴƭƖƦǕƧǕሁኢǛܭǊƯƜǕǛӳǘƤǔƜƱƸƋǓ
ǇƤǜŵ
  žਦǛڂƬƨǋƷſƱƸŴᇹᲫਦᲢਦᲣƴƓƍƯƸਦራ᧓᧙
ራŴƦƷ˂ƷਦƸᡈˮਦራ᧓᧙ራˌɥǛڂƬƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
  žਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴਦƷራƷᲬЎƷ
ᲫˌɥǛڂƬƨئӳŴǇƨƸਦƷɶਦራ᧙ራǋƠƘƸᡈˮਦራ
᧓᧙ራᲢᇹᲫਦᲢਦᲣƴƓƍƯƸਦራ᧓᧙ራᲣƷᢃѣርƕဃྸ
ႎᢃѣርƷᲬЎƷᲫˌɦưࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
ᲳᲨឱਦƷᨦܹ
  žឱਦǛڂƬƨǋƷſƱƸŴឱਦμᢿǛڂƬƨǋƷǛƍƍǇƢŵ
  žឱਦƷဇǛμƘ൨ʁƴڂƬƨǋƷſƱƸŴᇹᲫਦᲢਦᲣƸ
ራƷᲬЎƷᲫˌɥŴƦƷ˂ƷឱਦƸᢒˮਦራ᧓᧙ራˌɥǛڂƬƨئ
ӳǇƨƸɶឱਦራ᧙ራǋƠƘƸᡈˮਦራ᧓᧙ራᲢᇹᲫਦᲢਦᲣƴ
ƋƬƯƸਦራ᧓᧙ራᲣƕࢍႺƠŴƦƷࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍ
ǇƢŵ
ᲨᱠƷᨦܹ
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  žᱠǛഎƠſƱƸŴᱠ᠂ᭌƷᲬЎƷᲫˌɥǛഎƠƨئӳǛƍ
ƍǇƢŵ
  žೞᏡƴᓸƠƍᨦܹǛ൨ʁƴസƢǋƷſƱƸŴɲͨƷᱠԠԈᩊ
ǇƨƸƖǎƏᙾᏮڂưࣄׅƷᙸᡂƷƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ



КᘙᲲ ៲˳Ʒӷɟᢿˮ
ᲫᲨᲫɥᏃƴƭƍƯƸŴᏅ᧙ራˌɦƢǂƯӷɟᢿˮƱƠǇƢŵ
ᲬᲨᲫɦᏃƴƭƍƯƸŴǇƨ᧙ራˌɦƢǂƯӷɟᢿˮƱƠǇƢŵ
ᲭᲨაƴƭƍƯƸŴɲაǛӷɟᢿˮƱƠǇƢŵ
ᲮᲨƴƭƍƯƸŴɲǛӷɟᢿˮƱƠǇƢŵ
ᲯᲨᏨ௵ƴƭƍƯƸŴ᪹ౢˌɦǛƢǂƯӷɟᢿˮƱƠǇƢŵ
ᲰᲨКᘙᲱƷᇹᲫኢƷᲮŴᲯŴᲰǋƠƘƸᲱŴᇹᲬኢƷᲲŴᲳǋƠƘƸŴ
ᇹᲭኢƷǇƨƸᇹᲮኢƷƷᨦܹƴᛆ࢘ƢǔئӳƴƸŴɲɥᏃŴɲ
ɦᏃŴᲫɥᏃƱᲫɦᏃŴਦǇƨƸឱਦǛƦǕƧǕӷɟᢿˮƱƠ
ǇƢŵ

៲˳ᢿˮƷӸᆅƸƭƗƷƷƱƓǓƱƠǇƢŵ

別表
8
21-2
22-2
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Кᘙ ၏ᨈǇƨƸᚮၲ              
ž၏ᨈǇƨƸᚮၲſƱƸŴƭƗƷƍƣǕƔƴᛆ࢘ƠƨǋƷƱƠǇƢŵ
ᲫᲨҔၲඥƴܭǊǔଐஜϋƴƋǔ၏ᨈǇƨƸधᎍǛӓܾƢǔλᨈᚨ
ǛஊƢǔஊᚮၲᲢׄᏃƴƓƚǔᭌ৵ŴᏮᐵŴਯǇƨƸઞƴ
᧙ƠᘐǛӖƚǔƨǊŴ௩ᢊૢࣄࠖඥƴܭǊǔᘐƴӓܾƞǕƨ
ئӳƴƸŴƦƷᘐǛԃǈǇƢŵᲣ
ᲬᲨɥᚡᲫƷئӳƱӷሁƷଐஜٳƴƋǔҔၲᚨ



Кᘙ λᨈ
žλᨈſƱƸŴҔࠖᲢ௩ᢊૢࣄࠖඥƴܭǊǔ௩ᢊૢࣄࠖǛԃǈǇƢŵˌ
ɦӷơŵᲣƴǑǔၲᲢ௩ᢊૢࣄࠖƴǑǔᘐǛԃǈǇƢŵˌɦӷ
ơŵᲣƕ࣏ᙲưƋǓŴƔƭᐯܡሁưƷၲƕᩊƳƨǊŴКᘙƴܭ
Ǌǔ၏ᨈǇƨƸᚮၲƴλǓŴࠝƴҔࠖƷሥྸɦƴƓƍƯၲƴࣞݦƢ
ǔƜƱǛƍƍǇƢŵ


別表
8
21-2
22-2
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Кᘙ फࣱૼဃཋ 

別表
27

ᲫᲨफࣱૼဃཋƱƸŴ࠰உᲱଐዮѦႾԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘ
ҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ
੩ᙲ ᳃ᲽᲾᲧᲢ࠰༿Უแਗſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴƭ
ƗƷؕஜЎǳȸȉƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
   ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆
ወᚘЎ੩ᙲſƴƓƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳЎ੩ᙲƕᘍ
ƞǕƨئӳƸŴૼƨƳЎƷؕஜЎǳȸȉƴǑǔǋƷƱƠǇƢŵ
ؕஜЎ
ЎႸ
ǳȸȉ
ӝՑƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᐾఌᲶؕࡁᲸᢿƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᐾƷƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ഫᎹƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ӝᏸࡁƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ӝᔟƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷӝᏸƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ɦᐄƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷٻ՜෩ᐄƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ఒƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ɶԹ᪽Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᱠᲶɥᲸԹ᪽Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
షཞᨋЇᲶᲸƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ɦԹ᪽Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷӝՑŴӝᏸƓǑƼԹ᪽Ʒ
Ჽ
फࣱૼဃཋ
ᢊƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏎƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ݱᐂƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ኽᐂƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ႺᐂཞኽᐂᆆᘍᢿƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ႺᐂƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏀᧉƓǑƼᏀᧉሥƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏁƓǑƼᏁϋᏐሥƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏐƷƏᲶֳᲸƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷᏐᢊƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᐘƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷෞ֥҄Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᱠᏸƓǑƼɶƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
иᱠᏸƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ձ᪽Ʒफࣱૼဃཋ
Ჽ
ൢሥƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ൢሥૅƓǑƼᏍƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
ᏟᐄƷफࣱૼဃཋ
Ჽ
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ЎႸ

― 211 ―

Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ
Ჽ

別表

࣎ᐥŴጏᨠƓǑƼᏟᐏƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷԠԈ֥ኒƓǑƼᏟᏸϋᐥ
֥Ʒफࣱૼဃཋ
ᲢׄᲣᏃƷᭌƓǑƼ᧙ራ᠂ᭌƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢƷᭌƓǑƼ᧙ራ᠂ᭌƷफࣱૼ
ဃཋ
ႝ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˂ƷᢿˮƷफ
ࣱૼဃཋ
ဍཞᐄƷफࣱૼဃཋ
иᏴƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƷϋЎඣᐄƓǑƼ᧙ᡲኵጢƷफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƓǑƼᢿˮɧଢᄩƷफࣱૼဃཋ
ȪȳȑራƷዓႆࣱƓǑƼᢿˮɧଢƷफࣱૼဃཋ
ԠԈ֥ƓǑƼෞ֥҄Ʒዓႆࣱफࣱૼဃཋ
ƦƷ˂ƷᢿˮƷዓႆࣱफࣱૼဃཋ

ؕஜЎ
ǳȸȉ
Ჽ
Ჽ

27

ЎႸ

別表
27
30
51
52
53

ؕஜЎ
ǳȸȉ
Ჽ
Ჽ
Ჽ

ᢿˮƷଢᅆƞǕƳƍफࣱૼဃཋ
țǸǭȳᲶ*QFIMKPᲸ၏
ǖᏘࣱ᳕ኽራࣱ᳗᩼țǸǭȳᲶPQPᴈ*QFIMKPᲸȪȳȑ
ᏽ
ƼǇǜࣱ᩼țǸǭȳᲶPQPᴈ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽ
Ჽ
ఴࣱƓǑƼႝᐎኬᏘȪȳȑᏽ
Ჽ
᩼țǸǭȳᲶPQPᴈ*QFIMKPᲸȪȳȑᏽƷƦƷ˂ƓǑƼ
Ჽ
ᛇኬɧଢƷ
फࣱβ၃ف഻ࣱ၌ध
Ჽ
ٶႆࣱᭌ᭒ᏽƓǑƼफࣱ࢟ឋኬᏘࣱૼဃཋ
Ჽ
Ȫȳȑࣱႉᘉ၏
Ჽ
ᭌ᭒ࣱႉᘉ၏
Ჽ
ҥྶࣱႉᘉ၏
Ჽ
ƦƷ˂ƷኬᏘƷଢᅆƞǕƨႉᘉ၏
Ჽ
ኬᏘɧଢƷႉᘉ၏
Ჽ
ȪȳȑኵጢᡯᘉኵጢƓǑƼ᧙ᡲኵጢƷƦƷ˂ƓǑƼ
Ჽ
ᛇኬɧଢƷफࣱૼဃཋ
ᇌƠƨᲢҾႆࣱᲣٶᢿˮƷफࣱૼဃཋ
Ჽ

ᲬᲨɥᚡᲫƴƓƍƯžफࣱૼဃཋſƱƸŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإ
ᢿዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽၨ ܖᇹᲭ༿ſɶŴૼဃཋƷࣱཞǛᘙƢᇹ
ᲯఐǳȸȉƕƭƗƷǋƷǛƍƍǇƢŵ
   ƳƓŴҽဃіႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻžᨥ၌၏ЎᲧᏽၨܖſ
ƴƓƍƯŴᚮૺᄩܭଐˌЭƴૼƨƳ༿ƕႆᘍƞǕƨئӳƸŴૼƨƳ
༿ƴƓƚǔᇹᲯఐǳȸȉƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
ᇹᲯఐࣱཞǳȸȉဪӭ
ᲩᲭ ȷȷȷफࣱŴҾႆᢿˮ
ᲩᲰ ȷȷȷफࣱŴ᠃ᆆᢿˮ

  फࣱŴዓႆᢿˮ
ᲩᲳ ȷȷȷफࣱŴҾႆᢿˮӍƸ᠃ᆆᢿˮƷКɧᛇ
ᲢදᲣžफࣱૼဃཋſƴƸŴᨥݣƕǜᡲӳᲢ᳃ᲽᲽᲣƴǑǓႆᘍƞ
Ǖƨž᳇फࣱᏽၨƷЎſư၏ЎƕᲪƴЎƞǕƯƍ
ǔ၏٭ƸŴԃǇǕǇƤǜŵƠƨƕƬƯŴɥႝϋၶŴ᩼ේၶŴٻ
ᐂƷቬᐏϋၶሁƸŴफࣱૼဃཋƴᛆ࢘ƠǇƤǜŵ
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Кᘙ πႎҔၲ̬ᨖСࡇ
ƭƗƷƍƣǕƔƷඥࢷƴǋƱƮƘҔၲ̬ᨖСࡇǛƍƍǇƢŵ
ᲫᲨͤࡍ̬ᨖඥ
ᲬᲨൟͤࡍ̬ᨖඥ
ᲭᲨܼπѦՃσฎኵӳඥ
ᲮᲨ૾עπѦՃሁσฎኵӳඥ
ᲯᲨᅶᇌܖఄᎰՃσฎඥ
ᲰᲨᑔՃ̬ᨖඥ
ᲱᲨ᭗ᱫᎍƷҔၲƷᄩ̬ƴ᧙Ƣǔඥࢷ


Кᘙ ݣᝋƱƳǔज़௨ၐ
ݣᝋƱƳǔज़௨ၐƱƸŴ࠰உଐዮѦ࠻ԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘ
ҽဃႾٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲ ᳃
ᲽᲾᲧᲢ࠰༿Უแਗſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴƭƗƷؕஜЎ
ǳȸȉƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷǛƍƍǇƢŵ
ЎႸ
ؕஜЎǳȸȉ
ǳȬȩ




ȑȩȁȕǹ



ኬᓏࣱហၚ



ᐂሥЈᘉࣱٻᐂᓏज़௨ၐ



ȚǹȈ



ǸȕȆȪǢ



ࣱ໋࣯ႉ᭒໒ᲶȝȪǪᲸ



ȩȃǵ༏



ǯȪȟȤȷǳȳǴᲶ%TKOGCP%QPIQᲸЈᘉ༏



ȞȸȫȖȫǰᲶ/CTDWTIᲸǦǤȫǹ၏



ǨȜȩᲶ'DQNCᲸǦǤȫǹ၏





Кᘙ ီࠝЎۖ
žီࠝЎۖſƱƸŴ࠰உଐዮѦ࠻ԓᅆᇹӭƴǋƱƮƘҽဃႾ
ٻᐫܫወᚘऴإᢿዻž၌၏ŴͻܹƓǑƼര׆ወᚘЎ੩ᙲ ᳃ᲽᲾᲧ
แਗſƴᚡ᠍ƞǕƨЎႸɶŴؕஜЎǳȸȉƓǑƼƔǒ
ǇưƴᙹܭƞǕǔϋܾƴǑǔǋƷƱƠŴƨƱƑƹŴᭌႴˮЎۖᲢƍǘǏ
ǔᡞ܇ᲢƞƔƝᲣᲣŴ܇ЎۖŴԈࡽЎۖŴࠔྛЏŴٶᏒЎۖᲢƍǘǏ
ǔӑ܇ƳƲᲣǛƍƍǇƢŵ



Кᘙ Ҕᅹᚮၲإᣛໜૠᘙ
žҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙſƱƸŴᘐǇƨƸ્ݧዴၲǛӖƚƨໜƴƓ
ƍƯŴҽဃіႾԓᅆƴǋƱƮƖܭǊǒǕƯƍǔҔᅹᚮၲإᣛໜૠᘙǛ
ƍƍǇƢŵ
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別表

ᐂȁȕǹ

27
30
51
52
53

Кᘙ ഫᅹᚮၲإᣛໜૠᘙ
žഫᅹᚮၲإᣛໜૠᘙſƱƸŴᘐǇƨƸ્ݧዴၲǛӖƚƨໜƴƓ
ƍƯŴҽဃіႾԓᅆƴǋƱƮƖܭǊǒǕƯƍǔഫᅹᚮၲإᣛໜૠᘙǛ
ƍƍǇƢŵ



Кᘙ έᡶҔၲ                
έᡶҔၲƱƸŴКᘙƴܭǊǔඥࢷƴǋƱƮƘᚸ̖ၲƷƏƪҽဃі
ٻᐫƕܭǊǔ᭗ࡇƷҔၲ২ᘐǛဇƍƨၲǛƍƍǇƢŵƨƩƠŴҽဃі
ႾԓᅆƴܭǊǔέᡶҔၲƴᛆ࢘ƢǔǋƷƴᨂǓǇƢŵǇƨŴၲǛӖ
ƚƨଐྵנКᘙƷඥࢷƴܭǊǒǕǔžၲƷዅ˄ſƴ᧙ƢǔᙹܭƴƓ
ƍƯዅ˄ݣᝋƱƳƬƯƍǔၲŴᚸ̖ၲƷƏƪέᡶҔၲˌٳƷၲŴ
ᢠܭၲŴʙၲŴဃၲƳƲŴέᡶҔၲˌٳƷၲƸԃǈǇƤǜŵ


別表
54
56
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● MEMO
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● MEMO
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● MEMO
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● MEMO
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● MEMO
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● MEMO
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● MEMO
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● MEMO
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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。

1

まず、担当代理店までご連絡ください。
※患者様に病名を告知されていない場合など、ご心配な
点はご相談ください。

2

担当代理店またはアフラックより
ご請求に必要な書類をお送りします。

3

請求書類をご用意のうえ
アフラックへご返送ください。

4

アフラックに請求書類が到着後
内容を確認します。

5

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

通話料無料

携帯OK

●受付時間 AM9:00〜PM5:00 ●月曜日〜金曜日（祝日を除く）

アフラックホームページからもお手続きいただけます

http://www.aﬂac.co.jp/seikyu

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

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