
団体総合生活補償保険

平成29年10月以降保険始期用団体総合生活補償保険

就業中や日常生活中のケガや病気などに備えたい方に。

（MS&AD型）

契約概要のご説明（MS&AD型）
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの｢契約概要のご説明｣に記載しています。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代
理店・扱者または当社までお問合わせください。保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。

ご契約にあたってのご注意
●このパンフレットは「団体総合生活補償保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明　契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳し
くは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください（保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない
場合があります）。ご契約の手続きが完了した後、１か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。

●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証
の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につ
きましては、当社と直接契約されたものとなります。

●保険契約お申し込みの際は、保険申込書等に記載されている各項目（性別、生年月日、年令、職業・職務、健康状態告知、他の保険
契約等の有無など）について正しくご記入ください。

●他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として保険申込書等に記入してください。
　正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
●ご契約時にすでに被っているケガ・病気は、告知の有無にかかわらず保険金お支払いの対象となりません。
●健康状態告知書質問事項の回答や保険申込書記載事項（年令、職業・職務、他の保険契約等の加入状況、保険金請求歴等）等に
より、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

●万一事故が発生した場合には、30日以内にご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。事故の発生の日からその日を
含めて30日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 

※受付時間［平日 9:15～17:00（土・日・祝日および年末年始を除きます）］
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは03-4332-5241におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/

ご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。

指定紛争解決機関について

一般社団法人 日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。また、保険
業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。

（170401）（2017年3月承認）GA16D011119（30-498）

●  ご相談・お申込先

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
TEL:03-5424-0101（大代表）
http://www.aioinissaydowa.co.jp/

そんぽADRセンター
（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）
ナビダイヤル
（全国共通・通話料有料）

※受付時間［24時間365日］
※IP電話からは0276-90-8852（有料）
におかけください。

※おかけ間違いにご注意ください。

当社との間で問題を解決できない場合は

0570-022-808

あんしん24受付センター
0120-985-024（無料）

事故が発生した場合は

（1）商品の仕組み
団体総合生活補償保険（MS&AD型）の補償は、3つの基本となる補償により構成さ
れています。いずれかまたは組み合わせて補償をお選びください。

（1）基本となる補償と主な特約の概要
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合およびご希望
によりセットできる主な特約（別に定める保険料の払込みが必要となる場合がありま
す）は「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。詳細は、
普通保険約款・特約をご確認ください。

（2）保険金額の設定
保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。また、お客さまの保険金
額は、保険申込書・加入申込票兼被保険者明細書等をご確認ください。
①各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の
年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。

②所得補償特約または親の介護による休業補償特約をセットする場合のその特約
の保険金額は、被保険者の加入する公的医療保険制度※1による給付内容や他の
保険契約等の加入状況を勘案し、次のとおり設定してください。

※1 公的医療保険制度とは、健康保険法等法律に基づく医療保険制度をいいます。
※2 平均所得額とは、お申込み直前12か月における被保険者の所得(＊1)の平均月間額をいいます。
※3 平均月間所得額とは、被保険者が就業不能となる直前12か月における被保険者の所得(＊1)の平均月間額をい

います。
※4 定期所得の平均月間額とは、お申込み直前１２か月における被保険者の定期所得(＊2)の平均月間額をいいます。
※5 平均月間定期所得額とは、免責期間（日数）が始まる直前１２か月における被保険者の定期所得(＊2)の平均月間

額をいいます。
（＊1) 所得とは、給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額をいいます。
（＊2) 定期所得とは、給与所得にかかる総収入金額をいいます。ただし、賞与を除いた金額とします。なお、賞与と

は名称を問わず、臨時に支払われるものおよび３か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。
（注）所得、定期所得とも休業等により支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。また、休業等の発生にかかわ

らず得られる収入は含みません。なお、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得して
いたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。

（1）保険料の決定の仕組み
①保険料は、保険金額、年令および保険期間等により決まります。実際に契約する
保険料は、保険申込書をご確認ください。
②この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。また、団体割引を
適用する場合は、所定の最低保険料が条件となります。包括契約等契約時に暫定
保険料を領収するご契約は、解約時、ご契約内容の変更時、確定精算時において最
低保険料を適用します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

（2）保険料の払込方法
①ご契約の保険料は、分割払※または一時払で払い込んでください。なお、キャッシ
ュレス（口座振替、クレジットカード払）で払い込むことができます（ご契約内容に
より現金で払い込むこともできます）。ただし、ご契約内容または代理店・扱者に
よっては取扱いできない払込方法があります。

※ 保険料割増が適用されます。
（注）現金による払込みの場合、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。

②保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約内容
の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、代理店・扱者または
当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いでき
ません。

補償の種類 補償の概要 基本となる補償の特約

ケガの補償 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被
った場合に保険金をお支払いします。※
被保険者が病気になり、その直接の結果として保険期間中
に入院を開始した場合または手術などを受けた場合に保
険金をお支払いします。
被保険者ががんと確定診断され、その直接の結果として
保険期間中に入院を開始した場合または手術などを受け
た場合に保険金をお支払いします。

傷害補償（MS&AD型）
特約

疾病補償特約

がん補償特約

病気の補償

がんの補償

基
本
と
な
る
補
償

1 商品の仕組み

3 保険料の決定の仕組みと払込方法 等

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
4 満期返れい金・契約者配当金

ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社まで速やかにお申し出ください。
（1）ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった

期間の保険料を解約返れい金として返還します。
（2）解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返

還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
（3）始期日から解約日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況により、

追加の保険料を請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その
払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

5 解約と解約返れい金

2 基本となる補償、保険金額の設定 等

※ 「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合は、交通事故や交通乗用具の火災によって被ったケガに
限り保険金をお支払いします。

型

本人型
家族型
夫婦型
配偶者対象外型

本人 配偶者 同居の親族・別居の未婚の子※
被保険者の範囲

◯
◯
◯
◯

－
◯
◯
－

－
◯
－
◯

※ 家族型では「本人またはその配
偶者の同居の親族（＊）」または
「本人またはその配偶者の別居
の未婚の子」をいいます。配偶
者対象外型では「本人の同居
の親族（＊）」または「本人の別
居の未婚の子」をいいます。
（＊）6親等内の血族および3親

等内の姻族をいいます。

（2）被保険者の範囲
①ご契約内容により被保険者となれる方が限定されている場合があります。また、
特約により加入できる被保険者の年令が決まっているものがあります。詳細は、
代理店・扱者または当社までお問合わせください。
②補償の種類により選択できる被保険者の範囲の型は、以下のとおりです。

補償の種類
ケガの補償

病気の補償、がんの補償

本人型
◯ ◯ ◯ ◯
◯ × × ×

家族型 夫婦型 配偶者対象外型

（注）上記の各型の被保険者の範囲は、次のとおりです。なお、家族構成は、保険金支払事由発生時のもの
をいいます。

③下記の特約の被保険者は上記②で選択した被保険者の範囲に関わらず以下の
とおりです。

特約

個人賠償責任危険補償特約（賠償事故解決用）、
受託物賠償責任補償特約
所得補償特約

本人 配偶者 本人またはその配偶者の同居の
親族・別居の未婚の子

被保険者の範囲

◯

◯

※ ◯

－

※

－

◯※

※被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監
督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。

（注）上記以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細は普通保険約款・特約
をご確認ください。

（3）保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間：1年間です。また、1年に満たない短期契約もできます。実際に契約す

る保険期間は、保険申込書をご確認ください。
②補償の開始：始期日の午後4時（保険申込書に異なる時刻が記載されている場合

はその時刻）に始まります。
③補償の終了：満期日の午後4時に終わります。

平均所得額※２の範囲内で、適正な額となるよう設定してください。なお、所得補償保
険金額が被保険者の平均月間所得額※3を上回っている場合には、その上回る部分
については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
定期所得の平均月間額※4の範囲内で、適正な額となるよう設定してください。なお、介
護による休業補償保険金額が、被保険者の平均月間定期所得額※5を上回っている場合
には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

所得補償特約

親の介護による
休業補償特約



01 02

（注）「団体割引」は始期日時点において被保険者(補償の対象となる方)の人数が一定人数を上回った場合（上記割引率は被保険者ご本人が20名以上100名未満の場合となります）等、当社が定める所定の条件を満たした
場合に適用されます。

ご本人（35才）
保険期間1年

〔一般団体契約・団体割引5％適用・月払〕

ご本人（35才）
保険期間1年

〔一般団体契約・団体割引5％適用・月払〕

傷害入院保険金支払限度日数180日／支払対象期間180日／免責期間0日
傷害通院保険金支払限度日数90日／支払対象期間180日／免責期間0日
＜オプション＞親介護一時金支払特約セット（フランチャイズ90日）

補償内容 保険金額

傷害死亡・後遺障害保険金

傷害・疾病入院保険金日額

傷害・疾病手術保険金

疾病放射線治療保険金

傷害・疾病通院保険金日額

個人賠償責任危険保険金

月払保険料

500万円

5,000円
入院中の手術：傷害・疾病入院保険金日額×１０倍
入院中以外の手術：傷害・疾病入院保険金日額×５倍
1回の放射線治療について
疾病入院保険金日額×１０倍

2,500円

1億円

2,440円

ご契約例①

補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害保険金
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金
傷害通院保険金日額
個人賠償責任危険保険金
オプション補償
親介護一時金

オプションセットなし
オプションセットあり

（免責金額0円）

（免責金額0円）

500万円

入院中の手術：傷害入院保険金日額×１０倍
入院中以外の手術：傷害入院保険金日額×５倍

2,500円

5,000円

2,480円

1億円

100万円
1,740円

ご契約例②

ご契約例
（注）親介護一時金支払特約の特約被保険者
　  （被保険者本人の親）
     父親：67才、母親：65才の場合

【複数のご契約があるお客さまへ】
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等（異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます）により、既に被保険者について同種の補償がある    場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険
金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が１つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなる     ことがありますのでご注意ください。

傷害入院保険金支払限度日数180日／支払対象期間180日／免責期間0日
疾病入院保険金支払限度日数180日／支払対象期間180日／免責期間0日
傷害通院保険金支払限度日数90日／支払対象期間180日／免責期間0日
疾病通院保険金支払限度日数30日／支払対象期間180日

月払
保険料

団体総合生活補償保険で、暮らしの中での万が一に備えましょう！

・保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合があります。
・サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
・サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
・サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。

健康維持に役立つ情報提供や病気に関するご相談などで、
みなさまの健康生活をしっかりサポート！

サービスの概要

■健康・医療ご相談 （健康・医療のご相談／病院情報のご提供/夜間休日医療機関情報のご提供）
■ホームヘルパーサポート（ホームヘルパー業者のご紹介）
■暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談（法律のご相談／税務のご相談）

生活安心サポート

■セカンドオピニオンのご相談／面談専門医のご紹介／“がん”粒子線治療のご相談医療カウンセリングサービス
■健康検診サービス（人間ドック施設のご紹介／PET検診施設のご紹介／在宅検診のご紹介） 
■健康・医療ご相談 （健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご提供）
■介護安心サービス（介護安心相談／介護に関する業者・施設情報のご提供）／認知症TESTER（テスター）
■メンタルご相談（メンタルヘルスのご相談）  
■暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談（法律のご相談／税務のご相談）

健康安心サポート

●サービスをご利用いただける方は被保険者（補償の対象となる方）となります。親介護一時金支払特約をセットされた場合、介護安心サービスについて
は被保険者だけでなく親介護一時金支払特約の補償の対象となる方もご利用いただけます。

上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご加入後に交付される加入者証または「団体総合生活
補償保険サービスガイド」でご確認ください。

●ご提供するサービスは、セットされる
特約により右表のとおりとなります。

セットされる特約
傷害補償特約

疾病補償特約、がん補償特約、親介護一時金支払特約、親の介護による休業補償特約

ご提供するサービス
生活安心サポート

医療カウンセリングサービス + 健康安心サポート

ケガの補償 病気の補償 がんの補償

その他の補償

傷害補償 疾病補償 がん補償

所得補償 介護一時金

介護一時金 介護による休業補償保険金

個人賠償責任危険補償（示談交渉サービス付※2） 携行品損害

受託物賠償

救援者費用等

ホールインワン・アルバトロス費用

この他にも、魅力ある補償を多数ご用意しております。

日常生活中のケガや、交通事故など偶然な事故によりケガ（傷害）を被った場合に補償します。

入院や通院※1、手術を補償します。

▲車にはねられケガをした。
▲自転車搭乗中、転んで
　ケガをした。

▲スキー場で転んで
　ケガをした。 ▲犬にかまれてケガをした。

●傷害補償（MS＆AD型）特約
●疾病補償特約

●傷害退院時一時金補償特約
事故によるケガのため、20日以上継続して入院
した後、生存して退院した場合に保険金をお支
払いする特約です。

発病した病気の治療を目的として入院した場合また
は退院後180日以内に通院した場合に補償します。

●個人賠償責任危険補償特約（賠償事故解決用）
偶然な事故により他人にケガをさせた
り、他人の物を壊してしまい、法律上の
損害賠償責任を負担することになった
場合に補償します。（免責金額：0円）

▲自転車運転中、
他人とぶつかり
ケガをさせた。

（注）右記事例でも事故状況等により、損害賠償責任
が発生しない場合等、保険金のお支払い対象と
ならないことがありますのでご注意ください。

●所得補償特約
ケガや病気による入院などでお仕事ができな
い期間（就業不能期間）の所得を補償します。

●親介護一時金支払特約
被保険者本人またはその配偶者の親※3が要介護状態（公
的介護保険制度において要介護3以上に認定された場合な
ど）となり、その状態が保険証券に記載されたフランチャイ
ズ期間を超えて継続した場合、一時金をお支払いします。

●受託物賠償責任補償特約
他人から預かったものや借りたものを損壊・
紛失・盗難され、法律上の損害賠償責任を
負担することになった場合に補償します。
（免責金額：5,000円）

●介護一時金支払特約
被保険者本人が要介護状態（公的介護保険制度にお
いて要介護3以上に認定された場合など）となり、そ
の状態が保険証券に記載されたフランチャイズ期間
を超えて継続した場合、一時金をお支払いします。

●携行品損害補償特約
外出時に携行しているご自身の身の回り
品を偶然な事故で壊してしまった場合の
損害を補償します。（免責金額：3,000円） ◀

カメラを誤って落として
壊してしまった。

●救援者費用等補償特約
重大事故にあわれた場合のご家族の
駆けつけ費用や捜索救助費用などを
補償します。

●ホールインワン・アルバトロス
　費用補償特約（団体総合生活補償保険用）国内

のみ ホールインワンまたはアルバトロス達
成の祝賀会費用などを補償します。

【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。 【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

●疾病退院時一時金補償特約
発病した病気の治療のため、20日以上継続して入院
した後、生存して退院した場合に保険金をお支払い
する特約です。

●がん補償特約
がんと診断確定され、そのがんの治療を目的として入院した
場合または退院後180日以内に通院した場合に補償します。

●がん診断保険金補償特約
がんと診断確定された場合に一時金として、悪性新生物のと
きはがん診断保険金額の全額を、上皮内新生物のときはがん
診断保険金額の２０％をお支払いする特約です。

●親の介護による休業補償特約
介護対象者※3が要介護状態（公的介護保険制度において要
介護３以上に認定された場合など）となり、被保険者本人が介
護による休業※4を取得した場合に補償します。

※1 通院しない場合においても、長管骨や脊柱、長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分などにギプス等（＊）を常時着用した期間は、通院日数に含めてお支払いします。
（＊）ギプス等とは、骨折・靭帯損傷などの治療において患部が動かないよう外から固定・保護し安静を保つ為に用いられる医療器具のことをいい、ギプス以外にギプスシーネ、ギプスシャ　 ーレ、シーネなどがあります。

※2 日本国内において発生した個人賠償責任危険補償特約（賠償事故解決用）の対象となる賠償事故について、被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則と　 して被保険者のために示談交渉をお引受けいたします。なお、次の場合は当社による示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任危険保険金額を明らかに超える場合　　・相手の方が当社との交渉に同意されない場合　　　　　・相手の方の交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合　　・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

※3 加入時に指定した被保険者ご本人またはその配偶者の親をいいます。
※4 介護による休業とは、介護対象者が要介護状態となり、その介護を目的として、被保険者が取得する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第11条に　 定める休業等、特約に定める休業をいいます。

親の介護に関する補償
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お支払いする保険金および費用保険金のご説明（団体総合生活補償保険）
主なものを記載しています。また、セットされる特約により、「保険金をお支払いする場合」「お支払いする保険金の額」「保険金をお支払いできない主な場合」が異な
ることがありますのでご注意ください。詳細は「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご確認ください。
以下の内容は、「交通事故危険のみ補償特約」をセットしない本人型の説明です。

1 基本構成（普通保険約款、傷害補償（MS&AD型）特約、疾病補償特約）の補償内容
⑴傷害に関する補償
① 被保険者（補償の対象となる方）が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害（「ケガ※」といいます）に対して保険金をお支払いします。
　 ※ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
②被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。
（注1）既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
（注2）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

傷 害
死 亡
保 険 金

事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含
めて180日以内に死亡した場合

 

（注） 保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害
保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金
額からその額を差し引いてお支払いします。

⑴ 次のいずれかによるケガについては、保険金をお支
払いできません。
　① 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故
意または重大な過失

　② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
　③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生し
た事故

　　ア ．法令に定められた運転資格を持たないで自
動車または原動機付自転車を運転している間

　　イ ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を
帯びた状態で自動車または原動機付自転車を
運転している間

　　ウ ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等
の影響により正常な運転ができないおそれが
ある状態で自動車または原動機付自転車を運
転している間

　④ 被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
　⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
　⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また
は暴動（＊1）

　⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波（＊2）
  など
⑵ 次のいずれかの場合についても保険金をお支払い
できません。
　① むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの
（＊3）

　② 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒（＊4）
⑶ 次のいずれかによって発生したケガについても保険
金をお支払いできません。
　① 被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、
自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサ
ー、プロレスラー等やその他これらと同程度また
はそれ以上の危険を有する職業に従事している
間の事故

　② 被保険者が山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイ
ル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロック
クライミング等をいいます）、職務以外での航空機
操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等
の危険な運動を行っている間の事故

 など
（＊1）テロ行為によって発生したケガに関しては自動セ

ットの特約により保険金お支払いの対象となりま
す。

（＊2）「天災補償特約」がセットされた場合、保険金お
支払いの対象となります。

（＊3）被保険者が自覚症状を訴えている場合であって
も、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、
眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に
証明することができないものをいいます。

（＊4）「食中毒補償特約（A）」がセットされた場合、保
険金お支払いの対象となります。ただし、死亡保
険金に関しては、約款所定の条件に該当した場
合に限ります。

傷 害
後 遺 障 害
保 険 金

事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含
めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合

 

（注） 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害
保険金額が限度となります。

傷 害 入 院
保 険 金

事故によるケガの治療のため、入院し、その入院が傷害
入院保険金の免責期間（＊）を超えて継続した場合
（＊） 事故の発生の日からその日を含めて保険証券に記

載された免責期間が満了するまでの期間をいいま
す。

 

（注） 傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌
日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対
象期間※1内の入院を対象とし、1事故につき、
保険証券に記載された傷害入院保険金の支払
限度日数が限度となります。

傷 害 手 術
保 険 金

事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその
日を含めて傷害手術保険金支払対象期間※2内に手術
※3を受けた場合

1回の手術について次の額をお支払いします。※4
①入院中に受けた手術
 

②上記①以外の手術
 

（注） 入院中とは、手術を受けたケガの治療のために
入院している間をいいます。

傷 害 通 院
保 険 金

事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその
日を含めて保険証券に記載された傷害通院保険金の免
責期間が満了した日の翌日以降に、通院（往診を含みま
す）した場合
（注） 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受

領等のためのものは、通院に含みません。

 

（注1） 傷害通院保険金の免責期間の満了日の翌日
からその日を含めて傷害通院保険金の支払対
象期間※1内の通院を対象とし、1事故につ
き、保険証券に記載された傷害通院保険金の
支払限度日数が限度となります。

（注2） 通院しない場合においても、約款所定の部位
を固定するために、医師の指示によりギプス等
を常時装着した期間は、通院日数に含めてお
支払いします。

※1  支払対象期間とは、傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
※2  傷害手術保険金支払対象期間とは、事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※3  手術とは、次の診療行為をいいます。
 ① 公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
 ・ 創傷処理　・皮膚切開術　・デブリードマン　・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術　・抜歯手術　・歯科診療固有の診療行為
 ②先進医療（＊1）に該当する診療行為（＊2）
 　（＊1） 手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機

関および適応症は限定されます。
 　（＊2） 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります（診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与（全身・局所）、放

射線照射、温熱療法による診療行為を除きます）。
※4  手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
 ・ 保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、①の手術を1回受けたも

のとします。
 ・ 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
 ・ 一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受

けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません。

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額

×傷害死亡・後遺
障害保険金額

約款所定の保険金
支払割合（4％～100％）

×傷害入院保険金日額 入院日数

×傷害入院保険金日額 10

×傷害入院保険金日額 5

×傷害通院保険金日額 通院日数

⑵疾病に関する補償
①被保険者が疾病（病気といいます）を発病し、その直接の結果として保険期間中に入院※を開始した場合または手術を受けた場合に保険金をお支払いします。
　※入院には美容整形、病気の治療処置を伴わない検査等のための入院を含みません。
②被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。
（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

疾 病 入 院
保 険 金

発病した病気の治療を目的として入院し、その入院が疾
病入院保険金の免責期間（＊）を超えて継続した場合

（＊） 入院を開始した日からその日を含めて保険証券に
記載された免責期間が満了するまでの期間をいい
ます。

 

（注1） 疾病入院保険金の免責期間が満了した日の
翌日からその日を含めて疾病入院保険金の支
払対象期間※1内の入院を対象とし、1入院に
つき、保険証券に記載された疾病入院保険金
の支払限度日数が限度となります。

（注2） 退院した日からその日を含めて180日以内に医
学上重要な関係により再入院した場合は、前
の入院とあわせて1入院となり、疾病入院保険
金の支払対象期間の起算日は最初の入院の
免責期間の満了日の翌日となります。

⑴ 保険期間の開始時（継続契約の場合は継続されて
きた最初の保険期間の開始時）より前に発病した病
気については保険金をお支払いできません。（＊1）

⑵ 次のいずれかにより発病した病気に対しては保険金
をお支払いできません。
　① 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故
意または重大な過失

　② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
　③ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また
は暴動（＊2）

　④ 治療を目的として医師が使用した場合以外にお
ける被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい
剤、シンナー等の使用

 など
⑶ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの（＊3）
に対しては保険金をお支払いできません。
⑷ 次のいずれかによる病気に対しては保険金をお支
払いできません。
　① 被保険者が被った精神障害を原因として発病し
た病気

　② 被保険者の妊娠または出産。ただし、異常妊娠、
異常分娩または産じょく期の異常を含みません。 

⑸ 特定疾病補償対象外の条件でのお引受けとなった
場合、「特定疾病補償対象外特約」がセットされま
す。この場合、保険証券に記載された病気に対して
は保険金をお支払いできません。
 など
（＊1） 被保険者が発病した時が、その病気による入院

を開始した日から保険契約の継続する期間を遡
及して365日以前である場合は、その病気は、保
険期間の開始時以降に発病したものとして保険
金お支払いの対象となります。

（＊2） テロ行為によって発生した病気に関しては自動セ
ットの特約により保険金お支払いの対象となりま
す。

（＊3） 被保険者が自覚症状を訴えている場合であって
も、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼
科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証
明することができないものをいいます。

疾 病 手 術
保 険 金

次のいずれかに該当する場合
① 疾病入院保険金をお支払いする場合に、被保険者が
疾病手術保険金支払対象期間※2内に病院または診
療所において、その病気の治療を直接の目的として
手術※3を受けたとき
② 上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院また
は診療所において、発病した病気の治療を直接の目
的として手術を受けた場合

1回の手術について次の額をお支払いします。※4
①入院中に受けた手術
 

②上記①以外の手術
 

（注） 入院中とは、病気の治療のために入院している
間をいいます。

疾病放射線
治療保険金

次のいずれかに該当する場合
① 疾病入院保険金をお支払いする場合に、被保険者が
疾病放射線治療保険金支払対象期間※5内に病院
または診療所において、その病気の治療を直接の目
的として放射線治療※6を受けた場合
② 上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院また
は診療所において、発病した病気の治療を直接の目
的として放射線治療※6を受けた場合

1回の放射線治療について次の額をお支払いしま
す。※7
 

疾 病 通 院
保 険 金

疾病入院保険金をお支払いする場合において、退院し
た日の翌日からその日を含めて疾病通院保険金の支払
対象期間※1（180日）内に、その入院の原因となった病
気の治療を目的として通院（往診を含みます）したとき
（注）  「疾病通院保険金の支払条件変更特約」がセット

された場合、入院日の前日以前60日以内の通院に
ついてもお支払いの対象となります。

 

（注1） 1入院につき、通院日数は、通算して保険証券
に記載された疾病通院保険金の支払限度日
数が限度となります。

（注2） 退院した日からその日を含めて180日以内に医
学上重要な関係により再入院した場合は、前
の入院とあわせて1入院となります。

※1  支払対象期間とは、疾病入院保険金、疾病通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
※2  疾病手術保険金支払対象期間とは、入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※3 手術とは、次の診療行為をいいます。
 ①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
  ・創傷処理　・皮膚切開術　・デブリードマン　・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術　・抜歯手術または歯、歯肉の処理に伴う手術その他歯科診療固有の診療行為

・美容整形上の手術　・病気を直接の原因としない不妊手術　・診断、検査（生検、腹腔（くう）鏡検査等）のための手術　・吸引および穿刺などの処置　・神経ブロック　・抜釘術　・屈折異常に対する手術
 ②先進医療に該当する診療行為（⑴傷害に関する補償の※3②と同じになります）
※4 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は、⑴傷害に関する補償の※4と同じになります。
※5 疾病放射線治療保険金支払対象期間とは、入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※6 放射線治療とは、次の診療行為をいいます。
 ① 公的医療保険制度において放射線治療料の対象となる診療行為。ただし、放射線の照射を行うものについては、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。
 ② 先進医療（＊）に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
 　（＊） 放射線治療を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医

療機関および適応症は限定されます。
※7 放射線治療を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
 ・ 保険金お支払いの対象となる放射線治療を同一の日に複数回受けた場合、1回の放射線治療に対してのみ保険金をお支払いします。
 ・ 保険金お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、2回目以降の放射線治療が保険金をお支払いする放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けたものであるときは、保険金をお支

払いしません。

⑶がんに関する補償
①被保険者ががんと診断確定され、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術などを受けた場合などに保険金をお支払いします。
　※ がんとは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中「悪性新生物」および「上皮内新生物」に分類されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣
官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2003年版）準拠」によります。

②被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。
（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

が ん 入 院
保 険 金

がんと診断確定され、そのがんの治療を目的として保険
期間中に入院を開始し、その入院ががん入院保険金の
免責期間（＊）を超えて継続した場合

（＊） 入院を開始した日からその日を含めて保険証券に
記載された免責期間が満了するまでの期間をいい
ます。

 

（注1） がん入院保険金の免責期間が満了した日の翌
日からその日を含めてがん入院保険金の支払
対象期間※1内の入院を対象とします。

（注2） 退院した日からその日を含めて180日以内に入
院の原因となったがんと医学上重要な関係によ
り再入院した場合は、前の入院とあわせて１入
院となり、がん入院保険金支払対象期間の起
算日は最初の入院の免責期間の満了日の翌日
となります。

⑴ 保険期間の開始時（継続契約の場合は継続され
てきた最初の保険期間の開始時）より前に診断確
定されたがんについては、保険金をお支払いでき
ません。
⑵ 保険期間の開始時（継続契約の場合は継続され
てきた最初の保険期間の開始時）からその日を含
めて90日を経過した日の翌日午前０時より前にが
んと診断確定された場合については、保険金をお
支払いできません。
 など

が ん 手 術
保 険 金

がんと診断確定され、次のいずれかに該当する場合
① がん入院保険金をお支払いする場合に、被保険者が
がん手術保険金支払対象期間※2内に病院または診
療所において、そのがんの治療を直接の目的として約
款所定の手術を受けたとき
② 上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院また
は診療所において、がんの治療を直接の目的として約
款所定の手術を受けた場合

1回の手術について次の額をお支払いします。※3
①入院中に受けた手術
 

②上記①以外の手術
 

（注） 入院中とは、がんの治療のために入院している間
をいいます。

×疾病入院保険金日額 入院日数

×疾病入院保険金日額 10

×疾病入院保険金日額 5

×疾病入院保険金日額 10

×疾病通院保険金日額 通院日数

×がん入院保険金日額 入院日数

×がん入院保険金日額 10

×がん入院保険金日額 5

【複数のご契約があるお客さまへ】
　被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等（異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます）により、既に被保険者について同種
の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか
一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの補償が１つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償
がなくなることがありますのでご注意ください。

このパンフレットに記載の補償が重複する可能性のある特約に、補償重複 マークを付けています。パンフレットに記載以外の特約にも補償が重複する可能性のある特約がありますの
で、詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。

平成29年10月以降保険始期用
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⑷所得補償に関する特約
① 被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは病気（ケガ以外の身体の障害をいいます）を被り、その直接の結果として就業不能になった場合に、被
保険者が被った損失に対して保険金をお支払いします。
② 被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。
（注1）保険金支払対象外の身体障害の影響などにより身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
（注2）所得補償特約には、「骨髄採取手術に伴う入院補償特約（所得補償特約用）」が自動セットされます。

特　約　名 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

所 得 補 償
特 約
補償重複

所 得 補 償
保 険 金

身体障害により、就業不能となった場合
 

×＋ 保険金額
就業不能期間のうち

1か月に満たない期間の日数
30

（＊） 1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てま
す。

（注1） 保険証券に記載されたてん補期間が限度となります。
（注2） 平均月間所得額（＊）が保険金額より小さい場合

は、上記算式の「保険金額」を「平均月間所得額」
に読み替えて適用します。

（＊） 「平均月間所得額」とは被保険者が就業不能となる
直前12か月について、以下のとおり計算した額をいい
ます。※1ただし、就業規則等に基づく出産・育児または
介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が
減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法によ
り計算します。

平均月間所得額＝

（年間収入額※2）－（働けなくなったことにより）　　　　　　　　　　　支出を免れる金額※3
12（か月）

※1  被保険者が事業所得者の場合は、被保険者ご本人
が働けなくなったことにより減少する売上高・経費等
に応じて決定します。

※2  給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る
税引き前の収入額で、利子所得、配当所得、不動産
所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得ら
れる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。

※3  被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する
経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいま
す。

（注3） 医学上重要な関係のある身体障害により、就業不
能が終了した日からその日を含めて6か月以内に再
び就業不能になった場合は、前の就業不能と同一
の就業不能として取り扱います。

⑴ 保険期間開始時（継続契約の場合は継
続されてきた最初の保険期間の開始時）
より前に就業不能の原因となった身体障
害を被っていた場合については、保険金を
お支払いできません。
⑵ 次のいずれかによる就業不能に対して
は、保険金をお支払いできません。
　① 保険契約者、被保険者または保険金受
取人の故意または重大な過失による身
体障害

　② 被保険者の闘争行為、自殺行為または
犯罪行為による身体障害

　③ 治療を目的として医師が使用した場合
以外における被保険者の麻薬、あへ
ん、大麻または覚せい剤、シンナー等の
使用による身体障害

　④ 被保険者の妊娠、出産、早産または流
産による身体障害

　⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等
の事変または暴動による身体障害※1

　⑥ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見
のないもの※2

　⑦ 被保険者が次のいずれかに該当する間
に発生した事故によって被ったケガ

　　ア ．法令に定められた運転資格を持た
ないで自動車または原動機付自転車
を運転している間

　　イ ．道路交通法第65条第1項に定め
る酒気を帯びた状態で自動車または
原動機付自転車を運転している間

　⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津
波によるケガ※3

 など
⑶ 被保険者が被った精神障害を原因として
発生した就業不能または被保険者の妊娠
もしくは出産を原因として発生した就業不
能に対しては、保険金をお支払いできません。
⑷ 特定疾病補償対象外の条件でのお引受け
となった場合、「特定疾病補償対象外特約」
がセットされます。この場合、保険証券に記
載されたケガまたは病気による就業不能に
対しては、保険金をお支払いできません。

※1  テロ行為によって発生した身体障害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※2  被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
※3   「天災補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。

⑸その他の費用等に関する特約の補償内容
①被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
②被保険者の範囲は、「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご確認ください。

特　約　名 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

個人賠償責
任危険補償
特約（賠償
事故解決用）
補償重複

個 人 賠 償
責 任 危 険
保 険 金

被保険者が、次のいずれかの事故により、
他人の身体の障害または他人の財物の損
壊について法律上の損害賠償責任を負担
することによって損害を被った場合
① 被保険者ご本人の居住する住宅（敷地内
の動産および不動産を含みます）の所有、
使用または管理に起因する偶然な事故
②日常生活に起因する偶然な事故
（注） 住宅には、別荘等一時的に居住する

住宅を含みます。 （＊） 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引
く金額で、自己負担となる金額をいいます。

（注1） 1事故につき、個人賠償責任危険保険金額が限
度となります。

（注2） 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生
または拡大を防止するために必要または有益で
あった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払
いします。ただし、上記算式により計算した額が個
人賠償責任危険保険金額を超える場合、示談交
渉費用の一部および争訟費用は、上記算式によ
り計算した額に対する個人賠償責任危険保険金
額の割合を乗じた額をお支払いします。

（注3） 日本国内において発生した事故により損害賠償
の請求を受けた場合、当社は、被保険者からの申
出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、
被保険者のために被害者との示談交渉を引き受
けます。ただし、被保険者が負担する法律上の損
害賠償責任の総額が個人賠償責任危険保険金
額を明らかに超える場合、被保険者が正当な理
由なく当社への協力を拒んだ場合または損害賠
償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起
された場合には、当社による示談交渉はできません。

（注4） 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する
法律上の損害賠償責任の額の決定については、
事前に保険会社の承認が必要となります。

⑴ 次のいずれかによって発生した損害に対し
ては、保険金をお支払いできません。
　①保険契約者または被保険者の故意
　② 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の
事変または暴動※1

　③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
 など
⑵ 次の損害賠償責任のいずれかを負担するこ
とによって被った損害に対しては、保険金を
お支払いできません。
　① 被保険者の職務遂行に直接起因する損
害賠償責任

　② 被保険者の職務の用に供される動産また
は不動産の所有、使用または管理に起因
する損害賠償責任

　③ 被保険者と同居する親族※2に対する損
害賠償責任

　④ 被保険者の使用人が被保険者の業務等
に従事中に被った身体の障害に起因する
損害賠償責任。ただし、使用人には家事
使用人を含みません。

　⑤ 被保険者と第三者との間の約定によって
加重された損害賠償責任

　⑥ レンタル用品やゴルフ場のゴルフ・カートな
ど他人から借りたり預かった財物自体の損
害に起因する損害賠償責任

　⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠
償責任

　⑧ 被保険者による暴行等に起因する損害
賠償責任

　⑨ ゴルフ・カート以外の自動車、モーターボー
ト、猟銃等の所有、使用または管理に起因
する損害賠償責任

 など

保険金または共済金が支払われる他の
保険契約等がある場合において、それぞ
れの保険契約または共済契約の支払責
任額（＊）の合計額が、平均月間所得額を
超えるときは、下記の額を就業不能期間
1か月あたりの保険金としてお支払いしま
す。
　・ 他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われていない場合は、
この保険契約の就業不能期間1か
月あたりの支払責任額（＊）

　・ 他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われた場合は、平均
月間所得額から他の保険契約等か
ら支払われた保険金または共済金
の合計額を差し引いた残額。ただし、
この保険契約の就業不能期間1か
月あたりの支払責任額（＊）を限度と
します。

（＊） 他の保険契約等がないものとして算
出した支払うべき保険金または共済
金の額をいいます。

×保険金額 就業不能期間の月数（＊）

＋ －
被保険者が損害賠
償請求権者に対して
負担する法律上の損
害賠償責任の額

判決により支払を命
ぜられた訴訟費用ま
たは判決日までの遅
延損害金

－
被保険者が損害賠償請求権者
に対して損害賠償金を支払っ
たことにより代位取得するも
のがある場合は、その価額

免責金額（＊）
（0円）

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

が ん
放射線治療
保 険 金

がんと診断確定され、次のいずれかに該当する場合
① がん入院保険金をお支払いする場合に、被保険者が
がん放射線治療保険金支払対象期間※4内に病院ま
たは診療所において、そのがんの治療を直接の目的と
して約款所定の放射線治療を受けたとき
② 上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院また
は診療所において、がんの治療を直接の目的として約
款所定の放射線治療を受けた場合

1回の放射線治療について次の額をお支払いします。※5
 

がん入院保険金、がん手術保険金の「保険金をお支
払いできない主な場合」と同じになります。

が ん 通 院
保 険 金

がん入院保険金をお支払いする場合において、退院し
た日の翌日からその日を含めてがん通院保険金の支払
対象期間※1（180日）内に、その入院の原因となったが
んの治療を目的として通院（往診を含みます）したとき

（注）  「がん通院保険金の支払条件変更特約」がセット
された場合、入院日の前日から60日以内の通院に
ついてもお支払いの対象となります。

 

（注1） １入院につき、通院日数は、通算してがん通院保
険金の支払限度日数（45日）が限度となります。

（注2） 退院した日からその日を含めて180日以内に入
院の原因となったがんと医学上重要な関係によ
り再入院した場合は、前の入院とあわせて１入
院となります。

※1  支払対象期間とは、がん入院保険金、がん通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間（がん通院保険金は180日）をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
※２  がん手術保険金支払対象期間とは、入院を開始した日からその日を含めて「がん入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※３   手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
　　・ 保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、１回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、①の手術を１回受けたものと

します。
　　・ １回の手術を２日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
※４  がん放射線治療保険金支払対象期間とは、入院を開始した日からその日を含めて「がん入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※５  放射線治療を複数回受けた場合のお支払いの限度は、（2）疾病に関する補償の※７と同じになります。

2 主な特約と補償内容 （注）パンフレットに記載の特約のみを表示しています。
別に定める保険料を払い込んでいただくことでセットされる主な特約とその概要は下記のとおりです。

⑴傷害危険に関する特約
特　約　名 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

傷害退院時
一時金補償
特 約

傷害退院時
一 時 金

事故によるケガの治療のため、20日以上継
続して入院した後、生存して退院した場合

 

（注1） 1入院につき、1回のお支払いに限ります。
（注2） 退院した日からその日を含めて180日以内に同一の

ケガにより再入院した場合は、前の入院とあわせて
1入院となります。

1⑴傷害に関する補償の「保険金をお支払
いできない主な場合」と同じになります。

⑵疾病補償に関する特約
特　約　名 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

疾病退院時
一時金補償
特 約

疾病退院時
一 時 金

発病した病気の治療のため、20日以上継
続して入院した後、生存して退院した場合

 

（注1） 1入院につき、1回のお支払いに限ります。
（注2） 退院した日からその日を含めて180日以内に医学上

重要な関係により再入院した場合は、前の入院とあ
わせて1入院となります。

1⑵疾病に関する補償の「保険金をお支払
いできない主な場合」と同じになります。

⑶がんに関する特約
特　約　名 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

が ん 診 断
保 険 金
補 償 特 約

悪 性
新 生 物
診 断
保 険 金

次のいずれかに該当した場合で、そのがん
が、約款所定の「悪性新生物」であったとき
① 初めてがんと診断確定された場合
② 原発がん（＊）を治療したことにより、がん
が認められない状態になり、その後初め
てがんが再発したと診断確定された場
合
③ 原発がん（＊）が他の臓器に転移したと
診断確定された場合。ただし、転移する
以前にその臓器に既にがんが発生して
いた場合を含みません。
④ 原発がん（＊）とは別に、新たながんが発
生したと診断確定された場合

（＊） 原発がんとは、既に診断確定されたが
んをいいます。

 

（注） 保険期間を通じ、１回のお支払いに限ります。

⑴ 保険期間の開始時（継続契約の場合は
継続されてきた最初の保険期間の開始
時）からその日を含めて90日を経過した日
の翌日午前０時より前にがんと診断確定
された場合については保険金をお支払い
できません。
⑵ がんと診断確定された日からその日を含
めて２年以内に「悪性新生物」または「上
皮内新生物」によるがん診断保険金のお
支払い対象に該当した場合については保
険金をお支払いできません。ただし、２年
経過日の翌日以後に入院を開始または治
療を継続されている場合には保険金をお
支払いします。

など

上 皮 内
新 生 物
診 断
保 険 金

次のいずれかに該当した場合で、そのがん
が、約款所定の「上皮内新生物」であった
とき
① 初めてがんと診断確定された場合
② 原発がん（＊）を治療したことにより、がん
が認められない状態になり、その後初め
てがんが再発したと診断確定された場
合
③ 原発がん（＊）が他の臓器に転移したと
診断確定された場合。ただし、転移する
以前にその臓器に既にがんが発生して
いた場合を含みません。
④ 原発がん（＊）とは別に、新たながんが発
生したと診断確定された場合

（＊） 原発がんとは、既に診断確定されたが
んをいいます。

 

（注） 保険期間を通じ、１回のお支払いに限ります。

×がん入院保険金日額 10

×がん通院保険金日額 通院日数

傷害退院時一時金額の全額

疾病退院時一時金額の全額

がん診断保険金額の全額

×がん診断保険金額 20%

保険金または共済金が支払われる他の保険
契約等がある場合において、それぞれの保
険契約または共済契約の支払責任額（＊1）
の合計額が、損害の額（＊2）を超えるときは、
下記の額を保険金としてお支払いします。
　・ 他の保険契約等から保険金または共

済金が支払われていない場合は、こ
の保険契約の支払責任額（＊1）

　・ 他の保険契約等から保険金または共
済金が支払われた場合は、損害の額
（＊2）から他の保険契約等から支払わ
れた保険金または共済金の合計額を
差し引いた残額。ただし、この保険契約
の支払責任額（＊1）を限度とします。

（＊1） 他の保険契約等がないものとして算
出した支払うべき保険金または共済
金の額をいいます。

（＊2） それぞれの保険契約または共済契
約に免責金額の適用がある場合に
は、そのうち最も低い免責金額を差
し引いた残額とします。
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特　約　名 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

救 援 者
費 用 等
補 償 特 約
補償重複

救 援 者
費 用 等
保 険 金

救援対象者※3が次のいずれかに該当し、
被保険者が救援者費用等を負担したことに
よって損害を被った場合
① 救援対象者が搭乗している航空機・船舶
が行方不明になった場合または遭難した
場合
② 急激かつ偶然な外来の事故により救援
対象者の生死が確認できない場合また
は緊急な捜索・救助活動を要する状態と
なったことが警察等の公の機関により確
認された場合
③ 救援対象者が、常時居住する住宅（敷地
を含みます）外における急激かつ偶然な
外来の事故によるケガのため、事故の発
生の日からその日を含めて180日以内に
死亡した場合または継続して14日以上
入院した場合

 

＜救援者費用等＞
被保険者が負担した次の①から⑤に掲げる費用のう
ち、合理的かつ妥当と認められるものをいいます。
①捜索救助費用
②現地へ赴く交通費（救援者2名分・1往復分限度）
③宿泊料（救援者2名分・1名につき14日分限度）
④救援対象者の移送・移転費用
⑤諸雑費（日本国内3万円限度、国外20万円限度）

（注1） 保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度
となります。

（注2） 第三者からの損害賠償金がある場合はその額を
差し引いてお支払いします。

次のいずれかによって発生した損害に対して
は、保険金をお支払いできません。
① 保険契約者、救援対象者、被保険者または
保険金受取人の故意または重大な過失
② 救援対象者の闘争行為、自殺行為または犯
罪行為
③ 救援対象者が次のいずれかに該当する間に
発生した事故
　ア ．法令に定められた運転資格を持たない
で自動車または原動機付自転車を運転し
ている間

　イ ．道路交通法第65条第1項に定める酒
気を帯びた状態で自動車または原動機付
自転車を運転している間

　ウ ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナ
ー等の影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で自動車または原動機
付自転車を運転している間

④救援対象者の脳疾患、病気または心神喪失
⑤救援対象者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 保険金をお支払いすべきケガの治療以外の
救援対象者に対する外科的手術その他の
医療処置
⑦救援対象者に対する刑の執行
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事
変または暴動※1
⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 救援対象者が山岳登はん（ピッケル、アイゼ
ン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用す
るもの、ロッククライミング等をいいます）、職
務以外での航空機操縦、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行
っている間の事故
⑪ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のな
いもの※4
⑫細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
 など

ホールインワン
・アルバトロス
費用補償特約
（団体総合生活
補償保険用）
補償重複

ホールインワン
・アルバトロス
費 用
保 険 金

日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場
において、アマチュアゴルファーである被保
険者が他の競技者と同伴し、パー35以上、
9ホールをラウンドするゴルフ競技中に次の
いずれかのホールインワンまたはアルバトロ
スを達成したときに、慣習として費用を負担
したことによって損害を被った場合
① 次の者両名が目撃したホールインワンま
たはアルバトロス（公式競技においては
いずれかの者とします）
　ア．同伴競技者
　イ．同伴競技者以外の第三者
　　　（同伴キャディを含みます）
② ビデオ映像等の資料によりホールインワ
ンまたはアルバトロスの達成を客観的に
確認できるホールインワンまたはアルバト
ロス

 

＜ホールインワン・アルバトロス費用＞
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、次の購入費用を含
みません。
　ア．貨幣、紙幣
　イ．有価証券
　ウ．商品券等の物品切手
　エ ．プリペイドカード（ホールインワンまたはアルバト
ロス達成を記念して特に作成したプリペイドカード
は贈呈用記念品に含まれます）

②祝賀会費用
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴キャディに対する祝儀
⑤ その他、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額
の10%以内のホールインワン・アルバトロス達成記念
モニュメント作成費等慣習として支出することが適当
である費用

（注） 1事故につき、ホールインワン・アルバトロス費用保
険金額が限度となります。

 

次のいずれかによって発生した損害に対して
は、保険金をお支払いできません。
① 日本国外で達成したホールインワンまたはア
ルバトロス
② ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で
達成したホールインワンまたはアルバトロス
③ ゴルフ場の従業員等が実際に勤務している
ゴルフ場で達成したホールインワンまたはア
ルバトロス

など

※1  テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※2  配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※3  救援対象者とは基本補償の被保険者本人をいい、救援者費用等補償特約の被保険者は保険契約者、救援対象者および救援対象者の配偶者・親族となります。
※4  救援対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

救援者費用等の額

ホールインワン・アルバトロス費用の額

この費用を補償する他の保険契約等（異なる保険種
類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を
含みます）を複数契約されても、お支払いする保険金
の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が
限度となります。それぞれの保険契約等から重複して
保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

特　約　名 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

受 託 物
賠 償 責 任
補 償 特 約
補償重複

受 託 物
賠 償 責 任
保 険 金

被保険者が受託し、管理する受託物が、次
のいずれかの間に損壊・紛失または盗難に
より、その受託物の権利者に対して法律上
の損害賠償責任を負担することによって損
害を被った場合
① 被保険者の居住する住宅（敷地を含み
ます）内に保管されている間
② 日常生活中に一時的にその住宅外で管
理されている間

＜補償対象外となる主な受託物＞
① 通貨、預貯金証書、株券、手形、印紙、切
手、稿本（本などの原稿）、設計書、図
案、証書、帳簿その他これらに類する物
② 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術
品その他これらに類する物
③ 自動車、原動機付自転車、船舶、航空機
およびこれらの付属品
④ 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が山岳登はん（ピッケル、アイゼ
ン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用
するもの、ロッククライミング等をいいま
す）、職務以外での航空機操縦、スカイダ
イビング、ハンググライダー搭乗等の危険
な運動を行っている間に用いられる用具
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物（付属設備を含みます）
⑧ 門、塀または物置等の付属建物

など

（＊） 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引
く金額で、自己負担となる金額をいいます。

（注1） 保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額が限
度となります。

（注2） 被保険者が被害受託物について正当な権利を有
する者に対して負担する法律上の損害賠償責任
の額は、被害受託物の時価額が限度となります。

（注3） 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生
または拡大を防止するために必要または有益で
あった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払
いします。ただし、上記算式により計算した額が受
託物賠償責任保険金額を超える場合、示談交渉
費用の一部および争訟費用は、上記算式により
計算した額に対する受託物賠償責任保険金額
の割合を乗じた額をお支払いします。

（注4） 被保険者が被害受託物について正当な権利を有
する者に対して負担する法律上の損害賠償責任
の額の決定については、事前に保険会社の承認
が必要となります。

（注5） 受託物が盗難にあった場合は、警察への届け出
が必要となります。

⑴ 次のいずれかによって発生した損害に対し
ては、保険金をお支払いできません。
　①保険契約者または被保険者の故意
　② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯
罪行為

　③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に
発生した事故

　　ア ．法令に定められた運転資格を持たな
いで自動車または原動機付自転車を運
転している間

　　イ ．道路交通法第65条第1項に定める
酒気を帯びた状態で自動車または原動
機付自転車を運転している間

　　ウ ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シン
ナー等の影響により正常な運転ができ
ないおそれがある状態で自動車または
原動機付自転車を運転している間

　④ 被保険者に引き渡される以前から受託物
に存在した欠陥

　⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の
事変または暴動※1

　⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
　⑦ 差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、
火災消防または避難に必要な処置である
場合を含みません。

　⑧ 受託物に発生した自然発火または自然爆発
　⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない受
託物の電気的事故・機械的事故

　⑩ 自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥が
れ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ
食い、虫食い等

　⑪ 風、雨、雪、雹（ひょう）もしくは砂塵（じん）
等の吹込み、漏入によって発生した受託
物の損壊

 など
⑵ 次の損害賠償責任のいずれかを負担するこ
とによって被った損害に対しては、保険金を
お支払いできません。
　① 被保険者の職務遂行に直接起因する損
害賠償責任

　② 被保険者の職務の用に供される動産また
は不動産の所有、使用または管理に起因
する損害賠償責任

　③ 被保険者と同居する親族※2に対する損
害賠償責任

　④ 被保険者と第三者との間の約定によって
加重された損害賠償責任

　⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠
償責任

　⑥ モーターボート、猟銃等の所有、使用また
は管理に起因する損害賠償責任

　⑦ 受託物が委託者に引き渡された後に発見され
た受託物の損壊に起因する損害賠償責任

　⑧ 受託物が使用不能になったことに起因す
る損害賠償責任（収益減少に基づく損害
賠償責任を含みます）

　⑨ 受託物について、通常必要とされる取扱い
上の注意に著しく反したことまたは本来の
用途以外に使用したことに起因する損害賠
償責任

 など

携 行 品
損 害
補 償 特 約
補償重複

携 行 品
損 害
保 険 金

被保険者が居住する住宅（敷地を含みま
す）外において、偶然な事故により、被保険
者が携行している被保険者所有の身の回
り品に損害が発生した場合

 

（＊1） 損害の額は、修理費または保険価額（＊5）を基準
に決定します。

（＊2） 損害の額には損害の発生または拡大を防止する
ために要した費用等を含み、保険価額（＊5）が限
度となります。

（＊3） 保険金をお支払いする損害の額は、1事故につ
き、携行品1個、1組または1対あたり10万円（乗
車券等または通貨等は合計5万円）が限度となり
ます。

（＊4） 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し
引く金額で、自己負担となる金額をいいます。

（＊5） 保険価額とは、再調達価額（＊6）から使用による
消耗、経過年数等に応じた減価額（＊7）を差し引
いた額をいいます。（＊8）

（＊6） 損害が発生した時の発生した場所における保険
の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の
ものを再取得するのに必要な金額をいいます。

（＊7） 保険の対象が現に使用されている場合で十分な
維持・保守管理がされているときは、再取得する
のに必要な金額の50％を限度とし、使用されてい
ない場合や十分な維持・保守管理がされていない
場合は、再取得するのに必要な金額の90％を限
度とします。

（＊8） 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫
刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等
と認められる物の市場流通価額をいいます。

（注1） 保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度と
なります。

（注2） 携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け
出が必要となります。

次のいずれかによって発生した損害に対して
は、保険金をお支払いできません。
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人
の故意または重大な過失
② 被保険者が次のいずれかに該当する間に発
生した事故
　ア ．法令に定められた運転資格を持たない
で自動車または原動機付自転車を運転し
ている間

　イ ．道路交通法第65条第1項に定める酒
気を帯びた状態で自動車または原動機付
自転車を運転している間

　ウ ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナ
ー等の影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で自動車または原動機
付自転車を運転している間

③ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事
変または暴動※1

④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火
災消防または避難に必要な処置である場合
を含みません。
⑥保険の対象の欠陥
⑦ 保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さ
び、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱ま
たはねずみ食い、虫食い等
⑧ 保険の対象の平常の使用または管理におい
て通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥
がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等
外観上の損傷または汚損であって、保険の
対象ごとにその保険の対象が有する機能の
喪失または低下を伴わないもの
⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険
の対象の電気的事故・機械的事故。ただし、
これらにより発生した火災による損害を含み
ません。
⑩ 保険の対象である液体の流出。ただし、他の
保険の対象に発生した損害を含みません。
⑪ 保険の対象の置き忘れ・紛失
⑫ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準
ずる方法により情報を記録しておくことがで
きる物または機器に記録された情報のみに
発生した損害
 など

＜携行品損害補償特約の補償対象外となる主な携行品＞
① 株券、手形、定期券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗車券等および
通貨等については補償対象となります。
② 預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカードその他これらに類する物
③ パスポートその他これらに類する物
④ 稿本（本などの原稿）、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
⑤ 船舶、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
⑥ 被保険者が山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッ
ククライミング等をいいます）、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭
乗等の危険な運動を行っている間に用いられる用具
⑦ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑧ 動物および植物 など

＋ －

被保険者が被害受託
物について正当な権
利を有する者に対し
て負担する法律上の
損害賠償責任の額

判決により支払を命
ぜられた訴訟費用ま
たは判決日までの遅
延損害金

－

被保険者が被害受託物につ
いて正当な権利を有する者に
対して損害賠償金を支払った
ことにより代位取得するもの
がある場合は、その価額

免責金額（＊）
（5,000円）

－損害の額（＊1）～（＊3） 免責金額（＊4）（3,000円）

保険金または共済金が支払われる他の
保険契約等がある場合において、それぞれ
の保険契約または共済契約の支払責任額
（＊1）の合計額が、損害の額（＊2）を超えるとき
は、下記の額を保険金としてお支払いします。
　・   他の保険契約等から保険金または共
済金が支払われていない場合は、この
保険契約の支払責任額（＊1）

　・   他の保険契約等から保険金または共
済金が支払われた場合は、損害の額
（＊2）から他の保険契約等から支払わ
れた保険金または共済金の合計額を
差し引いた残額。ただし、この保険契約
の支払責任額（＊1）を限度とします。

（＊1） 他の保険契約等がないものとして算出
した支払うべき保険金または共済金の
額をいいます。

（＊2） それぞれの保険契約または共済契約
に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた
残額とします。

保険金または共済金が支払われる他の
保険契約等がある場合において、それぞ
れの保険契約または共済契約の支払責
任額（＊1）の合計額が、損害の額（＊2）を
超えるときは、下記の額を保険金としてお
支払いします。
　・  他の保険契約等から保険金または共
済金が支払われていない場合は、この
保険契約の支払責任額（＊1）

　・  他の保険契約等から保険金または共
済金が支払われた場合は、損害の額
（＊2）から他の保険契約等から支払わ
れた保険金または共済金の合計額を
差し引いた残額。ただし、この保険契約
の支払責任額（＊1）を限度とします。

（＊1）  他の保険契約等がないものとして算
出した支払うべき保険金または共済
金の額をいいます。

（＊2） それぞれの保険契約または共済契
約に免責金額の適用がある場合に
は、そのうち最も低い免責金額を差
し引いた残額とします。

保険金または共済金が支払われる他の
保険契約等がある場合において、それぞ
れの保険契約または共済契約の支払責
任額（＊）の合計額が、損害の額を超える
ときは、下記の額を保険金としてお支払
いします。
　・   他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われていない場合は、
この保険契約の支払責任額（＊）

　・   他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われた場合は、損害の
額から他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の合計額を差
し引いた残額。ただし、この保険契約
の支払責任額（＊）を限度とします。

（＊） 他の保険契約等がないものとして算
出した支払うべき保険金または共済
金の額をいいます。

保険金または共済金が支払われる他の
保険契約等がある場合において、それ
ぞれの保険契約または共済契約の支払
責任額（＊1）の合計額が、支払限度額
（＊2）を超えるときは、下記の額を保険
金としてお支払いします。
　・   他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われていない場合は、
この保険契約の支払責任額（＊1）

　・   他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われた場合は、支払限
度額（＊2）から他の保険契約等から
支払われた保険金または共済金の
合計額を差し引いた残額。ただし、こ
の保険契約の支払責任額（＊1）を限
度とします。

（＊1）  他の保険契約等がないものとして算
出した支払うべき保険金または共済
金の額をいいます。

（＊2）  この保険契約および他の保険契約
等の支払責任額のうち最も高い支
払責任額を支払限度額とします。
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⑹要介護状態に関する特約の補償内容
①被保険者が要介護状態となった場合に保険金をお支払いします。
② 介護一時金支払特約の被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。親介護一時金支払特約の被保険者は、この特約の被保険者として保
険証券に記載された方となります。

（注）保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

特　約　名 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

介 護
一 時 金
支 払 特 約

介 護
一 時 金

被保険者が要介護状態となり、その要介護
状態が要介護状態開始日からその日を含
めて保険証券に記載されたフランチャイズ
期間を超えて継続した場合
（注） 要介護状態開始日とは、次のいずれか

早い日をいいます。
① 被保険者が要介護状態であること
を医師が診断した日
② 被保険者に対し、公的介護保険制
度の要介護認定等（要介護状態区
分「３」以上（＊））の効力が生じた日

（＊） 「要介護３以上から要介護２以上
への補償範囲拡大に関する特約
（介護一時金支払特約用）」をセッ
トした場合は、要介護状態区分
「２」以上となります。

 

（注） 介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効
します。

⑴ 保険期間の開始時（継続契約の場合は継
続されてきた最初の保険期間の開始時）よ
り前に要介護状態の原因となる事由が発生
していた場合は、保険金をお支払いできませ
ん。※1
⑵ 次のいずれかによって発生した要介護状態
に対しては保険金をお支払いできません。
　① 保険契約者、被保険者または保険金受取
人の故意または重大な過失

　② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯
罪行為

　③ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の
事変、暴動※2

　④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
　⑤ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見の
ないもの※3

　⑥ 治療を目的として医師が使用した場合以
外における被保険者の麻薬、大麻、あへ
ん、覚せい剤、シンナー等の使用

　⑦ 治療を目的として医師が薬物を使用した
場合以外における被保険者のアルコール
依存、薬物依存または薬物乱用

　⑧ 被保険者が次のいずれかに該当する間に
発生した事故

　　ア ．法令に定められた運転資格を持たな
いで自動車または原動機付自転車を運
転している間

　　イ ．道路交通法第65条第１項に定める酒
気を帯びた状態で自動車または原動機
付自転車を運転している間

⑶ 被保険者が治療を怠ったことまたは保険契
約者もしくは保険金受取人が治療をさせな
かったことにより、要介護状態となった場合
や要介護状態が保険証券に記載されたフラ
ンチャイズ期間を超えて継続した場合は、保
険金をお支払いできません。
⑷ 特定疾病補償対象外の条件でのお引受け
となった場合、｢特定疾病補償対象外特約」
がセットされます。この場合、保険証券に記
載されたケガまたは病気による要介護状態
に対しては保険金をお支払いできません。

など

親 介 護
一 時 金
支 払 特 約

介 護
一 時 金

被保険者が要介護状態となり、その要介護
状態が要介護状態開始日からその日を含
めて保険証券に記載されたフランチャイズ
期間を超えて継続した場合
（注） 要介護状態開始日とは、次のいずれか

早い日をいいます。
① 被保険者が要介護状態であること
を医師が診断した日
② 被保険者に対し、公的介護保険制
度の要介護認定等（要介護状態区
分「３」以上（＊））の効力が生じた日

（＊） 「要介護３以上から要介護２以上
への補償範囲拡大に関する特約
（介護一時金支払特約用）」をセッ
トした場合は、要介護状態区分
「２」以上となります。

 

（＊） 保険証券等に「親介護一時金」として記載されて
いる金額をいいます。

（注） 介護一時金をお支払いした場合、その被保険者に
ついてこの特約は失効します。

上記の介護一時金支払特約の｢保険金をお支
払いできない主な場合｣⑴、⑵および⑶に該当
する場合は、保険金をお支払いできません。

※1  被保険者が要介護状態の原因となる事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その要介護状態の原因となった事由は、保険期
間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象となります。

※2  テロ行為によって発生した要介護状態に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※3  被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

＜介護一時金支払特約・親介護一時金支払特約・親の介護による休業補償特約  共通＞
要介護状態とは、介護一時金支払特約および親介護一時金支払特約の被保険者または親の介護による休業補償特約の介護対象者が次のいずれかに該当する状態をいいます。
① 公的介護保険制度の第１号被保険者（＊1）である場合 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上（＊3）の状態（＊4）
② 公的介護保険制度の第２号被保険者（＊2）である場合 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上（＊3）の状態（＊4）。ただし、介護が必要な状態となった原因が、

公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病（＊5）に該当しない場合は、寝たきりにより介護が必要な状態
または認知症により介護が必要な状態とします。

③ 公的介護保険制度の被保険者でない場合 寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態
（＊1）介護保険法第９条第１号に規定する65才以上の方をいいます。
（＊2）介護保険法第９条第２号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。
（＊3）「要介護３以上から要介護２以上への補償範囲拡大に関する特約（介護一時金支払特約用）」または「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約（介護による休業補償特約用）」をセット

した場合は、要介護状態区分「２」以上となります。
（＊4）親の介護による休業補償特約の場合、その公的介護保険制度の要介護認定等の効力が生じた日以降を要介護状態といいます。
（＊5）介護保険法第７条第３項第２号に定める特定疾病をいい、平成29年3月現在では、次の病気をいいます。

がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの）、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知
症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます）、進行性核上性麻痺、大
脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾
患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護一時金額の全額 

介護一時金額（＊）の全額  

⑺介護による休業に関する特約の補償内容
①被保険者が介護による休業を取得したことにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。
　※ 介護による休業とは、介護対象者（＊1）が要介護状態となり、その介護を目的として、被保険者が取得（＊2）する休業（＊3）をいいます。
　　（＊1） 保険証券に介護対象者として記載された方をいいます。
　　（＊2） 休業（＊3）をしている間に、介護対象者が要介護状態となった場合には、介護対象者が要介護状態となった時から、介護による休業を取得したものとします。
　　（＊3） 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第11条に定める介護休業をいい、被保険者に適用される就業規則等およ

び同法に準ずる他の法令の規定に基づく介護を目的とした休業を含みます。
②被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。
（注） 保険金支払対象外となる事由の影響などによって、介護対象者の要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

特　約　名 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

親 の 介 護
に よ る
休 業 補 償
特 約
補償重複

介護による
休 業 補 償
保 険 金

介護対象者が要介護状態となり、被保険
者がその介護を目的として介護による休業
を開始し、その日数が免責期間（日数）を超
えた場合

＋

（＊） １か月単位とし、１か月に満たない期間は切り捨てま
す。

（注1） 保険証券に記載されたてん補期間が限度となり
ます。

（注2） 平均月間定期所得額が保険金額より小さい場合
は、上記算式の「保険金額」を「平均月間定期所
得額」に読み替えて適用します。

（注3） てん補期間内介護による休業期間中に得られる
定期所得があり、その定期所得の額と上記算式
により算出した保険金の支払額の合計が、平均
月間定期所得額にてん補期間内介護による休業
期間（＊）を乗じた額より大きい場合は、平均月間
定期所得額にてん補期間内介護による休業期間
（＊）を乗じた額からその定期所得の額を差し引い
た額を保険金の支払額とします。
（＊） てん補期間内介護による休業期間が１か月に

満たない場合またはてん補期間内介護による
休業期間に１か月未満の端日数が発生した場
合は、１か月を30日とした日割計算により決定
します。

（注4） 免責期間（日数）を超える介護による休業が終了
した後、その介護による休業の原因となった介護
対象者の介護のため、再び被保険者が介護によ
る休業を開始した場合は、前の介護による休業と
同一の介護による休業として取り扱います。ただ
し、介護対象者の要介護状態が終了した日から
その日を含めて６か月を経過した日の翌日以降に
その介護対象者が再び要介護状態となり被保険
者が介護による休業を開始した場合は、後の介
護による休業は新たな介護による休業として取り
扱います。

（注5） 被保険者が複数の介護対象者を介護することを
目的として介護による休業を取得した場合であっ
ても、勤務先に届出を行ったいずれか１名の介護
対象者を介護するために休業を取得したものとし
て取り扱い、重複する期間に対して重ねて保険金
を支払いません。

⑴ 保険期間開始時（継続契約の場合は継続さ
れてきた最初の保険期間の開始時）より前
に介護対象者に要介護状態の原因となった
事由（＊）が発生していた場合については、保
険金をお支払いできません。※1

   （＊） 公的介護保険制度を定める法令の規
定による要介護認定または要支援認定
の効力が生じた場合を含みます。

⑵ 次のいずれかにより発生した介護対象者の
要介護状態を原因とする介護による休業を
取得したことによって被った損害に対して
は、保険金をお支払いできません。
　① 保険契約者、被保険者、介護対象者また
は保険金受取人の故意または重大な過
失

　② 介護対象者の闘争行為、自殺行為または
犯罪行為

　③ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の
事変または暴動※2

　④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
　⑤ 介護対象者のむちうち症・腰痛等で医学
的他覚所見のないもの※3

　⑥ 治療を目的として医師が使用した場合以
外における介護対象者の麻薬、大麻、あ
へん、覚せい剤、シンナー等の使用

　⑦ 治療を目的として医師が薬物を使用した
場合以外における介護対象者のアルコー
ル依存、薬物依存または薬物乱用

　⑧ 介護対象者が次のいずれかに該当する間
に発生した事故

　　ア． 法令に定められた運転資格を持たな
いで自動車または原動機自転車を運
転している間

　　イ． 道路交通法第65条第１項に定める酒
気を帯びた状態で自動車または原動
機付自転車を運転している間

⑶ 介護対象者が治療を怠ったことまたは保険
契約者、被保険者もしくは保険金受取人が
治療をさせなかったことにより、介護対象者
が要介護状態となった場合または介護対象
者の要介護状態が免責期間（日数）を超え
て継続した場合は、保険金をお支払いできま
せん。

など

※1  介護対象者の要介護状態が介護による休業補償初年度契約の保険期間の開始時より後に発生した場合で、介護対象者に要介護状態の原因となった事由（＊）が発生した時が介護による休業を開始した日から
保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その介護対象者の要介護状態の原因となった事由（＊）は、保険期間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象となります。

※2  テロ行為によって発生した損害に対しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※3  介護対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

＜用語の解説＞
【定期所得】とは
　 給与所得に係る総収入金額（＊）から介護による休業となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、介護による休業の発生にかかわらず得られる収入は含
みません。
　（＊） 賞与を除いた金額とします。なお、賞与とは、名称を問わず、臨時に支払われるものおよび３か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。
【てん補期間】とは
　 免責期間（日数）終了日の翌日からその日を含めて保険証券に記載された期間をいいます。
【てん補期間内介護による休業期間】とは
　 てん補期間内における被保険者の介護による休業の月数をいい、次に掲げる期間を含みません。
　①介護対象者が公的介護保険制度に基づく要介護状態区分「２」以下または要支援認定の効力が生じた時以降の期間
　②介護対象者が公的介護保険制度に基づく要介護認定の取消の効力が生じた時以降の期間
　③介護対象者が死亡した場合における死亡後の期間
　④被保険者が離職（＊）した場合における離職後の期間
　（＊）被保険者の勤務先の関与する子会社、関連会社その他関係先への転籍を除きます。
【免責期間（日数）】とは
　 介護による休業を開始した日から起算して、被保険者が介護による休業を取得した保険証券に記載された日数をいい、この期間に対しては保険金をお支払いできません。
【平均月間定期所得額】とは
　 免責期間（日数）が始まる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所
得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。

　 平均月間定期所得額＝
 （給与所得に係る総収入金額（＊））－（介護による休業となることにより支出を免れる金額） 

                                                                                 12（か月）
　（＊） 賞与を除いた金額とします。賞与とは、名称を問わず、臨時に支払われるものおよび３か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。また、介護による休業の発生にかかわら

ず得られる収入は含みません。

×保険金額 てん補期間内介護による
休業期間の月数（＊）

×保険金額
てん補期間内介護による休業期間
のうち１か月に満たない期間の日数

30
保険金または共済金が支払われる他の
保険契約等がある場合において、それ
ぞれの保険契約または共済契約の支払
責任額（＊）の合計額が、平均月間定期
所得額を超えるときは、下記の額をてん
補期間内介護による休業期間１か月あ
たりの保険金としてお支払いします。
・ 他の保険契約等から保険金または共
済金が支払われていない場合は、こ
の保険契約のてん補期間内介護によ
る休業期間１か月あたりの支払責任額
（＊）
・ 他の保険契約等から保険金または共
済金が支払われた場合は、平均月間
定期所得額から他の保険契約等から
支払われたてん補期間内介護による
休業期間１か月あたりの保険金または
共済金の合計額を差し引いた残額。
ただし、この保険契約のてん補期間内
介護による休業期間１か月あたりの支
払責任額（＊）を限度とします。
　（＊） 他の保険契約等がないものとして

算出した支払うべき保険金または
共済金の額をいいます。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.48000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.48000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


