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Υʬʙ7̜ɲΦ

ΫνnOαφχκϨƦϓɈά

ΞƦɲжnO2̶ƉϓnOìˋɲưϑʬˣξϩϨǋз

ΛƌŷɱМвС
ΛϿвДЂη̈́͆ɲκ*Ù
Λǳb̀ˊɱМвС
Λˢ˔ɱМвС
Λ̀ˊɱМвС
ΛˮĿˊ
ΛʻȠȋìĩµRǾǑ
ΛȡƎOĿǾǑˊ
Λʮ¢ˊ
Λʮ¢OǕˊ
ΛǳßȭȩȀSˏÁ
ΛôÙˊŬť
Λʮ¢ЫБДЫЊвЀШа
ΛôÙȍ̀ɆǼŔï
ΛˮĿЫБДЫЊвЀШа
ΛȡƎOĿȍ̀ˊ
Λˊ7̜əìˋÃϿвДЂжƮ\πϿвДЂз
ʮ¢ЫБДЫЊвЀШаΠôÙȍ̀ɆǼŔïϐϏϓƦϠνnOαφχιμώϔύ
ηϜςζΠ}ȍʖǨϔʝJϓìˋώϐϧϜτϭΡ

Υʙ7̜ɲж7̜ϓìˋώϐϨźзϓɈΦ
ΞƦɲ
ΞƦɲϓĜ бĢƦ
ΞƦɲϓГвЌІϱПвδϥϗm% жƦɲϓŔȧ
ϓϠώύƌJύǑsςϨźϑεθϧϜςΡз
ΞМвСЙЬГв̀ĺȣ9ΠȭȩȀSî̏ș˂ ̀ĺȣ
9ϓˆǾжφχπΠȣ9ˆϑ˚ªπόȿɲϑìπ
ǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨºϑεθϧϜςΡз

@

%ϑȏ̋ξϩόαϐαƦĿϓϝύϓνnOϔύηϜτϭϓύνǍĲιχξ
αΡ%ϑȏ̋ξϩόαϨƌŷɱМвСϜφϔϿвДЂη̈́͆ɲκ*
ÙώΰϫτόΠƒdďϑνnOιχξαΡ
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ʙ7̜ɲϓƦt˳ʖϑ˚ªςϨȿɲϓ˞+̡åϡˍǲŦ¿ϑϊαόΠǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨμώϑϥωόʙϨŦåϬʝ
JπϜςΡ

'B^

)N6`W_:3]DVd%e@

ʙ7̜ɲζĿƌΠ/ȀϜφϔɆǼςϨŻʯϓƨ˰ϓƱ̛ϡɆǼϓDϑϥωόȿɲϓ˞+̡åϡˍǲŦ¿ζȎǾπΠʙ7̜
ɲζǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨμώϑϥωόʙϨŦåϬʝJπϜςΡ

452b,^<*]DVd%e@
ʙ7̜ɲζţ1πφǾǿǲжǍзϡƦtϓɗƘϑ˚ªπόΠȿɲϓ˞+̡åϡˍǲŦ¿ζȎǾπΠʙ7̜ɲζǋğϓ˗Jː"
ϬˌōςϨμώϑϥωόʙϨŦåϬʝJπϜςΡ
жǍз̾̽ǲΠȭȩȀSɀϜφϔ˓πφˊȀɀϬααϜςΡ

A2^#9e@
ʙ7̜ɲζƦtϓȗȐώπόʫπφˍǲϓŦ¿ΠȔбʵΠɐÈΠ9Ǽбnýϑ˚ªςϨŰζȎǾπΠʙ7̜ɲζǋğϓ˗
Jː"ϬˌōςϨμώϑϥωόʙϨŦåϬʝJπϜςΡ

=(

6>E]cd%i2%e@

ʙ7̜ɲζʀƅϑ>Ȁπφȿɲϓʁs˟ж̪Ŀƌʁs˟зжǍзϬ˵ˡ

ϓìŰбìǲŰϬʝJπϜςΡ

жǍз>Ȁʁs˟ϑʁ˗ː7̜Ϝφϔ"Ĳʁs˟7̜ϓÉɍζΰϨώηϔΠʁ˗ː7̜Ϝφϔ"Ĳʁs˟7̜ζKMȐϑ˼ȀξϩϜςΡ

+.[Ke@
ƲϓΈ ϜφϔΉϓασϩεϓʖǨϑϥωόΠʙ7̜ɲζǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨμώϑϥωόʙϨŦåϬʝJπϜςΡ
Έơƭ4åшęϐ˞+ϓŏƔϑϥϨʁȁϓ4åϜφϔʺηŦϡ̴ΠŶƉΠ®ȄɀϓʘȧʖǨϑϥϨʺηŦϜφϔИЪϱВЀвϓ4å
Ήã&̡åшǾǿǲϜφϔϓã&ϑϥϨϓʖǨϬααϜςΡ

Ξ ̴ΠŶƉΠ®ȄɀϓʘȧʖǨϑϥϨʺηŦϜφϔИЪϱВЀвϓ4å
Ξ ʏ-ƭжǍзΠƫ̷Πƫʼϓ4å
жǍз ǳʰƭΠáȀŹƢƭΠĲ{ƭΠ¡ƫƭɀϓȠȐˍǿƭϬϝϜτϭΡ

Ξ ã&ϓȞıϜφϔ¥ƦϓŁǋϓƵϐǓȀ

;07#e@
ʙ7̜ɲζôÙˊŬťбˊ̖Ŭťбș˂Ŭťϓ˳ʖϑϊηʖωφʖǨжʖǨϬϝϜςΡзϑ˚ªπόΠȿɲϓ˞+̡åϡˍ
ǲŦ¿ζ'ϫϐαŦåϬγφμώϑϊαόΠʙ7̜ɲζǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨμώϑϥωόʙϨŦåϬʝJπϜςΡ

(^%e@

jl^ak

ʻȠȋϜφϔυϓȈαζΰϨˊϿвДЂcȀɲϓĤĞϑϥϧΠȿɲϓ˞+̡åϡˍǲŦ¿Ϭ'ϫϐα/ȀɹŦåζȎǾπ
φμώύΠʙ7̜ɲζǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨμώϑϥωόʙϨŦåϬʝJπϜςΡ
͒

JGeQ$!PVd\
р Żʯύţ1πφ̽ζªύΠ̽ ƽζȎ

п ̈́͆ɲϬʽωόКЉЍεϦˡʎξτΠϼϷϬξ

ǾπφΡ

τόπϜωφΡ

жƦt˳ʖϑ˚ªςϨ˞+̡åз

жǾǿǲϑ˚ªςϨ˞+̡åз

т ʠˊɲϓSζįιϐϧΠϡϞϐιʠ

с OϩƷϬ̲εωόǎǔ ϑΠʽωόʎώπόƱ

ˊɲÙϓʁæȀ˟ύȊ̙ϑ˱ϩόʖμβ
ώπφώμϪΠ˵ˡϬʽωό̢æϓ»Ϭ¿π
όπϜωφΡ

κόπϜωφΡ

жʫǲϓŦ¿з

жʀƅ>Ȁʁs˟ϑϥϨìǲŰз

у -ĺπφϼϯИЪаϓUçϡţ1πφϿвДЂϓ

ф 2̶ξϩόαφʠˊʻßϓȂ˃ʖ

UçζʽωόМвСЛвЁϑŢˣξϩΠcȀɲϓ
ИЪϱВЀвϬ4åπόπϜωφΡ

ϬÈĪπΠcȀɲζʁÿˌōπφμώϑ
ϥϧΠ˗J˃ǂϬκφΡ

жИЪϱВЀвϓ4åϑϥϨơƭ4åз

ж˞+̡åбˍǲŦ¿Ϭ'ϫϐαɖǙȐŦÈз

͓

Q$!PVdJG^8M
Uç

δŬńαςϨ7̜̈ϓȴ̺
δŬń
ςϨ7̜̈ ȴ̺
ΈŦå̖ƴ˔Ȁ

ʙ7̜ɲζŦåϓȎǾϡőÆϬ̖ƴπφ̠ϑŬ\πφ˔ȀϬδŬńαπϜςΡ

ΉɟĬšɩ˔Ȁ

ŦåϓȎǾϡőÆϓ̖ƴϓŁƺϬˆρφΰώϑ˗Jː"ζϐαμώζaƂπφºύΰωόϠΠ
ʙåɲϑìςϨĩĬŁęΠɟĬ[ɩϓφϟϑŬ\πφ˔ȀϬδŬńαπϜςΡ

Ίƭc7Pʖ/˔Ȁ

ʙ7̜ɲζȿɲϑŦå˗J˃ǂύηϨºϑΠυϓƭcϬ7Pбʖ/ςϨφϟϑŬ\πφ
˔ȀϬδŬńαπϜςΡ

ʭ˔Ȁ

ʙ7̜ɲζiϑŦ7ЁФГаžƒʃϓņʻϬģόŬ\πφʲʭ˔ȀΠĔˊÀ¹̆ɀϓ˔
ȀϬδŬńαπϜςΡ

Όm˔Ȁ

ʙ7̜ɲζŦå˗J˃ǂϬκΠŦ7ЁФГаžƒʃζĨʠϑĩρόʙ7̜ɲϓϫϧϑ
ʧǄϑκφìĩϬʖβºϑΠʙ7̜ɲζŦ7ЁФГаžƒʃϑmςϨφϟϑŬ\π
φ˔ȀϬδŬńαπϜςΡ

Ŧå˗J̈

ʙåɲϑŬńβϙηǋğϓŦå˗J̈ϬδŬńαπϜςΡ
щ˞+˗JŰϓºы
ǅȍ˔Π}ȍ˔Πķˇŷ ɀ
щˍǲ˗JŰϓºы
9Ǽ˔ΠWˁ˸ϑʠςϨ˔Ȁ ɀ
9Ǽ˔δϥϗWˁ˸ϑʠςϨ˔ȀϔΠυϓŦåϑΰωφˍǲϓƅ3̸Ϭ˛γϐαɈύδŬńαπϜςΡ

ʙ7̜ɲζŦå˗J̈ϬŬńβμώϑϥωό)ģςϨϠϓζΰϨºϔΠυϓ3̸Ϭ̚η
ϜςΡϜφΠǋğϓ˗Jː"ζǾρϐαϑϠεεϫϦσΠʙåɲϑŬńϫϩφʡʄ̈ɀϔΠ
δŬńαϓìˋώϐϧϜτϭΡ

Λʙåɲìĩ˔Ȁ

ìŰζȎǾπφºϑΠʙ7̜ɲζĵɰώπόŬ\πφʡʄ̈Ϝφϔʡʄϓ˙O˔Ȁ
ϡΠìǲŰζȎǾπφºϑʀƅϑĨʠώπφ˔ȀϬδŬńαπϜςΡ

ΛŰìĩǳb˔Ȁ

ŰζȎǾπΠʙ7̜ɲζŦå˗J˃ǂϑì[ςϨφϟϑŬ\πφ˔ȀжŶƉ-ĺ˔ȀΠ
ˮ˔δϥϗèǊ˔Π˛˶wtŁęϐϏзϬδŬńαπϜςΡ
ϜφΠŰζȎǾπΠŦå˗J˃ǂζȎǾςϨδυϩϓΰϨμώϬʙ7̜ɲζȠωφºϑδ
αόΠʙ7̜ɲζŬ\πφ˔ȀжŰǻºϓˁƜ˔ȀΠ8̶©ĥ˔ȀΠ`ƎìĩĔˊÀ˔Ȁ
ϐϏзϬδŬńαπϜςΡ
ϑϠĳƚȋìĩ˔ȀϡϿвДЂcȀɲŘɑ˔ȀϬδŬńαπϜςΡ

ΈεϦΌϜύϓ˔ȀϔΠ͖ͣΧ7̸̜̈жŬń̘ď̸зΨϓÃƙύgώπόυϓP̸ζδŬńαϓìˋώϐϧϜςΡ
δŬńαςϨ7̜̈ъΈŦå̖ƴ˔ȀйΉɟĬšɩ˔ȀйΊƭc7Pʖ/˔Ȁйʭ˔ȀйΌm˔Ȁ
ΧŦå˗J̈Ψϓ̸ζ͖ͣΧ7̸̜̈жŬń̘ď̸зΨϬ˛γϨºΠΧʭ˔ȀΨϔΠƲϓɅĕϑϥωόģϦϩφ̸
ϬδŬńαπϜςΡ
7̸̜̈жŬń̘ď̸з
Ŧå˗J̈

ʭ˔ȀϑìςϨŬń̸ъʭ˔Ȁϓɠ̸;

ϓ7̜̈ϔΠǋğϓŦå˗J̈εϦʁÿˌō̸ϬþπĖαφ̸ϬδŬńαπϜςΡφχπΠ͖ͣΧ7̸̜̈жŬń
̘ď̸зΨζδŬńαϓ̘ď̸ώϐϧϜςΡ
δŬńαςϨ7̜̈ъŦå˗J̈лʁÿˌō̸

ɟĬƅϿОвЌɠϿвДЂ
ŰϓQʘϡʙåɲƒϘϓˇɨϐϏɟĬϓìĩϬ˩ϦϩϨºϑΠŦ7ЁФГаžƒʃϓϻЬвИ%ȨύΰϨͥͣ͢͢͡Ы
ЂϺПАЁТаЌƞĕ%ȨζЯаЂЌЉИύɠȐϐϿОвЌϬţ1ςϨΧɟĬƅϿОвЌɠϿвДЂΨζνcȀαφχκϜςΡ
иφχπΠ˗Jː"7̜ύ7̜̈ζδŬńαύηϨºϑεθϧϜςΡ
иϿвДЂŷ̈ϔŬń7̜̈жŰìĩǳb˔ȀзεϦLęξϩϜςΡ
ˁƜбĩĬìĩŬťƯɹ
ɟĬƅċ¹ŬťƯɹ
ϾвЬЃаІвŬťƯɹ
8̶©ĥŬťƯɹ

ΛªȸƂбě̯ɈˁƜŬť
ΛʙåőÆ̖ƴŬť

ϐϏ

ΛˇɨΠ¹ΠìÃQʘŶƉЈϳЉϺбϯЍВϱЂ
ΛɟĬʬɲ%ʡáŻŬť

ϐϏ

ΛϾлЬЃаІвȼψλб˵Ȁ
ΛϾвЬЃаІвϓϺЮвЁаϻŬť

ϐϏ

ΛWȎ̖ƴɃϓʶ3ϑ̓ςϨʴƂƉϬȎʖ

ϐϏ
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JGeQ$!PZR\P\
щ˗Jː"7̜Ɔˮ7̜ɍƳы
Έʬʙ7̜ɲΠʬʙ7̜ɲÃϓʙ7̜ɲϜφϔ7̜ÉɍɲжμϩϦϓɲζǋύΰϨºϔΠυϓĜ ώπϜςΡзϓŰĲϑϥω
όǾρφ˗Jː"ΡφχπΠ7̜̈ϬŬńϫϐαϓϔΠυϓʙ7̜ɲζʙϨŦåϑεθϧϜςΡ
ΉļΠÃ°ϓƶmʖ/Π̬ΠůƭËΠU Πƶʛ υϓμϩϦϑ̺(ϓÂϜφϔƇsжɭʕϜφϔÄŴϓɲϓ̣«ϓʖs
ϑϥωόΠP°Ϝφϔ́ϓ´|ϑδαόʏπιćȷζåξϩΠǅÛɜœ̇ÆϐĴώʻϟϦϩϨǶĴϬααϜςΡзϑ˚ªςϨ˗J
ː"
Ί´̩Π§ǥΠǐǁΠǏǌϜφϔμϩϦϑ̺(ϓʁǪÂˋϑ˚ªςϨ˗Jː"
ʬʙ7̜ɲζĿƌΠ/ȀϜφϔɆǼςϨˍǲϓŦ¿ϑϊαόΠυϓˍǲϑìπƵęϐƭcϬƌςϨɲϑìπόˌōςϨ˗Jː"
Όʙ7̜ɲώăϬριςϨʥżϑìςϨ˗Jː"ΡφχπΠ7̜̈ϬŬńϫϐαϓϔΠυϓʙ7̜ɲζʙϨŦåϑεθϧϜςΡ
ʬʙ7̜ɲδϥϗʬʙ7̜ɲϓ/Ȁɀζʬʙ7̜ɲϓƦtϑĢ ϑʙωφ˞+ϓ̡åϑϥωόǾρφ˗Jː"
ΎŞǁϜφϔŞǀжǫϜφϔʐǀϬϝϜςΡзϑϥωόǾρφ˗Jː"
Ώʙ7̜ɲώώϓ̒ϑŦå˗Jϑ̓ςϨǳbϓɍßζΰϨºϑδαόΠυϓɍßϑϥωόṅξϩφ˗Jː"
ϐϏ
щ˗Jː"7̜˪nƕ̱ы
ΈÕƟĩϜφϔÕƟϓü¿ɀϑ˚ªςϨ˗Jː"
ΉȢɞϜφϔȢɞϬϞʞϓȎϷаĭυϓϓƌåϐǳĭϑ˚ªςϨ˗Jː"
Ίǃƚǲ˘ϓŞ\ΠǓ\Παω\Π]ųΠőųΠŮ\Πǣ\ɀϑ˚ªςϨ˗Jː"
}ȍʖǨΠϔϧΠηϢβΠПЉϿвЁΠ˞+ɬçбŵĚɀϜφϔĔˊÀΠQʻ%ʪÀΠȳǼÀΠēɉÀΠǋƉÀΠǹ}Ăɀϓî̏˖ơ
ϬʠςϨƦtϑ˚ªςϨ˗Jː"
ϐϏ
щŻʯĿƌɆǼɲǳɍƕ̱ы
ΈŻʯϓŹɉΠŭɉΠ9ǼΠϧμϫπυϓýϑ˚ªςϨ˗Jː"жǍ͐з
ΉʆȹƯΠʁs˟ϜφϔŻʯÃϑδκϨʉΠ˟ жʁs˟δϥϗsmζϠωϖϦmύΰϨºϬ̚ηϜςΡзϠπιϔsǲϓĿƌΠ/ȀϜφϔɆǼжˎ
ǲϓȶϝ˥ϝϜφϔȶϝπ-ƦϬ̚ηϜςΡзϑ˚ªςϨ˗Jː"
ΊöƠΠƪжώαзΠŀΠĽΠȻΠ¾Πˮ̼ɁɀεϦOϨ̧Π̨ɀϑϥϨˍǲϓŦ¿ϑ˚ªςϨ˗Jː"
ŬəˍǲжǍ͑зϓŦ¿ϑ˚ªςϨ˗Jː"
ΌƲϓϯεϦϵϑŢλϨʙ7̜ɲζΠυϓʙ7̜ɲϓʫˍǲжǍ͒зϬŦ¿πφμώϑ˚ªςϨ˗Jː"
ϯмʬʙ7̜ɲϓĜ Ϝφϔ/Ȁ ϱмʬʙ7̜ɲϓm%
ϲмʬʙ7̜ɲϓ˃ˌ
ϴмʬʙ7̜ɲϓ˃ˌϓĜ Ϝφϔ/Ȁ ϵм МвСЙЬГвϓ̀ĺȣ9ϜφϔȭȩȀSî̏ș˂ ̀ĺȣ9ϓˆǾ
ϐϏ
жǍ͐з*Ùŭ9Ʀtϔ̚ηϜςΡ
жǍ͑зŬəˍǲ
ƲϓϯδϥϗϱϑŢλϨˍǲϬααϜςΡ
ϯм-ƦжǍ͓зϑ/ȀξϩϨƓŷϜφϔ́ϬααΠŽϑ-Ʀϑ/ȀξϩφϠϓϬϝϜςΡ
ϱмʬʙ7̜ɲϜφϔʬʙ7̜ɲϓφϟϑʬʙ7̜ɲÃϓɲϑϥωόŚγκϦϩϨΠϜφϔɕϝȼόϦϩϨʛɩϠπιϔʯDϬααΠŽ
ϑŚγκϦϩφΠϜφϔɕϝȼόϦϩφϠϓϬϝϜςΡ
жǍ͒зʫˍǲ
>ȀˍǲϡŬəˍǲΠˏÁб7Ɇб˵ˬʫǲΠ-ƦʫǲϬααϜςΡ
жǍ͓з-Ʀ
ʬʙ7̜ɲϜφϔʬʙ7̜ɲϓφϟϑʬʙ7̜ɲÃϓɲϑϥωόʖϫϩϨ-ƦϬααћnýћ9Ǽћ7ÚћǧƥћǘŜδϥϗǎǔϬϝϜςΡ

˗J

щǾǿǲǳɍƕ̱ы
ΈǾǿǲϜφϔϓεπϑ¸ϋιǾǿǲжυϓǾǿǲυϓϠϓϬααΠυϓϓ́]ϬϝϜτϭΡзϜφϔϓȗȐǲж-ƦìˋώϐωφɄĿϬααΠυϓ
ϓ́]ϬϝϜτϭΡзʁ+ϓŦ¿ϑìςϨ˗Jː"жυϓǾǿǲϠπιϔυϓϓȗȐǲϓ/ȀɹϜφϔđƤΠƥƜΠ9ǼΠŤΠϧμϫπϠπιϔʧ
+ϑ˚ªςϨ˗Jː"ϬϝϜςΡз
Ήʬʙ7̜ɲϜφϔʬʙ7̜ɲÃϓʙ7̜ɲζΠŰĲϜφϔ̇Æϐ˶Èϑϥϧǋϑ˹πόǾǿΠˏÁϠπιϔĖηǜπφǾǿǲϜφϔʖωφϓ
ɗƘϑ˚ªςϨ˗Jː"ΡφχπΠ7̜̈ϬŬńϫϐαϓϔΠυϓʙ7̜ɲζʙϨŦåϑεθϧϜςΡ
Ίʙ7̜ɲζΠƯƣΠʛɩϜφϔ˖ƓϬΠϓʖϫϩφºĿϑŮɩϜφϔ˾ƤπφɗƘϑ˚ªςϨ˗Jː"
ϐϏ

щʫɲǳɍƕ̱ы
Έ7̜ÉɍɲΠʙ7̜ɲϠπιϔʙ7̜ɲϓǋßǼжʬʙ7̜ɲζǋύΰϨºϔΠυϓĜ ϜφϔǋϓƦtϬ·ʖςϨυϓϓƯ̓Ϭα
αϜςΡзϜφϔμϩϦϓɲϓôϓʥżζʖαΠϜφϔnōπφȔϠπιϔʵϑ˚ªςϨ˗Jː"ΡφχπΠ7̜̈ϬŬńϫϐαϓϔΠυϓʙ7
̜ɲζʙϨŦåϑεθϧϜςΡ
Ήʙ7̜ɲΠʙ7̜ɲϓǋßǼϜφϔʙ7̜ɲϓôϓʥżζĿƌπΠϜφϔȮȀϑ1ςϨˍǲζŦ¿πΠϜφϔȔϠπιϔʵξϩφμώϑ˚
ªςϨ˗Jː"ΡφχπΠ7̜̈ϬŬńϫϐαϓϔΠυϓʙ7̜ɲζʙϨŦåϑεθϧϜςΡ
ΊʫǲϓʁǪϓǗɳϜφϔƱ̛ΠʫǲƒƖϓĭ˘жʁǪȎǥδϥϗʁǪǯȎϬϝϜςΡзΠϒσϝ̽αϜφϔʒ̽αɀϑ˚ªςϨ˗Jː"
öƠΠƪжώαзΠŀΠĽΠȻΠ¾Πˮ̼ɁɀεϦOϨ̧Π̨ɀϑϥϨʫǲϓŦ¿ϑ˚ªςϨ˗Jː"
ΌʫǲζÑʫɲϑĖηǜξϩφžεϦ͒͏žϬɖ˶πφĠϑȎʡξϩφʫǲϓŦ¿ϑ˚ªςϨ˗Jː"
ƲϓϯεϦϴϓʫǲζΠǋϑßϟϦϩφ˵ˡ˖ơϠπιϔūɣ˖ơϬœφϐαɲϑϥωό˵ˡϠπιϔūɣξϩόαϨ̒Ϝφϔ˷˝ˮǋжƃ͔͒
Ĉǋğȿ͐͏͔зϑßϟϨ̄ǀϬăϗφǶĴϓ˵ˡɲϠπιϔūɣɲϑϥωό˵ˡϠπιϔūɣξϩόαϨ̒ϑȎǾπφʫǲϓŦ¿ϑ˚ªςϨ˗Jː
"
ϯмʁs˟
ϱм˟ жʁs˟δϥϗsmζϠωϖϦmϑΰϨϠϓϬ̚ηϜςΡз
ϲмʉʈжʉʅ̺ϬααΠЩЉЌΠУвІвНвЌΠ϶ЏвΠǁВϱϺδϥϗНвЌϬϝϜςΡз
ϴмʆȹƯ
ϐϏ

щQȓȨ«ǋP°ƌŷɱМвС%˪nƕ̱ы
щ¸ƒō7ƕ̱жƁ̗Ưϑ̓ςϨǳgзы
Έ7̜ÉɍɲΠʬʙ7̜ɲϜφϔʬʙ7̜ɲÃϓʙ7̜ɲϓŰĲϠπιϔ̇Æϐ˶Èϑϥωόǋϑ˹πφμώϑ˚ªςϨ˗Jː"ΡφχπΠ
7̜̈ϬŬńϫϐαϓϔΠυϓʙ7̜ɲζʙϨŦåϑεθϧϜςΡ
ΉƁ̗ƯϓʯɩΠŭ˰Π9ǼΠϧÃπɀϑ˚ªςϨ˗Jː"
ϐϏ

щơƭ4åō7ƕ̱ы

Έʙ7̜ɲϑϥωόΠϜφϔʙ7̜ɲϓʧϠπιϔĲϑ¸ϋαόʙ7̜ɲÃϓɲϑϥωόʖϫϩφǵɨʖǨж˶ÈǵϬ̚ηϜςΡзϑ˚ªςϨ˗J
ː"ΡφχπΠ7̜̈ϬŬńϫϐαϓϔΠυϓʙ7̜ɲζʙϨŦåϑεθϧϜςΡ
ΉşȀΠ̤ȀϜφϔʧ̤ϑ̓πόΠʙ7̜ɲϑϥωόΠϜφϔʙ7̜ɲÃϓɲϑϥωόʖϫϩφʖǨϑ˚ªςϨ˗Jː"
ΊƊ`ϓʖǨζ7̜Ǝ̒̑ÐiϑʖϫϩΠυϓɚɛϜφϔĥώπόΠʙ7̜ɲϑϥωόΠϜφϔʙ7̜ɲÃϓɲϑϥωόʖϫϩφʖǨϑ˚ªςϨ
˗Jː"

͕

JGeQ$!PZR\P\jXYRk
áώȇϐϨμώϬȠϧϐζϦΠʙ7̜ɲϑϥωόΠϜφϔʙ7̜ɲϓʧΠĲϠπιϔŔ®ϑϥϧʙ7̜ɲÃϓɲϑϥωόʖϫϩφʖǨϑ˚
ªςϨ˗Jː"ΡφχπΠʬʙ7̜ɲÃϓʙ7̜ɲϑϊαόΠ7̜̈ϬŬńϫϐαϓϔΠυϓʙ7̜ɲζʙϨŦåϑεθϧϜςΡ
Όċã&ΠŮˬΠ\ǱϬƦώςϨʙ7̜ɲϑϥϧʖϫϩφʖǨϑ˚ªςϨ˗Jː"
˞+ϓ̡åϜφϔˍǲϓŦ¿ϑ˚ªςϨ˗Jː"
ΎÉɍ˹ϑϥϨã&̡åϑ˚ªςϨ˗Jː"ΡφχπΠƉ̫ϑϥϦϐαĲϜφϔɍƔϑδαόΠã&ϓȞıϜφϔ¥ƦϓŁǋϬƵϑǓȀπ
φºϬ̚ηϜςΡ
Ώã&ξϩφ˘Πĭɹɀϑ˼πϐαμώϑϥϨã&̡åϑ˚ªςϨ˗Jː"
ΐ3ơʘȧϓʽϧϑϥϨã&̡åϑ˚ªςϨ˗Jː"
ϐϏ

щʀƅ>Ȁʁs˟ō7ƕ̱ы

Έʙ7̜ɲζqFɲǦåʝJ7̜ǋжƃ͑͑Ĉǋğȿ͔͏зϜφϔ̤ȀϠπιϔμϩϦϑ̺ςϨ̓6ǋϑϥωόˀτϦϩϨ˗Jː"
Ήʀƅ>Ȁʁs˟ϬȀαό˵ŧ ϓˍǲζŦ¿ϠπιϔɐÈπΠϜφϔȔϠπιϔʵξϩφμώϑ˚ªςϨ˗Jː"
Ίʀƅ>Ȁʁs˟ʁ+Ϝφϔʀƅ>Ȁʁs˟ϑ˱ɗξϩό/ȀξϩϨʙǴĖ˟͉̞'˟ϬϝϜςΡ͊ϑìςϨ˗Jː"
ϐϏ

щôÙˊŬťɀϑϥϨɖǙȐŦÈ˗Jː"ō7ƕ̱ы

Έʙ7̜ɲϜφϔʙ7̜ɲϓƦtϓʝoɲϓǵɨʖǨϜφϔϑŦåϬγϨμώϬʡπϐζϦʖωφʖǨϑ˚ªςϨ˗Jː"
Ή˞+ϓ̡åϜφϔˍǲϓŦ¿ϑ˚ªςϨ˗Jː"
Ίơƭ4åϠπιϔã&̡åϜφϔȰêǣγαϑ˚ªςϨ˗Jː"
ƦtϓɗƘϬ7ʴςϨμώϑϥϧṅξϩφ˗Jː"
ΌˮĆϓƦtϓɈύϐαʖǨϑ˚ªςϨ˗Jː"
ƦtϓW˳ʖϑʠςϨ˔Ȁϑ6Ϩ˗Jː"
Ύ7̜ÉɍɡɗϓęƅΠ7̜Ǝ̒̑ÐiϑȎǾπφªϜφϔȁϑϥϧΠ7̜Ǝ̒̑ÐĠΠʙ7̜ɲϑìπŦå˗J˃ǂζϐξϩϨμώϬȠωό
αφºϠπιϔ˶ÈϑϥωόμϩϬȠϦϐεωφºϑδαόΠυϓªϜφϔȁϑϥωόǾρφ˗Jː"
ϐϏ

щϿвДЂcȀɲĤĞƅ˗Jː"ō7ƕ̱ы
ΈϿвДЂcȀɲϓŰĲϜφϔ̇˶Èϑ˚ªςϨ˗Jː"
Ή˞+ϓ̡åϜφϔˍǲϓŦ¿ϑ˚ªςϨ˗Jː"
ϐϏ
ʬÃϑϠ7̜̈ϬδŬńαύηϐαºζΰϧϜςΡʹπιϔΠŅǼčϜφϔŦ7ЁФГаžƒʃϜύδ¢αϫτιχξαΡ
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ƫǟĈ̒7̜ŷ΄
щìˋƦы

Żʯϓß
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Ŵ

эµ

ß

яµ

͔͖͕͋͏͏V
͖͔͋͒͏͏V
͖͗͋͘͏͏V
͖͗͋͘͏͏V
͐͏͋͘͘͏͏V
͐͑͏͋͗͏͏V
͐͒͑͋͐͏͏V
͓͐͏͕͋͏͏V
͔͓͐͋͏͏͏V
͕͔͕͐͋͏͏V
͖͔͐͋͏͏͏V
͐͗͑͋͏͏͏V
͐͗͋͘͏͏͏V
͕͐͋͐͘͏͏V
͑͏͒͋͐͏͏V
͑͏͖͋͘͏͏V

эµ

͕͕͓͋͑͏V
͕͕͗͋͏͏V
͐͏͐͋͏͘͏V
͔͐͐͒͋͐͏V
͕͐͑͋͒͘͏V
͐͒͗͋͑͘͏V
͔͐͐͋͑͘͏V
͕͕͐͐͋͘͏V
͖͖͐͋͐͏͏V
͐͘͏͓͓͋͏V
͑͏͔͐͋͑͏V
͑͏͋͒͘͏͏V
͖͔͑͐͋͒͏V
͔͔͑͑͋͑͏V
͔͖͑͒͒͋͏V
͓͕͑͐͋͐͏V

юµ

͓͑͋͘͏͏V
͓͒͗͋͏͏V
͓͓͋͗͏͏V
͔͏͓͋͏͏V
͔͕͋͐͏͏V
͕͕͐͋͏͏V
͕͖͓͋͏͏V
͖͐͋͗͏͏V
͖͕͗͋͏͏V
͓͔͗͋͏͏V
͗͋͒͘͏͏V
͑͋͘͘͏͏V
͕͔͋͘͏͏V
͐͏͏͋͐͏͏V
͐͏͖͒͋͏͏V
͐͏͖͋͏͏͏V

͖͑͋͘͏͏V
͒͗͋͘͏͏V
͓͔͓͋͏͏V
͔͐͋͏͏͏V
͔͕͋͗͏͏V
͕͓͑͋͏͏V
͕͗͋͒͏͏V
͖͖͑͋͏͏V
͖͕͋͘͏͏V
͔͕͗͋͏͏V
͘͏͔͋͏͏V
͓͋͐͘͏͏V
͖͋͗͘͏͏V
͐͏͓͐͋͏͏V
͐͏͔͋͏͏͏V
͐͏͔͗͋͏͏V

яµ

͓͕͒͋͐͏V
͓͓͖͓͋͏V
͔͑͋͑͐͏V
͔͕͔͗͋͏V
͕͔͋͒͑͏V
͖͖͕͐͋͏V
͖͔͔͗͋͏V
͕͗͒͋͐͏V
͔͓͐͋͘͏V
͓͓͗͋͘͏V
͐͏͓͋͏͗͏V
͐͏͗͋͑͑͏V
͓͖͐͐͑͋͏V
͕͕͐͐͋͐͏V
͐͑͏͖͔͋͏V
͓͖͐͑͋͗͏V

͕͔͋͏͏VnɅ ͕͕͋͏͏VnɅ ͖͔͋͘͏VnɅ ͒͋͒͏͏VnɅ ͔͒͋͏͏VnɅ ͓͋͏͒͏VnɅ
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͖͖͒͋͏͏V
͕͗͋͏͏͏V
͕͔͋͘͏͏V
͐͏͖͔͋͏͏V
͐͐͗͋͐͏͏V
͐͑͋͒͘͏͏V
͖͕͐͒͋͏͏V
͔͐͏͖͋͏͏V
͕͐͑͋͏͏͏V
͖͐͐͋͑͏͏V
͖͐͗͋͐͏͏V
͔͐͗͋͏͏͏V
͐͐͋͘͘͏͏V
͖͐͗͋͘͏͏V
͑͏͔͋͑͏͏V

͔͏
͔͕͐͏
͕͖͐͏
͖͐͗͏
͗͐͘͏
͐͐͘͏͏
͐͏͐͐͐͏
͐͐͐͐͑͏
͐͑͐͐͒͏
͓͐͒͐͐͏
͓͔͐͐͐͏
͔͕͐͐͐͏
͕͖͐͐͐͏
͖͐͐͐͗͏
͐͗͐͐͘͏
͐͐͑͘͏͏
͑͏͐ϓº
͐͏½ςνώϑ

ʡʄ̈ϐπϾвЂ

ώπΠƦĿύʟŴϓƦϬʖωόαϨºϔƦϓß

ϬʪπόιχξαΡ

Oôɲß Ŵ͓͑͑ϓƌŷɱМвСζʡʄ̈ΰϧϾвЂбюµϑnOςϨº
͓͑͑ л ͑͏͏ ъ ͓͑
͓͑ Ϳ ͐͏ ъ ͍͓͑Ά͒жðŴǧɧλзбббжϯз
͑͏͖͋͘͏͏V ͨ͐͐͑͘͏͏ϓ7̜ŷͩ й ͕͕͋͏͏Vͨ͑͏͐ϓ˪n7̜ŷͩ;͒жϯз ъ ͔͑͑͋͘͏͏V

ƫǟĈ̒7̜ŷ΅

щìˋƦы

ˮĿˊћʻȠȋìĩµRǾǑћȡƎOĿǾǑˊћʮ¢ˊΠʮ¢OǕˊћǳßȭȩȀSˏÁћôÙˊŬ
ťΠʮ¢ЫБДЫЊвЀШаћôÙȍ̀ɆǼŔïћˮĿЫБДЫЊвЀШаћȡƎOĿȍ̀ˊћˊ7̜əìˋÃ
ϿвДЂ͉Ʈ\πϿвДЂ͊
͇*Ùŭ9ƦtδϥϗŔßƦɲζʖβʮ¢țˊжъʮ¢țˊЂЊвЀШазϔνnOύηϜτϭΡ

¸ƒ7̜ŷ
ʡʄ̈ΰϧϾвЂ

ʡʄ̈ϐπϾвЂ

эµ

юµ

яµ

эµ

юµ

яµ

хмхV

цмтV

чмхV

тмтV

тмцV

умуV

ìˋƦϓĈ̒Á̈́

¸ƒ7̜ŷ

Ϋ7̜ŷϓʪɅźǋά

;

Ĉ̒7̜ŷ

жVз ъ

V

Ș˧%ʪĈďϓÁ̈́Ϭ/Ȁπό7̜ŷϬɅ\πόιχξαΡжĈ̒Á̈́ϑϔǗ˔ȳϬϝΠVϬ^ϧřόϜςΡз
ƦĿύʟŴϓƦϬʖωόαϨºϔƦϓÁ̈́ϬʪπόιχξαΡ

7̜ŷ
ʪɅ0

Ĉ̒Á͓͔̈́͋͗͗VϓˮĿˊƦĿζʡʄ̈ΰϧϾвЂΧ͚µΨϑnOςϨº
͖͍͖V ; ͓͔͋͗͗жVз ъ ͔͖͍͕͒͋͒͑V · ͔͒͋͒͒͏VжV)¨řOз
͗

ΫϵИЀШаά țˊɵ˗Jː"7̜
! ˗Jː"7̜Ɔˮ7̜ɍƳΠ˗Jː"7̜˪nƕ̱Πțˊɵǳɍƕ̱ΠyŒÉɍϑ̓ςϨ˪nƕ̱жțˊɵǳɍƕ̱Ȁз  !

Υʙ7̜ɲж7̜ϓìˋώϐϨźзϓɈΦ
ƦĿϑțˊɵώπόĢςϨĜ бĢƦ
ЌІϱПвϓźϬϝϜςΡз
иțˊɵ:ζ7̜ϓìˋώϐϧϜςΡ

жГв

ΫνnOαφχκϨƦϓɈά
ΛƌŷɱМвС
Λˢ˔ɱМвС
ΛʻȠȋìĩµRǾǑ
Λʮ¢OǕˊ
Λʮ¢ЫБДЫЊвЀШа
ΛȡƎOĿȍ̀ˊ

ΛϿвДЂη̈́͆ɲκ*Ù Λǳb̀ˊɱМвС
Λ̀ˊɱМвС
ΛˮĿˊ
ΛȡƎOĿǾǑˊ
Λʮ¢ˊ
ΛǳßȭȩȀSˏÁ
ΛôÙˊŬť
ΛôÙȍ̀ɆǼŔï
ΛˮĿЫБДЫЊвЀШа
Λˊ7̜əìˋÃϿвДЂжƮ\πϿвДЂз

ƒϵИЀШаϓϝϓνnOϔύηϜτϭϓύνǍĲιχξαΡ
Ϋ¸ƒÉɍάώΰϫτόΠƒdďϑνnOιχξαΡ

@



țˊɵжțˊĂбYțˊĂб7AĂбoǿĂзϓźϓƦtжзϓ˳ʖϑ˚ªπόŰζȎǾπφº
ϑΠυϓțˊɵ:ζǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨμώϑϥωόʙϨŦåϬʝJπϜςΡ
жзƦtώϔΠ7AĂoǿĂțˊĂǋϑßϟϦϩφƦtδϥϗˊƦtж˞+ϜφϔɌȫϓ̡åζΰϨμώ
ϑϥϧžĆǾǑϬ¥ϞϓϑŬ̡ζΰϨɲϑìπόʖϫϩϨOǕΠŞǈΠ̽ɀϓˊƦtзϬααϜςΡ

ΫìˋώϐϨŰϓ0ά
Ν϶ЊвЊЬŗOƅϑРЂζΰϧΠĮɲϑ̡åϬˌϫτόπϜωφΡ
ΝňςϨʑϬ̒˹γόπϜαΠĮɲϑ̡åϬˌϫτόπϜωφΡ
ΝşʔϬʖωφ̠ϑʽωόĮɲϓ˞+ϬEϊκόπϜωφΡ

7̜̈ϬδŬńαςϨ ϐºώδŬńαύηϐα
ϐº
ϐϏ

и7̜̈ϓδŬńìˋώϐϨŰζ˚μωφºΠυϓțˊɵϔǋğϓ˗Jː"ϑδαόRǋʖǨɲώπ
όŦå̸ϓ́ ϜφϔṔϓː"ϬˌβºζΰϧϜςζΠμϓ7̜ύϔțˊɵ:ϓĄːkжƒƖˌōς
ϙηː"ϓkϬααϜςΡзϑĩ ρφ̸̈ϓϝϬδŬńαπϜςΡϐδΠȊ̙ΠʳȍĿϜφϔ}ĂζnOξϩ
όαϨ}Ă˗Jː"7̜ϓδŬńìˋώϐϨºϑϔΠ}Ă˗Jː"7̜ζKMπό˼ȀξϩϜςΡ
и̜Ǝ̒

ϑŰζȎʡξϩφºϑεθϧŦåϑìπό7̜̈ϬδŬńαπϜςΡ

Q$!PVdJG^8M
zĶĮ:þĽ

δŬńαϓìˋώϐϨŰ

δŬńαςϨ7̜̈

ΈŦå˗J̈ж˞+˗Jз
țˊƦtϑ˚ªπόȿɲϓ˞+ϑ̡åϬγΠ
ĀcĊ=:ÈĨ
țˊɵ:жʙ7̜ɲзζǋğϓ˗Jː"Ϭ
ĿĪvĨŀ
ˌωφº

ʙåɲϓǅȍ˔бķˇŷб$ƦʝJ˔ ϐϏ

ΉĔˊÀ˔Ȁбʲʭ˔Ȁбʧϡˁ@ϑʠςϨ˔Ȁ ϐϏ

7̜̈ϬδŬńαςϨ ϐºώδŬńαύηϐα
ϐº
жŦ7ЁФГаžƒʃϓiϓņʻζĨʠύςΡз

Õ°¿Ħë

ŰȎǾƅϑ˦˯ϐìĩϬĨʠώςϨϥβϐº

Űǻºϓ7×˔ȀбŰȎǾƅϓˮ8˔Ȁ ϐϏ

ČĊ°¿Ħë

˞+̡åȎǾƅ%ƸϜφϔцžϓO̙зϑδ
αόȨ%ˮĪÎęϐɈϓʡʄ˔ȀϬțˊɵ
ζˌōπφº

˞+Űϓºϓʡʄ̈бʡʄ

͘

JGeQ$!PVd\
щȿɲϘϓŦå˗J́]ы
ʙ7̜ɲжǍпзζΠžƒ°UϑδαόțˊƦtɀϬ˳ʖςϨμώϑϥϧΠϓ˞+ϑ̡åж̡åϑ˚ªςϨƸϬϝϜςΡзζȎǾπφºж
ΧŰΨώααϜςΡзϑδαόΠʙ7̜ɲζǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨμώϑϥωόʙϨŦåϑìπόΠ˗J̈жǅȍ˔Π$ƦʝJΠķˇŷɀзδϥϗ
˔Ȁжʲʭ˔ȀϡĔˊÀ¹̆ϐϏжǍрззϬδŬńαπϜςΡφχπΠп©ϓŰϑϊαόŦå˗J̈ϔ7̸̜̈Ϭ̘ďώπϜςΡŦå˗J̈ϓ̸̈ζ
7̸̜̈Ϭ˛γϨºϓʲʭ˔Ȁɀϔ7̸̜̈ϓŦå˗J̈ϑìςϨkϑϥϧϜςΡ
жǍпзʙ7̜ɲώϔΠțˊĂΠYțˊĂΠ7AĂΠoǿĂϬααϜςΡ
жǍрзŦ7ЁФГаžƒʃϓiϓņʻζĨʠύςΡ
Ν7̜Ǝ̒ ϑŰζȎʡξϩφºϑεθϧŦåϑìπό7̜̈ϬδŬńαπϜςΡΧȎʡΨώϔΠʙ7̜ɲζŰϓȎǾϬƊ`ϑʻˈπφώηжʻ
ˈπģφώηϬϝϜςΡзΠϜφϔʙ7̜ɲϑìπόŦå˗J˃ǂζţ˚ξϩφώηжţ˚ξϩϨδυϩζΰϨώʙ7̜ɲζʻˈπφώηϜφϔʻ
ˈπģφώηϬϝϜςΡзϓασϩεƀαƅǧύϐξϩφϠϓώπϜςΡ
7̜Ǝ̒̑ÐiϓțˊƦtɀϑϠώϋιŰύΰωόϠΠ7̜Ǝ̒ ϑȎʡξϩϩϕΠ7̜̈ϓδŬńìˋώϐϧϜςΡ
ʙ7̜ɲϬϞʟŴϓɲζǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨºϑϔΠʙ7̜ɲ:ϓĄːkжʙ7̜ɲζƒƖˌōςϙηː"ϓkϬααϜ
ςΡзϑĩρφ̸̈ϓϝϬδŬńαπϜςΡ
Ȋ̙ΠʳȍĿϜφϔ}ĂζnOπόαϨ}Ă˗Jː"7̜ϓδŬńìˋϑϐϨºϑϔΠ}Ă˗Jː"7̜ζKMπό˼ȀξϩϜςΡ

ύηϐα ϐº

щ`Ǝìĩ˔Ȁы

țˊƦtɀϓŰζǾρφμώϑϥϧΠʙ7̜ɲζŦåϬˌōςϨδυϩϓΰϨμώϬʙ7̜ɲζȠωφºϑΠʙ7̜ɲζˌōπφϓ˔ȀϬ
δŬńαπϜςΡжȨ%ˮĪÎęϐ˔ȀϑεθϧϜςΡз
жпзŰǻºϓ7×бʬ̋ϑʠςϨ˔Ȁ
жрзŰªбǶǇϓˁƜϑʠςϨ˔Ȁ
жсзŰǻºϓϧǰκϑʠςϨ˔Ȁ
жтзˮ8˔
φχπΠп©ϓŰϑϊη7̸̜̈Ϭ̘ďώπϜςΡ

щʙåɲìĩ˔Ȁы
țˊƦtɀϬ˳ʖςϨμώϑϥϧΠζƸπφϧцž̒ϓO̙ϬʠπφºύΠʝJìˋώϐϨŦåζȎǾςϨδυϩϓΰϨμώϬʙ7̜ɲζ
ȠωφºϑΠʙ7̜ɲζυϓĿ÷ςϨɕɦϓː"ɲϓņ˄ϬģόŬ\πφϓ˔ȀϬδŬńαπϜςΡжȨ%ˮĪÎęϐ̸̈ϑεθϧϜςΡз
жпзʡʄ̈
жрзʡʄ˙O˔Ȁ
φχπΠп©ϓŰϑϊη7̸̜̈Ϭ̘ďώπϜςΡ

JGeQ$!PZR\P\
ϐºώδŬńαύηϐα ϐº
ȘŠύΰϨώ̒ŠύΰϨώϬ¢ϫσΠƲϑŢλϨ˗Jː"ϑϊαόϔ7̜̈ϬδŬńαπϜτϭΡ
Έʙ7̜ɲϓŰĲϑϥωόǾρφ˗Jː"
Ή7AĂoǿĂțˊĂǋϑ˹πόʖωφțˊƦtϑ˚ªςϨ˗Jː"
Ίʙ7̜ɲώăϬριςϨʥżϑìςϨ˗Jː"
ʺηŦϜφϔȰêǣγαϑ˚ªςϨ˗Jː"
Όǳbϐɍßϑϥϧṅξϩφ˗Jː"
ļΠÂ ΠƇsΠ͂ρϤβϜφϔqFˉϑϥωόǾρφ˗Jː"
Ύ´̩Π§ǥΠǐǁΠǏǌϜφϔμϩϦϑ̺(ϓʁǪÂˋϑϥωόǾρφ˗Jː"
Ώʙ7̜ɲϓ/Ȁζʙ7̜ɲϓƦtϑĢ ϑʙωφ˞+ϓ̡åϑϥωόǾρφ˗Jː"

ϐϏ

JGLj$!ILk[HJ&
ΞνnOƅϑțˊɵжʙ7̜ɲзϓʬϔʠύς
ʙ7̜ɲώϐϨźϓɊϬDκόαϨμώζƕ!ώϐϧϜςΡŰȎǾƅϑνţ\αφχιμώζΰϧϜςΡ

Ξ7̸̜̈ɀϓĖƕ!ϔPόϓțˊɵώϠƕ!ώϐϧϜςΡ
ΞпƦĿΰφϧϓĈ̒7̜ŷϔ³ɋπόαϨțˊɵϓŴϑ̓ϫϦσß̸ύςΡ
ж7̜Ǝ̒ пĈз
7̜̈ϬδŬńαςϨ ϐºώδŬńαύηϐα ϐº
7̸̜̈

͐Űΰφϧ

Ǝ̒

˞+˗J

͔͋͏͏͏V

͐I͔͋͏͏͏V

`Ǝìĩ˔Ȁ

͔͑͏V

л

ʙåɲìĩ˔Ȁ

͔V

л

͐͏

Ĉ̒7̜ŷ

͔͐͋͏͒͏V

ΫϵИЀШаά Ĝɵ

Eå7̜

! ƆˮEå7̜Ɔˮ7̜ɍƳΠòƦ ϓϝϓ̜ʝJǳɍ  !

Υʙ7̜ɲж7̜ϓìˋώϐϨźзϓɈΦ

ΫνnOαφχκϨƦϓɈά

ƦɲϓĜ
ςΡз

ΛƌŷɱМвС
Λˢ˔ɱМвС
ΛʻȠȋìĩµRǾǑ
Λʮ¢OǕˊ
Λʮ¢ЫБДЫЊвЀШа
ΛȡƎOĿȍ̀ˊ

бĢƦ

жГвЌІϱПвϓźϬϝϜ

ΛϿвДЂη̈́͆ɲκ*Ù Λǳb̀ˊɱМвС
Λ̀ˊɱМвС
ΛˮĿˊ
ΛȡƎOĿǾǑˊ
Λʮ¢ˊ
ΛǳßȭȩȀSˏÁ
ΛôÙˊŬť
ΛôÙȍ̀ɆǼŔï
ΛˮĿЫБДЫЊвЀШа
Λˊ7̜əìˋÃϿвДЂжƮ\πϿвДЂз

ƒϵИЀШаϓϝϓνnOϔύηϜτϭϓύνǍĲιχξαΡ
Ϋ¸ƒÉɍάώΰϫτόΠƒdďϑνnOιχξαΡ

@



ƦɲϓĜ бĢƦ жГвЌІϱПвϓźϬϝϜςΡзϓźϓɵtĢ
ĬǤεϊBǪϐÃƖϓŰϑϥϨϼϷϬʝJπϜςΡ
щŰ0ы
ΝǘŜ-Ʀ ϑ̝ƺεϦʎπΠ˜Ϭ̓ŊπO̙πφΡ
ΝˁǼ ϑŁϑХϼЍϬˌωόˮ̙πφΡ
ΝνOôɲϬŌηεεγφ̠ϑˡ<πΠɽϬŃŪπˮ̙πφΡ
Νˮw˭ ύˮŰϑΰαιϐϦϩφΡ

δϥϗˮw˭ϓΠ

7̜̈ϬδŬńαςϨ ϐºώδŬńαύηϐα ϐº

JGeQ$!PVd[Q$!PZR\P\
7̜̈ϓȴ̺
Ƹ
7̜̈

7̜̈ϬδŬńαςϨ ϐº
ɵtĢ δϥϗˮw˭ϓŰϑϥϧϼϷϬξϩΠŰϓȎǾϓžεϦυϓžϬϟό
͐͗͏žUϑƸξϩφºΠƸбĠ˾̡å7̸̜̈ϓP̸ϬδŬńαπϜςΡφχπΠς
ύϑĠ˾̡å7̜̈ϬδŬńαπόαϨºϔΠυϓ̸̈ϬþπĖαόδŬńαπϜςΡ
Ƹ7̜̈ϓ̸ъƸбĠ˾̡å7̸̜̈ϓP̸

ɵtĢ δϥϗˮw˭ϓŰϑϥϧϼϷϬξϩΠŰϓȎǾϓžεϦυϓžϬϟό
͐͗͏žUϑĠ˾̡åζǾρφºΠυϓȲďϑĩρόƸбĠ˾̡å7̸̜̈ϓ͓дњ
Ġ˾̡å ͐͏͏дϬδŬńαπϜςΡφχπΠδŬńαςϨĠ˾̡å7̜̈ϓ̸ϔΠ7̜Ǝ̒ϬˮρΠƸ
7̜̈ бĠ˾̡å7̸̜̈Ϭ̘ďώπϜςΡ
Ġ˾̡å7̜̈ϓ̸ъƸбĠ˾̡å7̸̜̈;Ġ˾̡åϓȲďϑĩρφkж͓дњ͐͏͏дз
O̙
7̜̈

E
å
Ѩ
°
U
Ã
ʝ
J
ѩ

ɵtĢ δϥϗˮw˭ϓŰϑϥϧϼϷϬξϩΠO̙ξϩφºΠŰϓȎǾϓžεϦ
υϓžϬϟό͐͗͏žUϓO̙žŴϑìπΠпžϑϊηO̙7̜̈ž̸ϬδŬńαπϜςΡ
O̙7̜̈ϓ̸ъO̙7̜̈ž̸;O̙žŴжŰϓȎǾϓžεϦ͐͗͏žUз
ɵtĢ δϥϗˮw˭ϓŰϑϥϧϼϷϬξϩΠŰϓȎǾϓžεϦυϓžϬϟό
͐͗͏žUϑυϓϼϷϓǅȍϓφϟϑȊ̙ϜφϔʳȍĿϑδαόΠΈϜφϔΉϓασϩ
εϓŁʗϬκφºΠŁʗ7̜̈ϬδŬńαπϜςΡφχπΠпŰϑϊηп©ϓŁʗϑε
θϧϜςΡϐδΠпŰϑ¸ϋιϼϷϑìπόΠO̙ δϥϗÃƖύŁʗϬκφώηϔΠщO
̙ ϑκφŁʗϓºыϓŁʗ7̜̈ϬδŬńαπϜςΡ
ΈQȐ}ȍ7̜dďϑδκϨ}ȯʳȍ¹̆ǧŴʘϑΠŁʗŷϓɅßìˋώπό_ŕξϩό
αϨŁʗжпз
ΉM˲}ȍϑʸęςϨŁʗж͑з
щO̙ ϑκφŁʗϓºы Łʗ7̜̈ϓ̸ъO̙7̜̈ž̸;͐͏ж;з
щÃƖύκφŁʗϓºы Łʗ7̜̈ϓ̸ъO̙7̜̈ž̸;͔ж;з

7̜̈ϬδŬńαύηϐα ϐº
ΈŰĲϜφϔ̇Æϐ˶È
ΉʁƻʖǨΠǵɨʖǨϜφϔ̕ʖǨ
Ίǩ˖ơ˵ˡΠ̄ǀϬăϗφǶĴύ
ϓ˵ˡϜφϔͅʑɀϑϥϧƵĆϐ
˵ˡζύηϐαδυϩζΰϨǶĴ
ύϓ˵ˡ
ɼȉĮΠȉȊϜφϔħȫ¤È
ΌÍÒΠ\ǿΠƀǿϜφϔǓǿ
ÃȯȐŁʗυϓϓ}ȍ[ɩ
ΎļΠÃ°ϓƶmʖ/ΠƇsжЊ
ЮʖǨж͐зϬ̚ηϜςΡзΠƟǮŷ
ǲ˘ɀϑϥϨϠϓ
Ώ´̩Π§ǥϜφϔμϩϦϑϥϨǏǌ
ΐ̵жκαз́ȋ=ɭжαϫϣϨΧϞ
ψβψȋΨзΠɽȌɀύ}ØȐʣ
Ŀʡж͑зϓϐαϠϓ
ΑЕЉϼЬɀϓȏùȀSϬ/ȀςϨ
ùûȏϔϭΠЮЉϺϺЪϱРаϻ͉Ж
ЫвϺЪϱРаϻϬϝϜςΡ͊Πȏ
Ϩ¾ϓ̈́ξζуљϬ˛γϨНЬЇ
ЫаϻΠʆȹƯūɣжɵtώπόū
ɣςϨºϬ̚ηϜςΡзΠБаϻ
ϻЪϱЇвŨ ɀϓ̜ϐ˵sϬ
ʖωόαϨ̒ϓŰ
Βʁs˟ΠsƯʁˡ˟ɀϑϥϨ
ȽŇΠȽΠʃʖжμϩϦϑǟσϨ
ϠϓδϥϗɢɰϬϝϜςΡзϓ̒
ϓŰ
ϐϏ

7̜̈ϬδŬńαςϨ ϐºώδŬńαύηϐα ϐº
Łʗ
7̜̈

ˮ̙
7̜̈

жпзϓŁʗϔìˋώϐϧϜτϭΡ
lE[ǼΠȒɾ^̑ʗΠЋЗЫвЍПаΠ̓Ϝφϔ̓ɇϓ̪ʦʔȐϜφϔġŁȐϐŵ
ĥʗбŵĥ¯ßʗδϥϗŝsʗΠŋƷŁʗ
ж͑зM˲}ȍϑʸęςϨŁʗϔΠǅȍϬȘŠϓȗȐώπόТЂɀϓ¦SϬȀαόĮ́Ϝφ
ϔĨʠ́)ϑ^̚Πũ\ɀϓ[ɩϬŻςϠϓϑεθϧϜςΡ
ж͐зΧЊЮʖǨΨώϔΠůǅȐбȨ%
ɵtĢ δϥϗˮw˭ϓŰϑϥϧϼϷϬξϩΠˮ̙ξϩφºΠŰϓȎǾϓžεϦ
ȐϠπιϔÝŲбīıȐϐ
υϓžϬϟό͐͗͏žUϓˮ̙žŴϑìπΠ͘͏žϬ̘ďώπόΠпžϑϊηˮ̙7̜̈ž̸
ɮб ėϬƌςϨ«+б:Ϝ
ϬδŬńαπϜςΡφχπΠO̙7̜̈ϬδŬńαςϨϙηƎ̒ ϓˮ̙ϑìπόϔΠˮ̙7
φϔμϩώ˱ăςϨϠϓζυ
̜̈ϬδŬńαπϜτϭΡ
ϓ ɮб ėϑ̓πόʖβƇm
ˮ̙7̜̈ϓ̸ъˮ̙7̜̈ž̸;ˮ̙žŴжŰϓȎǾϓžεϦ͐͗͏žUϓ͘͏ž̘ďз
ȐʖǨϬααϜςΡ
жǍ͐зˮ̙ξϩϐαºύΰωόϠΠ̓ŊΠɻʂΠ̭ăŦEɀϓϼϷϬξϩφ́)жɺƛΠɶ̓Πж͑зΧ}ØȐʣĿʡΨώϔΠǼØ
ȐƥƜΠȫɖØȐƥƜΠʀČ
ɸ̓Π̎Ɇ̓ɀзϬ¯ßςϨφϟϑ}ĂϓŔȧϑϥϧϹИЂɀ ϬĆƅʛȞπφώηϔ
ƥƜΠȄGƥƜɀϑϥϧʻϟ
υϓžŴϑϊαόˮ̙πφϠϓώϝϐπϜςΡ
ϦϩϨȇĆĿʡϬααϜςΡ
ϹИЂΠϹИЂЀвАΠϹИЂЀФвЭΠЀвАυϓμϩϦώȲďϑ¯ßςϨμώζ
ύηϨϠϓϬααΠɸ́¯ßăΠɸ̓¯ßăΠɶжϪωз̓¯ßăΠˠĭϾЬЃЉЌΠϿО
вІвɀϔϝϜτϭΡ
жǍ͑зˮ̙7̜̈ϓŬńαϬκϦϩϨƎ̒ ϑŹφϑϓϼϷϬξϩφºύΰωόϠΠ̇
ʟπόˮ̙7̜̈ϬδŬńαπϜτϭΡ

͐͐

JGeQ$!PVd[Q$!PZR\P\jXYRk
Ȁʼ

Ȁʼϓßɮ
Ȋ̙ɀϑδαόʖϫϩϨ}ȍʖǨϓβψΠßϓŻʯ¸ǟϬǝφπφȊ̙ɀζ ǾqFȚϘϓõ\ϑϥϧ
ʖβ̈́ďϐ}ȍŇʗϬααϜςΡìˋώϐϨM˲}ȍϓȴ̺ϑϊαόϔΠ7̜Ǝ̒ ϑÂƈώϐϨμώζΰϧ
ϜςΡʹπιϔ ǾqFȚМвСЛвЁϬνʤιχξαΡ
жͯͺͺͷ͙͎͎ͼͼͼ͍ʹͯͳͼ͍ͮͶ͍ͱͷ͎ͺͶͷͰ͎ͬͫͻͲͽͶͲͻ͎ͰͭͰ͎ͭ͵Ͱ͵ͰͽͶ͎ͲͰͲͪ͵͍ͯͺʹͳз

ΫM˲}ȍά
Ȁ
ʼ
ѥ
Ѥ
ʾ
Ƃ

7̜̈ϬδŬńαςϨ
ϐºώδŬńαύηϐα ϐº
}ĂζĨʠύΰϨώʻϟΠ}ĂζʖβǅȍϬααϜςΡφχπΠʙ7̜ɲζ}ĂύΰϨºϔΠʙ7̜ɲ
Ϋǅȍά

Ãϓ}ĂϑϥϨǅȍϬααϜςΡ

Ϋˮ̙ά

Ȋ̙ϠπιϔʳȍĿϑˮαΠϜφϔĝʳϑϥϧΠǅȍϬκϨμώϬααϜςΡφχπΠǅȍϬ'ϫϐαΠʑjΠ
ʳŸƉΠ}ȍ¦Sɀϓ̳ɀϓφϟϓϠϓϔϝϜτϭΡ

ΫO̙ά

ʁÙɀύϓǅȍζ¬̦ϐφϟΠȊ̙ϜφϔʳȍĿϑOϧΠĆϑ}ĂϓɆǼϑδαόǅȍϑîĪςϨμώϬ
ααϜςΡ

JGL[HJ&
Ξʙ7̜ɲϓʬϔʠύςΡжǟʬĕÉɍз
ʙ7̜ɲώϐϨźϓɊϬDκόαϨμώζƕ!ώϐϧϜςΡŰȎǾƅϑνţ\αφχιμώζΰϧϜςΡ

ΞŻʯϑδκϨĜ бĢƦ жГвЌІϱПвϓźϬϝϜςΡзϓźϓ
ȵFŴзύϓνnOώϐϧϜςΡ

ύΠƊ̈́ȵFŴжзжпžΰφϧϓĒϙ

жзƊ̈́ȵFŴж͐žΰφϧϓĒϙȵFŴзώϔΠ͐ž͑ύwtςϨϥβϐºϔυϓʪŴώϐϧΠƅϑwtςϨƊ̈́ϓŴώϔ
ȇϐϧϜςϓύνǍĲιχξαΡϜφΠƊ̈́ȵFŴж͐žΰφϧϓĒϙȵFŴзζÂƈώϐωφºϑϔŅǼčϜύν˱ɘιχξαΡ
ж7̜Ǝ̒ пĈΠɵƦɏb͚ɏжзΠ«+kĖ͔͈ΠòƦ

ϓϝϓ̜ʝJǳɍЃЉЌз

7̸̜̈

эµ

юµ

яµ

ѐµ

ƸбĠ˾̡å

͕͑͏V

͒͗͏V

͕͏͏V

͔͘͏V

O̙7̜̈ž̸

͑͋͐͏͏V

͒͋͒͏͏V

͔͔͋͏͏V

͋͒͘͏͏V

Łʗ7̜̈

ΞO̙

ϓŁʗ͙O̙7̜̈ž̸ϓ͐͏;

ΞÃƖϓŁʗ͙O̙7̜̈ž̸ϓ͔;

ˮ̙7̜̈ž̸

͐͋͒͏͏V

͑͋͏͏͏V

͒͋͐͏͏V

͔͋͐͏͏V

пΰφϧϓĈ̒7̜ŷ

͔͒͋͑͏V

͔͓͋͒͏V

͓͔͗͋͏V

͖͐͒͋͘͏V

жзʬ7̜ŷϔΠʙ7̜ɲϓɵȴζɵȴɏbэɏжϿвДЂɵƦĢɲΠtɵΠɆǼɵ%ǻº-ƦϑĢξϩϐαź&ΠˁǼΠǘŜ ϓź
ϐϏзϓ7̜ŷύςΡυϓϓɵȴϑʸęςϨźϔΠ7̜ŷζȇϐϨºζΰϧϜςϓύΠŅǼčϜφϔŦ7ЁФГаžƒʃϜύδ
¢αϫτιχξαΡ

´ĲzĶÊ Ă¸
$ΰφϧϓĈ̒7̜ŷжʘз

Ɗ̈́ȵFŴ
V

;

Ĉ̒7̜ŷ


ъ

V

´ĲzĶÊ:w

νnOϓµшяµ
7̜ŷ
ʪɅ0

Ĝ

бĢƦ

P

ϓŴжГвЌбϯЬВϱЌϬϞзъ͓͏

Ɗ̈́ȵFŴж͐ΰφϧϓĒϙȵFŴзъ͔͒
͓͔͗͋͏Vж͐ΰφϧϓĈ̒7̜ŷз;͔͒жƊ̈́ȵFŴзъ͔͖͔͑͋͘͏V

и!"#$Ĉ#"Ƌ#ž̗ϑ7̜Ǝ̒ζ̑ÐςϨνÉɍϑϊαόΠƆˮEå7̜ϓ7̜ŷδϥϗ7̸̜̈ΠʝJUçϓŭßϬʖωόαϜςΡ
ƈŹϑ̠πΠŭßĠϓUçϑόνƢUπϜςϓύΠƒГаЖЭЉЌϬĨσνȥʻιχξαΡ

͐͑

ΫϵИЀШаά :İ¹ǣγα7̜
! Ʀt˶ʽ˗Jː"7̜Ɔˮ7̜ɍƳΠ:İ¹ŅƦɲǳɍƕ̱Π#Ʀİ¹ǣγαō7˪nƕ̱Π/ȀɀǵɨʖǨĥǑō7ϑ̓ςϨ˪nƕ̱  !

Υʬʙ7̜ɲΦ
ƦɲжnO2̶ƉϓnOìˋɲưϑʬˣξϩϨǋ
ж˵¥ +зύςΡρύςΡз

Υʙ7̜ɲж7̜ϓìˋώϐϨźзϓɈΦ

ΫνnOαφχκϨƦϓɈά
ΛƌŷɱМвС
Λǳb̀ˊɱМвС
Λ̀ˊɱМвС

ΞƦɲ
ΞƦɲϓĜ

@

ΛϿвДЂη̈́͆ɲκ*Ù
Λˢ˔ɱМвС

ƒϵИЀШаϓϝϓνnOϔύηϜτϭϓύνǍĲιχξαΡ
Ϋ¸ƒÉɍάώΰϫτόΠƒdďϑνnOιχξαΡ

iJGeQ$!PVd\

:İ¹жПϱЎаВвϬϝϜςΡзζǣγαπφμώΠϜφϔυϓδυϩζȎǾπφºϑΠƦɲδϥϗ
ƦɲϓĜ ϓȑξϜζˌōξϩϨǋğϓŦå˗Jː"ϑϊαό7̜̈ϬδŬńαπϜςΡ
#Ʀİ¹ϓǣγαϠìˋώϐϧϜςΡ

7̜̈ϬδŬńαςϨ ϐºώδŬńαύηϐα ϐº

ΝtäϥϧOôɲİ¹ζOωφГЅϾаζȔϜϩφΡ
Ν˟ʌϦπϑϥϧ:İ¹ζʬˣξϩφƉ̺ζȔϜϩφΡ
Νђѕϓʽū-ϑϥϧ̻âİ¹ζ̔ʤɹϐǶĴώϐϧİ¹ζǓ\πφΡ
Νɵ ϓƵʖǨϑϥϧνOôɲϓ:İ¹ζǓ\πφΡ

Q$!PVdJG^8M[
ÈĨĮ
fĔĦë
ĀcĊ=:ÈĨ
9ĳ1Dč

fĔ°¿Ħë
ßÜzĦë

ϐϏ



ʙ7̜ɲζʙåɲϑŬńβϙηǋğϓŦå˗J̈ϬδŬńαπϜςΡ
ʙ7̜ɲζiϑŦ7ЁФГаžƒʃϓņʻϬģόŬ\πφʲʭ˔ȀΠĔˊÀ¹̆ɀϓ˔Ȁ
ϬδŬńαπϜςΡ
Ŧå˗J˃ǂϑì[ςϨφϟϑΠʙ7̜ɲζŬ\πφŶƉ-ĺ˔ȀϐϏϓ˔Ȁ
ʙ7̜ɲζϑŦå˗J˃ǂύηϨºϑΠυϓƭcϬʖ/ςϨφϟϑŬ\πφ˔Ȁ

ʙ7̜ɲζŦå˗J˃ǂϬκћŦ7ЁФГаžƒʃζĨʠϑĩρόʙ7̜ɲϓϫϧϑʧ
ǄϑκφìĩϬʖβºϑћƦɲ͉ʙ7̜ɲ͊ζŦ7ЁФГаžƒʃϑmςϨφϟϑŬ\
πφ˔ȀϬδŬńαπϜςΡ
ʙ7̜ɲζˇɨϡWȎ̖ƴϑκφϧɕϝϓQʘϐϏϬȗȐώπόΠЊЭДύϓ%ʡϡŹɴϘ
[PGF°¿Ħë ϓċŢˣϬʖβφϟϑŬ\πφ˔Ȁ
бʙåɲϘϓˇɨŶϓ-ĺбˬΠʡʄϓ˙Oбˬϓφϟϑʙ7̜ɲζŬ\πφ˔Ȁ
K^bZ°¿Ħë бʙåɲεϦŦå˗J˃ǂϬκφºϡЋвІϓ̑ȧϡcȀ@ƴϓʠǂϬκφºϑΠυ
ϓìĩϓφϟϑʙ7̜ɲζŬ\πφ˔Ȁ
бʙåϓőÆϬ̖ƴςϨφϟϑʙ7̜ɲζŬ\πφ˔Ȁ
бìĩɃɀϓϾаϿЬЊϰаϻϬκϨφϟϑʙ7̜ɲζŬ\πφ˔Ȁ
gÉ°¿Ħë
бªϓˁƜ˔ȀϡΠʀƅ̤O˔ȀϐϏìĩϓφϟϑʀƅϑŬ\ςϨ˔Ȁ
ʙ7̜ɲζŬ\πφìĩ˔ȀϑϊαόΠϓƦɲϑªζΰϨϥβϐºϑΠυϓƦɲϘŦ
ÈĨĜßĦë å˗J˃ǂϬʖβφϟϑʙ7̜ɲζŬ\ςϨ˔Ȁ

Ħë

7̜̈ϬδŬńαςϨ ϐºώδŬńαύηϐα ϐº
W]`RX_OKQ
Ħë

rÛÀ¤:æ)(
9ĳ1Dč

ÈĨĮ
fĔĦë

ʙåɲϑŬńβϙηǋğϓŦå˗J̈ϬδŬńαπϜςΡ
ʙ7̜ɲζiϑŦ7ЁФГаžƒʃϓņʻϬģόŬ\πφʲʭ˔ȀΠĔˊÀ¹̆ɀϓ˔Ȁ
ϬδŬńαπϜςΡ

#ƦЗЪаЍ3?ϓηŦϬ̖ƴќˢǛςϨφϟϓʝJϬααϜς

JGeQ$!PZR\P\
щRˮшȿɲϘϓŦå˗J́]бЗЪаЍИЮЊϺЌ˔Ȁ́]ы
Έʙ7̜ɲϓŰĲϜφϔϑŦåϬγϨμώϬʡπϐζϦʖωφʖǨϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
Ήǋϑ˹ςϨμώϬʙ7̜ɲζʻˈπϐζϦжʻˈπόαφώaŸύηϨǼȐϐǼȁζΰϨºϬϝϜςΡзʖωφʖǨϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
Ίʙ7̜ɲζ˹ǋϑȮȐϐcȓϬģφʖǨϜφϔ˹ǋϑ5àϬ1ξϩφʖǨϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
˞+ϓ̡åж˞+ϓEåδϥϗȉȊϬααΠμϩϦϑ˚ªςϨĠ˾̡åδϥϗƸϬϝϜςΡзδϥϗɌȫȐʊȌϜφϔˍǲϓǠÈΠŦEΠǃŦΠ
ɐÈδϥϗȔ̦ϐϦϗϑυϩϦϑ˚ªςϨˍǲϓ/ȀɹŦåϑìςϨŦå˗J˃ǂ
Ό`ĈďÉɍ͉͊̑Ðž͉˺ž͊ϥϧiϑʖϫϩφʖǨϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
͉͊ɚɛÉɍÃϓ7̜ÉɍϬααϜςΡ
ˮĆϓƦtϓɈύϐαʖǨϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
Ύʙ7̜ɲώăϬριςϨʥżεϦϓŦå˗J˃ǂ
ΏȘŠύΰϨώ̒ŠύΰϨώϬ¢ϫσΠşȀΠ̤ȀϜφϔʧ̤ϑ̓πόʖϫϩφęʖǨϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
ΐϓʙ7̜ɲεϦϐξϩφŦå˗J˃ǂ
Α:İ¹ϓcȀȗȐжʙ7̜ɲζƒϑˮȠπΠϜφϔQʘςϨ:İ¹ϓcȀϓȗȐзϓ˸ĺϑĨʠϐɈϬ˛γφ:İ¹ϓŅαϑ˚ªς
ϨŦå˗J˃ǂ

7̜̈ϬδŬńαςϨ ϐºώδŬńαύηϐα ϐº

͐͒

JGeQ$!PZR\P\jXYRk
ΒCϧυϓƵϐŁƺϑϥϧģπφ:İ¹ϓŅαϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
ΓϿвВвδϥϗυϓʬĸÓ+ϑʬ̋ξϩφ:İ¹ЋвІКвЂɀϑƌrϐϯϺЃЂd̘ζʯßξϩόαϐαμώϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
Δ:İ¹ϓŅαζǋϑ˹πΠ tÆɿɀϑϥϧƄƵϓxΠɀζϐξϩφºϑΠυϓĠʙ7̜ɲζĨʠεϊ˼ƵϐšɩϬÜςϨϜ
ύϓ̒ϑŹφϑȎǾπφυϓ˹ϑ˚ªςϨ:İ¹ϓǣγαϜφϔυϓδυϩϑϥϨŦå˗J˃ǂ
Εʬʙ7̜ɲϓĜ ϑ̓ςϨ:İ¹ζǣγαπφμώϑϥϨŦå˗J˃ǂ
Ζʙ7̜ɲζƒϑìπό:İ¹ϓcȀȗȐϜφϔυϓÂƈϬˮȠбQʘπϐαμώϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
Ηʙ7̜ɲζȿɲϘ:ЋвІϬţ1πφϧΠυϓŅαϬÑʫπφμώζΠ:İ¹ϓǣγαϑʸęςϨώπόϐξϩφŦå˗J˃ǂ
Θʙ7̜ɲζȿɲεϦ:ЋвІϬţ1ξϩΠυϓŅαϬÑʫξϩφμώζΠ:İ¹ϓǣγαϑʸęςϨώπόϐξϩφŦå˗J˃ǂ
Ι:ЋвІζƵȥύϐαΠϜφϔƊŹϓİ¹ύϐαμώϑϥϧṅξϩφ˗Jː"
ΚÉɍ˹ϑϥϨ˹ɍ̈Ŭńʢßϑϥϧṅξϩφ˗Jː"
ϐϏ

щ#Ʀİ¹ϓǣγαϓŦå˗J́]ы
ΈϺЭЁЉЌ϶вЍȆћĐȆɀζǣγαπћυϩϦϓȆζƵϑ/ȀξϩφμώϑϥωόǾρφɖǙȐŦÈϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
Ήƞ ʘʲʭϑϥϨŦå˗J˃ǂ
Ίʙ7̜ɲζ¡ϜφϔϿвДЂϓˏÁϜφϔţ1Ϭ ŸћɔϜφϔUçÂƈπφμώϑ˚ªςϨŦå˗J˃ǂ
ʙ7̜ɲζqFɲǒ˻Ʀϓ˼Ƶϐ˵¥ϓȥ7ϗǒ˻qFɲϓ7ˊɀϑ̓ςϨǋğ͉ƃ͕͏Ĉǋğȿ͗͗͊ύʢßξϩϨqFɲǒ˻ƦϬʖω
όαϨºϑδαόћǒ˻qFɲζǒ˻MύʖωφʖǨϑ˚ªπόћʙ7̜ɲϑìπόϐξϩφŦå˗J˃ǂ
Όʙ7̜ɲζϑìπό#Ʀİ¹Ϭţ1πћϠπιϔυϓŅαϓṔϜφϔ́ϬÑʫπћϜφϔώϓ̒ύ#Ʀİ¹ϬRcȀπφμώζћ#Ʀ
İ¹ǣγαϑʸęςϨώπόϐξϩφŦå˗J˃ǂ
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ụбşȀ
%$

ʁÿ̂˫ɵ
%#$

ʪ͒͐͏͔͋͑͏!

̤ȀɆǼɀ


͉UʱĒϙʪ!Ŵ͇͊
ʧ̤
%"$

\б̃ɩˡŤ
#$
̤ƴϟ
($

qFƕ!ϓĖλ
&$

˫ɵxÊ
'$

\T Ω

ǾqFȚ¹˷˖ŷжćĺ͑͘Ĉ͕ƋзΪ

ʧ̤ϑ̓ςϨɐ
ƦɥϓįzϑϥϧŵǼʧ̤ξϩφĢƦ ζΠŵǼ¸ǟΠ˽ζǼȐύϐεωφώπόΠwtMύΰϨ#Ʀϑ
ìπόΠ˫ɵĥĄϜύϓƐń˕̈ϬǂϟϨŦå˗J˃ǂϬţ˚πφΡ


0

αρϟбÔζϦτϑ̓ςϨɐ
χωφȃĭĢƦ εϦɧϧ˨πЃϺБЪϬκΠħȐÃEĠЂЌЭЂ̡åжͣͦͥ͝зϬȎȋπΠ˫ɵϬ,Hϐ
ιξϩφώπόΠ%ȨϑìπόŦå˗JϬ˃ǂΡ

\б̃ɩˡŤϑ̓ςϨɐ
˫ɵxÊϬŎπφφϟϑÕ%Ȩϑ\ξτϦϩφμώϑìπΠ\ϓǩrώŦå˗JϬ˃ǂΡ
͖͐

ＭＥＭＯ

18

̇ʠ̱ɀʾƂƉ

ÉɍƧʠϓνʾƂώǍĲ£˚İ¹ϓνʾƂΈ

νnOϑ̠πόǳϑνȥʻαφχηφα̱ϡΠνnOɲϑώωόcȓϑϐϨ̱ɀΠǳϑνǍĲαφχηφα̱ϬʬˣπόαϜςΡνnOϑϐϨi
ϑĨσδʿϝαφχηϜςϥβδ̹απϜςΡ

˗Jː"7̜б țˊɵ˗Jː"7̜б:İ¹ǣγα7̜б̤Ȁĵʖ˗Jː"7̜ϓΰϦϜπжÉɍƧʠϓνʾƂз
Λ¡ϓɕϝшͨ˗Jː"7̜ͩ ˗Jː"7̜Ɔˮ7̜ɍƳϑ˗Jː"7̜˪nƕ̱ΠŻʯĿƌɆǼɲǳɍƕ̱ΠǾǿǲǳɍƕ̱Πʫɲǳɍƕ̱ΠQ
ȓȨ«ǋP°ƌŷɱМвС%˪nƕ̱ɀϬЃЉЌπφϠϓύςΡ
ͨțˊɵ˗Jː"7̜ͩ ˗Jː"7̜Ɔˮ7̜ɍƳϑ˗Jː"7̜˪nƕ̱Πțˊɵǳɍƕ̱ΠyŒÉɍϑ̓ςϨ˪nƕ̱жțˊɵǳɍ
ƕ̱ȀзɀϬЃЉЌπφϠϓύςΡ
ͨ:İ¹ǣγα7̜ͩ Ʀt˶ʽ˗Jː"7̜ƆˮɍƳϑ:İ¹ŅƦɲǳɍƕ̱Π#Ʀİ¹ǣγαō7˪nƕ̱Π/Ȁɀǵɨʖ
ǨĥǑō7ϑ̓ςϨ˪nƕ̱ɀϬЃЉЌπφϠϓύςΡ
̤ͨȀĵʖ˗Jː"7̜ͩ ̤Ȁĵʖ˗Jː"7̜Ɔˮ7̜ɍƳϑГЯвБЪЂТаЌō7ǳɍƕ̱ɀϬЃЉЌπφϠϓύςΡ
Λ7̜Éɍɲ шQȓȨ«ǋP°ƌŷɱМвС%
Λ7̜Ǝ̒
ш͑͏͑͏Ĉ͓ƋпžĠ͓ƅεϦ͐Ĉ̒ώϐϧϜςΡ
ΛȂ˥ɡ^ž ш͑͏͑͏Ĉ͒Ƌ͕͐ž
ΛĖƕ!ж7̸̜̈ɀзΠ7̜ŷΠ7̜ŷń˥źǋɀшƒГаЖЭЉЌϑʬˣπόδϧϜςϓύћνȥʻιχξαΡ
ΞnOìˋɲ шQȓȨ«ǋP°ƌŷɱМвС%ϓ% ϑεθϧϜςΡ
Ξʙ7̜ɲ шͨ˗Jː"7̜ͩ ƦɲΠƦɲϓĜ бĢƦ ΠƦɲϓГвЌІϱПвδϥϗm% жƦɲϓŔȧϓϠώύƌJύǑsςϨźϑε
θϧϜςΡзΠМвСЙЬГв̀ĺȣ9ΠȭȩȀSî̏ș˂ ̀ĺȣ9ϓˆǾжφχπΠȣ9ˆϑ˚ªπόȿɲϑì
πǋğϓ˗Jː"ϬˌōςϨºϑεθϧϜςΡз
ͨțˊɵ˗Jː"7̜ͩ ƦĿϑțˊɵώπόĢςϨĜ бĢƦ
ͨ:İ¹ǣγα7̜ͩ ƦɲΠƦɲϓĜ
ї̤Ȁĵʖ˗Jː"7̜јƦɲΠƦɲϓĜ бĢƦ
ΞδŁɛźǋшʜʘɎΧνnOŁɛηϑϊαόΨϬνʤιχξαΡ Ξ ˭ɻ˫шμϓ7̜εϦɻ˫жʧɍзξϩϨºϔΠŅǼčϜύν˱ɘιχξαΡ
ΞǝƎ˨ϩα̈бÉɍɲ̃ę̈шμϓ7̜ϑϔΠǝƎ˨ϩα̈бÉɍɲ̃ę̈ϔΰϧϜτϭΡ

ʝJϓUçΫ7̜̈ϬδŬńαςϨ

ϐºώδŬńαύηϐα

ϐºά

Λ˗Jː"7̜ш͓ͣњ͖ Λțˊɵ˗Jː"7̜шͣ͘њ͐͏ Λ:İ¹ǣγα7̜шͣ͐͒њ͓͐ Λ̤Ȁĵʖ˗Jː"7̜ш͔ͣ͐њ͖͐

νǍĲ
Ξμϓ7̜ϔ«+ÉɍύΰϧΠϺвЫаϻϵЖϓìˋώϔϐϧϜτϭΡ
ΞνnOϓ̠ϔΠnO2̶ƉϓʬˣUçϑ̒˹αζϐαε~]ϑνȥʻιχξαΡ
Ξ7̜ː"ϔ7̜Ǝ̒ϓ`žϓĠтƅжзϑÐϜϧΠƑžϓĠтƅжзϑɔϫϧϜςΡ
жзnO2̶ƉɀϜφϔЃЉЌξϩϨǳɍƕ̱ϑμϩώȇϐϨƅfζʬˣξϩόαϨºϑϔυϓƅfώϐϧϜςΡ
Ξμϓ7̜Éɍϓ7̜˼Ȁ´¶ϔžƒ°UώϐϧϜςΡ
Ξμϓ7̜ÉɍϑϊαόΠŦå˗J˃ǂζʲʭϑϥϧţ˚ξϩφºΠŦ7ЁФГаžƒʃϔžƒ°UϓʚaĿϑţ˚ξϩφʲʭϑϥϨŦåϓϝϬʝJπϜςΡ
ΞǳϑΠ7̜ŷɅ\¸ȦŴÖώϐϨĈ̒Á̈́ϓ7̜ŷʪɅϑ̓6ςϨ̱ϑϊηϜπόϔΠnO2̶Ɖϓʬˣ̱ζáώȇϐωόαϐαεΠ~]ϑν
ȥʻαφχηΠș˹ζΰϨºϔΠĨσʩƵϡÂƈϬδ̹απϜςΡ
Ξ7̜ÉɍϑνnOαφχι̠ϑϔΠνnOξϩϨźνƒζɫϜφϔʬśιχξαΡ
ΞnOɲʴϔÆ^ϑ7ɆπόιχξαΡϐδΠνnOϓδȂπ˥ϝžεϦ͑εƋϬɖ˶πόϠnOɲʴζõεϐαºϔΠŦ7ЁФГаžƒʃϜφϔŅǼč
Ϝύδ¢αϫτιχξαΡ
Ϝύδ¢αϫτιχξα
ΞƒdďϬɻ˫ξϩϨºϑϔΠŅǼčϜύδȂπ\ιχξαΡŦ7ЁФГаžƒʃϓßϟϨώμϪϑϥϧ7̜ŷϬ˨˿ΠϜφϔƐń7̜ŷϬ˃ǂξτόα
φχιμώζΰϧϜςΡʹπιϔŅǼčϜφϔŦ7ЁФГаžƒʃϜύδ¢αϫτιχξαΡ
ΞĖ7̜%Ȩζɖ¥ȤɝπφºϜφϔĖ7̜%ȨϓƦtϠπιϔˍǿϓǶǇϑǬϦπόƦϓɚɛζ¬̦ώϐϧΠǋϑßϟϨŁɛηϑ¸ϋηÉɍ
ƕ!ϓÂƈζʖϫϩφºϔΠνÉɍƅϑδɍƔπφ7̜̈бʧɍ˨ϩα̈ɀϓδŬńαζßƎ̒ZɗξϩφϧΠ̸̈ζhǛξϩϨμώζΰϧϜςΡ
Ξμϓ7̜ϑϊαόϔΠνÉɍɲζ:ΠðʢƬǋжĖ7̜%Ȩϓɖ¥ȤɝƅϑĆƅ/ȀςϨĢƦ ɀϓŴζ͑͏ύΰϨǋϬααϜςΡзϜφ
ϔПаЀШаɆǼɕжΰϫτόΧ:ɀΨώααϜςΡзύΰϨºϑεθϧΠŦå7̜Éɍɲ7ˊƯƨϓʝJìˋώϐϧϜςΡ
ʝJìˋώϐϨ7̜ÉɍϑϊαόϔΠĖ7̜%Ȩζɖ¥ȤɝπφºϔΠ7̜̈бʧɍ˨ϩα̈ɀϓ͗kϜύжφχπΠȤɝƅεϦсεƋϜύϑȎǾπ
φŰϑϥϨ7̜̈ϔP̸зζʝJξϩϜςΡϐδΠνÉɍɲζ:ɀÃϓ7̜ÉɍύΰωόϠΠυϓʙ7̜ɲύΰϨ:ɀζυϓ7̜ŷϬá˘Ȑϑ
ˌōςϙημώώξϩόαϨϠϓϓβψΠęʸʙ7̜ɲϑεεϨ́]ϑϊαόϔΠʬʝJϓìˋώϐϧϜςΡ
Ŧå7̜Éɍɲ7ˊƯƨϓʹɒϑϊηϜπόϔΠŅǼčϜφϔŦ7ЁФГаžƒʃϜύδ¢αϫτιχξαΡ
Ξá̠ϑνÉɍαφχιδâξϜϓ7̜ŷϑϊηϜπόϔΠnO2̶ƉɀϑόνȥʻιχξαΡ
Ξμϓ7̜Éɍϓ7̜ŷϬßϟϨφϟϑȀαϨ7̜ŷɅ\ϓ¸ȦŴÖϔΠ͑͏͑͏Ĉ͓Ƌ͐žƅǧϓƊÆçß δϥϗƊ˧ϓ%ʪĈďϑδκϨĈ̒Á̈́жǗ˔ȳϬ
ϝϜςΡзώϐωόδϧΠ7̜Ǝ̒ɔƅĠϓȥßɌɅϔΰϧϜτϭΡ7̜ŷɅ\ϓ¸ȦŴÖϑϊηϜπόϔΠƵȥϑνȂαφχηϜςϥβδ̹απϜςΡ
ΞŅǼčϔĖ7̜%ȨώϓÑʫÉɍϑ¸ϋηΠδâξϜεϦϓȠϓ̳Π7̜ÉɍϓɡɗбɆǼƦtɀϓǼƦtϬʖωόδϧϜςΡπφζαϜ
πόΠŅǼčώνɡɗαφχαόƌrϑĺȼπφνÉɍϑϊηϜπόϔΠĖ7̜%ȨώȘŠÉɍξϩφϠϓώϐϧϜςΡ
Λ:İ¹ϓŅαϑϊαό
Ν7̜Éɍɲж«+зϔΠƒÉɍϑ̓ςϨ:İ¹ϬΠŦ7ЁФГаžƒʃϑţ1πϜςΡ
ΝŦ7ЁФГаžƒʃϔΠƒÉɍϑ̓ςϨ:İ¹ϬΠƒÉɍϓøʖΠŦå7̜ɀŦ7ЁФГаžƒʃϓϧŅβ¡бȴϿвДЂϓƢUбţ1Πɀ
ϬʖβφϟϑģбcȀπΠυϓƦtĨʠώςϨɈύΠƦtÑʫMΠW7̜%ȨΠɀжÃ°ϑΰϨƦɲϬϝϜςΡзϑţ1ɀϬʖβºζΰϧϜςΡ
ϜφΠÉɍϓÛßȐϐ˵ȀϬ®ϨφϟϑΠnOɲδϥϗʙ7̜ɲϓ7̜̈˃ǂİ¹ɀϬÉɍɲϑìπόţ1ςϨμώζΰϧϜςΡϐδΠ7A}ȍɀϓЃа
ЀЊϰЗİ¹ж ʠ̃Ķ:İ¹ϬϝϜςΡзϓcȀȗȐϔΠǋɀϑĢαΠƦtϓ˼^ϐ˵¥ϓȥ7υϓĨʠώʻϟϦϩϨɈϑ̘ßπϜςΡ:İ
¹ϓŅαϑ̓ςϨʹɒж°Ã³*ɲϓ:İ¹ϬϝϜςΡзϑϊαόϔŦ7ЁФГаžƒʃQĕϲϳЗϿϱЌжͯͺͺͷ͙͎͎ͼͼͼ͍ͱ͵Ͳ͍ͬͶ͍ͱͷ͎зϬνʤιχξϨ
εΠŅǼčϜφϔŦ7ЁФГаžƒʃϜύδ¢αϫτ̹αϜςΡ
Ȃ˥жnOɲзδϥϗʙ7̜ɲϔΠμϩϦϓ:İ¹ϓŅαϑĲϓβγύνnOιχξαΡ
ΛȠɮtжνnOƅϑδκϨǍĲ̱з
ж͐з7̜ÉɍɲϜφϔʬʙ7̜ɲϓźϑϔΠ7̜Éɍɡɗϓ̠ΠȠ̱ϑϊαόΠŦ7ЁФГаžƒʃϑáϬƵȥϑλόαφχιɮtжȠɮ
tзζΰϧϜςΡжȠ̱шnO2̶Ɖɀδϥϗ÷Ɖ̺ϓʬˣ̱ςϙόз
ж͑з7̜Éɍɡɗϓ̠ΠŰĲϜφϔ̇Æϐ˶ÈϑϥωόáϬλϐεωφºϜφϔáώȇϐϨμώϬλφºϑϔΠ7̜̈ϬδŬńαύηϐαμώ
ϡΠνÉɍζʧ̚ξϩϨμώζΰϧϜςΡ
ΛˮȠɮtжνnOĠϑδκϨǍĲ̱з
ж͐з7̜ÉɍɡɗĠΠȠ̱ϑÂƈζȎǾςϨºΠŅǼčϜφϔŦ7ЁФГаžƒʃϜύνˮȠιχξαΡφχπΠυϓáζϐιϐωφºϔΠ
νˮȠαφχιĨʠϔΰϧϜτϭΡ
nO2̶Ɖɀδϥϗ÷Ɖ̺ϓʬˣ̱ϑÂƈζȎǾςϨºжφχπΠϓ7̜Éɍɀϑ̓ςϨáϬ̚ηϜςΡз

жǍзnO2̶ƉɀϑʬˣξϩφáϓUçϑÂƈϬǾρξτϨáζȎǾπφºύΠυϓáϓȎǾζʬʙ7̜ɲϑªζΰϨºϔΠΰϦερ
ϟŅǼčϜφϔŦ7ЁФГаžƒʃϑνˮȠιχξαΡυϓáϓȎǾζʬʙ7̜ɲϓªύϐαºϔΠυϓáϬȠωφĠΠ˴ǡϐ
ιŅǼčϜφϔŦ7ЁФГаžƒʃϑνˮȠζĨʠώϐϧϜςΡ

͐͘

（2）以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパン日本興亜から
の重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
（3）ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
（4）重大事由による解除等
保険契約者または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た場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解
除されることがあります。

万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部
を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜まで書面（P22「有料老人ホーム賠償責任保険制度 事故通知書」）でご通知ください。
＜1＞事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
＜2＞上記＜1＞について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
＜3＞損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害
者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.～6.のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン日本興亜
の損害の調査に協力をお願いします。
●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。
●示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく損害賠償責任を認め
たり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出してください。
必要となる書類
必要書類の例
保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票
など
① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類
事故(災害)日時・事故(災害)原因および事故状況等が確認でき 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書、メーカーや修理業
② る書類
者などからの原因調査報告書
など
①建物･家財･什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合
修理見積書、写真、領収書、図面(写)､被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約
書、売上高等営業状況を示す帳簿(写)
など
保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範
③ 囲、復旧の程度等が確認できる書類
②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠
償事故の場合
診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書
、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書
など
登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書
など
④ 保険の対象であることが確認できる書類
同意書
など
⑤ 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類
示談書､判決書(写)､調停調書(写)､和解調書(写)､被害者からの領収書､承諾書
⑥ 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類
など
⑦

損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出するための
他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書
資料

など

●損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の
日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合
がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパン日本興亜から直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳
細につきましては取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●ご加入いただく際は、加入依頼書等に記載の内容がお客さまの意向に沿っていることをご確認ください。
■事故が起こった場合
事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。

【窓口：事故サポートセンター】

0120-727-110

（受付時間：２４時間３６５日）

■指定紛争解決機関
損保ジャパン日本興亜は、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。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター
〔ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ〕

０５７０－０２２８０８＜通話料有料＞

受付時間：平日の午前９時１５分～午後５時 （土・日・祝日・年末年始は休業）
詳しくは、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/）
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重要事項等説明書

契約概要のご説明と注意喚起情報のご説明②

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入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を記載しています。ご加入になる前
に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、
ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】

【オプション】役職員傷害保険（普通傷害保険）のあらまし（契約概要のご説明）
■商品の仕組み ：この商品は普通傷害保険普通保険約款に就業中のみの危険補償特約等をセットしたものです。
■保険契約者 ：公益社団法人全国有料老人ホーム協会
■保険期間
：2020年4月1日午後４時から１年間となります。
■申込締切日 ：2020年3月16日
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等 ：このパンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 ：公益社団法人全国有料老人ホーム協会の会員にかぎります。
●被保険者
：事業者の役員・従業員（パートタイマーの方を含みます。）全員。※名簿の備付けが必要となります。
●お手続方法 ：裏表紙「ご加入手続きについて」をご覧ください。
●中途脱退
：この保険から脱退（解約）される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
●満期返れい金・契約者配当金：この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者が、日本国内または国外において、職務従事中および通勤途上の急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といいます。）によりケガ（※）をされた場合に、
保険金をお支払いします。
（※）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、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性
食中毒は含みません。
（注）保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程
が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類

傷
害
国
内
外
補
償

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
職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内 ①故意または重大な過失
死亡 に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
③無資格運転、酒気を帯びた状態で
保険金
の運転 または麻薬等により正常
死亡保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額の全額
な運転ができない おそれがある
職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後 状態での運転
遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支払いします。ただし、 ④脳疾患、疾病または心神喪失
後遺障害 お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
⑤妊娠、出産、早産または流産
保険金
⑥外科的手術その他の医療処置
後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合（4％～100％）
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テ
職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を ロ行為（※1）を除きます。）、核燃料
物質等によるもの
入院 含めて180日以内の入院日数に対し、１日につき入院保険金日額をお支払いします。
⑧地震、噴火またはこれらによる津波
保険金
入院保険金の額＝入院保険金日額×入院日数（事故の発生の日から180日以内）
⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「む
職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内 ちうち症」）、腰痛等で医学的他覚
（※2）のないもの
にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた 所見
場合、手術保険金をお支払いします。ただし、１事故につき１回の手術にかぎります。なお、１事故に基 ⑩ピッケル等の登山用具を使用する
づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、＜入院中に受けた手術の場合＞の手術 山岳登はん、ロッククライミング(フ
リークライミングを含みます。)、登
保険金をお支払いします。
る壁の高さが５ｍを超えるボルダリ
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術（※１）
（※2）
ング、航空機操縦（職務として操縦
②先進医療に該当する手術
手術
する場合を除きます。）、ハンググ
＜入院中に受けた手術の場合＞
手術保険金の額＝入院保険金日額×10（倍）
保険金
ライダー搭乗等の危険な運動を
＜外来で受けた手術の場合＞ 手術保険金の額＝入院保険金日額×5（倍）
行っている間の事故
⑪自動車、原動機付自転車等による競
（※１）以下の手術は対象となりません。
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 技、競争、興行（これらに準ずるもの
および練習を含みます。）の間の事故
復固定術および授動術、抜歯手術
など
（※2）先進医療に該当する手術は、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かぎります。
（※1）「テロ行為」とは、政治的・社会的
もしくは宗教・思想的な主義・主
職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含め
張を有する団体・個人またはこ
て180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、１日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、
れと連帯するものがその主義・
入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
主張に関して行う暴力的行為を
通院保険金の額＝通院保険金日額×通院日数（事故の発生の日から180日以内の90日限度）
いいます。
（注1）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位（脊柱、肋骨、胸骨、 （※2）「医学的他覚所見」とは、理学的
通院
※
長管骨等）を固定するために医師の指示によりギプス等 を常時装着したときはその日数につい
検査、神経学的検査、臨床検査、
保険金
て通院したものとみなします。
画像検査等により認められる異
※ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することが
常所見をいいます。
できるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋（ろっ）骨固定帯、軟性コルセット、サポ
ーター等は含みません。
（注2）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通
院保険金をお支払いしません。

用語の説明
用語
【先進医療】
【治療】
【通院】
【入院】

用語の定義
病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。
対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領
等のためのものは含みません。
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）
１．クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
２．ご加入時における注意事項（告知義務等）
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項（※）について、事実を正確にご回答いただく義務（告知義務）があります。
（※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものをいい、
他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者職業または職務
★他の保険契約等（※）の加入状況
★被保険者の人数
（※）「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保
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。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
※告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないこ
とがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法によ
り被保険者の同意の確認手続きが必要です。
３．ご加入後における留意事項（通知義務等）
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合（新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。）は、ご契約者または被
保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義務（通知義務）があります。
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、
ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が
生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。

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またはそれ以上の危険を有する職業
●被保険者の人数が増加または減少となる場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義務（通知義務）があります。
●ご通知いただいた内容に基づき、保険料を請求または返戻します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除す
ることや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料
が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
〈被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について〉
被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店
または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に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。
〈重大事由による解除等〉
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認め
られた場合などは、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があります。
＜他の身体障害または疾病の影響＞
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして
保険金をお支払いします。
４．責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後４時に始まります。
５．事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店まで書面（P22「有料老人ホーム賠償責任保険制度 事故通知書」）でご通知く
ださい。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、引受保険会社が求めるものを提出してください。
必要となる書類
① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類
②

必要書類の例
保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票
など
傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等
からの原因調査報告書
など
①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故､他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度
および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類
死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費
領収書、診察券（写）、運転免許証（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書類、休業損害
③
証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書
など
②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合
修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等営
業状況を示す帳簿（写）
など
④ 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類
同意書
など
⑤ 損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出する 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書
など
ための書類
（注1）事故の内容またはケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
（注2）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求でき
ることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために必
要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパン日本興亜は確認が必要な事項お
よびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン日本興亜までお問い
合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合
もあります。
損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）（つづき）
６．保険金をお支払いできない主な場合
このパンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください
７．中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退（解約）に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未
経過であった期間（保険期間のうちいまだ過ぎていない期間）の保険料を返れいする場合があります。
（注）ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被
保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払
込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
８．保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条
件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
（１）保険期間が１年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。
（２）保険期間が１年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の９割（注）までが補償されます。
（注）保険期間が５年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
９．個人情報の取扱いについて■個人情報の取扱いについて
○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。
○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等
を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合がありま
す。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等の
センシティブ情報（ 要配慮個人情報を含みます。）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。個
人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト（https://www.sjnk.co.jp/）をご覧く
ださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。
申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえでご加入ください。

【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加
入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
１．保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容（保険金の種類）、セットされる特約 □保険金額
□保険期間（保険のご契約期間） □保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
２．ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の
「職種級別」は正しいですか。
職種級別

職業・職種

A級

下記以外

B級

木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者（高所作業の有無を問いません。）、採鉱・採石作業者、自動車運転者（バス・タ
クシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、農林業作業者

※1オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、モーターボート競争選手
の方等は上表の分類と保険料が異なります。
※2プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）の方等についてはお引き受けできません。
３．お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていま
すので必ずご確認ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパン日本興亜は、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。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター
〔ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ〕 ０５７０－０２２８０８＜通話料有料＞
受付時間：平日の午前９時１５分～午後５時 （土・日・祝日・年末年始は休業）
詳しくは、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/）
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】０１２０－７２７－１１０（受付時間：２４時間３６５日）

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいま
して、取扱代理店とご締結いただいて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になります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト（https://www.sjnk.co.jp/）でご参照ください（ご契約内容が異なっていた
り、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。）。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜ま
でお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者（保険の対象となる方）が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
●加入者証は大切に保管してください。また、２か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご照会ください。
■引受保険会社：裏表紙をご覧ください。
■取扱代理店：裏表紙をご覧ください

お問い合わせ先

23

ƌŷɱМвС˗Jː"7̜dďͤе͚
,*%

Ϋ¸ƒÉɍά˗Jː"7̜ϓ7̜̈ϬδŬńαύηϐα ϐºж'(зϑ}ȍʖǨώΰϨζΠ
ʻßǳßʖǨƦtĢɲζʖβΧφϭϓĖΨδϥϗΧɖɆƝ̀ΨϔƌŷɱМвС˗Jː"
7̜ύʝJϓìˋώϐϨεь

-*%

ƌŷɱМвС˗Jː"7̜ύϔ}ȍʖǨϑ˚ªςϨǋğϓ˗Jː"ϔʝJìˋÃώ
ϐωόδϧϜςΡ
ΧφϭϓĖΨδϥϗΧɖɆƝ̀Ψϔ}ȍʖǨϑʸęπϜςζΠ!"$!Ĉ#Ƌ$žϓΧȨ%ȭȩÀ
ϗˊȭȩÀǋΨϓ́ŭƵϑϥϧΠʻßǳßʖǨƦtĢɲζßϓƕ!ϓϠώϑ
ʖβΧφϭϓĖΨδϥϗΧɖɆƝ̀ΨϑϥϨŦå˗Jː"ϑεθϧʝJϓìˋϑϐϧϜςΡ
ʹɒϔΧˊϿвДЂϓ¸ȖĘzϓφϟϓˊ7̜ǋɀϓ́ϬŭƵςϨǋğΨϬνȥʻ
ιχξαΡ

,*"

ΫϵИЀШаάțˊɵ˗Jː"7̜ϓϝϑnOπφαζɹεь

-*"

ϵИЀШаϓϝϓnOϔύηϜτϭΡ
Ϋ¸ƒÉɍά˗Jː"7̜ϑnOαφχιĨʠζΰϧϜςΡ
ΫϵИЀШаά̤Ȁĵʖ˗Jː"7̜ϔϵИЀШаϓϝϓνnOζɹύςΡ

,*#

пϊϓƦĿжŻʯзύʮ¢ˊƦώôÙˊŬťƦϬʖωόαϨΡμϓºΠƦνώ
ϑ7̜ŷϬʪɅπΠnOςϨĨʠζΰϨεΡ

-*#

пϊϓƦĿжŻʯзύʟŴϓôÙˊϿвДЂϬáŻξϩόαϨºΠƦϓĈ̒Á
̈́ϓʪϬϠώϑ7̜ŷϬɅ\πΠnOαφχιμώζύηϜςΡ
υϓºΠnO2̶ƉϓƦϓȴ̺ưϑϔʸęϓϠϓPόϑЈϳЉϺϬδ̹απϜςΡ

,*(

Źπιʮ¢ˊƦĿϬ̑ʯςϨζΠnO7̜ŷϬʪɅςϨ̠ϑĨʠώϐϨÁ̈́ζϐαΡ
ϏϓϥβϑʪɅςϨϓεΡ

-*(

ƫǟĈ̒7̜ŷύδĖκςϨʮ¢ˊɀϓôÙϿвДЂƦĿϬŹφϑ̑ʯξϩφ
ºΠŹʢ̑ʯƦĿϓʡ˥Á̈́жпĈ̒зϬȂπόαφχηΠ7̜ŷϬʪɅπϜςΡ

,*.

˭nOςϨºϓnOƎ̒б7̜ŷϓʪɅźǋϬȠϧφαΡ
˭nƅϓnOƎ̒ϔ ˭nOžεϦрорпĈтƋпžϜύώϐϧϜςΡ
ϜφΠnOƎ̒ϑĩρφ7̜ŷжƋkʪɅзϬń˥ϝαφχηϜςΡ
ГаЖЭЉЌϑʬˣϓ7̜ŷϔςϙόĈ̒7̜ŷύΰϧΠS+Ȑϐ ˭nO7̜ŷϓʪɅ0ϔ
ϓώδϧύςΡ
щ

-*.

ß

˭nO7̜ŷϓʪɅ0ы
ŴуоϓƌŷɱМвСζ˗Jː"7̜жʡʄ̈ΰϧϾвЂэµзϑnOξϩϨº
˭nOžшророĈчƋпžжƐɖ˶ƋŴшхεƋз

ʪɅĕ ш Ĉ̒7̜ŷуфксооV;хεƋнпрεƋъсркцтпV ! сркцтоV

жпV)Ϭ¨řOπϜςΡз

пžÃύϓ ˭nOϠκόαϜςΡ
nOŁɛηϓЂϼЁЦвЬϡ7̜ŷϑϊαόϔŅǼčϜύδ¢αϫτιχξαΡ

͓͑

ŰζȎǾπφº
˗Jː"7̜бțˊɵ˗Jː"7̜б:İ¹ǣγα7̜б̤Ȁĵʖ˗Jː"7̜
ŰζȎǾπφºϔΠϓìĩϬʖωόιχξαΡ7̜ÉɍɲϜφϔʙ7̜ɲζƵ
ęϐǼȁϐιϓìĩϬʖϫϐεωφºϔΠ7̜̈ϓ́ϬþπĖαόδŬńαςϨº
ζΰϧϜςΡ
͍͐ϓ̱ϬΠ˴ǡϐιŅǼčϜύƉ̫ж͕ͣ͑ΧƌŷɱМвС˗Jː"7̜dď 
ŰˮȠƉΨзύνˮȠιχξαΡ ΫŅǼč͚ͧ͟Ȇш ͏͓͕͖͖͒͌͒͑͌͘͘ά
Űϓìĩϑϊαόν˱ɘπϜςΡ
щ͐ыŰȎǾϓžƅΠºĿΠŰϓǶǇΠʙåɲϓ*Ŀбƾбȱ
щ͑ыʬщ͐ыϑϊαόʴώϐϨɲζΰϨºϔΠυϓɲϓ*ĿδϥϗƾϜφϔȱ
щ͒ыŦå˗Jϓ˃ǂϓUç
͍͑ϑŦå˗Jϓ˃ǂϬςϨμώζύηϨºϔΠυϓƭcϓ7PϜφϔʖ/ϑĨʠϐŁ
ɛϬπόιχξαΡ
͍͒ŦåϓȎǾδϥϗőÆϓ̖ƴϑpϟόιχξαΡ
͓͍Ŧå˗Jϓ˃ǂϬκφºϔΠΰϦερϟŦ7ЁФГаžƒʃϓņʻϬģϐαύΠυϓ
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