●サービスのご案内「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！
※サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
※サービスのご利用にあたっては、
グループ会社・提携会社の担当者が、
「お名前」
「ご連絡先」
「団体名」
等を確認させていただきますのでご了承願います。
〈メディカルアシスト〉

〈デイリーサポート〉

お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
急なからだの
トラブルに
見舞われたら

緊急医療相談

介護・法律・税務に関するお電話でのご相談や暮らし
のインフォメーション等、役立つ情報をご提供します。

24時間365日、
最寄の病院への
ご案内は

国内の転院や患者の
移送に関する
コーディネイトは

医療機関案内

転院・
患者移送手配＊2

より詳しく専門的な
相談の場合は

ご家族やご自身の
がんに関する相談は

予約制専門医相談

がん専用相談窓口

介護関連サービス

生活支援サービス

・電話介護相談（介護保険制度や
ケアプランにつ いてのご 相 談
等、介護全般に関わるご相談）
・インターネット介護情報サービス
「介護情報ネットワーク」
http://www.kaigonw.ne.jp/

法律・税務相談
社会保険に関する相談＊2
暮らしの情報提供

＊1 弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があ
ります。
＊2 社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日か
かる場合があります。

【受付時間】いずれも土日祝日、年末年始を除く
● 電話介護相談…………………………………… 9：00〜17：00
● 法律相談………………………………………… 9：00〜17：00
● 税務相談………………………………………

14：00〜16：00
● 社会保険に関する相談 ………………………… 9：00〜17：00
● 暮らしの情報提供 …………………………… 10：00〜16：00

携帯電話・自動車電話・
ＰＨＳ・衛星電話からも
ご利用いただけます。

24時間
365日受付＊1

＊1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です
（予約受付は、24時間365日）
。
＊2 実際の転院移送
費用は、
このサービスの対象外です。※ご契約者、
ご加入者および保険の対象となる方
（いずれも
法人は除きます。）
と、そのご親族
（以下
「相談対象者」
といいます。）
からの直接の相談に限ります。
（親族とは：配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族）

ご注意
ください

＊1

携帯電話・自動車電話・ＰＨＳ・衛星電話
からもご利用いただけます。

さいたま市
PTA協議会
推薦!

平成29年度新規募集用

さいたま市PTA協議会加入校の児童・生徒の保護者の皆様へ

「児童・生徒ワイド補償制度」
＊

30％ （団体総合生活保険）のご案内
損害率に
よる割引 25％
団体割引

大切なお子様のご入学・ご進学おめでとうございます。皆様には日頃からＰＴＡ活動へのご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。
「児童・生徒ワイド補償制度」
はお子様の健やかな成長を願う保護者の皆様に
「日常生活における様々なけが」
「万が一加害者となってしまった場合の賠償責任」
等に対する補償を、団体割引等適用により割安な保険料でご提供できる
制度です。是非ご加入いただきますよう、
ご案内申し上げます。
さいたま市ＰＴＡ協議会 会長 青羽 章仁

適用

万一、事故を起こした場合、親の責任は免れません
！
お子さまの
事故

事故後の
示談交渉

● 保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、
かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。● 一部の地域ではご利用いただけないサー
ビスもあります。● 各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。● メディカルアシストおよびデイリーサポートのご相
談の対象は、相談対象者に日本国内で発生した身の回りの事象
（事業活動等を除きます）
とします。● メディカルアシストは医療行為を行うものではありませ
ん。また、
ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。

●ご加入内容に関する大切なお知らせ

この保険契約はさいたま市PTA協議会を契約者とし、
さいたま市立の小・中・高等学校・市内の特別支援学校および埼大附属小・中学校・特別支援学校に在籍
中の児童・生徒を被保険者とする団体総合生活保険の団体契約です。
したがいまして、保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてさい
たま市PTA協議会が有します。

最高

●お問い合わせ先
制度の内容確認・変更の手続き・契約に関するご相談 他
取扱幹事
代理店

株式会社 東海日動パートナーズEAST

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3

お問い
合わせ先

受付時間：月〜金
AM9時〜PM6時
（除）
祝日・祭日

事故の受付・事故のご相談・保険金のご請求 他
事故対応
窓口

東京海上日動火災保険株式会社

安心110番（24時間・365日対応）

事故受付
専用

お電話の際は、
「さいたま市PTA協議会のワイド補償保険」に加入している ことをお伝えください。
＜引受保険会社＞

東京海上日動火災保険株式会社

申込
締切日

（国内）

示談交渉サービス

賠償責任補償は

＜お手続きの方法＞

昨年より追加！

も

24時間無料の医療相談サービスも！
〈メディカルアシスト〉

詳しくはパンフレット中面をご覧ください ▶▶▶

同封の｢加入依頼書
（兼口座振替依頼書）
｣を申込締切日までに返信用封筒でご返送ください。

4月20日（木）
平成29年

（消印有効）

掛金振替日

7月27日（木）

平成29年

※

保険期間 : 平成29年5月1日午後4時〜平成30年5月1日午後4時

※掛金は上記振替日に加入依頼書にてご指定いただいた口座より振替いたします。万が一引き落とし不能の場合にはご通知いたしますので、8月31日までに掛金をお支払いただくようお
願いいたします。期日までにお支払いいただけない場合は、
８月３１日付でご契約は解除となり、保険始期に遡り事故に概して保険金をお支払いできません。既に保険金をお支払いして
いる場合は、当該保険金相当額を返金していただくこととなりますのでご注意ください。

昨年度までに当制度にご加入いただいている皆様へ

担当支社：埼玉中央支店新都心支社

〒330-9515 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 TEL048-650-8378
※共同保険会社につきましては、取扱い代理店にお問い合わせください。

安心の

１億円！

本団体契約では自動更新方式を採用しております。来年度以降の更新につきましては、
ご加入者の方からのお申し出または保険会社からの更新謝絶の連絡
がない方に限り、契約者であるさいたま市PTA協議会は
「自動更新のご案内」
に記載の掛金
（保険料等）
・改定後の補償内容にて保険会社に保険契約を申し
込みます。
（本内容をご了承いただける方につきましては来年度において特段の更新手続きは不要です）
。ただし、保険商品の改定や保険料・保険金額の変
更が生じる場合もございますので、来年度以降にご案内する
「自動更新のご案内」
の内容をよくご確認ください。
（注）
来年度中学校・高等学校に進学される方は進学されました学校にて、来年度改めて加入手続きが必要となります。

重要

別途
「自動更新のご案内」
を差し上げますので、そちらをご覧ください。
ご案内の内容に変更がない場合は自動更新されますのでお手続きは不要です。
今回更新いただく内容は損害率による割引が拡大いたしましたので各補償プランの死亡・
後遺障害保険金額の引き上げを行っております。また補償内容の主な改定点は
「自動更新
のご案内」
の通りとなりますので、今年度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。

注意

昨年度加入された方でも、本年3月にさいたま市立の小学校・中学
校を卒業される方は、加入時に在籍していた学校の卒業日の属する
年の5月1日午後4時までが補償期間となり、自動継続されません。
4月よりさいたま市立の中学校・高等学校に進学される方で、継
続を希望される方におかれましては新たに加入手続きをお願い
致します。

ご加入内容をご確認ください ご加入いただく前に保険商品がご希望に合致した内容となっていることを再度ご確認ください。加入依頼書の記載事項等につきましては、
重要事項説明書に添付の
「ご加入内容確認事項
（意向確認事項）
」
にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。

16-Ｔ19953

2016年12月作成

さいたま市PTA協議会

この契約はさいたま市PTA協議会を契約者とする団体契約です。
www.saitama-city-pta.jp

＊
「児童・生徒ワイド補償制度」
は団体割引等の適用により割安な保険料で、
かつ各種特約を付帯することにより幅広い補償を提供=
「ワイド」
補償制度、
と表現しております。

さいたま市の児童・生徒は

事故のリスク が少なくありません！
さいたま市は、自転車事故が多く、昨年度はついにワースト３に。塾やお稽古事、運動クラブなどに急ぐあまり、
歩行者とぶつかってしまうケースがあり、お子様をリスクから守る必要があります。

□ さいたま市の
✓

事故が多い国道は？
さいたま市で
事故が一番多い国道は、

１７号なんです！

（平成27年 埼玉県警HPより）

25％

15％
10％
5%
0％

小・中学生の死傷者数は？

中学生

451人
447人

16号

全国
ワースト
3位！

（平成27年 埼玉県警HPより）

254号

463号

17号

□ 高学年になるほどケガ・死亡の
✓
リスクが高まります！

埼玉県内の
中学生以下の
交通事故による
ケガ・死亡率は

中学生が
１位！

【学齢層別死傷者数の割合】

幼児 380人
（13.8％）

中学生

684人！

（26.3％）
小4〜小6
579人
（22.2％）

総数

2,605人
（1人）

（平成２7年 埼玉県警HPより）

もし、
こどもが事故を起こしたら…

園児 364人
（14.0％）
小１〜小３
618人
（23.7％）

自分の子どもが
被害者にも加害者にも
なるかも
しれないのね！

当事者同士の示談交渉が必要となります。

事故が発生した際、当事者同士で示談交渉を行い、賠償金額の決定と
その支払いについて取り決めます。慣れない交渉は、加害者にとっては大きな負担となります。

示談交渉と聞いても…

相手と何を
どう話したらいいか
わからない…

こどもが相手に大ケガをさせてしまったら！
？
賠償責任補償

休み時間中、ふざけて投げた
スリッパがクラスメートの
眼にあたり失明。

学校の正面玄関前で傘を使って
素振りをしていたところ、柄の部分が
抜けて大型ガラスを割ってしまう。

自転車で通行中
通行人と衝突、
長期入院後死亡。

石投げをして遊んでおり、
車のフロントガラスを破損。

約3,500万円

20％

□ 埼玉県の自転車事故による
✓
小学生

■負傷者 ■死傷者

【国道別事故発生率の割合】

保険金支払事例

法律のこと
なんか全く
わからない…

仕事もしなくちゃ
いけないのに
身体はもつの…？

169,000円

約2,000万円

67,000円

部活や授業中に子供自身が大ケガをしてしまったら！
？
傷害補償

サッカーで
相手と激しく
接触し鎖骨を
骨折、通院。

跳び箱で
腕から転落し
骨折、通院。
支払額

54,000円
TSPプランの場合
通院１日3,000円×１８日

支払額

賠償事故を解決まで、保険のプロがしっかりサポート！

示談交渉サービスが昨年より追加されました！
詳しくは3ページをご覧ください。▶▶▶

日常
生活中

自転車でトラックと
衝突、全身打撲で
入院･手術･通院。
支払額

階段から転倒し
足を骨折し、
入院･通院。
支払額

36,000円 380,000円 95,000円

TSPプランの場合
通院１日3,000円×１２日

TSPプランの場合
入院中の手術5,000円×10＝50,000円
入院１日5,000円×30日＝150,000円
通院１日3,000円×60日＝180,000円

TSPプランの場合
入院１日5,000円×10日＝50,000円
通院１日3,000円×15日＝45,000円

扶養者である親に万が一の事があったら！
？
育英費用補償

父親が交通事故で死亡する。

そこで！

交通
事故

課外
活動中

授業中

200万円

父親がケガにより重度後遺障害となる。

（TAプランの場合）

200万円

（TAプランの場合）

上記は当社が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。
また、支払金額についても上記金額が定額として支払われるものではありません。

事故の加害者になった場合を考え、
高額な賠償責任に対する備えが必要です！

団体割引適用で、しかも
●

団体割引

1

30 %

●

損害率による割引

25 %

（＊）

が適用されます

＊損害率による割引は、天災補償部分の保険料には適用されません。

加入対象者は、さいたま市立の小・中・高等学校・市内の特別支援学校および埼大附属小・中学校・特別支援学校に
在籍中の児童・生徒となります。

を補償します！
！
賠償責任を補償します

ポイント

相手への
相手への

賠償
責任

とっても
助かる！

※ご加入後に転校などで、上記学校の児童・生徒でなくなる場合は、加入対象者から外れるため必ず取扱代理店までご連絡ください。

〈保険金額・保険料〉

自転車事故をはじめとする、日常生活中の
偶然な事故による賠償に対応します

お子さまはもちろんご家族が、
日本国内外を問わず、
他人にケガをさせたり、
「記録情報の損壊」
「インターンシップ・アルバイト中の事故」
「受託物
（一部例外あり）
の損壊・盗取」
等に起因する法律上の賠償責任も補償対象です！

サービスを実施！
！
示談交渉サービスを実施

補

個人賠償責任

賠償事故を解決まで、保険のプロがしっかりサポート！

ケガの

補償
日本国内外
問わず補償

学校内でのケガはもちろん、ご自宅に帰ってからや休日等の急激かつ偶然な
外来の事故によるケガに対応します（特に入院に関しては、1,000日までのロング補償です）

熱中症

による、死亡・
後遺障害・
入院・手術・通院

地震等、天災（＊）

によるケガによる、
死亡・後遺障害・
入院・手術・通院

ノロウイルス

（細菌性食中毒等）
に
よる、死亡・後遺障害・
入院・手術・通院

＊地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。
また、地震などの天災による被害が補償されるのは傷害補償と育英費用のみとなります。

3

ポイント

育英
費用

4

ポイント

入院
・
手術

も補償！
！
様々な費用も補償

万が一の
万が一の

▶保護者
（扶養者）
の方が
「急激かつ偶然な外来
の事故」
や
「地震等・天災」
によってお子さまを
残して突然命を落とされたり、重度の後遺障
害を被ってしまった場合に対応します。
※あらかじめ扶養者の方を指定していただきます。

救援者
費用等

ケガ

2

やノロウイルスにも対応
にも対応！
！
熱中症や

ケガはもちろん、
ケガはもちろん、

子供
家族

死亡・後遺障害保険金額

意外と盲点ですが、賠償事故が発生した際、被害者側と自分自身で示談交渉を進めるのは、非常に困難です。
そんな賠償事故
（国内）
の発生時には、
当社による示談交渉サービスが受けられますので、
安心です！

ポイント

TSPプラン TAプラン TBプラン TCプラン

償

(記録情報損壊限度額
（注）
500万円）

賠償事故の
賠償事故の

職種級別A

1億円 1億円 1億円 1億円
650万円

494万円

233万円

101万円

入院保険金
（日額） 5,000円

5,000円

2,000円

1,500円

通院保険金
（日額） 3,000円

2,500円

1,000円

750円

手術保険金額

入院保険金日額の10倍
（入院中の手術）
または
傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
5倍
（入院中以外の手術）

熱中症補償
天災危険補償
育英費用保険金額
救援者費用等保険金額

500万円
500万円

入院・手術医療保険金
7,000円
＊
入院医療保険金（日額）

200万円

170万円

-

100万円

-

-

-

-

100万円

メディカルアシスト
▶急激かつ偶然な外来の事故により緊急
の捜索・救助活動を要する場合や、ケガ
により長期入院した場合等に、家族が
現地に赴くための交通費・宿泊費等を
お支払いします。

に対する補償もご用意！
！
病気に対する補償もご用意
▶病気で2日以上入院＊1したときや手術＊2をしたとき、
また放射線治療＊3を受けたときに、保険金をお支払いします。
＊1 1回の入院について60日を限度とします。
＊2 傷の処置、切開術
（皮膚、鼓膜）
、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術があります。
＊3 血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。

掛金（年間）

(保険料+制度維持費 100円)

18,000円 12,000円 6,000円 3,600円

（保険料17,900円＋制度維持費100円）（保険料11,900円＋制度維持費100円） （保険料5,900円＋制度維持費100円） （保険料3,500円＋制度維持費100円）

（注）情報機器等に記録された情報の損壊に起因する賠償責任については、500万円が支払限度額となります。

＊ 手術医療保険金のお支払い額は、
入院医療保険金日額の10倍
（入院中の手術または放射線治療）
または5倍
（入院中以外の手術）
となります。傷の処
置、
切開術
（皮膚、
鼓膜）
、
抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術があります。
●お支払いする保険金の内容については次ページからの補償の概要等をご覧ください。
●この保険契約に適用される過去の損害率による割引率は、
さいたま市PTA協議会における実績損害率に基づいて算出されております。
●上記制度掛金には、
保険料に加え制度維持費100円が含まれております。制度維持費は当制度の普及の推進に関する費用に充当し、
余剰が生じた場
合は当協議会のPTA活動費に活用させていただきます。
ご不明点はさいたま市PTA協議会事務局までお問い合わせください。
●上記保険金額は、
被保険者数が10,000人以上の場合の金額です。
●お子さまが継続的に職業に従事している事で、
職種級別Aに該当しない場合は、
上記保険料とは異なりますので、
取扱代理店にお問い合わせください。
ご加入いただいた皆様には、平成２９年６月下旬までに
「加入者票」
を送付します。万一、平成２９年７月上旬までに加入者票が到着しない場合は、
代理店へご連絡ください。なお、加入者票に表示される金額は制度維持費
（100円）
を除いたもの
（保険料）
になります。

団体総合生活保険 補償の概要等

保険期間：１年以内、
１年超
手術医療保険金

※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。
ご加入のタイプの詳細については、
「保険金額・保険料」表をご確認ください。

「保険の対象となる方
（被保険者）
ご本人」
としてご加入いただける方
「保険の対象となる方（被保険者）
ご本人＊1」
としてご加入できる方は、
さいたま市立の小・中・高等学校・市内の特別支援学校及び埼大付属小・中学校・特別支援学校に在籍する児童・生徒の方（入
学手続きを終えた方を含みます。）
となります。
＊1 加入依頼書等に「保険の対象となる方
（被保険者）
ご本人」
として記載された方をいいます。

保険の対象となる方
（被保険者）
の範囲

保険の対象となる方が、
病気の治療のため、
保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によ
り手術料や放射線治療料の算定対象として列挙されている手術＊1または放射線治療＊2を受けられた場合
▶以下の金額をお支払いします。
・入院＊3中の手術：入院医療保険金日額の10倍
・入院＊3中以外の手術：入院医療保険金日額の5倍
・放射線治療：入院医療保険金日額の10倍
＊1 傷の処置、切開術（皮膚・鼓膜）
、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術（時期を同じくして2
種類以上の手術を受けた場合等）
があります。
＊2 血液照射を除きます。
お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、
施術の開始日から、
60日の間に1回の支
払を限度とします。
＊3 介護療養型医療施設における入院を除きます。

それぞれの基本補償について、
保険の対象となる方は、
以下のとおりです。
こども傷害補償
救援者費用等

個人賠償責任

〈本人型〉

〈家族型〉

ご本人＊1の配偶者
ご本人 もしくは親権者
またはご本人＊1の配偶者の
同居のご親族＊2
＊1

育英費用については、あらかじめ扶養者を指定し、扶養者のお名前を加入依頼書等の
「被保険者
の扶養者」
欄に記入してください。
原則として、扶養者として指定できるのは、保険の対象となる方の親権者であり
（保険の対象とな
る方が成年に達した場合を除きます。）
、
かつ、保険の対象となる方の生活費および学業費用の全
部または一部を継続的に負担して、保険の対象となる方の生計を主に支えている方とします。

ご本人 もしくは親権者
またはご本人＊1の配偶者の
別居の未婚＊3のお子様
＊1

保険金をお支払いする主な場合

育英費用補償特約

ご本人

＊1

※保険の対象となる方の続柄は、
損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
その他の法定の監督義務者および代理監督義務者も保険
※個人賠償責任については、
ご本人＊1の親権者、
の対象となる方に含みます
（代理監督義務者については、
ご本人＊1に関する事故に限ります。）。
＊1
責任無能力者の親権者、
また、
ご本人 以外の左表の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、
その他の法定の監督義務者および代理監督義務者（責任無能力者の親族に限ります。）
も保険の対象とな
る方に含みます
（責任無能力者に関する事故に限ります。
）。
＊1 加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）
ご本人」
として記載された方をいいます。
＊2 ６親等以内の血族および３親等以内の姻族をいいます
（配偶者を含みません。）。
＊3 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

事故の日からその日を含
扶養者＊1が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、
めて180日以内に死亡または重度後遺障害が生じ、
保険の対象となる方が扶養者
に扶養されなくなったことにより損害が生じた場合
▶育英費用保険金額の全額をお支払いします。
（重度後遺障害の例）
●両目が失明した
もの
そ
●咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
●神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、
常に介護を要するもの 等
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、
保険
金が差し引かれることがあります。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約
されているときには、
補償が重複することがあります。
ご加入にあたっては補償内容を十
分ご確認ください。

・先天性疾患
・むちうち症や腰痛等で、
医学的他覚所見のないもの
・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約といいま
す。）
の保険始期時点で、
既に被っている病気＊2 等
＊1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、
この保険の計算の基礎に及
ぼす影響が少ない場合は、
その程度に応じ、
保険金の全額をお支払いす
ることや、
その金額を削減してお支払いすることがあります。
＊2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気についても、初年度
契約の保険始期日から1年（保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2
年となります。）
を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、
保険金の
お支払いの対象とします。

保険金をお支払いしない主な場合
・ご契約者、保険の対象となる方または扶養者の故意または重大な過失によって生じたケガによる扶養不能
状態
・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガによる扶養不能状態（その方が受け取るべき金
額部分）
・扶養者の闘争行為、
自殺行為または犯罪行為によって生じたケガによる扶養不能状態
・扶養者が無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガによる扶養不
能状態
・扶養者の脳疾患、
疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガによる扶養不能状態
・扶養者の妊娠、
出産、
早産または流産によって生じたケガによる扶養不能状態
・扶養者に対する外科的手術等の医療処置（保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。）
によって
生じたケガによる扶養不能状態
・むちうち症や腰痛等で、
医学的他覚所見のないものによる扶養不能状態
・扶養者が扶養不能状態になったときに保険の対象となる方を扶養していない場合 等

＊1 加入依頼書等に「被保険者の扶養者」
として記載された方をいいます。

■傷害補償
（こども傷害補償）

【賠償責任に関する補償】

「急激かつ偶然な外来の事故」により、
保険の対象となる方がケガ＊1をした場合に保険金をお支払いします。

保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、
保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、
東京海上日動
（以下「弊社」
といいます。
）
は、
その
影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
詳細は、
パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

保険金をお支払いする主な場合
死亡
保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

後遺障害
入院保険金
保険金

※1 事故について、
既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、
死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を
差し引いた額をお支払いします。

事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合

▶後遺障害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。
※1 事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

医師等の治療を必要とし、
事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合
▶入院保険金日額に入院した日数（実日数）
を乗じた額をお支払いします。
ただし、
事故の日からその日を含めて
1,000日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。
また、
支払対象となる
「入院した日数」は、
1事故
について1,000日を限度とします。
治療を目的として、
公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙され
ている手術＊1または先進医療＊2に該当する所定の手術を受けられた場合

手術保険金

傷害補償基本特約

※入院保険金が支払われる期間中、
さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。

▶入院保険金日額の10倍
（入院中の手術）
または5倍
（入院中以外の手術）
の額をお支払いします。
ただし、
1事故
＊3
について事故の日からその日を含めて1,000日以内に受けた手術1回に限ります。
＊1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
＊2「先進医療」
とは、
公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、
厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療ご
とに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。）
をいいます
（詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。）。
なお、
療養を受けた日現在、
公的医療保険制度の
給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません
（保険期間中に対象となる先進医療は変動します。）。
＊3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、
入院保険金日額の10倍の額のみ
お支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合
・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ
・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ
（その方
が受け取るべき金額部分）
・保険の対象となる方の闘争行為、
自殺行為または犯罪行為によって生
じたケガ
・無免許運転、
麻薬等を使用しての運転、
酒気帯び運転をしている場合
に生じたケガ
・脳疾患、
疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ
・妊娠、
出産、
早産または流産によって生じたケガ
・外科的手術等の医療処置（保険金が支払われるケガを治療する場合
を除きます。）
によって生じたケガ
・ピッケル等の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
の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
・オートバイ
・自動車競争選手、
自転車競争選手、猛獣取扱者、
プロボク
サー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被った
ケガ
・自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を
行っている間に生じた事故によって被ったケガ
・むちうち症や腰痛等で、
医学的他覚所見のないもの 等

医師等の治療を必要とし、
事故の日からその日を含めて180日以内に通院
（往診を含みます。
）
された場合

入院医療保険金

入院・手術医療保険金支払特約

保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払いしない主な場合
・ご契約者または保険の対象となる方（受託品に係る賠償責任補償条項については、
その同居の親族も含み
ます。）等の故意によって生じた損害
・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・職務（アルバイトおよびインターンシップを除きます。）
の遂行に直接起因する損害賠償責任（仕事上の損害賠
償責任＊1）
によって保険の対象となる方が被る損害
・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
・借りた財物を壊したことによる、
その持ち主に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
（受託品に係る賠償責任補償条項についてはお支払いの対象となります。）
・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・航空機、船舶、車両＊2＊3または銃器（空気銃を除きます。）
によって保険の対象となる方が被る損害

▶1事故について保険金額＊2を限度に保険金をお支払いします。
※国内での事故（訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。）
に限り、
示談交
渉は原則として弊社が行います。
※弊社との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に
損害賠償責任がない場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注
意ください。
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、
保険
金が差し引かれることがあります。
※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払い
する場合があります。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約
されているときには、
補償が重複することがあります。
ご加入にあたっては補償内容を十
分ご確認ください。
＊1 保険の対象となる方が国内で受託した家財（受託品）
が、国内外での住宅内に保管
または一時的に住宅外で管理されている間に損壊・盗取されたことにより、
受託品につ
いて正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負う場合についても、
損害額（損害賠償責任の額）
について保険金をお支払いします。
ただし、
損害額は時
価額＊3を限度とします。
（受託品に係る賠償責任補償条項）

以下のものは補償の対象となりません。
● サーフボード、
● 自動車・自転車、
ラジコン模型等
船舶等
● コンタクトレンズ、
● 携帯電話等
眼鏡等
● クレジットカードや稿本、
● 手形その他の有価証券等
設計書、
帳簿等
● 動物、
● 設備・什器や商品・製品等
植物等の生物
● 貴金属、
● 乗車券、
宝石、美術品等 等
通貨等
じゅう

＊2 情報機器等に記録された情報の損壊に起因する損害賠償責任については、
500万円
が支払限度額となります。
＊3 同じものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した
金額をいいます。

＜受託品に係る賠償責任補償条項のみ＞
・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任によって保険の対
象となる方が被る損害
・受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任
（収益減少等）
によって保険の対象となる方が被る損害
・保険の対象となる方の闘争行為、
自殺行為または犯罪行為による損害
・無免許運転、
麻薬等を使用しての運転、
酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害
・差し押え、
収用、
没収、
破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
・受託品が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害
・自然の消耗またはさび・かび等による損害
・すり傷、
かき傷、
塗料の剝がれ落ち等の単なる外観上の損傷であってその保険の対象が有する機能の喪失ま
たは低下を伴わない損害
・受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
・電気的または機械的事故に起因する損害
・受託品の置き忘れまたは紛失（置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。）
に起因する損害 等
＊1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、
ゴルフの練習、競技または指導＊4
中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。
＊2 ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きますが、
運転するゴルフ・カート自体の損壊等は、
補償の対象となりません。
＊3 受託品に係る賠償責任補償条項については車両の所有、
使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険
の対象となる方が被る損害は、
お支払いの対象となります。
＊4 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、
ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または
入浴等の行為を含みます。

【費用に関する補償】

※入院保険金と重複してはお支払いできません。
また、
通院保険金が支払われる期間中、
さらに別のケガをされても通院保険金
は重複してはお支払いできません。
※通院しない場合であっても、
医師等の治療により所定の部位の骨折等のためにギプス等＊1を常時装着した日数について
も、
「通院した日数」
に含みます。
けい
けい
けい
＊1 ギプス、
ギプシーネ、
ギプスシャーレ、
シーネその他これらに類するものをいい、
頸椎定用シーネ、
頸椎カラー、
頸部のコル
セット、
鎖骨鎖骨固定帯、
胸部固定帯、
肋骨固定帯、
軟性コルセット、
サポーター、
テーピングその他着脱が容易なもの
は除きます。

保険の対象となる方が病気によって医師等の治療を必要とし、
かつ、
保険期間中に開始した入院＊1が1日を超えて継
続した場合

保険金をお支払いする主な場合
国内外において以下のような事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物
＊1
を壊して法律上の損害賠償責任
（情報機器等に記録された情報を含みます。）
を負う場合
●保険の対象となる方の日常生活に起因する偶然な事故
●保険の対象となる方ご本人が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に
起因する偶然な事故

保険金をお支払いしない主な場合

・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気＊1
・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気
（その方が
▶入院医療保険金日額に入院＊1した日数（実日数）
を乗じた額をお支払いします。
ただし、
同一の病気（医学上重要 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気
受け取るべき金額部分）
60日を限度とします。
な関係がある病気を含みます。）
による入院＊2について、
・保険の対象となる方の闘争行為、
自殺行為または犯罪行為によって生
※入院医療保険金が支払われる入院中、
さらに別の病気をされても入院医療保険金は重複してはお支払いできません。
じた病気
＊1 介護療養型医療施設における入院を除きます。
・無免許運転、
麻薬等を使用しての運転、
酒気帯び運転をしている場合
＊2 退院後、
その日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再入院した場合は、
再入院は前の入院と異なるものとみなします。
に生じた病気
・麻薬、
大麻、
あへん、
覚せい剤、
シンナー等の使用によって生じた病気
・アルコール依存および薬物依存

救援者費用等補償特約＋救援者費用等
補償特約の一部変更に関する特約

通院保険金

▶通院保険金日額に通院した日数（実日数）
を乗じた額をお支払いします。
ただし、
事故の日からその日を含めて
1,000日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。
また、
支払対象となる
「通院した日数」は、
1事故に
ついて90日を限度とします。

個人賠償責任補償特約＋個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約

※「熱中症危険補償特約」がセットされている場合、
保険の対象となる方が熱中症（日射または熱射による身体の障害）
になった場合にも、
傷害補償基本特約の各保険金をお支払いします。
なお、
職業病、
テニス肩のような急激性、
偶然性、
外来性のいずれかまたはすべてを欠くケー
＊1 ケガには、
有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒＊2を含みます。
スについては、
保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
＊2 細菌性食中毒等補償特約が自動セットされます。

保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払いしない主な場合

国内外において以下のような事由により、
保険の対象となる方またはその親族
等が捜索費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料等を負担した場合
●保険の対象となる方が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合
●急激かつ偶然な外来の事故により、
保険の対象となる方の生死が確認でき
ない場合または緊急の捜索・救助活動を要する状態になったことが公的機
関により確認された場合
●保険の対象となる方の居住に使用される住宅外において被った急激かつ
偶然な外来の事故によるケガのため、
保険の対象となる方が事故の日から
その日を含めて180日以内に死亡または継続して3日以上入院した場合
▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

・ご契約者または保険の対象となる方等の故意または重大な過失によって生じた損害
・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた損害（その方が受け取るべき金額部分）
・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・保険の対象となる方の闘争行為、
自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
・無免許運転、
麻薬等を使用しての運転、
酒気帯び運転をしている場合に生じた事故によって生じた損害
・脳疾患、
疾病または心神喪失によって生じた損害
・妊娠、
出産、
早産または流産によって生じた損害
・外科的手術等の医療処置（保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。）
によって生じた損害
・ピッケル等の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等を行っている間に生
じた事故によって生じた損害
・むちうち症や腰痛等で、
医学的他覚所見のないものによる損害 等

※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合に
は、
保険金が差し引かれることがあります。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、
補償内容が同様の保険契約を他にご
契約されているときには、補償が重複することがあります。
ご加入にあたっては補
償内容を十分ご確認ください。

このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。
ご加入にあたっては、
必ず「重要事項説明書」
をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、
パンフレット
等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

