
低解約返戻金型無配当終身保険 2018年8月版

住友生命 検 索
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ご検討にあたっては、「ご契約のしおり・約款」「ご提案内容説明書（設計書）」を
必ずご確認ください。詳細は、みずほ銀行までお気軽にご相談ください。

詳細はP18をご覧ください。参照

（＊）詳細は、募集代理店にご確認ください。

●本商品は、みずほ銀行を募集代理店とする住友生命の商品であり、契約の主体はお客さまと住友生命になります。
●みずほ銀行が保険商品の提案を行うにあたり、お客さまとの取引に関する情報（預金・為替取引・融資等の情報）について、お客さまの同意を得たうえで、お客
さまへのコンサルティング上必要な範囲において利用することがあります。

●保険契約のお申し込みと、保険契約の締結に係るお客さまとみずほ銀行との取引が、みずほ銀行におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
●保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先等によっては本商品をお申し込みいただけない場合があります。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金、投資信託、金融債とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません
（預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません）。
●借入金を保険料に充当した場合、解約返戻金額等が借入元利合計金額を下回り、借入金の返済が困難となることがあります。したがって、保険料の借入を前提
として本商品をお申し込みいただくことはできません。

●募集代理店が定める募集指針および相談窓口については募集代理店にご確認ください。
●募集代理店は、お客さまが「銀行等生命保険募集制限先」（＊）に該当するか否かについてご確認させていただき、該当する場合は、原則、保険募集を行いませんのであらかじめご了承ください。
●募集代理店は、お客さまがみずほ銀行に事業性の資金の貸付の申し込みをされている間は、お客さまおよびその密接関係者（お客さまが法人である場合の代
表者、お客さまが代表者である場合の法人）に対して保険商品の募集を行いません。

募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理
権はありません。よって保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して住友生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。

情報提供とアフターサービス
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。

～生命保険契約の金融機関でのお取り扱いにあたって～

年に1回、住友生命からご加入の契約内容の現況や各種手続きに関するご案内、住友生命の事業報告等についてお知らせします。

お客さまご自身で、ご契約後の各種お手続き（住所変更等）やご契約内容の照会ができる「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。

電 話

・満18歳未満の契約者は本サービスをお申し込みいただけません。 ・満20歳未満の契約者は親権者の同意が必要となります。

住友生命のお問い合わせ窓口

郵 送 スミセイ安心だより

【受付時間】月～金曜日：午前9時～午後6時／土曜日：午前9時～午後5時（日曜・祝日・12/31～1/3を除く）

生命保険募集人について

募集代理店（みずほ銀行）からのお知らせ

住友生命のホームページをご確認ください。

0120-506154

詳細

①「契約概要／注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきた
い事項を記載していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を
確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。

②保険金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる
事項が記載された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。

③現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提とした本商品のお申し
込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があ
ることが記載されていますので、必ずご確認ください。

お申し込みにあたって、生命保険募
集人から、右記の点について口頭で
ご説明いたします。

ホームページ http://www.sumitomolife.co.jp住友生命 検  索

この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。

お問い合わせは店頭またはフリーダイヤルへ

受付時間：月曜日～金曜日／9：00～17：00
（12月31日～1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません）



ご職業などについても告知していただきますので、5つの告知項目
にあてはまらない場合でも、ご契約いただけないことがあります。

解約返戻金は、保険料払込期間中は既払込保険料を下
回り、保険料払込期間満了後も既払込保険料を下回る
場合があります。

ライフプランにあわせて、保険料
または保険金額、保険料払込期間、
払込方法を設定していただけます。
・保険料払込期間は5年から、保険料は月5,000円から設定できます。

健康状態に関する告知項目は
５つのみです。

なお、契約年齢・保険料払込期間によっては保険料は5,000円未満で設定可能な場合があります。
参照 詳細は、P9「4 ご契約の諸基準について」をご覧ください。

参照 詳細は、Ｐ10「5 特約のお取り扱いについて」をご覧ください。

・年金支払移行特約を付加することにより、　　　　　　を
年金でお受け取りいただけます。

ご確認
ください

被保険者が死亡されたときに
お支払いするお金のことをいい
ます。

死亡保険金
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接
の原因として、その事故の日から180日以内に住友生命所定の障害
状態となられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。

ご契約を解約された場合などに契約者にお支払いするお金のこと
をいいます。

被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により住友生命所定の高度障
害状態になられたときにお支払いするお金のことをいいます。死亡保険金額と同額を
お支払いします。

高度障害保険金

解約返戻金

保険料払込期間満了後、
終身保障の全部または一部に
かえて、

・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70％としてい　　 ます（点線は、解約返戻金を低く設定しない場合の解約返戻金の推移を表しています）。
・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。
・保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額となります。 ただし、保険料がすべて払込まれている必要があります。
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平準払のしくみ

詳細 詳細は、「告知書」をご確認ください。

詳細 死亡保険金額、高度障害保険金額、解約返戻金額について詳細は、「ご提案内容説明書（設計書）」をご確認ください。

高度障害保 険金をお支払いした場合、死亡保険金は
重複してお支 払いいたしません。

死亡保険　金額
高度障害　保険金額

・
は、

解約返戻金 を一生涯変わ   りません。

保険料払　込免除 と

住友生命所　 定の障害状態に お受け取りいただき、
ご自身で使うこともできます。なられたと 　き

なります。

保険料払込免除解約返戻金

参照 詳細は、P11「7 解約返戻金について」をご覧ください。

■ご契約の諸基準
(＊1)

(＊2)

(＊3)

(＊4)

(＊5)

最低保険金額 300万円 200万円 100万円
【保険料を指定してお申し込みいただく場合】

【告知書扱】

【上記以外】

契約年齢範囲
（＊1）（＊2）

（＊2）（＊4）
（＊5）

（＊3）

終身

15歳～75歳

保険期間

保険料払込期間

保険金建て：万円単位　保険料建て：千円単位取扱単位

月払・年２回払・年１回払・全期前納保険料払込方法
口座振替扱・クレジットカード扱（月払のみ）保険料払込経路

5年～45年

最低保険金額

最高保険金額

・上記の保険金額以上であればお申し込みいただけます。
・ただし、上記の保険金額未満となる場合でも、保険料
払込期間が20年以上かつ下記の保険料以上であれば
お申し込みいただけます。

契約年齢 15歳～49歳 50歳～59歳 60歳～75歳

保険料 5,000円 30,000円 60,000円
保険料払込方法 月払 年2回払 年1回払

最高保険金額 5,000万円 2億円 3億円
15歳～19歳 20歳～24歳 25歳～ 65歳

1億円
66歳～75歳

最高保険金額 1,500万円 1,200万円
15歳～39歳 40歳～75歳

契約年齢は契約日時点
の被保険者の満年齢で
計算します。
経済情勢によってはお
取り扱いできない年
齢、保険料払込期間が
あります。
同一被保険者がすでに
住友生命の商品に加入
済の場合は、記載の金
額までご加入いただけ
ないことがあります。
保険料払込満了年齢を
30歳から80歳までの
各歳で設定していただ
く必要があります。
全期前納とは保険料
払込期間満了時まで
の年１回払保険料を全
期間分前納いただく方
法です。

（＊2）

契約年齢（＊2）

契約年齢（＊2）

保険料払込期間満了契約日

一生涯の
保障

解
約
返
戻
金

保険料払込期間

保険料払込期間満了直後に
解約返戻金が大きく変わります。

死
亡
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険
金

高
度
障
害
保
険
金

＜しくみ図（イメージ）＞
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ご職業などについても告知していただきますので、5つの
告知項目にあてはまらない場合でも、ご契約いただけな
いことがあります。

前
納
保
険
料

1年目1年目 2年目2年目 3年目3年目 4年目4年目 10年目10年目

……

ご契約を解約された場合などに契約者 にお支払
いするお金のことをいいます。
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または死亡保険金額

死亡時等受取額

＋
高度障害保険金額

前納残高等

解約時受取額

＋
解約返戻金額

前納残高等

解約返戻金 は、保険料払込期間中は既払込保険
料を下回り、 保険料払込期間満了後も既払込保険
料を下回る 場合があります。

参照 詳細は、Ｐ10　　  「5 特約のお取り扱いについて」をご覧ください。

・年金支払移行特約　　を付加することにより、　　　　　　を
  年金でお受け取り　　 いただけます。

解約返戻金

保険料をご契約時にまとめて
お払込みいただくこと（前納）が
できます。

健康状態に関する告知項目は
５つのみです。

参照 詳細は、Ｐ9 「4 ご契約の諸基準について」をご覧ください。

詳細 詳細は、「告知書」をご確認ください。

詳細 死亡保険金額、高度障害保険金額、解約返戻金額について詳細は、「ご提案　　 内容説明書（設計書）」をご確認ください。

・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の７０％としています（点線は、解約返 戻金を低く設定しない場合の解約返戻金の推移を表しています）。
・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。
・保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額となります。

＜しくみ図（イメージ）＞

保険料払込期間
保険料払込期間満了契約日

全期前納のし  くみ

●保険料払込期間満了時までの年1回払保険料をご契約
時に全期間分まとめてお払込みいただく方法です。

●保険料（＝前納保険料）は住友生命が積み立て、毎年
の契約応当日が到来するごとに、その年の年1回払保
険料に充当します。

全期前納とは…

全期前納のポイント

まとめてお払込みいただきますので、前納保険料は住
友生命所定の割引率（前納割引率）で割り引かれます
（前納割引率は、金利水準等の状況変化などにより変
わることがあります）。

保険料が割り引かれます。

保険料払込期間満了まで毎年、前納期間に応じて計
算する金額が一般生命保険料控除の対象となります。

一般生命保険料控除の
対象となります。

前納保険料の充当イメージ
（前納期間10年の場合）

ご確認
ください

被保険者が死亡され
たときにお支払いす
るお金のことをいい
ます。

死亡保険金 前納残高等
被保険者が責任開始期以後に発生した
不慮の事故による傷害を直接の原因とし
て、その事故の日から180日以内に住友
生命所定の障害状態となられたとき、以
後の保険料のお払込みを免除します。

保険料払込免除
前納残高とは、前納保険料のうち年１回払保険料に未充当の部分であり、
保険料払込免除の事由に該当した場合やご契約が途中で消滅（死亡・解
約等）した場合、前納残高があれば、死亡保険金または解約返戻金等と
あわせて払戻します。また、１年未満の未経過期間に対応する保険料相
当額がある場合もあわせて払戻します。

解約返戻金
被保険者が責任開始期以後に発生した傷害また
は疾病により住友生命所定の高度障害状態にな
られたときにお支払いするお金のことをいいま
す。死亡保険金額と同額をお支払いします。

高度障害保険金

保険料払    込期間満了後、
終身保障   の全部または一部に
かえて、解   約返戻金 をお受け取り
いただき、   ご自身で使うこともできます。

参照 詳細は、P11「7 解約返戻金に　　 ついて」を
ご覧ください。

保険料払込期間 満了直後に
解約返戻金が大 きく変わります。

高度障害保険金をお支払いした場合、死亡保険金は
重複してお支払いいたしません。

記載の内容は2018年8月現在の税制によりま
す。今後、税制の変更にともない、記載の内容
が変わることがあります。
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参照 詳細は、P18をご覧ください。

ご契約時のお取り扱い

■お払込みいただいた保険料は、「一般生命保険料控除」の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額ま
で所得から控除されます。
■前納した場合、毎年、前納期間に応じて計算する金額が一般生命保険料控除の対象となります。

（＊1）
（＊2）

（＊3）
（＊4）

保険金を受け取った場合のお取り扱い

■死亡保険金を受け取った場合の課税

終身保障の全部または一部にかえて一時金化（解約または減額）した場合のお取り扱い

■契約者が受け取る解約返戻金に対して所得税（一時所得（＊2））＋住民税が課税されます。

■年金受取人死亡時の課税
年金受給権（年金として受け取る権利）が相続税や贈与税の対象となります。

■高度障害保険金を受け取った場合の課税
高度障害保険金は被保険者が保険金受取人となるため全額非課税となります。

■リビング・ニーズ保険金を受け取った場合の課税
・被保険者が受け取るリビング・ニーズ保険金は非課税です。
・保険金の一部をリビング・ニーズ保険金として受け取った場合、リビング・ニーズ保険金を差し引いて残る保険金は、被保険者
死亡時に支払われる死亡保険金となります（「■死亡保険金を受け取った場合の課税」と同様）。
・支払われたリビング・ニーズ保険金が、被保険者死亡時に仮に残っている場合には、相続人に対する相続財産として課税されます。

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 課税の種類
Aさん
Aさん
Aさん

Aさん
Bさん
Bさん

Bさん
Aさん
Cさん

相続税（＊1）

所得税（一時所得（＊2））＋住民税
贈与税

終身保障の全部または一部にかえて年金受取を選択した場合のお取り扱い
死亡保険金の全部または一部の年金受取を選択した場合のお取り扱い（＊3）

■年金受取時の課税（＊4）

死亡保険金には、相続税非課税枠（契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合、法定相続人の数×500万円）があります。
一時所得の課税対象額＝｛（収入〔解約返戻金額または死亡保険金額〕－必要経費〔払込保険料合計額〕）－特別控除｝×1／2
特別控除は他の一時所得と合算して年間50万円までとなります。
死亡保険金の年金受取を選択された際の課税は、契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係や、年金支払特約Ⅰ型の付加時期によって異なります。
契約者と年金受取人が異なる場合、年金受給権（年金として受け取る権利）の評価額に対して贈与税が課されることになります。
年金受取時は、各年の年金収入金額を所得税の「課税部分」と「非課税部分」に振り分け、「課税部分」にのみ所得税・住民税が課されることに
なります。また、雑所得の金額は、「課税部分」の年金収入金額から対応する必要経費（支払保険料）を差し引いた金額となります。

年金種類 年金受取時の課税の種類
所得税（雑所得）＋住民税

年金受取開始後の一時金受取時の課税の種類
確定年金 所得税（一時所得）＋住民税

税務のお取り扱い
記載の内容は2018年8月現在の税制によります。今後、税制の変更にともない、記載の内容が変わる
ことがあります。なお、税務取扱に関してご不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等専門家に
ご相談・ご確認ください。

詳細は、「ご契約のしおり・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。詳細

ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問い合わせ窓口  　　0120-506154

契約概要 
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いた
だきたい事項を記載しています。

　「注意喚起情報」および「ご契約のしおり・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読
みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。

■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。

お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり・約款」に記載しておりま
すのでご確認ください。

1 引受保険会社について

■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社

■ 住　　　　所 本　　社 〒540-8512 大阪市中央区城見1-4-35
東京本社 〒104-8430 東京都中央区築地7-18-24

■ ホームページ

■ 電　　　　話

住友生命 検 索 http://www.sumitomolife.co.jp

詳細
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その他、死亡保険金等をお支払いできない場合については、P16「注意喚起情報9」をご覧ください。

お支払理由 受取人

被保険者

死亡保険金
受取人

死亡保険金

高度障害保険金

保険料払込免除

お支払いする保険金等

参照

その他、死亡保険金等をお支払いできない場合については、「ご契約のしおり・約款」の『死亡保険金などをお
支払いできない場合』をご確認ください。

死亡保険金額、高度障害保険金額について詳細は、「ご提案内容説明書（設計書）」をご確認ください。

参照 本商品のしくみ図（イメージ）については、Ｐ1～4をご覧ください。

・この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の
70%としています。保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額
と同額になります。ただし、保険料がすべて払込まれている必要があります。

・保険料払込期間中の解約返戻金を低くしないお取り扱いはいたしません。

詳細

詳細

2 商品の特徴について 3 保障内容について

■「ふるはーとL」は「低解約返戻金型無配当終身保険」の愛称です。一生涯の死亡保障や将来のための資金をご希望
の方に適した保険です。

■「ふるはーとL」は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定することで、その分低廉な保険料としております（保険
料払込期間中の解約返戻金は、低く設定しない場合の７０％としております）。

被保険者が死亡されたとき、死亡保険金をお支払いし、ご契約は消滅
します。

被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により住友生命所
定の高度障害状態（両眼の視力をまったく永久に失う等）になられたとき、
高度障害保険金をお支払いし、ご契約は消滅します（高度障害保険金をお
支払いした場合、死亡保険金は重複してお支払いいたしません）。

住友生命所定の高度障害状態について、詳細は「ご契約のしお
り・約款」の『普通保険約款の別表』をご確認ください。

詳細

被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、そ
の事故の日から１８０日以内に住友生命所定の障害状態（１上肢を手関節以上で失う等）
となられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。

不慮の事故、住友生命所定の障害状態について、詳細は「ご契約のしおり・約款」
の『普通保険約款の別表』をご確認ください。

詳細

死亡保険金等について、告知義務違反としてご契約が解除となった場合、死亡保険金受取人の故意による場合、
責任開始日または復活日から起算して３年以内の自殺による場合等、お支払いできないことがあります。
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■次の事項についてはお申し込みの際の申込書をご確認ください。
　主契約の保険金額／付加している特約／保険料（金額、払込期間、払込方法）／被保険者の性別・生年月日

15歳～49歳 50歳～59歳 60歳～75歳契約年齢（＊2）

300万円 200万円 100万円最低保険金額

15歳～39歳 40歳～75歳契約年齢（＊2）

1,500万円 1,200万円最高保険金額

月払 年2回払 年１回払保険料払込方法
5,000円 30,000円 60,000円保険料

【保険料を指定してお申し込みいただく場合】
・ 上記の保険金額以上であればお申し込みいただけます。
・ ただし、上記の保険金額未満となる場合でも、保険料払込期間が20年以上かつ下記
の保険料以上であればお申し込みいただけます。

15歳～75歳契約年齢範囲（＊1）（＊2）

保険金建て：万円単位　保険料建て：千円単位取扱単位

月払・年2回払・年1回払・全期前納（＊6）保険料払込方法（＊5）
5年～45年保険料払込期間（＊2）（＊4）

終身保険期間
口座振替扱・クレジットカード扱（＊8）保険料払込経路（＊7）

最低保険金額

告知書扱

上記以外

最高保険金額（＊3）

（＊1）
　

（＊2）

（＊3）

（＊4）

（＊5）
　

（＊6）

（＊7）

（＊8）

契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日
に契約年齢（契約時の満年齢）に1歳ずつ加えて計算されます。

経済情勢等によってはお取り扱いできない年齢、保険料払込期間があります。

同一の被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合は、上記金額までご加入いただけないことがあります。

保険料払込満了年齢を３０歳から８０歳までの各歳で設定していただく必要があります。

保険料の払込方法（回数）が年2回払、年1回払のご契約については、ご契約が途中で消滅（死亡・解約等）した場
合などには、未経過期間に対応する保険料相当額を払戻します。

全期前納とは保険料払込期間満了時までの年１回払保険料を全期間分お払込みいただく方法です。まとめてお払込みい
ただきますので、保険料（＝前納保険料）は住友生命所定の割引率（前納割引率）で割り引かれます。前納保険料は住友生
命所定の利率（前納積立利率）を付して住友生命が積み立て、毎年の契約応当日が到来するごとに、その年の年１回払保
険料に充当します（前納割引率および前納積立利率は、金利水準等の状況変化などにより変わることがあります）。なお、
ご契約後に前納残高（一部または全額）の取崩しはできません。当初の割引率と積立利率との間に差が生じ、返還金があ
る場合には、保険料払込期間満了時に一時金でこの差に相当する金額を返還します。保険料払込免除の事由に該当した
場合やご契約が途中で消滅（死亡・解約等）した場合、前納残高があれば死亡保険金または解約返戻金等とあわせて払
戻します。また、１年未満の未経過期間に対応する保険料相当額がある場合もあわせて払戻します。

第1回保険料は振込みでお払込みいただきます。

クレジットカード扱は月払のみのお取り扱いとなります。

住友生命所定の範囲内でのお取り扱いになります。以下の特約の保険料は必要ありません。

15歳～19歳 20歳～24歳契約年齢（＊2）

5,000万円 2億円
25歳～65歳
3億円最高保険金額

66歳～75歳
1億円

4 ご契約の諸基準について 5 特約のお取り扱いについて

■年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、
年金基金の設定時における計算基礎率（予定利率等）により計算されます。年金基金は保険
金のお支払理由が発生した時に設定し、保険金の全部または一部を充当します。なお、年金
額20万円未満となる場合（今後変更することがあります）、お取り扱いはできません。
■年金支払開始日（第1回年金支払日）は年金基金設定日の翌年の応当日となり、第2回以後
の年金支払日は年金支払開始日の年単位の応当日となります。

■年金種類は確定年金となります。
※契約時、保険期間中、保険金支払事由発生後に付加することができます。

この特約を付加することにより、死亡保険金または高度障害保険金の全部または一部を一
時金にかえて年金としてお受け取りいただけます。

■請求時における被保険者と指定代理請求人の関係が住友生命所定の範囲内であることが必要です。
※契約時、保険期間中に付加することができます。

この特約を付加することにより、被保険者が受取人となる次の保険金などについて、受取人
が請求できない住友生命所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじ
め指定した指定代理請求人が、保険金などを請求することができます。

■年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額
は、年金支払開始時の解約返戻金額等、被保険者の年齢および計算基礎率（予定利率等）に
より計算されます。なお、年金額20万円未満となる場合（今後変更することがあります）、ま
たは被保険者の年齢が住友生命所定の範囲をこえる場合、お取り扱いはできません。
■年金支払移行特約を付加した日を移行日といい、移行日が年金支払開始日（第1回年金支払日）
となります。第2回以後の年金支払日は年金支払開始日の年単位の応当日となります。
■年金種類は確定年金となります。
※保険料払込期間満了後に到来する年単位の契約応当日に付加することができます。

被保険者が生存されている場合にこの特約を付加することにより、将来の終身保障の全部
または一部にかえて、解約返戻金等を原資として年金でお受け取りいただけます。

年金支払特約
 Ⅰ型

リビング・
ニーズ特約

指定代理
請求特約

年金支払
移行特約

・ リビング・ニーズ保険金　・ 高度障害保険金
・ 保険料払込免除（契約者と被保険者が同一人である場合）　

この特約を付加することにより、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるときに、死亡保険金
を前払請求することができます。お支払金額（リビング・ニーズ保険金）は、死亡保険金額の範囲
内で指定していただいたご請求額（ただし、3,000万円（＊）を限度とします）から、対応する6ヵ月
分の利息および保険料相当額を差し引いた金額となり、1回に限り被保険者にお支払いします。
（＊）この限度額は、将来変更することがあります。
■リビング・ニーズ特約は、住友生命の契約を通算して被保険者1人につき1件のみ付加できます。
※契約時、保険期間中に付加することができます。

ふるはーとL

年金の受け取り方法について詳細は、「ご契約のしおり・約款」の『特徴としくみ』をご
確認ください。

詳細

年金の受け取り方法について詳細は、「ご契約のしおり・約款」の『特徴としくみ』をご
確認ください。

詳細
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■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、第1回保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険
契約上の保障が開始（責任開始）されます。年2回払・年1回払（全期前納を含む）の契約は責任開始日が契約日とな
りますが、月払のご契約の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。

■契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算し、保険料は契約年齢をもとに計算します。

■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払戻されるお金のことをいいます。この保険は、ご契約
時に将来の解約返戻金額が定まります。

■この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70％とし
ています。保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金額を低く設定しない場合の金額と同額になりま
す。ただし、保険料がすべて払込まれている必要があります。

■保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。

■ご契約によっては、保険料払込期間の途中で払込保険料累計額が死亡保険金額等を上回る場合があります。

■この保険は剰余金の分配のない保険契約であるため配当金はありません。また、相互会社の「社員」としての権利
（総代選出にあたっての信任投票権、総代会の招集を請求する権利など）はありません。

解約返戻金額については、「ご提案内容説明書（設計書）」をご確認ください。詳細

■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載しています。
「契約概要」および「ご契約のしおり・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、
内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。

■特に保険金などをお支払いできない場合（P16 　）など、お客さまにとって不利益
となることが記載された部分については必ずご確認ください。

■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申し込み
を検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ず
ご確認ください。（P14 　）

❶申し込みの取消しは、書面の発信時（郵便の消印日付）に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付し
てください。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻します。

❷なお、住友生命が指定した医師による診査後や、申込者・契約者が法人（会社等）の場合などは、申し込みの取消しはできません。

注意喚起情報

申し込み時（クーリング・オフ制度）

申込日または本書面の交付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、書面により
申し込みの取消し（クーリング・オフ）ができます。

1

9

6

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日～

申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日

クーリング・オフ可能期間

住友生命本社のあて先 〒540-8512 大阪市中央区城見１丁目４番３５号 住友生命 代理店契約室

クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のしおり・約款」の『特にご確認いただきたい重要事項』をご
確認ください。

詳細

・「申し込みの取消し」とは、ここでは「申し込みの撤回」および「契約の解除」のことをいいます。

6 配当金について

7 解約返戻金について

8 保険料の計算基準日について

■生命保険は預貯金等とは異なり、お払込みいただいた保険料の一部が給付金・保険金・年金等のお支払い、ご契約
の締結や維持に必要な費用などにあてられます。これらの費用は、保険種類・契約年齢・性別・経過年数などによっ
て異なるため一律の算出方法を記載することができません。

9 ご負担いただく費用について
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❶契約者や被保険者には、健康状態などについて正しく告知する義務があります。
　告知書に記入したことと、住友生命指定の医師に口頭で伝えたことが告知となります。

❷募集代理店の担当者(生命保険募集人)・生命保険面接士には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけでは
告知したことにはなりません。

❸故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、契約を解除す
ることがあります（告知義務違反による解除）。

❹契約を解除した場合には、たとえ保険金などの支払理由が発生していても、お支払いできないことがあります。

　また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取
消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。

申し込み時（告知）

過去の傷病歴（傷病名・治療期間など）、
現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、
住友生命がおたずねすることについて
ありのままを正しくお知らせ（告知）ください。

傷病歴などがある場合でも、契約の引受けができることがあります。その際、所定の診査や追加の告知などが必要とな
ることがあります。なお、契約をお断りすることもあります。

申し込み時（診査や追加の告知）

告知義務違反について詳細は、「ご契約のしおり・約款」の『健康状態・職業などの告知』をご確認ください。詳細

2

募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申し込みを承諾す
る権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申し込みを承諾した時に成立します。

保障の開始（責任開始）例

申し込み 第1回保険料の払込み 承諾

責任開始

告知

申し込み時（保障の開始）

住友生命が契約の申し込みを承諾した場合には、
第１回保険料の払込みおよび告知がともに
完了した時から契約上の保障を開始（責任開始）します。

5

傷病歴などがある場合は、所定の診査や追加の
詳しい告知などが必要となることがあります。

3

❶住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、保険金などの請求内容等
の確認のために訪問することがあります。

❷契約の際（申し込み時や診査の時）に、運転免許証やパスポート等で、ご本人であることを確認します。

申し込み時・請求時（確認訪問）

申込内容などの確認のために訪問することがあります。4

❶現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。

❷一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。

❸本商品（新たな契約）の申し込みについては、健康状態などを告知する義務があります。
　そのため、健康状態などによっては、契約をお断りすることがあります。
　また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。

❹現在の契約と本商品（新たな契約）の予定利率等は異なることがあります。
　なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。

契約が解除または取消しとなる場合について詳細は、P13「注意喚起情報 2」をご覧ください。参照

申し込み時（現在の契約を解約・減額して申し込む場合）

現在の契約を解約・減額して、
本商品（新たな契約）の申し込みを検討している場合は、
契約者にとって不利益となる点をご確認ください。

6
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契約後（保険料の払込みがない場合）

猶予期間内に保険料の払込みがない場合、
契約の効力がなくなることがあります。（失効）
失効した場合でも、失効後３年以内であれば、
契約の復活を請求できます。

7

❶払込保険料は預金とは異なり、一部は保険金などのお支払いや生命保険事業の運営にあてるため、契約を途中で解
約すると、解約返戻金額は、多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額になります。

❷保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、低く設定しない場合（＊）の７０％としています。保険料払込期
間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額になります。ただし、保険料がすべて
払込まれている必要があります。
　（＊）保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しない取り扱いはできません。

❸解約返戻金は、保険の種類・契約の年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特に契約して短期間で解約
すると、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

❹死亡保険金額の減額を行った場合は、解約返戻金をお支払いしますが、解約返戻金額は既払込保険料を下回ることがあります。

契約後（解約と解約返戻金）

この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を
低く設定しています。

8

解約返戻金について詳細は、「ご提案内容説明書（設計書）」をご確認ください。詳細

❶保険料は保険料払込期月中にお払込みください。保険料払込期月中に払込みのご都合がつかない場合のために、
保険料払込みの猶予期間があります。

❷猶予期間内に払込みがないと、契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなり（失効）、保険金などのお支払い
ができなくなります。

　ただし、払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、あらかじめ反対（保険料の立替えを希望しない旨）の申し出
がない限り、解約返戻金の所定の範囲内で住友生命が自動的に保険料の立替えをします。この場合、立替金には所
定の利率で利息がかかります。（複利計算）

❸保険料の立替えまたは契約者貸付を受けられた場合で、立替金および貸付金の元利合計額が解約返戻金額をこえ
るときは、その旨を契約者に通知しますので、住友生命所定の金額をお払込みください。払込みがない場合、住友
生命の定める期間を経過した後に契約の効力がなくなり（失効）、保険金などのお支払いができなくなります。

❹失効した場合でも、失効後３年以内であれば、契約の復活を請求できます。ただし、健康状態などによっては復活を
お断りすることがあります。また、復活時には延滞した保険料の払込みが必要です。

復活の手続き、責任開始期などについて詳細は、「ご契約のしおり・約款」の『失効（ご契約の効力がなくなる
場合）について』をご確認ください。

詳細

❶責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合（高度障害保険金、保険料払込免除の場合）
　（ただし、原因となった「疾病」について正確かつ十分な告知が行われているとき、または病院の受診歴などがなく発
病した認識や自覚がなかったときなどはお支払いします。お客さま自身で判断せず、必ず住友生命のお問い合わせ窓
口までご連絡のうえ、ご確認ください。なお、責任開始期前の「傷害」を原因とする場合は告知の有無に関わらずお支
払いできません。）

❷告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合

❸保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡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ときなどの重大事由により契約が解除された場合

❹保険料の払込みがなく、契約が失効した場合

❺詐欺により契約が取り消された場合や、保険金などの不法取得目的があって契約が無効になった場合
　（なお、すでに払込まれた保険料は払戻しません。）

❻保険金などの免責事由に該当した場合
　（例：責任開始日または復活日から起算して３年以内の自殺によるとき、受取人などの故意または重大な過失による
ときなど）　

請求時（お支払いできない例）

保険金などの支払理由が発生しても、
お支払いできない場合があります。

9

保険金などをお支払いできない場合の例

❶請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありますので、
不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問い合わせ窓口まで必ずご連絡くだ
さい。
　（連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。）

❷手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は
必ずご連絡ください。

請求時（手続きとお願い）

お客さまからの請求に応じて、保険金などをお支払いします。
支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が
あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問い合わせ窓口まで必ずご連絡ください。

10

お支払理由、ご請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のしおり・約款」の『主契約について』『死亡保険金・
介護保険金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。

詳細
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❶住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。

❷この保険は剰余金の分配がないため、この保険のみの契約者には「社員」としての権利がありません（総代選出にあ
たっての信任投票権、総代会の招集を請求する権利などはありません）。

諸制度（相互会社制度）

この保険の契約者には
相互会社の社員としての権利はありません。

12

❶指定代理請求人は保険金などの請求時において所定の範囲内であることが必要です。

❷保険金などの円滑な請求のためにも、契約者から指定代理請求人に、事前に契約内容などをご説明ください。

請求時（指定代理請求制度）

❶生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあり
ます。

❷住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、
保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、年金額、給付金額などが削減されるこ
とがあります。

諸制度（経営破綻時などの取り扱い）

生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。

13

❶この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。

❷一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール･FAXは不可)・来訪により生命保険に
関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けて
います。

❸生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として１ヵ月を経過
しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談
所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。

生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」（公益財団法人生命保険文化
センター作成）を参考としてご一読ください。ホームページ（http://www.jili.or.jp/）でご覧いただくか、または住友
生命のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。

相談・照会・苦情の連絡先

生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、
住友生命のお問い合わせ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。

14

0120-506154住友生命のお問い合わせ窓口

ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/

ご契約後のお手続きは住友生命が行います。

〈受付時間〉月～金曜日…午前９時～午後６時/土曜日…午前９時～午後５時（日曜・祝日・12/31～1/3を除く）

指定代理請求人の所定の範囲について詳細は、「ご契約のしおり・約款」の『特約について』をご確認ください。詳細

被保険者が受取人となる保険金などについて、
受取人が請求できない場合、受取人に代わってあらかじめ指定した
指定代理請求人が保険金などを請求することができます。

11

●●契約内容に関するご照会　　　　　●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内（＊）　　　　　　 　等
（＊）住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者ご本人さまがお電話ください。

主なサービス内容

18

注
意
喚
起
情
報

17

注
意
喚
起
情
報



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


