2020年度

NAUI
保険のご案内
メンバー賠償責任保険
NAUIメンバーとして指導する方は必須
●

傷害保険
個人メンバーの方もご加入をお勧めいたします
●

スクーバセンター店舗関連賠償責任保険
●

メンバー生産物賠償責任保険
●

ダイビングボート補償保険
●

使用者賠償責任補償
●

所得補償保険

大切な
お知らせです。
必ず中を
ご覧ください。

指導中のミスで参加者にケガをさせてしまった！

メンバー賠償責任保険
〔 施 設 所 有（ 管 理 ）者 賠 償 責 任 保 険 〕
保険の特徴
NAUIメンバーがNAUIのスキン・スクーバダイビング講習もしくはダイビン
グツアーの指導に直接従事中に発生した事故により、被保険者（＊注）が受講
者、ツアー参加者、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負担すること
によって被る損害をカバーします。
（＊注）
被保険者については、下記ご案内をご覧ください。
※スクーバとは、
レクリエーショナルダイビングで使用されているシステムであり、対象はレクリエーション領域に
限ります。
※講習にはNAUI CPR & First Aidプログラムを含みます。

は じ め に
インストラクター、ダイブマスター、アシスタントインストラクター、スキンダイビングイン
ストラクター、スノーケリングリーダーの業務を実施されるに当たっては「賠償責任保険」
へのご加入が不可欠です。
NAUIメンバーとして指導に当たられる方は、本保険へのご加入が必要となります。

●加入資格
NAUIメンバー

●被保険者（補償の対象となる方）
保険加入者および保険加入者に業務を委託した者（NAUIスクーバセンターなど）および株式会社ナウイエンタープライズ

●補償の対象となる事故の発生地
補償の対象となる事故の発生地は「国内・海外」です。
（国外危険補償特約）
（1）法人については日本国内に本社が存在する場合のみ「被保険者」
となります。
（2）個人についてはNAUIメンバーの方は海外永住でも「被保険者」
となります。

●保険期間（ご契約期間）
2020年1月1日午前0時から2021年1月1日午後4時まで
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●補償金額
1名・1事故につき

免責金額（自己負担額）

10億円

な し

対人・対物共通支払限度額

●年間保険料
インストラクター（個人・スクーバセンタースタッフを問わず）

年間18,000円

リー ダ ー シップ（個人・スクーバセンタースタッフを問わず）

年間12,000円

●保険金をお支払いする主な場合
被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る、次のような損害を対象とします。
①対人賠償の場合…治療費、逸失利益、慰謝料など
②対物賠償の場合…減失の時は減失時の時価額、
き損、汚損の場合は修理費用、逸失利益など
③その他…権利保全行使費用、損害防止費用、協力費用、応急手当、護送などの費用、引受保険会社の承認を得て支出した訴訟費用、
弁護士費用など

●保険金をお支払いできない主な場合
①保険契約者または被保険者の故意による事故
②地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する賠償責任
③損害賠償に関し特別な取決めを行い、その取決めに基づいて負担する賠償責任
④車両、船舶、航空機の所有・使用・管理に起因する事故
⑤店舗管理上の賠償責任
⑥受講者または第三者の財物を預かって保管、使用または加工している間に、その預かった財物を損壊させたことにより負担する賠償責任
⑦インストラクター、ダイブマスター、アシスタントインストラクター、スキンダイビングインストラクター、スノーケリングリーダーがそれ
ぞれの資格なしにそれぞれの業務を行った場合の事故
⑧株式会社ナウイエンタープライズに登録を受けていない場合および最新のNAUIコース・プログラム基準に定められた基準を著しく
逸脱することによって発生した事故
⑨NAUIメンバーが所属するショップの使用人（非常勤スタッフを含みます）
に対して、その使用人が業務従事中に被った事故に起因する
損害賠償責任
スタッフなど従業員に対する事故は、就業時間中または就業時間外を問わず、NAUIメンバーがNAUIのスキン・スクーバダイビング講習
もしくはダイビングツアーの指導に直接従事中に発生した事故であっても、
「保険金をお支払いできない主な場合」に該当します。
など

●加入方法
メンバー賠償責任保険の窓口は全て株式会社ナウイエンタープライズです。資格更新時の保険料は「更新ご案内」に沿って、新たにメン
バーになられた場合のご加入については別途株式会社ナウイエンタープライズからのご案内に従ってご加入ください。

●ご注意
本保険の保険契約者は、株式会社ナウイエンタープライズになります。
店舗関係の賠償責任保険・傷害保険はセットされていません。スクーバセンターの皆様は「スクーバセンター店舗関連賠償責任保険」
「傷害保険」へのご加入もお勧めします。
※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、
「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」
・
「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、
「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
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NAUIメンバーに責任がなくても保険対応可能!

傷害保険
傷害補償（標準型）特約セット 団体総合生活補償保険

保険の特徴
保険契約者が実施する講習、ツアーまたはイベントの最中に参加者に発生した傷害事
故について、NAUIメンバーおよびダイビングスタッフの過失（責任）の有無とは関係無
く、保険金が支払われます。
また、NAUIメンバーおよびダイビングスタッフ自身の傷害事故についても保険金が
支払われます。
★傷害入院時一時金は日帰り入院からお支払いの対象となります。
＊傷害事故とは、
「急激かつ偶然な外来の事故」が原因のケガをいいます。
＊補償期間および補償の対象は、受講者については、保険契約者が実施するNAUIのスキン・スクーバダイビング講習・ツアー
およびその他イベント目的の為、所定の集合地に集合した時から目的を終了して解散するまでの間とします。ダイビングス
タッフについては、就業中の間
（通勤途上を含みます）
とします。ただし、両者ともプライベートタイムや宿泊中は除外されます。

●保険契約者
NAUIスクーバセンター（国内加盟店）、NAUIメンバー（国内活動）

●被保険者（補償の対象となる方）
NAUIメンバー・ダイビングスタッフおよび保険申込書に記載された講習・イベント・ツアー参加者全員（名簿の備付が必要となります）

●保険期間（ご契約期間）
1年間

●ご加入コース（保険金額と年間一時払保険料〈ご参考〉）
傷害入院保険金支払対象期間・限度日数 180 日、傷害通院保険金支払対象期間 180 日
（限度日数 90 日）、免責期間 0 日
（入通院）、職種級別：A

補償内容

Aコース

傷害死亡・後遺障害保険金額

300万円

Bコース

Cコース

傷害入院保険金
（日額）

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

傷害入院時一時金額

̶

̶

̶

保険料 ︵一人あたり︶

傷害手術保険金
傷害通院保険金
（日額）

①

Fコース

Gコース

Hコース

Ｉコース

500万円 1,000万円

300万円

500万円 1,000万円

3,000円

4,000円

3,000円

4,000円

5,000円

5,000円

入院中：傷害入院保険金日額の１０倍、入院中以外：傷害入院保険金日額の５倍

1,500円
̶

2,000円
̶

3,000円
̶

1,500円

2,000円

3,000円

100,000円 100,000円 100,000円

1,500円

2,500円

5,000円

4,410円

6,380円

10,510円

5,110円

7,080円

11,210円

受講者 団体割引なし

3,930円

6,550円

13,100円

9,750円

14,310円

24,250円

10,850円

15,410円

25,350円

スタッフ 団体割引5％

1,440円

2,400円

4,800円

4,220円

6,100円

10,050円

4,920円

6,800円

10,750円

受講者 団体割引5％

10人の場合
15人の場合

（ダイビングスタッフ：3名、受講者数：12名）

④ 20人の場合（団体割引5％適用）
（ダイビングスタッフ：4名、受講者数：16名）

6,200円

12,400円

9,270円

13,600円

23,030円

10,370円

14,700円

24,130円

Aコース

Bコース

Cコース

Dコース

Eコース

Fコース

Gコース

Hコース

Ｉコース

17,220円

28,700円

57,400円

43,410円

63,620円 107,510円

48,510円

68,720円 112,610円

34,440円

57,400円 114,800円

51,660円

86,100円 172,200円 130,230円 190,860円 322,530円 145,530円 206,160円 337,830円

3,720円

保険料の例
5人の場合

（ダイビングスタッフ：2名、受講者数：8名）

③

Eコース

300万円

スタッフ 団体割引なし

（ダイビングスタッフ：1名、受講者数：４名）

②

Dコース

500万円 1,000万円

86,820円 127,240円 215,020円

97,020円 137,440円 225,220円

65,280円 108,800円 217,600円 165,200円 242,000円 408,680円 185,600円 262,400円 429,080円

ダイビングスタッフは就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約、受講者は管理下中の傷害危険補償特約をセット
準記名式契約（一部付保）
（職名等別保険金額）特約セット
上記の保険料は職種級別Ａ（事務職など）で算出しています。告知していただいた職業・職務が事実と反する場合、ご契約を解除
し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
職種級別の詳細は、
「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」をご確認ください。

◆人数の算出の仕方
※講習・イベント・ツアーなど、保険期間を通じて 1 日あたり最大となる日の最大参加人数と、年間を通じて在籍するダイビングスタッフ
の人数を合算してください。

例

3

受講者人数

最大参加者数 10人

＋

ダイビングスタッフ

在籍者数 3人

=

人数 13人

※お申込みの際は必ず取扱代理店までお問合わせください。
※最大参加者数とダイビングスタッフの人数の合計が20名以上となった場合は、
団体割引5％が適用されます。
※参加者に事故が発生した場合、
事故発生日の参加者名簿をご提出いただきます。
（名簿の備付けが必要になります）
※スタッフについての事故が発生した場合は、
その時点での従業員名簿
（写）
をご提出いただきます。
※事故発生日の参加者数が、
ご契約申込時にご申告いただいた最大参加者数を上回っている場合は、
お支払いする保険金の額が減額されますので、
ご注意ください。

●保険金をお支払いする主な場合（一覧）
１．
被保険者(補償の対象となる方)が被った次の傷害（｢ケガ｣といいます）
に対して保険金をお支払いします。
急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ
※ 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。
（注）｢就業中のみの傷害危険補償
（事業主・役員・従業員）
特約｣がセットされた場合、職業または職務従事中
（通勤途上を含みます）
に被ったケガに
限り、保険金をお支払いします。
（注）｢管理下中の傷害危険補償特約｣がセットされた場合は、
ご契約時に定めた管理下中に被ったケガに限り、保険金をお支払いします。
（注）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）
「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。
（注）
「保険金をお支払いできない主な場合」において、
「自動車等」
とは、自動車または原動機付自転車をいいます。

保険金の種類

保険金をお支払いする場合

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

傷害後遺障害保険金

傷害入院保険金

基
本

傷害手術保険金

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

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。
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 180 日以内に手術を
受けた場合（注 1）

お支払いする保険金の額
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
※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。
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％)

※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。
傷害入院保険金日額 × 入院日数
※事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院を対象と
し、
１事故につき、180 日が限度となります。
※入院日数には、傷害入院保険金の免責期間の満了日以前の入院日
数を含みません。
①入院中に受けた手術

傷害入院保険金日額 × 10

②上記①以外の手術

傷害入院保険金日額 ×
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契
約

※傷害入院保険金の免責期間の満了日の翌日以降の手術が対象と
なります。
※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。
※１事故につき、
１回の手術に限ります。
なお、上記①と②の両方に該当
する手術を受けた場合は、
上記①の手術を１回受けたものとします。

傷害通院保険金

傷害入院時一時金

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、通院した場合（注 2）
（注 3）

事故によるケガの治療のため、保険証券に記
載された免責日数を超えて入院した場合

傷害通院保険金日額

× 通院日数

※事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の通院を対象と
し、
１事故につき、90 日が限度となります。
※通院日数には、傷害通院保険金の免責期間の満了日以前の通院日
数を含みません。
※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。
傷害入院時一時金額の全額
※1事故に基づく入院につき、1回のお支払いに限ります。

（注１）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）
（注 2）通院とは、病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。
なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度においてオンライン診療科を１回算定された場合は、
最初の１回のみ通院したものとみなします。
（注 3）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。
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●保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合
（1）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。

基
本
契
約

①脳疾患、病気または心神喪失
②妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置（保険金をお支払いするケガの治療を除きます）
③細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
④故意、自殺、犯罪行為、けんか
⑤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
⑥道路外の自動車、
オートバイ、モーターボート等による試運転、競技、競争、興行またはこれらに準ずること
⑦スカイダイビング、ハンググライダー、
ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん（登る壁の高さが5ｍ以下のボルタ
リングは含みません）、
ロッククライミング
（フリークライミングを含みます）
など、危険な運動を行っている間の事故
⑧地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨核燃料物質、核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性による事故
⑩戦争、暴動（注）
⑪減圧症（お支払いの対象となる場合があります。）
など

（2）むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※
※被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、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。
（注）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。
※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、保険申込書に記入していただきます。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。
※保険申込書記載事項（年令、職業・職務、他保険加入状況、保険金請求歴等）などにより、ご契約のお引受けをお断りするなど、
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。
※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、
「お支払いする保険金のご説明」・「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、
「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、取扱代理店または引受保険会社にご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わ
せください。
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店舗運営に関する備えは大丈夫ですか？

スクーバセンター店舗関連賠償責任保険
〔施設所有（管理）者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険〕

保 険 の 特 徴 （以下、3つの賠償責任保険がセット）
A.店舗管理上の賠償責任保険（施設所有（管理）者賠償責任保険）
保険加入店の店舗管理上の過失により来店していたお客さまなど、第三者に対して生じた法律上の損害賠償責
任を負担することによって被る損害をカバーします。

B.貸し出しおよび修理にかかわる賠償責任保険（生産物賠償責任保険）
保険加入店が貸し出しをしたダイビング器材の欠陥により、他人に対して生じた法律上の損害賠償責任および
第三者から依頼を受け調整・修理したダイビング器材を引き渡した後に調整・修理が原因で他人に対して生じた
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をカバーします。
（タンク貸し出し・空気充填を主な業と
している製造業者様は別途取扱代理店までお問合わせください）

C.受託者賠償責任保険
保険加入店が第三者から修理・調整などのために預かったダイビング器材などの受託物に、火災、盗難、破損など
の事故が発生し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をカバーします。ただし、保険加入店の
店舗施設内または自動車による送迎・運搬のための積み込み、積み下ろしの業務中に発生した事故に限ります。

●加入資格
NAUIスクーバセンター（国内加盟店）

●被保険者（補償の対象となる方）
保険加入店および保険加入店に業務を委託した者（NAUIスクーバセンターなど）および株式会社ナウイエンタープライズ

●保険期間（ご契約期間）
1年間

●支払限度額・免責金額・年間保険料（ダイビング器材貸し出し・修理年間売上高1,200万円以下の場合）
支払限度額：1事故／保険期間中

年間保険料

5億円

1店舗につき

A. 店舗管理上の賠償責任保険（施設所有（管理）者賠償責任保険）
（対人・対物共通支払限度額）
B. 貸し出しおよび修理にかかわる賠償責任保険（生産物賠償責任保険）
（対人・対物共通支払限度額）
C. 受託者賠償責任保険

200万円

12,000円

※免責金額（自己負担額）
なし
※保険期間中限度額は「B．
生産物賠償責任保険」および「C．
受託者賠償責任保険」に適用されます。
※上記保険料について、
ダイビング器材貸し出し・修理年間売上高1,200万円を超える場合は別途お問合わせください。

●保険金をお支払いする主な場合
被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る、次のような損害を対象とします。
①対人賠償の場合…治療費、逸失利益、慰謝料など
②対物賠償の場合…滅失の時は滅失時の時価額、
き損、汚損の時は修理費用、逸失利益など
③その他…権利保全行使費用、
損害防止費用、
協力費用、
応急手当、
護送などの費用、
引受保険会社の承認を得て支出した訴訟費用、
弁護士費用など

●保険金をお支払いできない主な場合
①保険契約者または被保険者の故意による事故
②地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する賠償責任
③損害賠償に関し特別な取決めを行い、その取決めに基づいて負担する賠償責任
④車両、船舶、航空機の所有・使用・管理に起因する事故
⑤スタッフなど従業員に対する事故
など
＜保険料確定特約について＞
この保険には保険料確定特約がセットされていますので、
ご加入時に把握可能な最近の会計年度等（１年間）の売上高を基に算出した保険
料を払い込みいただきます。
（注）
ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、
ご契約が解除されることや、保険金をお支払いできない場合があります。
保険料算出の基礎数値がご加入時に把握可能な最近の会計年度等（１年間）の保険料算出の基礎数値を著しく上回りまたは下回る見込み
がある場合には、
この特約はセットできません。
（注）企業買収・部門売却等の予定がある場合（保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合）、季節的または一時的な営業
期間を保険期間（ご契約期間）
とするご契約には、
この特約はセットできません。
ご契約が保険期間中に解除・解約された場合（中途更改を含みます）
には、普通保険約款・特別約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・
請求いたします。
中途加入する際には保険期間終了時に確定精算が必要となりますのでご注意ください。
※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、
「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」
・
「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、
「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社にご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
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スクーバセンター以外の方には…

メンバー生産物賠償責任保険
〔生産物賠償責任保険〕
保険の特徴
貸し出しおよび修理にかかわる賠償責任保険（生産物賠償責任保険）
保険加入者が貸し出しをしたダイビング器材の欠陥により、他人に対して生じた法律上の損害賠償責任および
第三者から依頼を受け調整・修理したダイビング器材を引き渡した後に調整・修理が原因で他人に対して生じた
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をカバーします。
（タンク貸し出し・空気充填を主な業とし
ている製造業者様は別途取扱代理店までお問合わせください）

●加入資格
NAUIメンバー

●被保険者（補償の対象となる方）
保険加入者および保険加入者に業務を委託した者（NAUIスクーバセンターなど）および株式会社ナウイエンタープライズ

●保険期間（ご契約期間）
1年間

●支払限度額・免責金額・年間保険料（ダイビング器材貸し出し・修理年間売上高1,200万円以下の場合）
支払限度額：1事故／保険期間中

年間保険料

5億円

23,800円

貸し出しおよび修理にかかわる賠償責任保険（生産物賠償責任保険）
（対人・対物共通支払限度額）

※免責金額（自己負担額）
なし
※上記保険料について、
ダイビング器材貸し出し・修理年間売上高1,200万円を超える場合は別途お問合わせください。

●保険金をお支払いする主な場合
被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る、次のような損害を対象とします。
①対人賠償の場合…治療費、逸失利益、慰謝料など
②対物賠償の場合…滅失の時は滅失時の時価額、
き損、汚損の時は修理費用、逸失利益など
③その他…権利保全行使費用、
損害防止費用、
協力費用、
応急手当、
護送などの費用、
引受保険会社の承認を得て支出した訴訟費用、
弁護士費用など

●保険金をお支払いできない主な場合
①保険契約者または被保険者の故意による事故
②地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する賠償責任
③損害賠償に関し特別な取決めを行い、その取決めに基づいて負担する賠償責任
④車両、船舶、航空機の所有・使用・管理に起因する事故
⑤スタッフなど従業員に対する事故

など

＜保険料確定特約について＞
この保険には保険料確定特約がセットされていますので、
ご加入時に把握可能な最近の会計年度等（１年間）の売上高を基に算出した保険
料を払い込みいただきます。
（注）
ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、
ご契約が解除されることや、保険金をお支払いできない場合があります。
保険料算出の基礎数値がご加入時に把握可能な最近の会計年度等（１年間）の保険料算出の基礎数値を著しく上回りまたは下回る見込み
がある場合には、
この特約はセットできません。
（注）企業買収・部門売却等の予定がある場合（保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合）、季節的または一時的な営業
期間を保険期間（ご契約期間）
とするご契約には、
この特約はセットできません。
ご契約が保険期間中に解除・解約された場合（中途更改を含みます）
には、普通保険約款・特別約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・
請求いたします。
中途加入する際には保険期間終了時に確定精算が必要となりますのでご注意ください。
※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、
「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」
「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、
「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社にご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
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ダイビングボートを所有のスクーバセンターには…

ダイビングボート補償保険
〔ヨット・モーターボート特約付施設所有（管理）者賠償責任保険〕
保険の特徴
被保険者が所有、使用または管理するダイビングボートに起因して第三者の
身体・生命を害しまたは財物を損壊したことにより被保険者が法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る損害をカバーします。

●加入資格
NAUIスクーバセンター（国内加盟店）

●被保険者（補償の対象となる方）
保険加入者および保険加入者の同居の親族で被保険船舶を使用・管理中の者、保険加入者の承諾を得て被保険船舶を使用・管理中の者
（ただし、船舶の修理・保管・販売、輸送、回船など船舶を取扱うことを業としている者が、業務として受託した被保険船舶を使用・管理して
いる間を除く）および株式会社ナウイエンタープライズ

●保険期間（ご契約期間）
1年間

●保険金をお支払いする主な場合
被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る、次のような損害を対象とします。
①対人賠償の場合…治療費、逸失利益、慰謝料など
②対物賠償の場合…滅失の時は滅失時の時価額、き損・汚損の時は修理費用、逸失利益など
③その他…権利保全行使費用、損害防止費用、協力費用、応急手当・護送などの費用、引受保険会社の承認を得て支出した訴訟費用・弁護
士費用など
【保険金が支払われる場合・事故例】
●ダイバー（受講生・受講生以外を問いません）
を誤ってひいてしまい法律上の損害賠償責任を負った。
●漁網をプロペラにからませ切ってしまい法律上の損害賠償責任を負った。
●ダイバー（受講生・ツアー参加者のみ）
を見失ったことが原因で死亡させてしまい法律上の損害賠償責任を負った。
●ダイビングボートの搭乗者または積載物に対する損害賠償責任。
（ヨット・モーターボート特約）

●保険金をお支払いできない主な場合
①保険契約者または被保険者の故意による事故
②地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する賠償責任
③損害賠償に関し特別な取決めを行い、その取決めに基づいて負担する賠償責任
④スタッフなど従業員に対する事故
⑤被保険者またはその使用人が無免許で船舶を操船している間に発生した事故

など

●支払限度額
対人賠償

1名＝1億円 ／ 1事故＝5億円（免責金額なし）

対物賠償

1事故＝1,000万円（免責金額なし）

●年間保険料（1艇につき）
50馬力以下

48,000円

50馬力超100馬力以下

60,000円

100馬力超

72,000円

※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、
「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」
・
「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、
「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社にご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
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労災事故等による従業員等からの訴えに対する備え

使用者賠償責任補償
タフビズ業務災害補償保険（使用者賠償責任補償特約付）

保険の特徴
使用者賠償責任補償特約は、業務が原因で従業員等がケガや病気になり、後遺障害が
残ったり・亡くなったりした場合、遺族等から訴訟を起こされた場合に対応するための
補償です。
■業務が原因で従業員等がケガや病気になり、後遺障害が残ったり・亡くなったりした場合、遺族等から訴訟を
起こされるリスクは高まります。
る

過 労によ
脳 梗塞

いくら訴訟を起こしたって
大切な家族は帰ってこない。
それでも、会社が許せない！
責任を問いたい！

る

手 指の切

によ
うつ病
自殺

断

■こうした重大な事故によって訴えられ、会社に責任があると認められれば、
その負担金は 政府労災保険ではまかないきれないほど高額になる可能性があります。
︻損害賠償金の内訳︼

ケガ・病気・自殺等の事故が起きなければ
得られた将来の収入

40才
50才
60才

自己負担部分

事故

将来得られた

入社

30才

であろう収入

22才

逸失利益
年 収・被 扶 養 者 の 人 数・働け
なくなった時点の従業員等の
年齢等により算出されます。

遺族や本人の心の痛み

任意保険で
カバー

慰 謝 料

治療関係費・葬祭関係費用・弁護士費用など

政府労災保険

葬祭費用等

●保険契約者
NAUIスクーバセンター(国内加盟店)

●被保険者（補償の対象となる方）
保険加入者

●保険期間
1年間

●保険料例
死亡・後遺障害保険金額：1,000千円
使用者賠償責任保険金額：1億円(1名・1災害)

被保険者数

２名

３名

４名

５名

６名

７名

年間保険料

5,870円

8,810円

11,740円

13,210円

15,850円

18,500円

●お申込みにあたって
ご契約をご希望の方はパンフレット裏面記載の取扱代理店までお問合わせください。
詳細を記載したパンフレット・お支払いする保険金および費用保険金のご説明・重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報の
ご説明をお送りさせていただきます。
また、保険料については加入者の条件や補償内容によって異なりますので、加入をご希望の際には詳細な内容をヒアリングさせていただ
いたうえで具体的な保険料お見積りを送付させていただきます。
※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「タフビズ業務災害補償保険パンフレット」および「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」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱
代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
※「タフビズ業務災害補償保険」は「業務災害補償保険」のペットネームです。
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ケガや病気で働けなくなった時の備えは大丈夫ですか?

所得補償保険
保険の特徴
所得補償保険は、被保険者が身体障害を被り、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ついて保険金をお支払いする保険です。

●保険の特徴（お支払い例）
病気で手術を受け、入院中と自宅での療養の期間、会社を休んだ。
（就業不能期間4か月と22日）
■保険金お支払いの対象期間
■お支払いする保険金
（所得補償保険金）

４か月22日−免責期間7日間

４か月15日

※

10万円×4か月＋10万円×

15日
30日

45万円

※支払対象期間に１か月に満たない日数がある場合は、1か月を30日として日割計算します。

＊ご契約金額10万円、免責期間7日間、てん補期間2年でのご契約の場合

●保険契約者
NAUIスクーバセンター(国内加盟店)、
ＮＡＵＩメンバー(国内活動)

●被保険者（補償の対象となる方）
申込書に記載された被保険者

●保険期間
1年間

●保険料例
保険期間

てん補期間

免責期間

所得補償保険金額（月額）

１年
２年
７日
＊補償条件：基本職種級別2級(ダイビングインストラクター)、一時払い
年令

20才〜24才

25才〜29才

年間保険料 11,540円
13,360円
＊年令は、始期日時点の満年令で計算します。

10万円

30才〜34才

35才〜39才

40才〜44才

45才〜49才

50才〜54才

16,770円

21,750円

28,050円

34,280円

40,500円

●保険金額設定上のご注意
所得補償保険金額の設定※につきましては、平均月間所得額の範囲内で、適正な額を設定してください。
所得補償保険金額（ご契約金額）
が被保険者（補償の対象となる方）の「平均月間所得額」を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。
※所得補償保険金額
（ご契約金額）
の設定につきましては、被保険者の方の加入する公的医療保険制度
（健康保険法等の法律に基づく医療保険制度を
いいます）
による給付内容や他の保険契約等の加入状況を勘案し、
下に定める割合以下の金額でお決めいただきます。

被保険者が加入されている公的医療保険制度
国民健康保険（例：個人事業主）
健康保険、共済組合（例：給与所得者、公務員）

平均月間所得額に対する保険金額割合
70％以下
50％以下

・「平均月間所得額」
とは、
ケガや病気で働けなくなる直前12か月における被保険者（補償の対象となる方）の所得の平均月間額をいい、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。

●お申込みにあたって
ご契約をご希望の方はパンフレット裏面記載の取扱代理店までお問合わせください。
詳細を記載したパンフレット・お支払いする保険金のご説明・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お送りさせ
ていただきます。
また、保険料については加入者の条件や補償内容によって異なりますので、加入をご希望の際には詳細な内容をヒアリングさせていただ
いたうえで具体的な保険料お見積りを送付させていただきます。
※このパンフレットは「所得補償保険」の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「所得補償保険」パンフレットおよび「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」をあわせてご覧ください。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、必要に応じて保険会社ホームページでご参照ください。もしくは、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
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䛶䚸䛭䛾⣙ᐃ䛻䜘䛳䛶ຍ㔜䛥䜜䛯ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䛸䛧䜎䛩䚹䠅䜎䛯䛿ᨺᲠ䛾ᚋ䛾䛾⤖ᯝ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹䛯䛰
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛜ᡤ᭷䚸⏝䜎䛯䛿⟶⌮䛩䜛㈈≀䛾ᦆቯ䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾㈈≀䛻䛴
䛧䚸⿕ಖ㝤⪅䛜䛾⾜䜟䜜䛯ሙᡤ䛻ᨺ⨨䜎䛯䛿㑇Რ䛧䛯ᶵᲔ䚸⨨䜎䛯䛿
䛝ṇᙜ䛺ᶒ䜢᭷䛩䜛⪅䛻ᑐ䛧䛶㈇ᢸ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
㈨ᮦ䛿䛾⤖ᯝ䛸䛿䜏䛺䛧䜎䛫䜣䚹㻌 㻌
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛸⏕ィ䜢ඹ䛻䛩䜛ྠᒃ䛾ぶ᪘䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 䠨䠬䜺䝇䛾㈍ᴗົ䛾㐙⾜䠄㻸㻼䜺䝇㈍ᴗົ䛾䛯䜑䛾ົᡤタ䛾ᡤ᭷䚸
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛾⏝ே䛜䚸⿕ಖ㝤⪅䛾ᴗົ䛻ᚑ୰䛻⿕䛳䛯㌟య䛾㞀ᐖ䛻㉳
⏝䜎䛯䛿⟶⌮䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䛻㉳ᅉ䛧䛶⏕䛨䛯ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌 㻌
ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ཎἜ䚸㔜Ἔ➼䛾▼Ἔ≀㉁䛜タ䛛䜙ᾏ䚸Ἑᕝ䚸†䜎䛯䛿㐠Ἑ䜈ὶฟ䛧䛯ሙ
䞉㻌 ᡓத䚸እᅜ䛾Ṋຊ⾜䚸㠉䚸ᨻᶒዣྲྀ䚸ෆ䚸Ṋ䛭䛾䛣䜜䜙䛻㢮
ྜ䛾Ỉ䛾ởᰁ䛻䜘䜛ே䛾㈈≀䛾ᦆቯ䜎䛯䛿Ỉ䛾ởᰁ䛻䜘䛳䛶⁺⋓㧗䛜ῶ
ᑡ䛧䜒䛧䛟䛿⁺⋓≀䛾ရ㉁䛜పୗ䛧䛯䛣䛸䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
ఝ䛾ኚ䚸ᭀື䚸ປാத㆟䜎䛯䛿㦁ᨐ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ┤᥋䛷䛒䜛䛸㛫᥋䛷䛒䜛䛸䜢ၥ䜟䛪䚸⿕ಖ㝤⪅䛜⛯㔠䚸⨩㔠䚸⛉ᩱ䚸㐣ᩱ䚸ㄢ
䞉㻌 ᆅ㟈䚸ᄇⅆ䚸ὥỈ䚸ὠἼ䜎䛯䛿㧗₻䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
ᚩ㔠䚸ᠬ⨩ⓗᦆᐖ㈺ൾ㔠䚸ಸ㢠㈺ൾ㔠䠄䛣䜜䛻㢮ఝ䛩䜛䜒䛾䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䛾
䞉㻌 ᾮయ䚸Ẽయ䜎䛯䛿ᅛయ䛾ฟ䚸ὶฟ䜎䛯䛿䛔䛳ฟ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹
ຍ㔜䛥䜜䛯㒊ศ䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⿕䜛ᦆᐖ䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸ಖ㝤㔠䜢ᨭᡶ
䛯䛰䛧䚸 䛛䛴✺Ⓨⓗ䛺ᨾ䛻䜘䜛䜒䛾䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䛔䜎䛫䜣䚹㻌
䞉㻌 ཎᏊ᰾ᛂ䜎䛯䛿ཎᏊ᰾䛾ᔂቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹䛯䛰䛧䚸་Ꮫⓗ䚸
⛉Ꮫⓗ⏝䜒䛧䛟䛿୍⯡⏘ᴗୖ䛾⏝䛻౪䛥䜜䜛䝷䝆䜸䞉䜰䜲䝋䝖䞊䝥䠄䜴䝷 㻌
䞁䚸䝖䝸䜴䝮䚸䝥䝹䝖䝙䜴䝮䛚䜘䜃䛣䜜䜙䛾ྜ≀䛺䜙䜃䛻䛣䜜䜙䛾ྵ᭷≀䜢ྵ 䛆⿕ಖ㝤⪅䜎䛯䛿䛭䛾⏝ே䛭䛾⿕ಖ㝤⪅䛾ᴗົ䛾⿵ຓ⪅䛜⾜䛖ḟ䛾⾜Ⅽ䛻
㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛇㻌
䜏䜎䛫䜣䚹䠅䛾ཎᏊ᰾ᛂ䜎䛯䛿ཎᏊ᰾䛾ᔂቯ䛻䜘䜛ሙྜ䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䞉㻌 ▼⥥䠄䜰䝇䝧䝇䝖䠅䚸▼⥥䛾௦᭰≀㉁䜎䛯䛿䛣䜜䜙䜢ྵ䜐〇ရ䛾Ⓨ䜺䞁ᛶ䛭䛾 䐟㌟య䛾㞀ᐖ䛾⒪䞉㍍ῶ䞉ண㜵䞉▹ṇ䚸デᐹ䚸デ᩿䚸⒪㣴䛾᪉ἲ䛾ᣦᑟ䚸ฟ⏘
䛾❧䛔䚸᳨䚸デ᩿᭩䞉᳨᭩䞉ฎ᪉䛫䜣䛾సᡂ䞉➼䛾་⒪⾜Ⅽ䚸⨾
䛾᭷ᐖ䛺≉ᛶ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䠄㈺ൾ㈐௵ಖ㝤㏣ຍ≉⣙䠅㻌 㻌
ᐜᩚᙧ䚸་Ꮫⓗለ⫾䚸ຓ⏘䚸᥇⾑䛭䛾ἲ௧䛻䜘䜚་ᖌ䜎䛯䛿ṑ⛉་ᖌ௨እ
䞉㻌 タ䛾᪂⠏䚸ಟ⌮䚸ᨵ㐀䚸ྲྀቯ䛧➼䛾ᕤ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹䛯䛰
䛾ಶே䛜⾜䛖䛣䛸䜢チ䛥䜜䛶䛔䛺䛔⾜Ⅽ䚹䛯䛰䛧䚸ἲ௧䛻䜘䜚་ᖌ䜎䛯䛿ṑ⛉
䛧䚸⿕ಖ㝤⪅䛜䛭䛾ᕤ䛾Ⓨὀ⪅䛷䛒䜛ሙྜ䛻㝈䜚䜎䛩䚹㻌
་ᖌ௨እ䛾ಶே䛜⾜䛖䛣䛸䜢チ䛥䜜䛶䛔䜛⾜Ⅽ䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䞉㻌 ⯟✵ᶵ䚸᪼㝆ᶵ䠄ᑠⲴ≀ᑓ⏝᪼㝆ᶵ䜢㝖䛝䜎䛩䚹䠅䚸⮬ື㌴䜎䛯䛿ཎືᶵ
⮬㌿㌴䠄㈍➼䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ᒎ♧୰䛛䛴㉮⾜䛧䛶䛔䛺䛔⮬ື㌴䜎䛯䛿ཎືᶵ 䐠䛿䜚䚸䛝䜕䛖䚸䛒䜣䜎䚸䝬䝑䝃䞊䝆䚸ᣦᅽ䜎䛯䛿ᰂ㐨ᩚ䚹ἲ௧䛻䜘䜚䚸䛒䜣ᦶ䝬
䝑䝃䞊䝆ᣦᅽᖌ䚸䛿䜚ᖌ䚸䛝䜕䛖ᖌ䚸ᰂ㐨ᩚᖌ௨እ䛾ಶே䛜⾜䛖䛣䛸䜢チ䛥䜜
⮬㌿㌴䜢㝖䛝䜎䛩䚹䠅䛾ᡤ᭷䚸⏝䜎䛯䛿⟶⌮䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䛶䛔䛺䛔⾜Ⅽ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹㻌
䞉㻌 タእ䛻䛚䛡䜛⯪䜎䛯䛿㌴୧䠄ཎືຊ䛜ᑓ䜙ேຊ䛷䛒䜛ሙྜ䜢㝖䛝䜎䛩䚹䠅䛾
䐡ᩚయ䚸䜹䜲䝻䝥䝷䜽䝔䜱䝑䜽䚸䝸䝣䝺䜽䝋䝻䝆䞊䚸䝸䝷䜽䝊䞊䝅䝵䞁䚸䛭䛾䝬䝑䝃䞊
ᡤ᭷䚸⏝䜎䛯䛿⟶⌮䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌 㻌
䝆ᴗ㢮ఝ⾜Ⅽ䜢ᴗ䛸䛩䜛ಶே䛜⾜䛖䛣䜜䜙䛾⾜Ⅽ㻌
䞉㻌 タ䛾⤥Ỉ⟶䚸ᬮ෭ᡣ⨨䚸‵ᗘㄪ⠇⨨䚸ᾘⅆᰦ䚸ᴗົ⏝䜒䛧䛟䛿ᐙ
⏝ჾල䛛䜙䛾Ẽ䚸Ỉ䛾₃ฟ䚸䛔䛳ฟ䜎䛯䛿䝇䝥䝸䞁䜽䝷䞊䛛䜙䛾ෆᐜ≀䛾₃ 䐢⌮Ꮫ⒪ἲኈ䚸సᴗ⒪ἲኈ䚸⮫ᗋᕤᏛᢏኈ䚸デ⒪ᨺᑕ⥺ᢏᖌ䚸ᘚㆤኈ䚸እᅜ
ἲົᘚㆤኈ䚸බㄆィኈ䚸ᘓ⠏ኈ䚸タィኈ䚸ྖἲ᭩ኈ䚸⾜ᨻ᭩ኈ䚸ᘚ⌮
ฟ䚸䛔䛳ฟ䛻䜘䜛㈈≀䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
ኈ䚸⛯⌮ኈ䚸♫ಖ㝤ປົኈ䚸ᅵᆅᐙᒇㄪᰝኈ䚸ᢏ⾡ኈ䚸 㔞ኈ䜎䛯䛿⋇་
ᖌ䛜䛭䜜䜙䛾㈨᱁䛻ᇶ䛵䛔䛶⾜䛖⾜Ⅽ㻌
䛺䛹
㻌
㻌
䛨䜗䛖
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㻝㻌


ᲨᐯѣႎƴǻȃȈưƖǔɼƳཎኖƱᙀΝϋܾ㻌
≉⣙㻌
ᕤⓎὀ
⪅㈐௵⿵
ൾ≉⣙㻌
㻌

᮶ゼ⪅㈈
≀ᦆᐖ⿵
ൾ≉⣙㻌
㻌

⏝⬟
ᦆᐖᣑᙇ
⿵ൾ≉⣙㻌

ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛䛺ሙྜ㻌
タ䛾᪂⠏䚸ಟ⌮䚸ᨵ㐀䚸ྲྀቯ䛧➼䛾ᕤ䠄௨
ୗ䛂タᕤ䛃䛸䛔䛔䜎䛩䚹䠅䛻㉳ᅉ䛧䛶䚸ே䛾
㌟య䛾㞀ᐖ䜎䛯䛿㈈≀䛾ᦆቯ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛣䛸䛻
䜘䜚䚸タᕤ䛾Ⓨὀ⪅䛸䛧䛶⿕ಖ㝤⪅䛜ἲᚊ
ୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⿕䜛
ᦆᐖ䛻ᑐ䛧䛶䚸ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹㻌
ಖ㝤ᮇ㛫୰䛻Ⓨ⏕䛧䛯タ䛻ධሙ䛧䛯⪅䛾㈈
≀䠄௨ୗ䛂᮶ゼ⪅㈈≀䛃䛸䛔䛔䜎䛩䚹䠅䛾タෆ䛷
䛾ᦆቯ䛻䛴䛔䛶䚸᮶ゼ⪅㈈≀䛻䛴䛝ṇᙜ䛺ᶒ
䜢᭷䛩䜛⪅䛻ᑐ䛧䚸⿕ಖ㝤⪅䛜ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ
㈺ൾ㈐௵䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⿕䜛ᦆᐖ䛻ᑐ
䛧䛶䚸ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹㻌

䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊ᅖ㻌
䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠㻌
䛆䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊ᅖ䛇㻌 㻌
ᇶᮏዎ⣙䛾䛆䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊
ᅖ䛇䛻ྠ䛨㻌
䛆䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠䛇㻌
ᇶᮏዎ⣙䛾ᨭᡶ㝈ᗘ㢠䛚䜘䜃ච㈐㔠㢠䠄⮬
ᕫ㈇ᢸ㢠䠅䛜㐺⏝䛥䜜䜎䛩䚹㻌
䛆䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊ᅖ䛇㻌
ᇶᮏዎ⣙䛾䛆䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊
ᅖ䛇䛻ྠ䛨㻌
䛆䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠䛇㻌
㻝ᨾ䛻䛴䛝㻝㻜䛜㝈ᗘ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䛯䛰
䛧䚸᮶ゼ⪅㈈≀䛾౯䠄ྠ➼䛾≀䜢᪂䛯䛻㉎
ධ䛩䜛䛾䛻ᚲせ䛺㔠㢠䛛䜙⏝䛻䜘䜛ᾘ⪖ศ
䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛶⟬ฟ䛧䛯㔠㢠䠅䛜㝈ᗘ䛸䛺䜚䜎
䛩䚹㻌
ච㈐㔠㢠䠄⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䠅䛿㻟㻘㻜㻜㻜䛷䛩䚹㻌

ᇶᮏዎ⣙䛾ᦆᐖ䛾ཎᅉ䛸䛺䜛⏤䛻㉳ᅉ䛧䛶䚸 䛆䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊ᅖ䛇㻌
ಖ㝤ᮇ㛫୰䛻Ⓨ⏕䛧䛯䚸ே䛾㈈≀䛾⏝ ᇶᮏዎ⣙䛾䛆䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊
⬟䠄ὀ䠅䛻䛴䛔䛶䚸⿕ಖ㝤⪅䛜ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ ᅖ䛇䛻ྠ䛨㻌
㈐௵䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⿕䜛ᦆᐖ䠄௨ୗ䛂⣧ 䛆䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠䛇㻌
⢋⏝⬟ᦆᐖ䛃䛸䛔䛔䜎䛩䚹䠅䛻ᑐ䛧䛶䚸ಖ㝤 㻝ᨾ䛚䜘䜃ಖ㝤ᮇ㛫୰㻝㻜㻜䛜㝈ᗘ䛸䛺䜚
㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸㈈≀䛾⏝⬟ 䜎䛩䚹ච㈐㔠㢠䠄⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䠅䛿㻝㻘㻜㻜㻜䛷
䛜䚸ே䛾㈈≀䛾ᦆቯ䜢క䜟䛪䛻Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ 䛩䚹㻌
䛻㝈䜚䜎䛩䚹㻌
䛯䛰䛧䚸ಖ㝤ドๆ䛻䛣䛾≉⣙䛻䛴䛔䛶䛾ᨭᡶ
䠄ὀ䠅䛭䛾㈈≀䛜ᮏ᮶᭷䛩䜛ᶵ⬟䚸⏝㏵䜎䛯䛿 㝈ᗘ㢠䜎䛯䛿ච㈐㔠㢠䛜ู㏵⾲♧䛥䜜䛶䛔䜛
⏝౯್䛾㒊䜎䛯䛿୍㒊䜢㜼ᐖ䛥䜜䜛䛣䛸䜢 ሙྜ䛿䛭䛾㔠㢠䛸䛧䜎䛩䚹㻌
䛔䛔䜎䛩䚹㻌

ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛷䛝䛺䛔䛺ሙྜ㻌
䠄ඹ㏻௨እ䠅㻌

䠉㻌

䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䚸⿕ಖ㝤⪅䛾௦⌮ே䜒䛧䛟䛿⏝ே
䜎䛯䛿⿕ಖ㝤⪅䛸ୡᖏ䜢ྠ䛨䛟䛩䜛ぶ᪘䛜⾜
䛔䚸䜎䛯䛿ຍᢸ䛧䛯┐ྲྀ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ
㈐௵㻌
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛜⚾ⓗ䛺┠ⓗ䛷⏝䛧䚸䜎䛯䛿⿕
ಖ㝤⪅䛾௦⌮ே䚸⏝ே䜒䛧䛟䛿⿕ಖ㝤⪅䛸
ୡᖏ䜢ྠ䛨䛟䛩䜛ぶ᪘䛜ᡤ᭷䛧䚸䜎䛯䛿⚾ⓗ
䛺┠ⓗ䛷⏝䛩䜛᮶ゼ⪅㈈≀䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ
䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ᮶ゼ⪅㈈≀䛜⮬ື㌴䚸ཎືᶵ⮬㌿㌴䚸䛣
䜜䜙䛾≀䛻ᐃ╔䜒䛧䛟䛿ഛ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䜎
䛯䛿䛣䜜䜙䛾≀䛾✚㍕≀䛷䛒䛳䛯ሙྜ䛾䛣䜜
䜙䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ᮶ゼ⪅㈈≀䛜⒪䚸⨾ᐜ䚸㣫⫱䚸⫱ᡂ➼䜢┠
ⓗ䛸䛧䛶㡸䛛䛳䛯ື≀䜎䛯䛿᳜≀䛷䛒䛳䛯ሙ
ྜ䛾䛣䜜䜙䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ 㻌
䛺䛹
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛻䜘䛳䛶䜎䛯䛿⿕ಖ㝤⪅䛾䛯䜑䛻
⿕ಖ㝤⪅௨እ䛾⪅䛻䜘䛳䛶䛺䛥䜜䛯ዎ⣙䛾
ᒚ⾜⬟䜎䛯䛿ᒚ⾜㐜䛻㉳ᅉ䛧䛶Ⓨ⏕䛧
䛯⣧⢋⏝⬟ᦆᐖ㻌
䛺䛹

㻌
㻌
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䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾䛤ㄝ᫂


ᅋయ⥲ྜ⏕ά⿵ൾಖ㝤ࡢᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱࠊ࡞≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ࠾ࡼࡧಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜࢆࡈㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋヲࡋࡃࡣࠊࡈዎ⣙ࡢࡋ࠾ࡾ㸦ᬑ㏻ಖ
㝤⣙Ḱ࣭≉⣙㸧ࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸯㸬⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖ
 ࣭ࢣ࢞㛵ࡍࡿ⿵ൾࡢ⿕ಖ㝤⪅ࡣಖ㝤ドๆグ㍕ࡢ⿕ಖ㝤⪅࡞ࡾࡲࡍࠋ

㸰㸬യᐖ⿵ൾ ᶆ‽ᆺ ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ
࣭⿕ಖ㝤⪅ ⿵ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪉ ࡀᛴ⃭ࡘഅ↛࡞እ᮶ࡢᨾࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓയᐖ㸦㺀ࢣ࢞㺁࠸࠸ࡲࡍ㸧ᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ͤࢣ࢞ࡣࠊ㌟యእ㒊ࡽ᭷ẘ࢞ࢫࡲࡓࡣ᭷ẘ≀㉁ࢆഅ↛ࡘ୍྾ධࠊ྾ࡲࡓࡣᦤྲྀࡋࡓሙྜᛴ⃭Ⓨ⏕ࡍࡿ୰ẘ≧ࢆྵࡳࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧㺀ᑵᴗ୰ࡢࡳࡢയᐖ༴㝤⿵ൾ㸦ᴗ࣭ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ㸧≉⣙㺁ࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊ⫋ᴗࡲࡓࡣ⫋ົᚑ୰㸦㏻㏵ୖࢆྵࡳࡲࡍ㸧⿕ࡗࡓࢣ
࢞㝈ࡾࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧㺀⟶⌮ୗ୰ࡢയᐖ༴㝤⿵ൾ≉⣙㺁ࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࡈዎ⣙ᐃࡵࡓ⟶⌮ୗ୰⿕ࡗࡓࢣ࢞㝈ࡾࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧᪤Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ㌟యࡢ㞀ᐖࡲࡓࡣẼࡢᙳ㡪࡞ࡼࡾࢣ࢞➼ࡢ⛬ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ࡞ࡗࡓሙྜ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ࠾
ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠖ࠾࠸࡚ࠊ⒪ࡣ་ᖌࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆࡵࠊ་ᖌࡀ⾜࠺⒪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜࠖ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ⮬ື㌴➼ࠖࡣࠊ⮬ື㌴ࡲࡓࡣཎືᶵ⮬㌿㌴ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
യ ᐖ Ṛ ஸ ᨾࡼࡿࢣ࢞ࡢࡓࡵࠊᨾ
  ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡿࢣ࢞ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤㔠
യᐖṚஸ࣭ᚋ㑇㞀ᐖಖ㝤㔠㢠ࡢ㢠 
ಖ 㝤 㔠 ࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ
ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

࡚᪥௨ෆṚஸࡋࡓሙྜ ͤಖ㝤ᮇ㛫୰ࠊ᪤࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓയᐖᚋ
ձಖ㝤ዎ⣙⪅ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣಖ㝤㔠ཷྲྀேࡢᨾព
㑇㞀ᐖಖ㝤㔠ࡀ࠶ࡿሙྜࠊയᐖṚஸ࣭ᚋ

ࡲࡓࡣ㔜࡞㐣ኻ
㑇㞀ᐖಖ㝤㔠㢠ࡽࡑࡢ㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㜚த⾜Ⅽࠊ⮬ẅ⾜Ⅽࡲࡓࡣ≢⨥⾜Ⅽ
࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
ճ⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ㛫Ⓨ⏕ࡋࡓ

ᨾ
യ
ᐖ ᨾࡼࡿࢣ࢞ࡢࡓࡵࠊᨾ
㸬ἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓ㐠㌿㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸࡛⮬ື
⣙Ḱᡤᐃࡢ
യᐖṚஸ࣭ᚋ㑇
ᚋ 㑇 㞀 ᐖ ࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ
㌴➼ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
 ಖ㝤㔠ᨭᡶྜ 
㞀ᐖಖ㝤㔠㢠
ಖ 㝤 㔠 ࡚᪥௨ෆ⣙Ḱᡤᐃࡢᚋ
㸬㐨㊰㏻ἲ➨᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿ㓇Ẽࢆᖏࡧ
㸲㸣㹼㸣

㑇㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
ࡓ≧ែ࡛⮬ື㌴➼ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
ͤಖ㝤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌࠊྜ⟬ࡋ࡚യᐖṚஸ࣭ᚋ

࢘㸬㯞⸆ࠊ㯞ࠊ࠶ࢇࠊぬࡏ࠸ࠊࢩࣥࢼ࣮➼
㑇㞀ᐖಖ㝤㔠㢠ࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ
ࡢᙳ㡪ࡼࡾṇᖖ࡞㐠㌿ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶

᪥ࢆྵࡵ࡚᪥ࢆ㉸࠼࡚
ࡿ≧ែ࡛⮬ື㌴➼ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㛫
⒪୰࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ
մ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⬻ᝈࠊẼࡲࡓࡣᚰ⚄႙ኻ
᪥┠࠾ࡅࡿ་ᖌࡢデ᩿
յ⿕ಖ㝤⪅ࡢዷፎࠊฟ⏘ࠊ᪩⏘ࡲࡓࡣὶ⏘
ᇶ࡙ࡁᚋ㑇㞀ᐖࡢ⛬ᗘ
նಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡁࢣ࢞ࡢ⒪௨እࡢ⿕ಖ㝤
ࢆㄆᐃࡋࡲࡍࠋ
⪅ᑐࡍࡿእ⛉ⓗᡭ⾡ࡑࡢࡢ་⒪ฎ⨨
യ ᐖ ධ 㝔  ᨾ  ࡼ ࡿ ࢣ ࢞ ࡢ  ⒪ ࡢ ࡓ
շ⿕ಖ㝤⪅ᑐࡍࡿฮࡢᇳ⾜
യᐖධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠  ධ㝔᪥ᩘ 
ಖ 㝤 㔠 ࡵࠊධ㝔ࡋࠊࡑࡢධ㝔ࡀയᐖ
ոᡓதࠊእᅜࡢṊຊ⾜ࠊ㠉ࠊෆ➼ࡢኚࡲࡓ
ͤᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚
ධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ͤࢆ㉸
ࡣᭀືͤ
᪥௨ෆࡢධ㝔ࢆᑐ㇟ࡋࠊ㸯ᨾࡘࡁࠊ չᆅ㟈ࡶࡋࡃࡣᄇⅆࡲࡓࡣࡇࢀࡽࡼࡿὠἼ
࠼࡚⥅⥆ࡋࡓሙྜ
᪥ࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ

պ᰾⇞ᩱ≀㉁࡞ࡢᨺᑕᛶ࣭⇿Ⓨᛶ࣭᭷ᐖ࡞≉ᛶ
ͤ  ᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ ͤධ㝔᪥ᩘࡣࠊയᐖධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ
ࡼࡿᨾ
㛫ࡢ‶᪥௨๓ࡢධ㝔᪥ᩘࢆྵࡳࡲࡏ
᪥ࢆྵࡵ࡚ಖ㝤ドๆグ㍕
ջୖグպ௨እࡢᨺᑕ⥺↷ᑕࡲࡓࡣᨺᑕ⬟ởᰁ
ࢇࠋ
ࡢච㈐ᮇ㛫ࡀ‶ࡍࡿࡲ
 ḟࡢ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡘ࠸࡚ࡶಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸

࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
യ ᐖ ᡭ ⾡  ᨾ  ࡼ ࡿ ࢣ ࢞ ࡢ  ⒪ ࡢ ࡓ ձධ㝔୰ཷࡅࡓᡭ⾡
ձࡴࡕ࠺ࡕ࣭⭜③➼࡛་Ꮫⓗぬᡤぢࡢ࡞࠸ࡶࡢ
ಖ 㝤 㔠 ࡵࠊᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ
ͤ
യᐖධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠   

᪥ࢆྵࡵ࡚᪥௨ෆᡭ⾡
ղ⣽⳦ᛶ㣗୰ẘ࣭࢘ࣝࢫᛶ㣗୰ẘ

ࢆཷࡅࡓሙྜ
ղୖグձ௨እࡢᡭ⾡
࡞

ͤࢸࣟ⾜Ⅽࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࢣ࢞㛵ࡋ࡚ࡣ⮬ື
യᐖධ㝔ಖ㝤㔠᪥㢠  㸳 
ͤᡭ⾡ࡣࠊḟࡢデ⒪⾜Ⅽࢆ
ࢭࢵࢺࡢ≉⣙ࡼࡾಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡞
࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡾࡲࡍࠋ
ͤධ㝔୰ࡣࠊᡭ⾡ࢆཷࡅࡓࢣ࢞ࡢ⒪ࡢ
ձබⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ࠾࠸
ͤ⿕ಖ㝤⪅ࡀ⮬ぬ≧ࢆッ࠼࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚
ࡓࡵධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
࡚ᡭ⾡ᩱࡢᑐ㇟࡞ࡿデ
ࡶࠊ⬻Ἴᡤぢࠊ⌮Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ⚄⤒Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ⮫
ͤ㸯ᨾࡘࡁࠊ㸯ᅇࡢᡭ⾡㝈ࡾࡲࡍࠋ
⒪⾜Ⅽࠋࡓࡔࡋࠊḟࡢデ
ᗋ᳨ᰝࠊ⏬ീ᳨ᰝࠊ║⛉࣭⪥㰯⛉᳨ᰝ➼ࡼࡾ
࡞࠾ࠊୖグձղࡢ୧᪉ヱᙜࡍࡿᡭ⾡
⒪⾜Ⅽࡣಖ㝤㔠࠾ᨭᡶ࠸
ࡑࡢ᰿ᣐࢆᐈほⓗド᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶ
ࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊୖグձࡢᡭ⾡ࢆ㸯ᅇཷ
ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡅࡓࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
࣭യฎ⌮
ͤയᐖධ㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ࡢ‶᪥ࡢ⩣   ḟࡢ࠸ࡎࢀࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࢣ࢞ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
࣭⓶ษ㛤⾡
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
᪥௨㝆ࡢᡭ⾡ࡀᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
࣭ࢹࣈ࣮ࣜࢻ࣐ࣥ
ձ⿕ಖ㝤⪅ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ㛫ࡢᨾ

࣭㦵ࡲࡓࡣ㛵⠇ࡢ㠀ほ⾑
㸬⏝ල 㸨 ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼ 㸨 ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫
ⓗࡲࡓࡣᚐᡭⓗ࡞ᩚ
㸦࢘㸬ヱᙜࡋ࡞࠸ࠕ⮬ື㌴➼ࢆ⏝࠸࡚㐨㊰ୖ
⾡ࠊᩚᅛᐃ⾡࠾ࡼࡧ
࡛➇ᢏ➼ 㸨 ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠖࢆ㝖ࡁࡲࡍ㸧
ᤵື⾡
㸬⏝ල 㸨 ࢆ⏝࠸࡚➇ᢏ➼ 㸨 ࢆ⾜࠺ࡇࢆ
࣭ᢤṑᡭ⾡
┠ⓗࡍࡿሙᡤ࠾࠸࡚ࠊ➇ᢏ➼ 㸨 ‽ࡎࡿ
࣭ṑ⛉デ⒪ᅛ᭷ࡢデ⒪⾜
᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾࠊ⏝ල 㸨 ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
Ⅽ
㛫㸦࢘㸬ヱᙜࡋ࡞࠸ࠕ㐨㊰ୖ࡛➇ᢏ➼ 㸨 
ղඛ㐍་⒪ 㸨 ヱᙜࡍ
‽ࡎࡿ᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾࠊ⮬ື㌴➼ࢆ⏝ࡋ࡚
ࡿデ⒪⾜Ⅽ 㸨 
࠸ࡿ㛫ࠖࢆ㝖ࡁࡲࡍ㸧
㸨 ᡭ⾡ࢆཷࡅࡓⅬ࠾
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ಖ㝤㔠
ࡢ✀㢮

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ

࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠

࠸࡚ࠊཌ⏕ປാ⮧ࡀ
ᐃࡵࡿඛ㐍ⓗ࡞་⒪ᢏ
⾡ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ඛ㐍་⒪ࡈᐃࡵࡿ
タᇶ‽㐺ྜࡍࡿ
㝔➼࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ
ࡶࡢ㝈ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ᑐ㇟࡞ࡿᡭ⾡ࠊ་⒪
ᶵ㛵࠾ࡼࡧ㐺ᛂࡣ㝈
ᐃࡉࢀࡲࡍࠋ
㸨 ⒪ࢆ┤᥋ࡢ┠ⓗࡋ
࡚ࠊ࣓ࢫ➼ࡢჾලࢆ⏝
࠸࡚ᝈ㒊ࡲࡓࡣᚲせ㒊
ษ㝖ࠊฟ➼ࡢฎ
⨨ࢆࡍࡶࡢ㝈ࡾࡲ
ࡍ㸦デ᩿ࠊ᳨ᰝ➼ࢆ┤
᥋ࡢ┠ⓗࡋࡓデ⒪⾜
Ⅽ࠾ࡼࡧὀᑕࠊⅬࠊ
⸆ᢞ㸦㌟࣭ᒁᡤ㸧
ࠊ
ᨺᑕ⥺↷ᑕࠊ ⇕⒪ἲ
ࡼࡿデ⒪⾜Ⅽࢆ㝖ࡁ
ࡲࡍ㸧
ࠋ

യ ᐖ ㏻ 㝔  ᨾ  ࡼ ࡿ ࢣ ࢞ ࡢ  ⒪ ࡢ ࡓ
ಖ 㝤 㔠 ࡵࠊᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ
᪥ࢆྵࡵ࡚ಖ㝤ドๆグ㍕ࡢയ
ᐖ㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ㛫ࡀ‶
ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥௨㝆ࠊ㏻㝔
ࡋࡓሙྜ

ͤ ㏻㝔ࡣࠊ㝔࣭デ⒪ᡤ
㏻࠸ࠊࡲࡓࡣ デ࣭ゼၥデ
⒪ࡼࡾࠊ⒪ࢆཷࡅࡿࡇ
ࢆ࠸࠸ࠊ࢜ࣥࣛࣥデ⒪
ࡼࡿデᐹࢆྵࡳࡲࡍࠋ࡞
࠾ࠊྠ᭶」ᩘᅇࡢ࢜ࣥࣛ
ࣥデ⒪ࢆཷࡅࡓሙྜ࡛ࠊ
බⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ࠾࠸
࡚࢜ࣥࣛࣥデ⒪ᩱࢆ㸯
ᅇ⟬ᐃࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ᭱ึ
ࡢ㸯ᅇࡢࡳ㏻㝔ࡋࡓࡶࡢ
ࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
ͤ ⒪ࢆకࢃ࡞࠸ࠊ⸆ࠊデ
᩿᭩ࠊ་⒪ჾල➼ࡢཷ㡿➼
ࡢࡓࡵࡢࡶࡢࡣࠊ㏻㝔ྵ
ࡳࡲࡏࢇࠋ

ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
࢘㸬ἲ௧ࡼࡿチྍࢆཷࡅ࡚ࠊ୍⯡ࡢ㏻⾜ࢆไ㝈
ࡋࠊ㐨㊰ࢆ༨᭷ࡋࡓ≧ែ࡛ࠊ⮬ື㌴➼ࢆ⏝࠸࡚
➇ᢏ➼ 㸨 ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡲࡓࡣ➇ᢏ➼ 㸨 
‽ࡎࡿ᪉ἲ࣭ែᵝࡼࡾ⮬ື㌴➼ࢆ⏝ࡋ࡚࠸
ࡿ㛫
ղ⿕ಖ㝤⪅ࡀᒣᓅⓏࡣࢇ㸦ࣆࢵࢣࣝࠊࢮࣥࠊࢨ
ࣝࠊࣁ࣐࣮ࣥ➼ࡢⓏᒣ⏝ලࢆ⏝ࡍࡿࡶࡢࠊࣟ
ࢵࢡࢡ࣑ࣛࣥࢢ㸦ࣇ࣮ࣜࢡ࣑ࣛࣥࢢࢆྵࡳࡲ
ࡍ㸧ࢆ࠸࠸ࠊⓏࡿቨࡢ㧗ࡉࡀ㸳㹫௨ୗࡢ࣎ࣝࢲࣜ
ࣥࢢࡣྵࡳࡲࡏࢇ㸧ࠊ⫋ົ௨እ࡛ࡢ⯟✵ᶵ᧯⦪ࠊࢫ
࢝ࢲࣅࣥࢢࠊࣁࣥࢢࢢࣛࢲ࣮ᦚ➼ࡢ༴㝤࡞
㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㛫ࡢᨾ
ճ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖ㛵ࡍࡿ≉⣙ࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜ
ࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀࢸࢫࢺࣛࢲ࣮ࠊ࣮࢜ࢺࣂ➇த
㑅ᡭࠊ⮬ື㌴➇த㑅ᡭࠊ⮬㌿㌴➇த㑅ᡭࠊࣉࣟ࣎
ࢡࢧ࣮ࠊࣉࣟࣞࢫ࣮ࣛ➼ࡸࡑࡢࡇࢀࡽྠ⛬ᗘ
ࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖࡢ༴㝤ࢆ᭷ࡍࡿ⫋ᴗᚑࡋ࡚࠸
ࡿ㛫ࡢᨾ
࡞

യᐖ㏻㝔ಖ㝤㔠᪥㢠 㻌 㽢㻌 ㏻㝔᪥ᩘ 㻌
ͤᨾࡢⓎ⏕ࡢ᪥ࡽࡑࡢ᪥ࢆྵࡵ࡚
᪥௨ෆࡢ㏻㝔ࢆᑐ㇟ࡋࠊ㸯ᨾࡘࡁࠊ
᪥ࡀ㝈ᗘ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ͤ㏻㝔᪥ᩘࡣࠊയᐖ㏻㝔ಖ㝤㔠ࡢච㈐ᮇ 
㛫ࡢ‶᪥௨๓ࡢ㏻㝔᪥ᩘࢆྵࡳࡲࡏ 
ࢇࠋ
ͤ㏻㝔ࡋ࡞࠸ሙྜ࠾࠸࡚ࡶࠊ⣙Ḱᡤᐃࡢ
㒊ࢆᅛᐃࡍࡿࡓࡵࠊ་ᖌࡢᣦ♧ࡼ
ࡾࢠࣉࢫ➼ࢆᖖ╔ࡋࡓᮇ㛫ࡣࠊ㏻㝔
᪥ᩘྵࡵ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ


㸨 ⏝ලࡣࠊ⮬ື㌴➼ࡲࡓࡣ࣮ࣔࢱ࣮࣮࣎ࢺ➼ࢆ
࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸨 ➇ᢏ➼ࡣࠊ➇ᢏࠊ➇தࠊ⯆⾜㸦ࡇࢀࡽࡢࡓࡵࡢ
⦎⩦ࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࡲࡓࡣヨ㐠㌿㸦ᛶ⬟ヨ㦂ࢆ┠ⓗ
ࡍࡿ㐠㌿ࡶࡋࡃࡣ᧯⦪㸧ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ


㸱㸬ࡑࡢࡢയᐖ༴㝤㛵ࡍࡿ≉⣙ࡢ⿵ൾෆᐜ
⿕ಖ㝤⪅ࡀ⿕ࡗࡓࢣ࢞ 㸨 ࡞ᑐࡋ࡚ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸨 യᐖ⿵ൾ㸦ᶆ‽ᆺ㸧≉⣙࡛ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿࢣ࢞ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧
ࠕᑵᴗ୰ࡢࡳࡢയᐖ༴㝤⿵ൾ ᴗ࣭ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ ≉⣙㺁ࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࠊ⫋ᴗࡲࡓࡣ⫋ົᚑ୰㸦㏻㏵ୖࢆྵࡳࡲࡍ㸧⿕ࡗࡓࢣ࢞
㝈ࡾࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕ⟶⌮ୗ୰ࡢയᐖ༴㝤⿵ൾ≉⣙ࠖࡀࢭࢵࢺࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࡈዎ⣙ᐃࡵࡓ⟶⌮ୗ୰⿕ࡗࡓࢣ࢞㝈ࡾࠊಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧᪤Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ㌟యࡢ㞀ᐖࡲࡓࡣẼࡢᙳ㡪࡞ࡼࡾࢣ࢞➼ࡢ⛬ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ࡞ࡗࡓሙྜ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ࠾
ᨭᡶ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜࠖ࠾࠸࡚ࠊ⒪ࡣ་ᖌࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆࡵࠊ་ᖌࡀ⾜࠺⒪ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ಖ㝤㔠
≉ ⣙ ྡ
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿሙྜ
࠾ᨭᡶ࠸ࡍࡿಖ㝤㔠ࡢ㢠
ಖ㝤㔠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜ
ࡢ✀㢮
യᐖධ㝔 യ ᐖ ධ 㝔 ᨾࡼࡿࢣ࢞ࡢ⒪ࡢࡓࡵࠊධ㝔
യᐖ⿵ൾ ᶆ‽ᆺ ≉⣙ࡢࠕಖ㝤㔠ࢆ࠾
യᐖධ㝔୍㔠㢠ࡢ㢠 
୍  㔠  ୍  㔠 ࡋࠊࡑࡢ≧ែࡀಖ㝤ドๆグ㍕ࡢච㈐
ᨭᡶ࠸࡛ࡁ࡞࠸࡞ሙྜࠖྠࡌ
ͤ㸯ᨾᇶ࡙ࡃධ㝔ࡘࡁࠊ㸯ᅇ
⿵ ൾ ≉ ⣙
᪥ᩘࢆ㉸࠼࡚⥅⥆ࡋࡓሙྜ
ࡢ࠾ᨭᡶ࠸㝈ࡾࡲࡍࠋ
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㻌
ဃငཋឆΝᝧ˓̬ᨖ
䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛚䜘䜃㈝⏝ಖ㝤㔠䛾䛤ㄝ᫂
㻌
㻌
㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ䚸⏕⏘≀≉ู⣙Ḱ䚸䛭䛾䛺≉⣙䛾⿵ൾෆᐜ䠄䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛚䜘䜃㈝⏝ಖ㝤㔠➼䠅䜢䛤ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹ヲ⣽䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸
ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ䚸≉ู⣙Ḱ䛚䜘䜃䛭䜜䛮䜜䛾≉⣙䜢䛤ཧ↷䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
ᲫᲨؕஜڎኖ ᲢឆΝᝧ˓̬ᨖ୍ᡫ̬ᨖኖഘŴဃငཋཎКኖഘƓǑƼᐯѣႎƴǻȃȈƞǕǔɼƳཎኖᲣƷᙀΝϋܾ㻌
ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛䛺ሙྜ㻌
䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊ᅖ䞉䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠㻌
ḟ䛾ᨾ䛻䜘䜚䚸Ⓨ⏕䛧䛯ே䛾㌟య䛾㞀ᐖ䜎䛯䛿㈈≀䛾ᦆቯ䠄ὀ 䛆䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊ᅖ䛇㻌
䠍䠅
䛻䛴䛔䛶䚸⿕ಖ㝤⪅䠄ὀ䠎䠅䛜ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸 䐟ᦆᐖ㈺ൾ㔠㻌
⿕ಖ㝤⪅䛜ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ⪅䛻ᑐ䛧䛶㈇ᢸ䛩䜛ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛾㢠䜢䛔䛔䚸ุ
䛻䜘䛳䛶⿕䜛ᦆᐖ䛻ᑐ䛧䛶䚸ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹㻌
Ỵ䛻䜘䜚ᨭᡶ䜢䛬䜙䜜䛯ッゴ㈝⏝䜎䛯䛿ุỴ᪥䜎䛷䛾㐜ᘏᦆᐖ㔠䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸
㻌
⿕ಖ㝤⪅䛜ᦆᐖ㈺ൾ㔠䜢ᨭᡶ䛳䛯䛣䛸䛻䜘䜚௦ྲྀᚓ䛩䜛䜒䛾䛜䛒䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾౯㢠䜢
䠄䠍䠅㻌䛆〇㐀䞉㈍䚸㣧㣗ᴗ➼䛾ሙྜ䛇㻌
ᕪ䛧ᘬ䛟䜒䛾䛸䛧䜎䛩䚹㻌
⿕ಖ㝤⪅䛾༨᭷䜢㞳䜜䛯ಖ㝤ドๆグ㍕䛾㈈≀䠄௨ୗ䛂⏕⏘≀䛃
䐠ᦆᐖ㜵Ṇ㈝⏝㻌
䛸䛔䛔䜎䛩䚹䠅䛻㉳ᅉ䛧䛶Ⓨ⏕䛧䛯അ↛䛺ᨾ㻌
ᑐே䞉ᑐ≀ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻䚸ᦆᐖ䛾Ⓨ⏕䜎䛯䛿ᣑ䛾㜵Ṇ䛾䛯䜑䛻ᚲせ䜎䛯䛿᭷
㻌
┈䛷䛒䛳䛯㈝⏝㻌
䠄䠎䠅㻌䛆ᕤ䜔సᴗ䜢⾜䛖ᴗ䛾ሙྜ䛇㻌
⿕ಖ㝤⪅䛜⾜䛳䛯ಖ㝤ドๆグ㍕䛾䠄௨ୗ䛂䛃䛸䛔䛔䜎 䐡ᶒಖ⾜㈝⏝㻌
ᑐே䞉ᑐ≀ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻䚸ᶒ䛾ಖ䜎䛯䛿⾜䛻ᚲせ䛺ᡭ⥆䜢䛩䜛䛯䜑䛻せ
䛩䚹䠅䛾⤖ᯝ䛻㉳ᅉ䛧䛶䚸䛾⤊䠄䛾┠ⓗ≀䛾ᘬΏ䛧䜢
䛧䛯㈝⏝㻌
せ䛩䜛ሙྜ䛿ᘬΏ䛧䜢䛔䛔䜎䛩䚹䠅䜎䛯䛿ᨺᲠ䛾ᚋ䚸Ⓨ⏕䛧䛯അ
䐢⥭ᛴᥐ⨨㈝⏝㻌
↛䛺ᨾ㻌
ᑐே䞉ᑐ≀ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻䚸ᦆᐖ䛾Ⓨ⏕䜎䛯䛿ᣑ䛾㜵Ṇ䛾䛯䜑䛻ᚲせ䜎䛯䛿᭷
㻌
┈䛺ᡭẁ䜢ㅮ䛨䛯ᚋ䛻ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛜䛺䛔䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䛸䛝䚸䛭䛾ᡭẁ䜢ㅮ䛨
䠄ὀ䠍䠅㈈⏘ⓗ౯್䜢᭷䛩䜛᭷య≀䛾⁛ኻ䚸◚ᦆ䜎䛯䛿ởᦆ䜢䛔
䛯䛣䛸䛻䜘䛳䛶せ䛧䛯㈝⏝䛾䛖䛱䚸ᛂᛴᡭᙜ䚸ㆤ㏦䚸デ⒪䚸⒪䚸┳ㆤ䛭䛾⥭ᛴᥐ⨨䛾䛯
䛔䚸┐ྲྀ䜎䛯䛿⣮ኻ䜢ྵ䜏䚸ブྲྀ䜎䛯䛿ᶓ㡿䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䜑䛻せ䛧䛯㈝⏝䚸䛚䜘䜃䛒䜙䛛䛨䜑ᘬཷಖ㝤♫䛾ྠព䜢ᚓ䛶ᨭฟ䛧䛯㈝⏝㻌
㻌
䠄ὀ䠎䠅䛣䛾ಖ㝤䛾⿕ಖ㝤⪅䠄⿵ൾ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛᪉䠅䛿ḟ䛾䛔䛪䜜䛛 䐣༠ຊ㈝⏝㻌
ᘬཷಖ㝤♫䛜ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛾ゎỴ䛻ᙜ䛯䜛ሙྜ䛻䚸䛭䛾㐙⾜䛻䛴䛔䛶⿕ಖ㝤⪅䛜ᘬ
䛻ヱᙜ䛩䜛⪅䜢䛔䛔䜎䛩䚹㻌
ཷಖ㝤♫䛻༠ຊ䛩䜛䛯䜑䛻せ䛧䛯㈝⏝㻌
䐟グྡ⿕ಖ㝤⪅㻌
䐤தゴ㈝⏝㻌
ಖ㝤ドๆ䛾グྡ⿕ಖ㝤⪅ḍ䛻グ㍕䛥䜜䛯᪉䜢䛔䛔䜎䛩㻌
ᦆᐖ㈺ൾ䛻㛵䛩䜛தゴ䛻䛴䛔䛶䚸⿕ಖ㝤⪅䛜ᘬཷಖ㝤♫䛾ྠព䜢ᚓ䛶ᨭฟ䛧䛯ッゴ
䐠グྡ⿕ಖ㝤⪅䛜ἲே䛷䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾⌮䚸ྲྀ⥾ᙺ䜎
㈝⏝䚸ᘚㆤኈሗ㓘䚸௰䚸ゎ䜒䛧䛟䛿ㄪ䛻せ䛧䛯㈝⏝䜎䛯䛿䛭䛾ᶒ䛾ಖ䜒䛧䛟
䛯䛿䛭䛾ἲே䛾ᴗົ䜢ᇳ⾜䛩䜛䛭䛾䛾ᶵ㛵㻌
䛿⾜䛻ᚲせ䛺ᡭ⥆䜢䛩䜛䛯䜑䛻せ䛧䛯㈝⏝㻌
䐡グྡ⿕ಖ㝤⪅䛜ἲே௨እ䛾♫ᅋ䛷䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸グྡ⿕
䛆䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠䛇㻌
ಖ㝤⪅䛾ᵓᡂဨ㻌
䠍ᨾ䛻䛴䛝䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠䛿䚸ୖグ䐟䛛䜙䐢䜎䛷䛻䛴䛔䛶䛿䚸ḟ䛾⟬ᘧ䛻䜘䛳䛶
䐢グྡ⿕ಖ㝤⪅䛾⏝ே㻌
䐣グྡ⿕ಖ㝤⪅䛜⮬↛ே䛷䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸グྡ⿕ಖ㝤⪅䛾 ⟬ฟ䛥䜜䜛㢠䛸䛧䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸䛤ዎ⣙䛻㐺⏝䛥䜜䜛ᨭᡶ㝈ᗘ㢠䛜㝈ᗘ䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻌
ྠᒃ䛾ぶ᪘㻌
ಖ
䐠ᦆᐖ㜵Ṇ㈝⏝㻌
ᇶᮏዎ⣙䛾
ୖグ䐠䛛䜙䐣䜎䛷䛻つᐃ䛩䜛⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸グྡ⿕ಖ㝤⪅䛾
㝤
ච㈐㔠㢠㻌
ᴗົ䛾㐙⾜䛻㉳ᅉ䛧䛶ᦆᐖ䜢⿕䜛ሙྜ䛻㝈䜚䚸⿕ಖ㝤⪅䛻ྵ
㔠 䠙 䐟ᦆᐖ㈺ൾ㔠 䠇 䐡ᶒಖ⾜㈝⏝㻌 䠉㻌
䧸
䜑䜎䛩䚹㻌
䐢⥭ᛴᥐ⨨㈝⏝㻌
䠄⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䠅
㢠
䜎䛯䚸ୖグ䐣䛚䜘䜃䐤䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾ᐇ㈝㢠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸䐤䛻䛴䛔䛶
䛿䚸䐟䛾㢠䛜ᨭᡶ㝈ᗘ㢠䜢㉸䛘䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾ᨭᡶ㝈ᗘ㢠䛾䐟䛾㢠䛻ᑐ䛩䜛ྜ䜢䛨
䛶䚸䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹㻌
ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛷䛝䛺䛔䛺ሙྜ㻌
䛆ḟ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⿕䜛ᦆᐖ䛇㻌
䞉㻌 〇㐀䞉ຍᕤရ䠄ὀ䠅䛾ᦆቯ䜎䛯䛿䛭䜜䛻క䛖⏝⬟䛻䛴䛔䛶㈇ᢸ䛩䜛ᦆᐖ㈺
䞉㻌 ಖ㝤ዎ⣙⪅䜎䛯䛿⿕ಖ㝤⪅䛾ᨾព䛻䜘䛳䛶⏕䛨䛯ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛸➨୕⪅䛸䛾㛫䛻ᦆᐖ㈺ൾ䛻㛵䛩䜛≉ู䛾⣙ᐃ䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛚䛔 䞉㻌 ḟ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏕⏘≀䛜䛭䛾ពᅗ䜎䛯䛿ᮇᚅ䛥䜜䛯ຠ⬟䜎䛯䛿ᛶ
䛶䚸䛭䛾⣙ᐃ䛻䜘䛳䛶ຍ㔜䛥䜜䛯ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
⬟䜢Ⓨ䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛜ᡤ᭷䚸⏝䜎䛯䛿⟶⌮䛩䜛㈈≀䛾ᦆቯ䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾㈈≀䛻䛴
䐟་⸆ရ➼㻌
䛝ṇᙜ䛺ᶒ䜢᭷䛩䜛⪅䛻ᑐ䛧䛶㈇ᢸ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䐠㎰⸆ྲྀ⥾ἲ➨㻞᮲䠄ᐃ⩏䠅䛻つᐃ䛩䜛㎰⸆㻌
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛸⏕ィ䜢ඹ䛻䛩䜛ྠᒃ䛾ぶ᪘䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䐡㣗ရ⾨⏕ἲ➨㻠᮲䛻つᐃ䛩䜛㣗ရ㻌
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛾⏝ே䛜䚸⿕ಖ㝤⪅䛾ᴗົ䛻ᚑ୰䛻⿕䛳䛯㌟య䛾㞀ᐖ䛻㉳
䞉㻌 䠨䠬䜺䝇㈍ᴗົ䛾⤖ᯝ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ᡓத䚸እᅜ䛾Ṋຊ⾜䚸㠉䚸ᨻᶒዣྲྀ䚸ෆ䚸Ṋ䛭䛾䛣䜜䜙䛻㢮 䠄ὀ䠅ḟ䛾㈈≀䜢䛔䛔䜎䛩䚹㻌
䐟⏕⏘≀䜎䛯䛿ᡂရ䛻䜘䜚䚸〇㐀䚸⏕⏘䚸㑅ู䚸᳨ᰝ䚸ಟ⌮䚸ໟ䜎䛯䛿ຍ
ఝ䛾ኚ䚸ᭀື䚸ປാத㆟䜎䛯䛿㦁ᨐ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
ᕤ䛥䜜䛯㈈≀㻌
䞉㻌 ᆅ㟈䚸ᄇⅆ䚸ὥỈ䚸ὠἼ䜎䛯䛿㧗₻䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䐠⏕⏘≀䜎䛯䛿ᡂရ䜢ไᚚ⨨䛸䛧䛶⏝䛧䛶䛔䜛㈈≀䛛䜙䚸〇㐀䚸⏕
䞉㻌 ᾮయ䚸Ẽయ䜎䛯䛿ᅛయ䛾ฟ䚸ὶฟ䜎䛯䛿䛔䛳ฟ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹
⏘䚸㑅ู䚸᳨ᰝ䚸ಟ⌮䚸ໟ䜎䛯䛿ຍᕤ䛥䜜䛯㈈≀㻌
䛯䛰䛧䚸 䛛䛴✺Ⓨⓗ䛺ᨾ䛻䜘䜛䜒䛾䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
㻌
䞉㻌 ཎᏊ᰾ᛂ䜎䛯䛿ཎᏊ᰾䛾ᔂቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹䛯䛰䛧䚸་Ꮫⓗ䚸
䛆⿕ಖ㝤⪅䜎䛯䛿䛭䛾⏝ே䛭䛾⿕ಖ㝤⪅䛾ᴗົ䛾⿵ຓ⪅䛜⾜䛖ḟ䛾⾜Ⅽ䛻
⛉Ꮫⓗ⏝䜒䛧䛟䛿୍⯡⏘ᴗୖ䛾⏝䛻౪䛥䜜䜛䝷䝆䜸䞉䜰䜲䝋䝖䞊䝥䠄䜴䝷
䞁䚸䝖䝸䜴䝮䚸䝥䝹䝖䝙䜴䝮䛚䜘䜃䛣䜜䜙䛾ྜ≀䛺䜙䜃䛻䛣䜜䜙䛾ྵ᭷≀䜢ྵ ㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛇㻌
䐟㌟య䛾㞀ᐖ䛾⒪䞉㍍ῶ䞉ண㜵䞉▹ṇ䚸デᐹ䚸デ᩿䚸⒪㣴䛾᪉ἲ䛾ᣦᑟ䚸ฟ⏘
䜏䜎䛫䜣䚹䠅䛾ཎᏊ᰾ᛂ䜎䛯䛿ཎᏊ᰾䛾ᔂቯ䛻䜘䜛ሙྜ䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䛾❧䛔䚸᳨䚸デ᩿᭩䞉᳨᭩䞉ฎ᪉䛫䜣䛾సᡂ䞉➼䛾་⒪⾜Ⅽ䚸⨾
䞉㻌 ▼⥥䠄䜰䝇䝧䝇䝖䠅䚸▼⥥䛾௦᭰≀㉁䜎䛯䛿䛣䜜䜙䜢ྵ䜐〇ရ䛾Ⓨ䜺䞁ᛶ䛭䛾
ᐜᩚᙧ䚸་Ꮫⓗለ⫾䚸ຓ⏘䚸᥇⾑䛭䛾ἲ௧䛻䜘䜚་ᖌ䜎䛯䛿ṑ⛉་ᖌ௨እ
䛾᭷ᐖ䛺≉ᛶ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䠄㈺ൾ㈐௵ಖ㝤㏣ຍ≉⣙䠅㻌 㻌
䛾ಶே䛜⾜䛖䛣䛸䜢チ䛥䜜䛶䛔䛺䛔⾜Ⅽ䚹䛯䛰䛧䚸ἲ௧䛻䜘䜚་ᖌ䜎䛯䛿ṑ⛉
䞉㻌 ಖ㝤ᮇ㛫㛤ጞ๓䛻᪤䛻Ⓨ⏕䛧䛶䛔䛯ᨾ䛸ྠ୍䛾ཎᅉ䛻䜘䜚䚸ಖ㝤ᮇ㛫୰
་ᖌ௨እ䛾ಶே䛜⾜䛖䛣䛸䜢チ䛥䜜䛶䛔䜛⾜Ⅽ䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᨾ䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ḟ䛾㈈≀䛾ᦆቯ䜎䛯䛿䛭䜜䛻క䛖⏝⬟䠄䛣䜜䜙䛾㈈≀䛾୍㒊䛾ᛶ㉁䜎䛯䛿 䐠་⸆ရ䛾ㄪ䚸ㄪᩚ䚸㚷ᐃ䚸㈍䚸ᤵ䜎䛯䛿ᤵ䛾ᣦ♧䚹䛯䛰䛧䚸ἲ௧䛻䜘
䜚䚸་ᖌ䚸ṑ⛉་ᖌ䚸⋇་ᖌ䜎䛯䛿⸆ᖌ௨እ䛾ಶே䛜⾜䛖䛣䛸䜢チ䛥䜜䛶䛔
Ḟ㝗䛻䜘䜛䛭䛾㈈≀䛾䛾㒊ศ䛾ᦆቯ䜎䛯䛿䛭䜜䛻క䛖⏝⬟䜢ྵ䜏䜎
䜛ሙྜ䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䛩䚹䠅䛻䛴䛔䛶㈇ᢸ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䐡䛿䜚䚸䛝䜕䛖䚸䛒䜣䜎䚸䝬䝑䝃䞊䝆䚸ᣦᅽ䜎䛯䛿ᰂ㐨ᩚ䚹ἲ௧䛻䜘䜚䚸䛒䜣ᦶ䝬
䐟⏕⏘≀㻌
䝑䝃䞊䝆ᣦᅽᖌ䚸䛿䜚ᖌ䚸䛝䜕䛖ᖌ䜎䛯䛿ᰂ㐨ᩚᖌ௨እ䛾ಶே䛜⾜䛖䛣䛸䜢
䐠䛾┠ⓗ≀䛾䛖䛱䚸ᨾ䛾ཎᅉ䛸䛺䛳䛯సᴗ䛜ຍ䛘䜙䜜䛯㈈≀䠄సᴗ䛜
チ䛥䜜䛶䛔䛺䛔⾜Ⅽ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹㻌
ຍ䛘䜙䜜䜛䜉䛝䛷䛒䛳䛯ሙྜ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅㻌
䞉㻌 ᨾព䜎䛯䛿㔜䛺㐣ኻ䛻䜘䜚ἲ௧䛻㐪䛧䛶〇㐀䚸㈍䜒䛧䛟䛿ᥦ౪䛧䛯⏕ 䐢ᩚయ䚸䜹䜲䝻䝥䝷䜽䝔䜱䝑䜽䚸䝸䝣䝺䜽䝋䝻䝆䞊䚸䝸䝷䜽䝊䞊䝅䝵䞁䚸䛭䛾䝬䝑䝃䞊
䝆ᴗ㢮ఝ⾜Ⅽ䜢ᴗ䛸䛩䜛ಶே䛜⾜䛖䛣䜜䜙䛾⾜Ⅽ㻌
⏘≀䜎䛯䛿⾜䛳䛯䛾⤖ᯝ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 䛾⾜䜟䜜䛯ሙᡤ䛻ᨺ⨨䜎䛯䛿㑇Რ䛧䛯ᶵᲔ䚸⨨䜒䛧䛟䛿㈨ᮦ䛻㉳ᅉ䛩 䐣⌮Ꮫ⒪ἲኈ䚸సᴗ⒪ἲኈ䚸⮫ᗋᕤᏛᢏኈ䜎䛯䛿デ⒪ᨺᑕ⥺ᢏᖌ䛜䛭䜜䜙䛾
㈨᱁䛻ᇶ䛵䛔䛶⾜䛖⾜Ⅽ㻌
䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ᡂရ䠄⏕⏘≀䛜ᡂศ䚸ཎᮦᩱ䚸ῧຍ≀䚸㈨ᮦ䚸㒊ရ䚸ᐜჾ䜎䛯䛿ໟ➼䛸䛧 䛆ḟ䛾㈝⏝䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⿕䜛ᦆᐖ䛇㻌
䛶⏝䛥䜜䛯㈈≀䜢䛔䛔䜎䛩䚹௨ୗྠᵝ䛸䛧䜎䛩䚹䠅䛾ᦆቯ䜎䛯䛿䛭䜜䛻క䛖 䞉㻌 ⏕⏘≀䜎䛯䛿䛾┠ⓗ≀䛾ᅇ䚸ᗫᲠ䚸᳨ᰝ䚸ಟ⌮䚸䜎䛯䛿䛭䛾䛾
㐺ษ䛺ᥐ⨨䛻せ䛩䜛㈝⏝䠄⿕ಖ㝤⪅䛜ᨭฟ䛧䛯䛸ྰ䛸䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᦆᐖ㈺
⏝⬟䛻䛴䛔䛶㈇ᢸ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
ൾ㔠䛸䛧䛶ㄳồ䛥䜜䛯䛸ྰ䛸䜢ၥ䛔䜎䛫䜣䚹䠅㻌
䛺䛹
㻌
㻌
䛨䜗䛖
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㻝㻌

㻌
ӖᚠᎍឆΝᝧ˓̬ᨖ
䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛚䜘䜃㈝⏝ಖ㝤㔠䛾䛤ㄝ᫂
㻌
㻌
㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ䚸ཷク⪅≉ู⣙Ḱ䚸䛭䛾䛺≉⣙䛾⿵ൾෆᐜ䠄䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛚䜘䜃㈝⏝ಖ㝤㔠➼䠅䜢䛤ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹ヲ⣽䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸
ᬑ㏻ಖ㝤⣙Ḱ䚸ཷク⪅≉ู⣙Ḱ䛚䜘䜃䛭䜜䛮䜜䛾≉⣙䜢䛤ཧ↷䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
ᲫᲨؕஜڎኖᲢឆΝᝧ˓̬ᨖ୍ᡫ̬ᨖኖഘŴӖᚠᎍཎКኖഘƓǑƼᐯѣႎƴǻȃȈƞǕǔɼƳཎኖᲣƷᙀΝϋܾ㻌
ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛䛺ሙྜ㻌
䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊ᅖ䞉䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠㻌
ḟ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛㛫䛛䛴ಖ㝤ᮇ㛫୰䛻Ⓨ⏕䛧䛯⿕ಖ㝤⪅ 䛆䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ䛾⠊ᅖ䛇㻌
䠄ὀ䠍䠅
䛜⟶⌮䜎䛯䛿⏝䛩䜛ཷク≀䛾ᦆቯ䠄ὀ䠎䠅 䛻䛴䛔䛶䚸ཷク≀䛻 䐟ᦆᐖ㈺ൾ㔠㻌
䛴䛝ṇᙜ䛺ᶒ䜢᭷䛩䜛⪅䛻ᑐ䛧䚸⿕ಖ㝤⪅䛜ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ
⿕ಖ㝤⪅䛜ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ⪅䛻ᑐ䛧䛶㈇ᢸ䛩䜛ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛾㢠䜢䛔䛔䚸ุ
㈐௵䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⿕䜛ᦆᐖ䛻ᑐ䛧䛶䚸ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔
Ỵ䛻䜘䜚ᨭᡶ䜢䛬䜙䜜䛯ッゴ㈝⏝䜎䛯䛿ุỴ᪥䜎䛷䛾㐜ᘏᦆᐖ㔠䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸
䛧䜎䛩䚹㻌
⿕ಖ㝤⪅䛜ᦆᐖ㈺ൾ㔠䜢ᨭᡶ䛳䛯䛣䛸䛻䜘䜚௦ྲྀᚓ䛩䜛䜒䛾䛜䛒䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾౯㢠䜢
䠄䠍䠅㻌ಖ㝤ドๆグ㍕䛾ಖ⟶タෆ䛻ಖ⟶䛥䜜䛶䛔䜛㛫㻌
ᕪ䛧ᘬ䛟䜒䛾䛸䛧䜎䛩䚹㻌
䠄䠎䠅㻌ಖ㝤ドๆグ㍕䛾┠ⓗ䛻ᚑ䛳䛶䚸ಖ⟶タእ䛷⟶⌮䛥䜜䛶䛔䜛 䐠ᦆᐖ㜵Ṇ㈝⏝㻌
㛫㻌
ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻䚸ᦆᐖ䛾Ⓨ⏕䜎䛯䛿ᣑ䛾㜵Ṇ䛾䛯䜑䛻ᚲせ䜎䛯䛿᭷┈䛷䛒䛳䛯
㈝⏝㻌
㻌
䠄ὀ䠍䠅㈈⏘ⓗ౯್䜢᭷䛩䜛᭷య≀䛾⁛ኻ䚸◚ᦆ䜎䛯䛿ởᦆ䜢䛔 䐡ᶒಖ⾜㈝⏝㻌
ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻䚸ᶒ䛾ಖ䜎䛯䛿⾜䛻ᚲせ䛺ᡭ⥆䜢䛩䜛䛯䜑䛻せ䛧䛯㈝⏝㻌
䛔䚸┐ྲྀ䜎䛯䛿⣮ኻ䜢ྵ䜏䚸ブྲྀ䜎䛯䛿ᶓ㡿䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䐢⥭ᛴᥐ⨨㈝⏝㻌
ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻䚸ᦆᐖ䛾Ⓨ⏕䜎䛯䛿ᣑ䛾㜵Ṇ䛾䛯䜑䛻ᚲせ䜎䛯䛿᭷┈䛺ᡭẁ䜢
ㅮ䛨䛯ᚋ䛻ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛜䛺䛔䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䛸䛝䚸䛭䛾ᡭẁ䜢ㅮ䛨䛯䛣䛸䛻䜘䛳
䛶せ䛧䛯㈝⏝䛾䛖䛱䚸ᛂᛴᡭᙜ䚸ㆤ㏦䚸デ⒪䚸⒪䚸┳ㆤ䛭䛾⥭ᛴᥐ⨨䛾䛯䜑䛻せ䛧䛯
㈝⏝䚸䛚䜘䜃䛒䜙䛛䛨䜑ᘬཷಖ㝤♫䛾ྠព䜢ᚓ䛶ᨭฟ䛧䛯㈝⏝㻌
䐣༠ຊ㈝⏝㻌
ᘬཷಖ㝤♫䛜ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛾ゎỴ䛻ᙜ䛯䜛ሙྜ䛻䚸䛭䛾㐙⾜䛻䛴䛔䛶⿕ಖ㝤⪅䛜ᘬ
ཷಖ㝤♫䛻༠ຊ䛩䜛䛯䜑䛻せ䛧䛯㈝⏝㻌
䐤தゴ㈝⏝㻌
ᦆᐖ㈺ൾ䛻㛵䛩䜛தゴ䛻䛴䛔䛶䚸⿕ಖ㝤⪅䛜ᘬཷಖ㝤♫䛾ྠព䜢ᚓ䛶ᨭฟ䛧䛯ッゴ
㈝⏝䚸ᘚㆤኈሗ㓘䚸௰䚸ゎ䜒䛧䛟䛿ㄪ䛻せ䛧䛯㈝⏝䜎䛯䛿䛭䛾ᶒ䛾ಖ䜒䛧䛟
䛿⾜䛻ᚲせ䛺ᡭ⥆䜢䛩䜛䛯䜑䛻せ䛧䛯㈝⏝㻌
䛆䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠䛇㻌
䠍ᨾ䛻䛴䛝䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾㢠䛿䚸ୖグ䐟䛛䜙䐢䜎䛷䛻䛴䛔䛶䛿䚸ḟ䛾⟬ᘧ䛻䜘䛳䛶
⟬ฟ䛥䜜䜛㢠䛸䛧䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸䛤ዎ⣙䛻㐺⏝䛥䜜䜛ᨭᡶ㝈ᗘ㢠䛜㝈ᗘ䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻌
ಖ
㝤
㔠
䧸
㢠

䠙

䐟ᦆᐖ㈺ൾ㔠

䠇

䐠ᦆᐖ㜵Ṇ㈝⏝㻌
ᇶᮏዎ⣙䛾
䐡ᶒಖ⾜㈝⏝㻌 䠉㻌
ච㈐㔠㢠㻌
䐢⥭ᛴᥐ⨨㈝⏝㻌
䠄⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䠅

䜎䛯䚸ୖグ䐣䛚䜘䜃䐤䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾ᐇ㈝㢠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸䐤䛻䛴䛔䛶
䛿䚸䐟䛾㢠䛜ᨭᡶ㝈ᗘ㢠䜢㉸䛘䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾ᨭᡶ㝈ᗘ㢠䛾䐟䛾㢠䛻ᑐ䛩䜛ྜ䜢䛨
䛶䚸䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹㻌
ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛷䛝䛺䛔䛺ሙྜ㻌
䛆ḟ䛻ヱᙜ䛩䜛≀䛾ᦆቯ䛇㻌
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛜⚾ⓗ䛺┠ⓗ䛷⏝䛧䚸䜎䛯䛿⿕ಖ㝤⪅䛾௦⌮ே䚸⏝ே䜒䛧䛟䛿
䞉㻌 ㈌ᖯ䚸⣬ᖯ䚸᭷౯ドๆ䚸༳⣬䚸ษᡭ䚸ド᭩䚸ᖒ⡙䚸ᐆ▼䚸㈗㔠ᒓ䚸⨾⾡ရ䚸㦵
⿕ಖ㝤⪅䛸ୡᖏ䜢ྠ䛨䛟䛩䜛ぶ᪘䛜ᡤ᭷䛧䚸䜎䛯䛿⚾ⓗ䛺┠ⓗ䛷⏝䛩䜛ཷ
ⴷရ䚸❶䚸䛝❶䚸✏ᮏ䚸タィ᭩䚸㞮ᆺ䚸䛭䛾䛣䜜䜙䛻‽䛪䜛≀㻌
ク≀䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ᅵᆅ䛚䜘䜃䛭䛾ᐃ╔≀䠄ᘓ≀䚸❧ᮌ➼䜢䛔䛔䜎䛩䚹䠅㻌
䞉㻌 ཷク≀䛾ᛶ㉁䚸Ḟ㝗䜎䛯䛿䛽䛪䜏㣗䛔䜒䛧䛟䛿㣗䛔➼䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛
䞉㻌 ື≀䚸᳜≀➼䛾⏕≀㻌
ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ⯪⯧䠄䝶䝑䝖䚸䝉䞊䝹䝪䞊䝖䚸䝰䞊䝍䞊䝪䞊䝖➼䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅㻌
䞉㻌 ᒇ᰿䚸ᵽ䚸ᡬ䚸❆䚸㏻㢼⟄➼䛛䜙ධ䜛㞵䜎䛯䛿㞷➼䛻䜘䜛ཷク≀䛾ᦆቯ䛻㉳
䛆ḟ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⿕䜛ᦆᐖ䛇㻌
ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹䛯䛰䛧䚸䛣䜜䜙䛾㒊ศ䛜 䛛䛴✺Ⓨⓗ䛺ᨾ䛻䜘䛳
䞉㻌 ಖ㝤ዎ⣙⪅䜎䛯䛿⿕ಖ㝤⪅䛾ᨾព䛻䜘䛳䛶⏕䛨䛯ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䛶◚ᦆ䛧䚸䛭䛾◚ᦆ㒊ศ䛛䜙ධ䜛㞵䜎䛯䛿㞷➼䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㝖
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛸➨୕⪅䛸䛾㛫䛻ᦆᐖ㈺ൾ䛻㛵䛩䜛≉ู䛾⣙ᐃ䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛚䛔
䛝䜎䛩䚹㻌
䛶䚸䛭䛾⣙ᐃ䛻䜘䛳䛶ຍ㔜䛥䜜䛯ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ཷク≀䛜ᐤク⪅䜎䛯䛿㈚䛻㏉㑏䛥䜜䛯᪥䛛䜙㻟㻜᪥䜢⤒㐣䛧䛯ᚋ䛻Ⓨぢ䛥
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛸⏕ィ䜢ඹ䛻䛩䜛ྠᒃ䛾ぶ᪘䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䜜䛯ཷク≀䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ⿕ಖ㝤⪅䛾⏝ே䛜䚸⿕ಖ㝤⪅䛾ᴗົ䛻ᚑ୰䛻⿕䛳䛯㌟య䛾㞀ᐖ䛻㉳ 䞉㻌 ཷク≀䛾┠ῶ䜚䚸ཎᅉ᫂䛾ᩘ㔞㊊䜎䛯䛿ཷク≀ᮏ᮶䛾ᛶ㉁䠄⮬↛Ⓨⅆ
ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䛚䜘䜃⮬↛⇿Ⓨ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ᡓத䚸እᅜ䛾Ṋຊ⾜䚸㠉䚸ᨻᶒዣྲྀ䚸ෆ䚸Ṋ䛭䛾䛣䜜䜙䛻㢮 䞉㻌 ཷク≀䛻ᑐ䛩䜛ಟ⌮䠄Ⅼ᳨䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䜎䛯䛿ຍᕤ䠄ཷク≀䛻సᴗ䜢䛧䛶
ఝ䛾ኚ䚸ᭀື䚸ປാத㆟䜎䛯䛿㦁ᨐ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
⢭ᗘ䜢㧗䜑䛯䜚䚸ཷク≀䛾ᙧ≧䚸Ⰽ䚸⏝㏵䜎䛯䛿ᛶ㉁䛺䛹䜢ኚ䛘䜛䛣䛸䜢䛔䛔
䞉㻌 ᆅ㟈䚸ᄇⅆ䚸ὥỈ䚸ὠἼ䜎䛯䛿㧗₻䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䜎䛩䚹䠅䛻㉳ᅉ䛩䜛ཷク≀䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹䛯䛰䛧䚸䛣䜜䜙䛾
䞉㻌 ᾮయ䚸Ẽయ䜎䛯䛿ᅛయ䛾ฟ䚸ὶฟ䜎䛯䛿䛔䛳ฟ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹
⏤䛻䜘䛳䛶ⅆ⅏䜎䛯䛿⇿Ⓨ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䛯䛰䛧䚸 䛛䛴✺Ⓨⓗ䛺ᨾ䛻䜘䜛䜒䛾䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䞉㻌 ཷク≀䛾⮬↛䛾ᾘ⪖䚸䜎䛯䛿ཷク≀䛾ᛶ㉁䛻䜘䜛䜜䚸䛛䜃䚸⭉ᩋ䚸ኚⰍ䚸
䞉㻌 ཎᏊ᰾ᛂ䜎䛯䛿ཎᏊ᰾䛾ᔂቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䚹䛯䛰䛧䚸་Ꮫⓗ䚸
䛥䜃䚸ờ䛼䜜䚸䜎䛯䛿䛭䛾䛣䜜䜙䛻㢮ఝ䛾⏤䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
⛉Ꮫⓗ⏝䜒䛧䛟䛿୍⯡⏘ᴗୖ䛾⏝䛻౪䛥䜜䜛䝷䝆䜸䞉䜰䜲䝋䝖䞊䝥䠄䜴䝷 䞉㻌 ಖ⟶タ䛾⤥Ỉ⟶䚸ᬮ෭ᡣ⨨䚸‵ᗘㄪ⠇⨨䚸ᾘⅆᰦ䚸ᴗົ⏝䜒䛧䛟䛿
䞁䚸䝖䝸䜴䝮䚸䝥䝹䝖䝙䜴䝮䛚䜘䜃䛣䜜䜙䛾ྜ≀䛺䜙䜃䛻䛣䜜䜙䛾ྵ᭷≀䜢ྵ
ᐙ⏝ჾල䛛䜙䛾Ẽ䚸Ỉ䛾₃ฟ䚸䛔䛳ฟ䜎䛯䛿䝇䝥䝸䞁䜽䝷䞊䛛䜙䛾ෆᐜ≀
䜏䜎䛫䜣䚹䠅䛾ཎᏊ᰾ᛂ䜎䛯䛿ཎᏊ᰾䛾ᔂቯ䛻䜘䜛ሙྜ䜢㝖䛝䜎䛩䚹㻌
䛾₃ฟ䚸䛔䛳ฟ䛻䜘䜛ཷク≀䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㻌
䞉㻌 ▼⥥䠄䜰䝇䝧䝇䝖䠅䚸▼⥥䛾௦᭰≀㉁䜎䛯䛿䛣䜜䜙䜢ྵ䜐〇ရ䛾Ⓨ䜺䞁ᛶ䛭䛾 䞉㻌 ෭䞉෭ⶶ⨨䠄䛣䜜䜙䛾ᒓ⨨䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䛾◚ᦆ䚸ኚㄪ䚸ᨾ㞀䜎䛯䛿
䛾᭷ᐖ䛺≉ᛶ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䠄㈺ൾ㈐௵ಖ㝤㏣ຍ≉⣙䠅㻌 㻌
᧯సୖ䛾ㄗ䜚䛻䜘䜛 ᗘኚ䛾䛯䜑䛻⏕䛨䛯ཷク≀䛾ᦆቯ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ
䞉㻌 ಖ㝤ዎ⣙⪅䚸⿕ಖ㝤⪅䚸⿕ಖ㝤⪅䛾௦⌮ே䜒䛧䛟䛿⏝ே䜎䛯䛿⿕ಖ㝤⪅䛸
㈺ൾ㈐௵䚹䛯䛰䛧䚸䛣䜜䜙䛾⏤䛻䜘䛳䛶䚸ⅆ⅏䜎䛯䛿⇿Ⓨ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䜢
ୡᖏ䜢ྠ䛨䛟䛩䜛ぶ᪘䛜⾜䛔䚸䜎䛯䛿ຍᢸ䛧䛯┐ྲྀ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
㝖䛝䜎䛩䚹㻌
㻌
䞉㻌 ཷク≀䛾⏝⬟䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䠄┈ῶᑡ䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾ㈐
௵䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅㻌
䛺䛹
㻌
䛸䛖

䜂䛺

䛨䜗䛖

㻝㻌

16

17

重要事項のご説明

保険商品の内容を
ご理解いただくための事項

険

保

期

険

間

者

責

金

額

ご契約に際して保険契約者にとって不
利益になる事項等、特にご注意いただ
きたい事項

保険のご契約期間をいいます。
被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合に、当社がお支払いする保険
金の上限額をいい、
保険証券に記載された金額をいいます。
保険金としてお支払いする１事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己
負担となる金額をいいます。

補償の対象となる方をいいます。

注意喚起情報

0120-985-024（無料）
受付時間 24時間365日
●おかけ間違いにご注意ください。
●IP電話からは0276-90-8852
（有料）
におかけください。

0120-721-101（無料）
●

あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター

受付時間 平日9:00〜17:00
土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。

●

●

事故が発生した場合は

遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。

あいおいニッセイ同和損保
カスタマーセンター

下記にご連絡ください。

当社へのご相談・苦情がある場合は

保険会社等の連絡・相談・苦情窓口

賠償責任保険追加
（注2）
各種特別約款（注1） ＋ 特約
（自動セット） ＋ 各種特約

賠償責任保険
普通保険約款

＋

契約概要

商品の仕組みおよび引受条件等

（1）商品の仕組み

1

Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項

免

支 払 限 度 額

保

被

この書面における主な用語についてご説明します。

契約概要

■この書面は、
賠償責任保険に関する重要な事項を説明しています。
ご契約前に必ずお読みになり、保険
申込書の質問事項にご回答のうえ、
記載内容に誤りがないことを確認し、
お申込みくださいますようお
願いします。
■お申込みいただく際には、
保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認
ください。
■この書面は、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。詳細については、普通保
険約款およびご契約の保険種類ごとの特別約款・特約（以下「普通保険約款・特約」
といいます）
に記
載していますのでご確認ください。
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（被保険者が複数にわたる団体契約を含みます）
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。

【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】

賠償責任
保
険

令和元年10月

1

契約概要

注意喚起情報

注意喚起情報

0570-022-808

4X1V-3・6X1V-3(190701)(2019 年 3 月承認 )GN18C011007(V02-852)

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/efforts/adr/）
●

ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター

当社は、
保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害
保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社
団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、
解決の申し立てを行うことができます。

当社との間で問題を解決できない場合

指定紛争解決機関

・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、
その約定によって加重
された損害賠償責任
・被保険者が、所有、
使用または管理する財物の損壊について、
その財物につき正当な権利を有する者
に対して負担する損害賠償責任
・被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
・戦争、外国の武力行使、
革命、政権奪取、
内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議ま
じょう
たは騒擾に起因する損害賠償責任
・地震、
噴火、
洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
・液体、
気体または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任
（ただし、不測かつ突発的な
事故によるものを除きます）
・原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任
など

①被保険者
記名被保険者（保険申込書の記名被保険者欄に記載された方）
のみが被保険者となりま
す。
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合が
ありますので、
詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合
他人の身体の障害、
他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負
担することによって被る損害
（損害賠償金や争訟費用など）
に対して保険金をお支払いし
ます。保険金をお支払いする条件は適用される普通保険約款・特約によって異なりますの
で、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
③保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払
いできません。
なお、主なものを記載しておりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確
認ください。

（2）補償内容

（注1）
契約内容に応じて、施設所有
（管理）
者、昇降機、請負業者、生産物、受託者、自動車管理者などの特別約
款がセットされます。
（注2）
セットできる主な特約については
「
（3）
セットできる主な特約」
をご参照ください。
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対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必
要または有益であった費用

対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必
要な手続をするために要した費用

対人・対物事故が発生した場合に、
損害の発生または拡大の防止のために必
要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明
したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、
応急手当、護
送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、
およびあらかじめ
当社の同意を得て支出した費用

当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、
その
遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用

損害賠償に関する争訟について、
被保険者が当社の同意を得て支出した訴
訟費用、
弁護士報酬、
仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権
利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用

ア．損害賠償金

イ．損害防止費用

ウ．権利保全行使
費用

エ．緊急措置費用

オ．協力費用

カ．争訟費用

＝

ア．損害賠償金

＋

契約概要

イ．損害防止費用
基本契約の
ウ．権利保全行使費用 − 免責金額
エ．緊急措置費用
（自己負担額）

セットできる主な特約とその概要を記載しています。詳細および記載のない特約につい
ては代理店・扱者または当社までお問合わせください。

（3）
セットできる主な特約

保険金の額

【お支払いする保険金の額】
１事故につきお支払いする保険金の額は、上記アからエまでについては、次の算式によっ
て算出される額とします。
ただし、
ご契約に適用される支払限度額が限度となります。
また、
上記オおよびカについては、
その実費全額をお支払いします。
ただし、
カについては、
アの額が支払限度額を超える場合は、
支払限度額のアの額に対する割合を乗じてお支払
いします。

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を
含みます）
。
ただし、被保険者が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、
その価額を差し引くものとします。

【お支払いの対象となる損害の範囲】

④お支払いする保険金
お支払いする保険金として普通保険約款に定めているものは次のとおりです。
ただし、適
用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、
詳
細は普通保険約款・特約をご確認ください。

※前記は普通保険約款において定めたものであり、
これ以外にもお支払いできない場合があります。保
険金をお支払いできない場合の詳細は普通保険約款・特約の
「保険金を支払わない場合」等の項目に
記載されておりますので、
必ずご確認ください。

2

保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、
「保険期間の終了す
る月の前月末または当月末から過去１年間の保険料算出の基礎
の実績数値」とする特約です。

精算
（直近月末）
特約

契約概要

契約概要

注意喚起情報

4X1V-3・6X1V-3(190701)(2019 年 3 月承認 )GN18C011007(V02-852)

①保険期間
保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます）
は１年間です。
ま
た、
１年を超える長期契約や１年未満の短期契約も条件により可能です。
詳細は代理店・扱
者または当社までお問合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく保険期間につき
ましては、保険申込書の
「保険期間」
欄にてご確認ください。
②補償の開始時期
始期日の午後4時
（保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されて
いる場合にはその時刻）
に開始します。
③補償の終了時期
満期日の午後４時に終了します。

（6）保険期間、補償の開始・終了時期

お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、保険金額、免責金額につきましては、保険
申込書の
「支払限度額」
「保険金額」
「免責金額」欄にてご確認ください。詳細は代理店・
扱者または当社までお問合わせください。

（5）引受条件（支払限度額、保険金額、免責金額等）

※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、
そのご契約を解約
したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

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（支払限度額）等を確認し、特約の要否を判断のうえ、
ご契
約ください。

（4）複数のご契約があるお客さまへ（補償が重複する可能性のある特約のご注意） 注意喚起情報

保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、
「保険期間終了時に
把握可能な最近の会計年度（1年間）における保険料算出の基礎の
実績数値」
とする特約です。

「保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度（1年間）に
おける保険料算出の基礎の実績数値」に基づき算出した保険料
を、確定保険料とする特約です。

特約の概要

精算
（直近会計年度末）
特約

保険料確定特約

特約の名称
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保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要

契約概要

注意喚起情報

×

（注6）

一般分割払（注3）

×

（注6）

大口分割払（注4）

分割払
一時払

×：選択できません）

注意喚起情報

初回保険料の払込前に事故が発生した場合、原則として、保険金のお支払いには初
回保険料の払込みが必要となります。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険
金をお支払いします。

（注）
口座振替のご契約については、保険契約者に故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の
翌々月末日まで払込みを猶予します。

キャッシュレスで払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込
期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末日（注）までに保険料を払い込んでく
ださい。払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いでき
ません。
また、
ご契約を解除する場合があります。

（3）保険料の払込猶予期間等の取扱い

②ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、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による損害については、
保険金をお支払
いできません。

（注1）
ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、
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。
（注２）
お勤め先や所定の集団と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合は、
集団扱での払込
方法をご選択いただけます。
また、
団体契約の場合は、
保険料の全額を一括して払い込んでいただき
ます。
（注3）
保険料割増が適用されます。
（注4）
一時払保険料が20万円以上の場合に選択できます。
口座振替ができるのは12回払のみとなります。
（注5）
保険料の額によっては利用できない場合があります。
（注6）
初回保険料のみ選択できます。

払込票払（注5）

クレジットカード払
（売上票方式）

口座振替

主な払込方法

（○：選択できます

①ご契約時の保険料は、次のとおりキャッシュレスで払い込むことができます。
ただし、
ご契約
内容によっては、選択できる払込方法に制限があります。
また、
代理店・扱者によっても取
扱いができない場合があります。
その場合、
ご契約と同時に現金で払い込んでいただきま
（注1）
。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください（注2）。
す

（2）保険料の払込方法

(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。

は当社までお問合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく保険料につきまして
は、
保険申込書の
「保険料」
欄にてご確認ください。

保険料(注)は、支払限度額、
保険期間等によって決定されます。
詳細は代理店・扱者また

（1）保険料の決定の仕組み

2

3

満期返れい金・契約者配当金
契約概要

告知義務（ご契約時にお申し出いただく事項）

注意喚起情報

（ご契約の申込みの撤回等について）
クーリングオフ

注意喚起情報

4X2V-3・6X2V-2(190701)(2019 年 3 月承認 )GN18C011007(V02-852)

※1ご契約を取り扱った代理店・扱者では、
クーリングオフのお申出を受け付けることはできませんのでご
注意ください。
※2既に保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、
知らずにクーリングオフをお申出の
場合は、
クーリングオフの効力は生じず、
ご契約は有効に存続するものとさせていただきます。

前記（１）
クーリングオフができる期間の期間内
（8日以内の消印のみ有効）
に、
当社
（後掲
のあて先参照）
に必ず郵便にてご通知ください。

（2）
クーリングオフのお申出方法

ご契約を申し込まれた日または本書面を受領され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、
クーリングオフをすることができます。

（1）
クーリングオフができる期間

保険契約者が個人の場合で、
保険期間が１年を超えるご契約の場合、
ご契約のお申込み後で
あっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除
（クーリングオフ）
を行うことがで
きます。

2

①保険申込書の※印がついている項目
（下記②を除く）に記載された内容
②このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無

危険に関する重要な事項

項について、
保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、
お申し出いただか
なかった場合や、
お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、
ご契約が解
除されたり、保険金をお支払いできないことがあります
（②のみに該当した場合は、
保険
金のお支払いへの影響はありませんが、
ご契約が解除されることがあります)。
ご契約に
際して、
今一度お確かめください。

（2）
ご記入いただいた保険申込書の記載事項のうち、
次に記載する危険に関する重要な事

（注）
ご契約時に当社にご提出していただく書類で、
ご契約に必要な内容を記載した付属書類を含みます。

時に事実を正確にお申し出いただく義務
（告知義務）
があります。

（1）保険契約者または被保険者になる方には、保険申込書（注）の記載事項について、ご契約

1

Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

3

20

〒150-8488
東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
業務品質向上推進部

お客さまの声担当

通知義務等（契約締結後にご連絡いただく事項）

注意喚起情報

行

知事項の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく）
代理店・
扱者または当社まで連絡する義務
（通知義務）
があります。
ご連絡がない場合は、
保険期
間の中途であってもご契約を解除することや保険金をお支払いできないこと(注)があり
ますので、
ご注意ください。

（1）
保険契約者または被保険者は、
次に記載する通知事項が発生する場合、
あらかじめ
（通

1

Ⅲ. 契約締結後におけるご注意事項

あて先

クーリングオフのお申出をされる場合は、
次の必要事項をご記入のうえ、
ハガキまたは封
書で郵便にてご通知ください。
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・押印、電話番号（ご連絡先）
③ご契約を申し込まれた年月日
④ご契約を申し込まれた保険の次の事項
・保険種類
（賠償責任保険）
・領収証番号（保険料領収証の右上に記載の番号）
または証券番号
⑤ご契約を取り扱った代理店・扱者名
⑥ご契約の取扱店名

（5）
ご連絡いただく事項

次のご契約は、
クーリングオフをすることができませんのでご注意ください。
①保険期間が1年以内のご契約
（自動継続特約がセットされている保険期間が1年以内
の契約を含みます）
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
④通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
⑤第三者の担保に供されているご契約

（4）
クーリングオフができないご契約

（注）始期日以降に保険料を払い込みいただいたときは、
当社が保険料を受領した日となります。

クーリングオフをされた場合には、既に払い込みいただいた保険料は、
すみやかにお客さ
まにお返しいたします。
また、代理店・扱者および当社はクーリングオフをされたことによ
る損害賠償または違約金をお客さまに一切請求いたしません。
ただし、始期日以降にクーリングオフをされた場合は、始期日（注）からクーリングオフの
お申出までの期間に相当する保険料を払い込みいただく場合があります。

（3）払い込みいただいた保険料の取扱い

4

解約と解約返れい金

契約概要

注意喚起情報

無効、失効、取消について

注意喚起情報

4X2V-3・6X2V-3(190701)(2019 年 3 月承認 )GN18C011007(V02-852)

下記の事由に該当した場合について、既に払い込んだ保険料の取扱いは以下のとおりです。
①保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目
的をもって契約を締結した場合は、
この保険契約は無効となります。既に払い込んだ保険
料は返還できません。
②この保険契約が失効した場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還しま
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。
③保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、
この保険
契約は取消しとなることがあります。既に払い込んだ保険料は返還できません。

3

ご契約を解約する場合には、代理店・扱者または当社までお申し出ください。解約の条件によ
っては、当社の定める規定により保険料を返還、
または未払込保険料等をご請求することが
あります(｢初回保険料口座振替特約｣とあわせて
「保険料大口分割払特約」
をセットした契約
については、
原則として追加保険料が発生します)。
また、
ご契約を解約する場合、払い込んで
いただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、
その差額を請求することが
あります。
なお、
返還される保険料があっても多くの場合は、払い込んでいただいた保険料の
合計額より少ない金額になりますので、ご契約は継続することをご検討ください。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

理）者、昇降機、請負業者、生産物、受託者、
自動車管理者の特別約款がセットされている
場合
（例えば、被保険者がマンション管理組合となる施設所有（管理）者賠償責任保険な
ど）
は、
告知義務・通知義務等の取扱いが異なります
（保険申込書の※印がついている項
目に記載された内容が告知事項となります）
。取扱いの詳細は、
これらの特別約款に自動
セットされる
「保険法の適用に関する特約」
をご確認ください。

（3）
「事業活動に伴って生ずることのある損害を補償する契約」
でない契約に施設所有（管

①事業を廃止または譲渡した場合
②保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
③上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

ください。

（2）
その他、次のような事項が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡

①保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨定められている事実が発生す
る場合

通知事項

（注）
ご連絡いただいた結果、
追加保険料が発生し、
かつ、
通知事項と事故との間に因果関係がある場合に
限ります。
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保険証券の確認・保管

調査について

取扱代理店の権限
注意喚起情報

共同保険

保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報

引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、
「損害保険契約
者保護機構」
があり、当社も加入しています。
この保険は、
保険契約者が個人、
小規模法人
（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人
以下の法人をいいます）
またはマンション管理組合
（以下
「個人等」
といいます）
である場合に
限り
「損害保険契約者保護機構」
の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れ
い金等は80％まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から３か月ま
でに発生した事故による保険金は100％補償されます。
また、
保険契約者が個人等以外の保
険契約であっても、
被保険者が個人等であり、
かつ保険料を負担している場合は、
その被保
険者に係る部分については、
上記補償の対象となります。

3

複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、
引受保険会社は分担割合または
保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受幹事保険
会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。

2

契約取扱者が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、
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。

1

その他、留意していただきたいこと

保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由
なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。

5

ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してくださ
い。
また、
ご契約手続から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。

4

5

個人情報の取扱い
注意喚起情報

自動車購入・車検の斡旋

②提携先等の商品・サービスのご案内の例

重大事由による解除

当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等
情報交換制度等については、当社ホームページ
（https://www.aioinissaydowa.co.jp/）
をご覧ください。
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①保険契約者または被保険者が、
保険金を支払わせることを目的として損害または
費用を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、
暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると
認められた場合
③被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合
など

下記のいずれかに該当する事由がある場合には、
ご契約および特約を解除することがありま
す。
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません
（下記②の場合で被保険
者が暴力団関係者、
その他反社会的勢力に該当すると認められない場合および損害賠償金
に対する保険金を除きます）。

5

詳しくは

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、
保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）
の利用目的は、法令等に従
い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、
この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先
（保
険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、
保険金の請求・支払いに関する関係先等（いずれ
も海外にあるものを含む）
に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、
この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払
いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、
損害保険料率算出機構、
損害
保険会社等の間で、
登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、
この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通
知・報告、
再保険金の請求等のために、再保険引受会社等（海外にあるものを含む）
に提供
することがあります。

損害保険・生命保険商品、投資信託・
ローン等の金融商品、
リスクマネジメントサービス

①当社およびグループ会社の商品・
サービス等の例

この保険契約に関する個人情報は、
当社がこの保険引受の審査および履行のために利用する
ほか、当社およびＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを
含む)が、
この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保
険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利
用することがあります。

4
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継続契約について

万一、事故が発生した場合のご注意

書類
の例

委任状、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本、法人登記簿謄本、戸籍謄
本
など

（３）保険金請求権をもつことの確認資料

事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告される書類をいいます。また、損害
（事故）
状
況を確認するためにこの報告書のほか
（4）
①、③、
（５）
①、③または
（6）
①、③に掲げる書類もご
提出いただく場合があります。

（１）当社所定の保険金請求書（個人情報の取扱いに関する同意を含みます）
（２）当社所定の損害（事故）状況報告書

被保険者または保険金を受け取るべき方には、
次表のうち当社が求める書類をご提出し
ていただく必要があります。
なお、必要に応じて次表以外の書類のご提出をお願いする場
合がありますので、
ご了承ください。

（3）保険金の支払請求時に必要となる書類等

このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合、
発生した損害に対して既に支
払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。
詳細は
普通保険約款・特約をご確認ください。

（2）他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い

①事故が発生した場合には、
遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
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。
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、
事故のご連絡の際にお申
し出ください。
③この保険には、被保険者に代わって事故の相手（被害者）
と示談交渉を行う
「示談交渉サー
ビス」
はありません。
賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠
償請求権の委任等は、
必ず事前に当社とご相談のうえ、
おすすめください。
あらかじめ当社
の承認を得ないで、
損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、
損害賠償責任が
ないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。

（1）事故の発生

7

支払またはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償
内容を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
（2）
当社が、普通保険約款、
特別約款、
特約、
保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期
日とする継続契約には、
その始期日における普通保険約款、特別約款、特約、
保険料率等
が適用されます。
そのため、
継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なる
こと、
またはご契約を継続できないことがあります。
あらかじめご了承ください。

（1）
著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金

6

6

・医師の診断書

・運転資格を証明する書類
（免許証など）
・調査同意書
（当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書）

・後遺障害診断書

書類
の例
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・調査同意書
（当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書）

など

・修理見積書、損害明細書、請求明細書、領収書
・交通費・宿泊費・移送費・通信費等の諸費用の明細書
・損害防止費用・収益減少防止のために支出した費用を示す書類
・製造原価・仕入原価等を確認する書類
（製造原価報告書、仕入伝票）
・財務諸表などの決算書類や、売上高
（生産高）
に関する書類
・月次試算表
・支出した費用の額を示す書類
（領収書、
請求書）・復旧通知書、
復旧工程表 など
③その他の書類

書類
の例

など

など

・公的機関が発行する証明書
（罹災証明書、事故証明書）
またはこれに代わる書類
・事故原因･発生場所･被害状況の見解書、写真
など
②保険金支払額の算出にあたり確認する書類

書類
の例

①事故の発生を証明する書類

（６）その他費用に関する保険金請求に必要な書類

書類
の例

③その他の書類

書類
の例

・領収書

・公的機関が発行する証明書
（罹災証明書、事故証明書）
またはこれに代わる書類
・死亡診断書または死体検案書 ・医師の診断書 ・後遺障害診断書
など

②保険金支払額の算出にあたり確認する書類

書類
の例

①事故の発生を証明する書類

（５）傷害（ケガ）に関する保険金請求に必要な書類

書類
の例

・運転資格を証明する書類
（免許証など）・自賠責証明書および任意自動車保険の
証券
・権利移転書
・先取特権に関わる書類
（被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承
諾を証明する書類）
・調査同意書
（当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書）
など

③その他の書類

書類
の例

・示談書またはこれに代わる書類
・修理見積書、請求明細書、領収書 ・損害賠償内容申告書
・購入時の領収書･保証書･仕様書 ・図面
（配置図、建物図面） ・仕入売上伝票
・当社所定の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明
細書、
レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書
・法定外補償規定 ・葬儀費明細書、領収書 ・交通費･諸費用の明細書
・その他の支出した費用の額を示す書類
・休業損害確認資料
（休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、決算報告書、確
定申告書）
・受領している年金額を示す資料 ・政府労災からの支給額を示す資料
など

②損害賠償の額を証明する書類

書類
の例

・公的機関が発行する証明書
（罹災証明書、事故証明書）
またはこれに代わる書類
・賃貸借契約書、マンション管理規約
・契約書、請負書、警備仕様書、宿帳
・被保険者名簿
（居住者名簿、従業員名簿等） ・労働者派遣契約書
・預かり伝票など受託物であることの確認資料
・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真
など

①損害賠償事故の発生を証明する書類

（４）損害賠償責任に関する保険金請求に必要な書類
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保険料確定特約の内容および注意事項について

②保険の対象となる工事、
仕事、
生産物等が複数となる場合にはそれぞれの数値をご申告い
ただき、
「保険料算出の基礎欄」
には合計の数値をご申告
（記入）
ください。

※ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。

①保険申込書の
「保険料算出の基礎欄」
には、
ご契約時に把握可能な最近の会計年度の保
険料算出の基礎数値をご申告（記入）
ください。

（1）保険料算出の基礎について

※確定精算を省略する契約方式をお取扱いできないご契約もあります。詳細は代理店・扱者または当社まで
お問合わせください。

保険料を売上高
（生産高）
、完成工事高、
年間入場者数等
（以下
「保険料算出の基礎数値」
と
いいます）
をもとに算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険
料との差額を精算（確定精算）
いただく契約方式
（以下
「確定精算方式」
といいます）
と、
ご契
約時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をもとに算出した保険料により
ご契約いただき確定精算を省略する契約方式があります。
確定精算を省略する方式を選択（「保険料確定特約」
や確定保険料方式の
「包括契約特約」
等
をセット）
された方は、次をご確認いただき、
保険申込書の
「申込人
（保険契約者）
」欄に押印を
お願いします。

8

損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法
に基づく先取特権
（他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利）
を有します。
また、原則
としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

（7）先取特権

保険金の請求権については時効（３年）
がありますのでご注意ください。保険金の請求権
が発生する時期等、
詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。

（6）保険金請求権の時効

意思判断能力を著しく失った場合等、
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合
には、
被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があ
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。

（5）保険金の代理請求

当社はお客さまより保険金請求書類をご提出していただいてからその日を含めて30日
以内に、
保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、
保険金をお支払
いします。
ただし、
特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約
に定める期日までに保険金をお支払いします。
詳細は代理店・扱者または当社までお問
合わせください。

（4）保険金のお支払時期

7

最低保険料について
（確定精算方式の場合）

集団扱のご契約について

②集団を構成する個人・法人
④上記②を構成する個人・法人

保険契約者本人（補償内容により、保険契約者以外の方も被保険者となる場合があ
ります）

（1）集団の所属員（次のいずれかの方）
①集団に勤務する方（役員・従業員等）
③上記②に勤務する方（役員・従業員等）
⑤上記④に勤務する方（役員・従業員等）
（2）集団自身

施設所有
（管理）
者賠償責任保険、昇降機賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、
生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険

4X4V-2・6X4V-2(190701)(2019 年 3 月承認 )GN18C011007(V02-852)

なお、保険期間の中途で前記の条件を満たさなくなった場合は、
「残りの保険料を一括して払
い込んでいただくこと」
や
「ご契約を解約して新たなご契約をしていただくこと」がありますの
で、
あらかじめご了承ください。

被保険者

保険契約者

対象種目

団体扱・集団扱特約をセットしてご契約いただけるのは、
保険契約者および被保険者が次の
表に該当する契約に限ります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

10

8 保険料確定特約の内容および注意事項について で確定精算方式を選択いただいた場合で、
前記
保険期間終了時に算出された確定保険料（年額）が保険証券記載の最低保険料未満のとき
は、暫定保険料と最低保険料との差額を精算いただきます
（別に約定した場合を除きます）。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

9

詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

⑤ご契約が保険期間中に解除・解約された場合（中途更改を含みます）
には、
確定精算を行
わず、普通保険約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。

（注）
企業買収･部門売却等の予定がある場合
（保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場
合）
、
季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、
この特約はセットできません。

①保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
②保険期間終了時に保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求
はいたしません。
③お申込み時にご申告いただいた保険申込書記載の保険料算出の基礎数値は、現時点で把
握可能な最近の会計年度の数値に相違ないかご確認ください。
数値に誤りがあった場合
には、
ご契約が解除されたり、
保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意くだ
さい。
④保険期間中の保険料算出の基礎数値が、
ご申告いただいた数値を著しく上回るまたは下
この特約はセットできません。
回る見込みがある場合（注）には、

（2）確定精算を省略する方式(保険料確定特約)に関する注意事項について

24

1

はじめに

重要事項のご説明

補償内容および普通保険約款に定められた事項を特
別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定
めたものです。

他の保険契約等

特

0120-101-060（無料）

当社へのご相談・苦情がある場合

保険会社の連絡・相談・苦情窓口

お問合わせ窓口

事故が起こった場合

●

●

●

0120-985-024（無料）

●おかけ間違いにご注意ください。
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。

あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター

遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。

●

●

●

受付時間 平日9:00〜17:00 土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。
ご契約の団体名（会社・官公庁・学校・組合・会等）
をお知らせください。
「保険証券」
「加入者証」
等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。
一部のご用件は営業店等からのご対応となります。

5

保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じ
である他の保険契約または共済契約をいいます。

準記名式契約

約

保険契約者と一定の関係にある方を被保険者とし、加
入申込票兼被保険者明細書等に被保険者氏名を記載
することなく、あらかじめ定めた条件で補償する契約
方式です。ご契約にあたっては、被保険者名簿の備え
付けが必要です。

損害等の発生の可能性をいいます。

交通乗用具

険

用語の説明

…P8

電車、自動車(スノーモービルを含みます)、原動機付自
転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上
オートバイを含みます)、エレベーター等、交通事故危
険のみ補償特約等に定められたものをいいます。

危

4

その他、ご留意いただきたいこと

1

偶

者

当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の
支払義務を負う方をいいます。
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべ
き金銭をいいます。

保険契約者

保

指定紛争解決機関

注意喚起情報

事故の発生の日からその日を含めて起算する保険金の
支払の対象とならない期間をいい、保険金ごとに保険
証券記載の期間または日数をいいます。

●

（全国共通・通話料有料）
ナビダイヤル

0570-022-808

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/efforts/adr/）

●

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター

当社は、
保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関で
ある一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、
一般社団法人 日本損害保険協
会にご相談いただくか、
解決の申し立てを行うことができます。

当社との間で問題を解決できない場合

免 責 期 間

婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。

○

×
○

配偶者対象外型

保 険 金 額

未

×
○

○

夫婦型

保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した
場合に、当社がお支払いする保険金の額（または限度
額）
をいいます。

被保険者の範囲

×

○

○（注3）

配偶者

●条件付戦争危険等免責
●
に関する一部修正特約
▲特定疾病等対象外特約
▲

自動でセットされる
主な特約

×

○

○（注3）

本人またはその配偶者の同居の
親族（注1）・別居の未婚の子

2

DX1V-4
（190401）
（2019年1月承認）
GN18D010900
（V02-896）
団総
（標準）

裏面もご覧ください。➡

（注1）親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
（注2）同居の親族・別居の未婚の子とは、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。
（注3）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。

●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。

満期日において満23才未満の方または、始期日において学校教育法に定める学校に在籍する方もしくは入学手続きを終えた方
扶養者がいる方

●育英費用補償特約の被保険者としてご加入できる方は、次の両方に該当する方となります。

○

○
所得補償特約
医療費用補償特約

○（注3）
弁護士費用特約

本人
日常生活賠償特約
受託物賠償責任補償特約

特約

●次の特約の被保険者は上記で選択した被保険者の範囲に関わらず次のとおりです。

○
○

○

×

（注2）
同居の親族・別居の未婚の子（注1）

被保険者の範囲

家族型

配偶者

本人

保険契約内容について、
原則的な事項を定めたものです。

型

×

料

■
■熱中症危険補償特約
■
■交通事故危険のみ補償特約

■
■
■所得補償特約 ■
■医療費用補償特約 ■育英費用補償特約
■
■携行品損害補償特約 ■
■日常生活賠償特約
■
■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）

■
■傷害部位・症状別保険金補償特約
■
■傷害入院時一時金補償特約

任意にセットできる主な特約

●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。
●基本となる補償の被保険者の範囲は、次のとおりです。ご希望の型をお選びください
（準記名式契約の場合は
「本人型」
のみ選択できま
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。

②被保険者の範囲

その他の補償

ケガの補償

補償の種類

○

険

基本となる補償の特約

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
★
★傷害補償(標準型)特約
（注）
いします。

補償の概要

基本となる補償

（注）
「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。

ケガの補償

補償の種類

★：必ずセットが必要な特約
■：任意にセットできる主な特約
▲：ご契約条件により自動でセットされる特約 ●：すべてのご契約にセットされる特約

本人型

婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情
（内縁関係）
にある方および戸
籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度
の実質を備える状態にある方を含みます。

契約概要

団体総合生活補償保険
（標準型）
は、被保険者がケガを被った場合などを補償する保険です。また、主な特約は次のとおりです。

①商品の仕組み

1. 商品の仕組み

Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項

保険契約により補償の対象となる方をいいます。

被 保 険 者
普通保険約款

配

１．
通知義務等（ご契約後にご連絡いただく事項）
2．
解約と解約返れい金
3．
被保険者からの解約

Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項 …P7

4．
満期返れい金・契約者配当金

このマークの項目は、
「 ご契
約のしおり
（普通保険約款・
特約）
」
に記載しています。

１．
告知義務（ご契約時にお申出いただく事項）
２．
クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等）
3．
傷害死亡保険金受取人
4．
現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約

ご契約に際して保険契約者にと
って不利益になる事項等、特に
ご注意いただきたい事項

Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項 …P5〜6

注意喚起情報

１．
商品の仕組み
２．
基本となる補償 等
３．
保険料の決定の仕組みと払込方法 等

この書面の構成

保険商品の内容を
ご理解いただくた
めの事項

Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項 …P2〜4

3

契約概要

2

マークのご説明

■この書面は、団体総合生活補償保険に関する重要事項
（
「契約概要」
「注意喚起情報」
等）
についてご説明しています。ご契約前に必ず読
んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、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。詳細については
「ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）
」
に記載しています。必要に応じて代理店・扱者または当社へご請求ください。
■
「ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）
」
は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
■ご契約の手続き完了後、
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。
■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必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。

2019年10月以降始期契約用

団体総合生活補償保険（標準型）

25

契約概要

注意喚起情報

基本と
なる補償

ます。

お支払いする主な場合

害
遺
害
金

事故の日から180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後
遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の４％〜100％を
お支払いします。保険期間を通じ合算して、傷害死亡・後遺障害保険金額
を限度とします。

傷害入院保険金日額×10

傷害入院保険金日額×５

お支払いできない主な場合
①ケガの補償共通
脳疾患、病気、心神喪失によるケガ
自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中、麻
薬等を使用しての運転中のケガ
むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないも
の(注)
細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ
など
②交通事故危険のみ補償特約をセットしない場合
オートバイ競争選手、プロボクサー等の危険な
職業に従事中のケガ
（本人型を除きます）
乗用具を用いて競技等をしている間のケガ
ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、
ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ
など
③交通事故危険のみ補償特約をセットした場合
交通乗用具を用いて競技等をしている間のケガ
職務として交通乗用具の修理、点検等の作業を
している間のケガ
グライダー、飛行船等に搭乗中のケガ
など

契約概要

注意喚起情報

3

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、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確

次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約
（団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の
保険契約を含みます。）
が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいず

（3）複数のご契約があるお客さまへ

※保険金お支払い時に、当社の求めるホールインワン・アルバトロスを証明できるものが必要になります。詳細は特約をご確認ください。
「セルフプレー中」
の場合は、原則として、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。ただし、次の場合にかぎり、保
※キャディ帯同のない
険金をお支払いします。
・同伴競技者以外の第三者の目撃（注）がある場合
・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合
（注）目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます
（達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場
合は
「目撃」
に該当しません）
。

●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）
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、慣習として約款所定の費用を負担したことに
よって損害を被った場合に、保険金をお支払いする特約です。

（携行品損害補償特約用）
が自動セットされます。
※新価保険特約
スマートフォン、電子マネー、眼鏡など保険の対象に含まれない物があります。詳細は特約をご確認ください。
※携帯電話、

●携行品損害補償特約
被保険者が居住する住宅
（敷地を含みます）
外で、偶然な事故により、被保険者所有の身の回り品に損害が発生した場合に、保険金をお
支払いする特約です。

（注１）住宅には、別荘等一時的に居住する住宅を含みます。
（注２）航空機・船舶・車両
（人力のものやゴルフカートを除きます）
の所有・使用または管理による事故を除きます。

●日常生活賠償責任特約
住宅（注１）の所有・使用・管理に起因する偶然な事故または被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により、日本国内外で被保険者
が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害、または日本国内で被保険者が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に
（注2）
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に保険金をお支払いする特約です。

（2）主な特約の概要

（注）被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、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。

傷
害 ケガの治療のため免責期間満了日の翌日以降に約款所定の通院をした
場合に、通院日数1日につき傷害通院保険金日額をお支払いします。事
通
院
故の日から180日以内の通院を対象とし、
１事故につき90日を限度と
保 険 金 します。

傷
手
保 険 金

ケガの治療のため事故の日から180日以内に約款所定の手術を受けた
場合に、次の額をお支払いします。傷害入院保険金の免責期間満了日の
翌日以降の手術が対象となります。また、1事故につき１回の手術に限り
害
ます。
術
①入院中に受けた手術
②左記①以外の手術

傷
害 ケガの治療のため免責期間を超えて入院した場合に、入院日数１日につ
入
院 き傷害入院保険金日額をお支払いします。事故の日から180日以内の入
１事故につき180日を限度とします。
保 険 金 院を対象とし、

傷
後
障
保 険

傷
害 事故の日から180日以内に死亡した場合に、傷害死亡・後遺障害保険金
死
亡 額の全額をお支払いします。既に支払った傷害後遺障害保険金がある場
合は、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
保 険 金

保険金
の種類

※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。

基本となる補償の保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によ
りお支払いする主な場合、お支払いできない主な場合が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。

（1）基本となる補償

2. 基本となる補償 等

ケガの補償

認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。

契約概要

契約概要

注意喚起情報

契約概要

注意喚起情報

5 確定精算 をご確認ください。

注意喚起情報

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
.

4

契約概要

初回保険料の払込前に事故が発生した場合、原則として、保険金のお支払いには初回保険料の払込みが必要です。当社にて初回
保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。

ります。

②分割払でご契約の場合、当社が傷害死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求することがあ

（注）口座振替については、保険契約者に故意および重大な過失がない場合に限り、保険料払込期日の翌々月末まで払込みを猶予します。なお、分割保
険料の口座振替が２か月連続でできないことが保険期間中に２回以上となる場合には、原則として満期日までの未払込分の保険料全額を一括して
請求します。

料の払込みがないときには、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。

期日までに保険料の払込みがない場合、保険料払込期日の翌月末日まで払込みの猶予があります（注）が、猶予期間を過ぎても保険

① 口座振替により払い込む初回保険料および第２回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払い込んでください。保険料払込

（3）保険料の払込猶予期間等の取扱い

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。

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、
②保険料は、

※現金で払い込んだ場合、当社所定の保険料領収証を発行します。

（注）保険料割増が適用されます。

払込方法があります。

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

①ご契約の保険料は、分割払（注）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

契約概要

その他、ご留意いただきたいこと

（2）保険料の払込方法

※暫定保険料の詳細は、後記

なお、解約時、ご契約内容の変更時、包括契約等契約時に暫定保険料を領収するご契約の確定精算時においても、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。

①保険料は、保険金額、保険期間および職業・職務等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、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。

（1）保険料の決定の仕組み

3. 保険料の決定の仕組みと払込方法 等

③補償の終了：満期日の午後４時

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）

①保険期間：１年間（ご契約内容により１年に満たない短期契約も可能）

（5）保険期間および補償の開始・終了時期

（注1）公的医療保険制度とは、健康保険法等の法律に基づく医療保険制度をいいます。
（注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の平均月間額をいいます。
（注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の平均月間額をいいます。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。

の加入状況を勘案し、平均所得額（注2）の範囲内で、適正な額となるように設定してください。なお、所得補償保険金額が被保険者の平
均月間所得額（注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。

②所得補償特約をセットする場合の所得補償保険金額は、被保険者の加入する公的医療保険制度（注1）による給付内容や他の保険契約等

保険金額の設定については、次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。

（4）保険金額の設定

所得補償特約
医療費用補償特約
日常生活賠償特約
受託物賠償責任補償特約
携行品損害補償特約
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） 育英費用補償特約
など

※複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご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、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
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建設作業者

木・竹・草・つる製品製造作業者

職業例
等
漁業作業者

職業例

会社役員・管理職
（作業危険のない方）
、一般事務員、医師、飲食店主、卸・小売店主・従業員
（危険物を取り扱わない方）
研究者・技術者
（危険物を取り扱わない方）
、電気機械器具組立工
（手工）
、計器組立工、計器類修理工、理容師、調理人
陶磁器成形工、化粧品製造工、板金工、鋳物工、金属工作機械工、建設作業者、建設機械運転工

5

（注２）
タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険
［積立タイプ］
等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
（注3）所得補償特約、医療費用補償特約のいずれかをセットした場合に告知事項となります。

1級
2級
3級

級別

所得補償特約の職種級別表
（抜粋） ※下表に記載のないご職業は、代理店・扱者までお問合わせください。

農林業作業者
採鉱・採石作業者
自動車運転者
（助手を含む）

Ｂ

下記Ｂ以外の職業従事者

主婦・学生・無職者

Ａ

級別

等
等
等

傷害補償
（標準型）
特約の職種級別表 ※
「交通事故危険のみ補償特約」
「自転車搭乗中等のみ補償特約」
をセットする場合を除きます。

（注１）職種級別は、保険料の算出や保険金のお支払いに際し、極めて重要な項目です。お申込みの際には改めてご確認ください。

健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なって
いる場合には、保険期間の開始時（＊）から１年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時（＊）から１年を
経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時（＊）から１年以内に
発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
（＊）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となります。
③同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等（注２）の有無

「健康状態告知についてのご案内」
にも注意事項を記載していますので、あわせてご確認ください。

継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。

ご注意
健康状態告知は、健康状態告知書質問事項をよくお読みのうえ、回答を
「健康状態告知書質問事項回答欄」
に正しくご記入ください。
その際、必ず被保険者本人が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、ご契約をお引
受けできない場合や、特別な条件付きでお引受けする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

①被保険者の生年月日、年令（注３）、職業・職務（注１）
②健康状態告知（注３）

［２］
上記
［１］
以外のご契約

①職業・職務（注１）
②被保険者数
③同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等（注２）の有無

［１］
「準記名式契約
（全員付保）
（同一保険金額）
特約」
「準記名式契約
（全員付保）
（職名等別保険金額）
特約」
「準記名式
契約
（一部付保）
（同一保険金額）
特約」
「準記名式契約
（一部付保）
（職名等別保険金額）
特約」
をセットした契約

【告知事項】

（注）次において、
［ 1］
③、
［ 2］
③に該当したときは、ご契約を解除することがあります。

る項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合に
は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります（注）。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。

「※」
印がついてい
（2）告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、

ついて、事実を正確に知らせる義務のことです。

（1）保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項に

1. 告知義務（ご契約時にお申出いただく事項）

Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
2. クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等）
注意喚起情報

注意喚起情報

注意喚起情報

（注）保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。

6

裏面もご覧ください。➡
DX2V-4
（190401）
（2019年1月承認）
GN18D010900
（V02-896）
団総
（標準）

そのため、新たなご契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。

③新たなご契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料（注）を適用し、新たなご契約の普通保険約款・特約を適用します。

保険金をお支払いできないことがあります。

①被保険者の健康状態などにより、新たなご契約をお引受けできない場合があります。
②所得補償特約、医療費用補償特約をセットされる場合、新たなご契約の保険期間の開始時より前に病気またはケガを被っていたときは、

（2）新たなご契約
（団体総合生活補償保険）の申込みをする場合のご注意事項

多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。

（1）現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項

4. 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約

※企業等が保険契約者および傷害死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者
（従業員等）
のご家族等に対し、
保険の加入についてご説明ください。

はできません。

③被保険者本人以外の被保険者については、その被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となり、傷害死亡保険金受取人の変更

ください。なお、同意のないままご契約された場合、保険契約は無効となります。

①被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。
②被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得て

3. 傷害死亡保険金受取人

この保険は保険期間が１年以下のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除
（クーリングオフ）
を行うことは
できません。
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注意喚起情報

注意喚起情報

※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。

この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。

7

「被保険者による保険契約の解約請求について」
参照

保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者が解約を希望するとき

被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。

3. 被保険者からの解約

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。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご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。

ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご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. 解約と解約返れい金

約後に所得の平均月間額が著しく減少した場合
④（育英費用補償特約をセットした契約のみ）扶養者の変更が発生した場合

①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
ご契約時に保険金額を平均所得額より高く設定していたことが判明した場合またはご契
③（所得補償特約をセットした契約のみ）

（3）次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。

プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
（レフリーを含みます）
、力士、その他これらと同程度の危険な職業

があります。

（2）被保険者本人が職業・職務を変更した場合で、次の「職業・職務」に変更した場合、保険期間の中途であってもご契約を解除すること

（注）
「交通事故危険のみ補償特約」
「自転車搭乗中等のみ補償特約」
をセットした場合を除きます。

被保険者本人の職業・職務を変更した場合（注）

［２］
上記
［１］
以外のご契約

①職業・職務を変更した場合（注）
②被保険者数が変更となる場合

［１］
「準記名式契約（全員付保）
（同一保険金額）特約」
「準記名式契約（全員付保）
（職名等別保険金額）特約」
「準記
名式契約（一部付保）
（同一保険金額）特約」
「準記名式契約（一部付保）
（職名等別保険金額）特約」
をセットした
契約

【通知事項】

ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。

（1）ご契約後、次の事項が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。

1. 通知義務等（ご契約後にご連絡いただく事項）

Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項

契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査およ

自動車購入・車検の斡旋

損害保険・生命保険商品、投資信託・
ローン等の金融商品、
リスクマネジメ
ントサービス

注意喚起情報
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「継続契約について」
参照

注意喚起情報

および破綻前から３か月までに発生した事故による保険金は100％
補償されます。

サー、
プロレスラー等の職業に変更した場合は、
その職業に従事中のケ
ガについては保険金をお支払いできません。

※ケガの補償以外の保険金、解約返れい金等の補償割合は、当社または
代理店・扱者までお問合わせください。

険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等はケガの補償
については80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故

夫婦型・家族型・配偶者対象外型のご契約で、
被保険者がテストライ

この保険は
「損害保険契約者保護機構」
の補償対象であり、損害保

で、
「損害保険契約者保護機構」
があり、当社も加入しています。

損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的

10 保険会社破綻時等の取扱い

個に保険契約上の責任を負います。

ぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別

当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それ

9 共同保険について

「請求権等の代位について」
参照

（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含み
ます。 所得補償特約や損害を補償する特約をセットした場合のご注意

ます。

害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当社に移転し

損害賠償請求権その他の債権（注）を取得した場合に、当社がその損

所得補償保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が

8 請求権等の代位について

保険期間終了後にこの契約を継続する場合のご注意

継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。

約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を

普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契

合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における

ます。また、当社が普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場

継続できないこと、または補償内容を変更させていただくことがあり

保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を

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

4 危険を有する職業に変更した場合のご注意

約されたものとなります。

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

契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社

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

契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結

3 契約取扱者の権限

ジ
（https://www.aioinissaydowa.co.jp/）
をご覧ください。

プ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームペー

当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グルー

当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保
険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受
会社等
（海外にあるものを含む）
に提供することがあります。

●再保険について

当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結な
らびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保
険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または
交換を実施することがあります。

●契約等の情報交換について

含む）
に提供することがあります。

険金の請求・支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを

囲内で、業務委託先
（保険代理店を含む）
、保険仲立人、医療機関、保

また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範

認められる範囲に限定します。

利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と

ただし、保健医療等のセンシティブ情報
（要配慮個人情報を含む）
の

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

②提携先等の商品・
サービスのご案内の例

①当社および
グループ会社の商品・
サービス等の例

サービスのご案内のために利用することがあります。

び保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・

7 継続契約について

①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に
保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発
生させ、
または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について
詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団
関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計
額が著しく過大となる場合
⑤上記のほか、①〜④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の
存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。

ス グループのそれぞれの会社
（海外にあるものを含む）
が、この保険

び履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアラン

次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできな
いことがあります。

注意喚起情報

6 重大事由による解除

この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査およ

2 個人情報の取扱い

「事故が起こった場合の手続き」
参照

を提出してください。

うえ、保険料の確定精算省略に関する同意および告知に関する書類

事故時の手続き等について知りたい場合

のご請求時にご提出していただく書類」
に定める書類等を提出して
いただく必要があります。

特約
（包括契約特約用）
」
をセットすることにより、確定精算を不要とす
る契約方式を選択できます。その場合には、
「ご契約ガイド」
を確認の

要な書類のほか、
「ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）
」
の
「保険金

ます。なお、契約内容により一定の条件に合致した場合、
「保険料確定

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。保険金
の請求を行う場合は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必

保険料を見込人数をもとに計算した暫定保険料等により契約した保
険契約は、満期後に確定保険料との差額を精算する契約方式となり

にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損

5 確定精算

事故が起こった場合、30日以内にご契約の代理店・扱者または当社

１ 事故が起こった場合

その他、ご留意いただきたいこと
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＜ご注意＞
ここにご案内する賠償責任保険には、被保険者に代わって事故の相手（被害者）と示談交渉を行う「示談交渉サービス」
はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず引受保険
会社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を
承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。

＜複数のご契約があるお客さまへ（補償が重複する可能性のある特約のご注意）
＞
他の保険契約等（異なる保険種類の特約や引受保険会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（支払限度額）等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※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、そのご契約を解約したとき等は、
補償がなくなることがありますのでご注意ください。

＜損害保険契約者保護制度について＞
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」があり、引受保
険会社も加入しています。

賠償責任保険
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する従業員等の数が２０人以下である法人をいい
ます）またはマンション管理組合（以下、
「個人等」といいます）である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補
償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は８０％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事
故および破綻時から 3か月までに発生した事故による保険金は100％補償されます。
また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、
その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。

傷害保険
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい
金等は80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険
金は100％補償されます。

当社とは
このパンフレットの中で「当社」とは引受保険会社を指します。

取扱代理店は引受保険会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、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、
引受保険会社と直接契約されたものとなります。
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●お問合わせ・お申込は…
□ メンバー賠償責任保険
取扱代理店：株式会社ナウイエンタープライズ
Tel 03−5956−9922 Fax 03−5956−9923
〒１70‑００13 東京都豊島区東池袋3−2−3
第一主田ビル7F

引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
東京企業営業第二部情報産業開発室
Tel 03−6748−7871 Fax 03−6748−7821
〒１０3‑8250 東京都中央区日本橋3−5−19
あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル

□ 傷害保険、スクーバセンター店舗関連賠償責任保険、メンバー生産物賠償責任保険、ダイビングボート補償保険
使用者賠償責任補償、所得補償保険
取扱幹事代理店：株式会社集成社
Tel 03−3442−0411 Fax 03−3442−0410
〒１４１‑００２２ 東京都品川区東五反田5−25−18

引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
東京企業営業第二部情報産業開発室
Tel 03−6748−7871 Fax 03−6748−7821
〒１０3‑8250 東京都中央区日本橋3−5−19
あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル

（2019年9月承認）A19‑102432

＜株式会社ナウイエンタープライズ・株式会社集成社と引受保険会社からのお知らせ＞
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。

【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ
会社（海外にあるものを含む）
が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先
（取扱代理店を含む）
、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等
（い
ずれも海外にあるものを含む）
に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）
については、保険業法施行規則（第53条の10）
により、利用目的が限定されています。詳細
については、あいおいニッセイ同和損害保険
（株）のホームページ
（http://www.aioinissaydowa.co.jp/）
をご覧ください。

