グループの皆さまへ

ワイドな 補 償 の

オリジナ ル 商 品

自転車保険加入義務化にも対応

団体傷害保険
新登場

のご

案内

予期せぬ介護費用への備えは大丈夫ですか
介護費用の総額は平均547万円

【出展】平成27年度

生命保険に関する全国実態調査（生活保険文化センター）

介護補償制度

ご提出
期 限

●2019年度版●

9 20金

のご

案内

期限までに
TOKAI保険事業部宛にご提出下さい。

皆さまに万一事故が発生した場合には、
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あいおいニッセイ同和損保
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あんしんサポートセンター

0120-985-024

（無料）

・ 受付時間〔24時間365日〕
・ IP電話からは0276-90-885２
（有料）
に
おかけください。
・ おかけ間違いにご注意ください。

―

取

扱

代

理

店

―

保険事業部

株式会社

【本社保険事業部】 静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8 TEL.054‐254‐8239 FAX.054‐273‐4826
取扱代理店は引受保険会社の保険契約の締結権を有しており、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の
管理（ご契約内容の変更等の通知の受領を含みます）
などの業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご契約いただき
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ご契約いただいたものとなります。

三島支店保険課
沼津支店保険課
富士支店保険課
静岡支店保険課
中遠支店保険課
浜松支店保険課
関東保険営業課
諏訪営業所保険課

三島市梅名315-1
沼津市新沢田町2ｰ21
富士市中島74ｰ1
静岡市駿河区宮竹1ｰ2ｰ8
磐田市岩井1907ｰ264
浜松市東区宮竹町506-1
東京都港区海岸1ｰ9ｰ1
長野県諏訪市四賀765-1
エルシーブイアネックスビル1F

TEL

055-977-7003
055ｰ927ｰ5400
0545ｰ64ｰ9935
054ｰ687ｰ0013
0538ｰ34ｰ6029
053ｰ461ｰ9174
03ｰ5404ｰ2677
0266-53-8526

FAX

055-984-1540
055ｰ924ｰ1538
0545ｰ66ｰ1021
054ｰ687ｰ0015
0538ｰ32ｰ3768
053ｰ461ｰ9234
03ｰ5404ｰ2166
0266-53-8527

【引受保険会社】 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（幹事）
静岡支店 企業営業課
静岡市葵区常磐町1‐7‐5 TEL.054‐254‐8218

東京海上日動火災保険株式会社（非幹事）
静岡支店 営業課

静岡市葵区紺屋町17‐1 葵タワー13階 TEL．054-254-0281
（2019年７月）A19-101656
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グループの皆さまへ

傷害保険のご案内

団体割引20%
損害率による
割引５％適用

24%

高額賠償

割引適用

へ の 備 え は 大 丈 夫 で す か？
事例 判決認容額（※）9,521万円

日常生活賠 償補償

男子小学生（１１才）が夜間、帰宅途中に自転車で走行
中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の
女性（62才）
と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害
を負い、意識が戻らない状態となった。

すべてのプラン

自転車事故の加害者が1億円近い
損害賠償責任を負う事例も！

安心の示談交渉サービス付き

（神戸地方裁判所、平成２５年７月４日判決）

自転車による事故

（※）判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です（金額は概算額）
。
上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。

日常生活における賠償事故

最大3億円までの補償を用意！
※プレミアムプランの場合

「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」
下記のいずれかの方法でご確認ください。
①

T-SICSの保険事業掲示板

②

TOKAI保険事業部ホームページ
（http://www.hoken-tokai.com/）

③

右記のQRコード（注）からアクセス

④

書面による提供をご希望の場合には、TOKAI保険事業部へご連絡ください。

必ず、加入申込前に内容をご確認し、同意のうえお申込みください。
（「重要事項のご説明

契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」は、印刷・保管されることをおすすめします。）

（注）QRコードは㈱デンソーウェーブの商標登録です。

ご提出
期 限

9 20金

期限までに
TOKAI保険事業部宛にご提出を。

●保険期間の開始は、2019年10月1日午後4時からとなります。

日常生活における賠償事故を
最大３億円 まで補償

賠償責任への備え

■

（プレミアムプランの場合）

示談交渉
サービス付き

（国内で起きた事故のみ）

全プランに共通している補償項目
■

日常生活賠償補償

日常生活における賠償事故を補償します。

自転車で他人にケガをさせた！
男性が自転車走行中横断歩道を
歩行中の女性をはねて死亡させてしまう。

判決認容額

約4,700万円

（平成26年1月 東京地裁）

他人のものを壊した！

他人にケガをさせた！
●飼い犬が近所の子どもに
噛みついた！

●水漏れを起こし、階下の
お宅の家具を汚してしまった！

偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、電車の運行不能で法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金を
お支払いします。※上記事例でも事故状況等により法律上の損害賠償責任が発生しない場合、保険金のお支払い対象とはなりません。

■

ケガへの備え

日常生活におけるケガを 24時間 補償します！

全プランに共通している補償項目
■

傷害補償

天災補償（地震・噴火・津波）

国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の
事故によりケガをした場合に保険金（死亡、
後遺障害、入院、手術、通院）
をお支払いします。

一般の傷害保険だけでは補償されない、地震・噴火または
これらによる津波を原因とするケガを補償します。

●車にはねられてケガ。 ●自転車で転倒してケガ。

●地震によるケガ。

●料理中にケガ。
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■

●スポーツ中のケガ。

●噴火によるケガ。

●津波によるケガ。

その他の補償

■

全プランに共通している補償項目
■

携行品損害補償

!

必ずご確認
ください。

●旅行中にビデオカメラを
落として壊してしまった。

改定となる保険の対象※主なもの

身の回り品に
含まれる主なもの
●通貨、乗車券等
（5万円限度）
●腕時計
●デジタルカメラ
●テニスラケット
●スーツ など

「ワイド・プレミアム」プランに
追加されている補償項目

熱中症に関する補償

日射または熱射により身体に障害を被った場合に保険金
（後遺障害、入院、手術、通院）をお支払いします。

●散歩中に熱中症になり
倒れてしまった。
（熱中症危険補償特約）

■

特定 感染症に関する補 償

特定感染症を発病し身体に障害を被った場合に保険金
（後遺障害、入院、通院）をお支払いします。

オススメ
■

型

感染症名

一類感染症

エボラ出血熱、
クリミア・コンゴ出血熱、
痘そう
（天然痘）
、
南米出血熱、
ペスト、
マールブルグ病、
ラッサ熱

二類感染症

急性灰白髄炎
（ポリオ）
、
結核、
ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(SARS)、
鳥インフルエンザ
（H5N1）、
中東呼吸器症候群
（MERS）、
鳥インフルエンザ
（H7N9）

三類感染症

コレラ、
細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症
（O-157等）、
腸チフス、
パラチフス

タブレット

○

眼鏡

○

サーフボード

○

改定後

×
×
×
×

時価払⇒新価払

に変更となりました！

オプション

弁護士費用補償

●被害事故（ストーカーによ
る被害事故等）でケガを被
り、弁護士に損害賠償請求
を委託した。
●自転車事故等でケガを被り、弁護士に損害賠償
請求を委託した。

オプション
■

類

○

日本国内において偶然な事故により被保険者に次の被害が発生し、その
被害について、法律相談をした場合または損害賠償請求を弁護士、司法
書士、行政書士に委任した場合の費用をお支払いします。
①被保険者が被った身体のケガ
②被保険者が居住する住宅または被保険者の日常生活用不動産の損壊

●MERSに感染して入院した。
（特定感染症危険「後遺障害保
険金、入院保険金および通院保
険金」補償特約）

特定感染症とは、
「感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律」第6条に規定する
「一類感
染症」
「二類感染症」および
「三類感染症」をいいます。

現行

携帯電話
（スマートフォン）

携行品損害の保険金支払基準が

外出中に携行している被保険者所有の身の回り品が、偶然な事故によ
り、破損・盗難等の損害を被った場合に保険金をお支払いします。
（１個、
１組または１対あたり10万円が限度となります。）

■

携行品損害の保険の対象が
変わります。

ホールインワン・アルバトロスに関する補償

補償額

30万円

●ホールインワンを達成して記念品を購入した。
（ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
（団体総合生活補償保険用））
国内のゴルフ場での競技中にホールインワンまたはアルバ
トロスを達成したときに、慣習として費用を負担したことに
よって損害を被った場合にお支払いします。

※キャディ帯同のないセルフプレー中の場合は、原則として、保険金の
お支払い対象となりませんのでご注意ください。
ただし、同伴競技者
以外の第三者の目撃（注）がある場合にかぎり、保険金をお支払いし
ます。
（注）目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます（達成後に呼ばれて
カップインしたボールを確認した場合は
「目撃」
に該当しません）。
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団体傷害保険の商品改定のお知らせ
●保険料について●
「団体傷害保険」は補償内容等の改定があり、2019年10月1日以降のご契約から保険料
が変更となります。

例）スタンダードプラン【970円】⇒【1,110円】（140円の値上げ）

保険料変更の主な要因
割引率の変更

本契約の保険金支払いが増加し、
損害率による割引が
10%から5%にダウンしました。

保険料の改定

全国の保険金支払い状況を踏まえ
て団体傷害保険料が改定となりま
した。

●補償内容について●

主な変更内容
●傷害通院保険金の支払対象に訪問診療・オンライン診療が追加されます。
●弁護士費用補償特約において、
「 弁護士に依頼した費用」
に加え
「司法書士、行政書士へ依
頼した費用」
も補償対象に追加します。
補償対象となる住宅を
「保険証券記載の住宅」
に限定せず、
「被保険者の居住の用に供する
住宅」
に拡大します。
弁護士相談費用を5万円から10万円へ変更します。
●日常生活賠償特約
（旧特約名「個人賠償責任危険補償特約
（賠償事故解決用）
」）
において、
他人の財物を損壊しなかった場合においても電車等が運行不能となることによって負担する
損害賠償責任についても補償するよう改定します。
●配偶者の定義を改定し、同性パートナーを配偶者に含むことにします。

※同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と異ならない程度の実質を備えている状態にある方をいいます。
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■ ご加入プランと保険料

・団体総合生活補償保険：団体割引20%・損害率による割引５%適用、
傷害入院保険金支払対象期間・支払限度日数180日、免責期間0日
傷害通院保険金支払限度期間180日、支払限度日数90日、免責期間0日
掛捨型：団体契約
・傷害事故の範囲・・・普通傷害、手術保険金・・・補償あり

ご希望する加入プランの保険料、補償項目と保険金額をご確認ください。

掛

捨

型

（傷害補償（標準型）特約セット団体総合生活補償保険）

保険期間：1年（2019年10月1日午後4時から2020年10月1日午後4時まで）

24％割引適用

加入プラン

スタンダード
本人型

保険料
（月払）

2019年12月給与から控除開始

ワイド

本人型

プレミアム

熱中症危険補償
特定感染症危険補償
家族型

本人型

家族型

1,110円 2,220円 1,170円 2,510円 2,220円 4,960円

1億円

日常生活賠償保険金額
※免責金額

家族型

団体割引20％・損害率による割引５％適用

3億円

（示談交渉サービス付き）

0円

天災補償

（示談交渉サービス付き）

地震・噴火・津波によるケガを補 償

傷

（傷害）死亡・ ご本人 300万円 200万円 300万円 200万円 600万円 500万円
後遺障害 配偶者
500万円
̶
200万円
̶
180万円
̶
保険金額
親 族
300万円
̶
120万円
̶
120万円
̶

害
事

ご本人 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 5,000円 5,000円
（傷害）入院
保険金日額 配偶者
3,500円
̶
2,600円
̶
2,200円
̶

故

親

族

̶

1,200円

̶

1,300円

̶

2,000円

ご本人 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 3,000円 3,000円
（傷害）通院
2,500円
̶
1,500円
̶
1,200円
保険金日額 配偶者
̶
親

族

̶

700円

̶

700円

̶

1,500円

（ 傷 害 ）手 術 保 険 金 入院中の手術：傷害入院保険金日額の10倍／左記以外の手術：傷害入院保険金日額の5倍

携行品損害保険金額
※免責金額

3,000円

オプション
保険金額
追加保険料
（月払）

オプション
保険金額
追加保険料
（月払）

10万円

30万円

弁護士費用補償
弁護士費用保険金額 300万円
法律相談費用保険金額 10万円

230円

ホールインワン・アルバトロス費用補償

本人のみ

ホールインワン・アルバトロス費用保険金額
260円

30万円
4

ご提出期限

9/20（金）

●保険期間の開始は、
2019年10月1日午後4時からとなります。

お申込みにあたっては、形態別に○の書類が必要となります。
継続加入

申込み形態
ご提出書類

同様条件
（自動継続）

内容変更

新規加入

登録票 兼 変更依頼書

×不要

○提出

○提出

加入申込票

×不要

○提出

○提出

ー

P8

P8、
P9、
P10

記入例の記載ページ

お申込みにあたってのご注意
１）現在の加入プランと同じプランで継続される場合には、お手続きは一切不要です。
自動的に継続されます。
２）契約内容を変更される場合には、同封の〔登録票 兼 変更依頼書〕に変更する内容を
ご記入・押印・ご署名のうえ、ご提出ください。

（内容の変更例）
● 住所・電話番号の変更や、結婚して改姓などがあった。
●本人型から家族型にして、家族を補償対象にする泫。

●「スタンダードプラン」から「プレミアムプラン」にして、補償内容を充実する。
●満期をもって継続しない。

３）新規（または追加）でお申込みをされる場合には、同封の〔登録票 兼 変更依頼書〕
と〔加入申込票〕に必要事項をご記入・押印・ご署名のうえご提出ください。
泫家族型の被保険者の範囲については、P６をご確認ください。
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■被保険者の範囲（補償の対象となる方）について
＜傷害補償の被保険者の範囲＞
ご選択いただく被保険者の範囲は下表のとおりです。なお、「ご本人」と「配偶者」、「ご本人」「配偶者」と「親族」
との関係はケガの原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
被保険者の範囲
詳
本人型
家族型

細

ご本人（注1）

加入申込票の被保険者欄に記載の方

ご本人（注2）

加入申込票の被保険者欄に記載の方
ご本人の配偶者

配偶者

ご本人またはその配偶者の同居の親族（注3）
ご本人またはその配偶者の別居の未婚（注4）の子

親族

（注 1）「ご本人」とは以下からお選びいただいた方「ご本人」です。
①社員・役員本人 ②社員・役員の配偶者、
子供、
両親および兄弟姉妹
（注 2）「ご本人」とは以下からお選びいただいた方「ご本人」です。
①社員・役員本人 ②社員・役員の配偶者、
子供、
両親および兄弟姉妹
（注 3）親族とは、6 親等内の血族および 3 親等内の姻族をいいます。
（注 4）未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

③社員・役員と同居している親族および使用人

＜その他特約の被保険者の範囲＞
日常生活
賠償特約

携行品損害
補償特約

本人型 家族型

本人型 家族型

（注6）

ご本人
被保険者の範囲

配偶者
親族（注5）

弁護士費用
補償特約

ホールインワン・
アルバトロス
費用補償特約

（団体総合生活補償保険用） （団体総合生活補償保険用）（注7）

本人型 家族型 本人型 家族型

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

×

○

○

×

○

○

○

×

×

（注 5）「親族」とは上記＜傷害補償の被保険者の範囲＞における「親族」と同じです。
（注 6）被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義
務者に代わって、責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
（注 7）傷害補償の被保険者の範囲が家族型であっても、ホールインワン・アルバトロス費用補償のご加入は本人型のみとなります。

■注意事項

この「傷害保険のご案内」
は概要を説明したものです。
ご加入にあたっては必ず
「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」
をご覧ください。
また詳しくはご契約のしおり
（普通保険約款・特約）
をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。不明な点につきましては、取扱代
理店または引受保険会社にお問合わせください。

【団体契約】
1) ①記載の保険金額は、被保険者
（本人）
数が1,000名～4,999名の場合です
（団体割引20%・損害率による割引５％適用）
。
②記載の保険料は以下の職種級別ごとの人数等により平均して算出しております。職種級別によって保険料は異なりませんが、加入申込票
に記載の職業・職務をご確認ください。
職種級別Ａ…会社事務員、医師など職種級別Ｂ以外のご職業および主婦・学生・無職者など
職種級別Ｂ…農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、
自動車運転者
（助手を含む）
、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者
※告知していただいたご職業・職務が事実と反する場合、
ご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
2) ご加入の際は、加入申込票の各項目
（性別・生年月日・年令・職業・他の保険契約の有無など）
について正しく記入してください。正しく記入して
いただけなかった場合には、
ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
3) 加入申込票記載事項
（職業・職務、年令、他保険加入状況、保険金請求歴等）
等により、
ご契約のお引受けをお断りしたり、
引受条件を制限さ
せていただくことがありますので、
あらかじめご了承ください。
4) この保険は株式会社TOKAIホールディングスを保険契約者とし、TOKAIグループの役員および社員を加入者とする団体総合生活補償保険
の団体契約です。
5) 団体総合生活補償保険のご契約のしおり
（普通保険約款・特約）
および保険証券は保険契約者
（株式会社TOKAIホールディングス）
に交付
されます。
6) この保険契約は、2社
（あいおいニッセイ同和損害保険㈱、東京海上日動火災保険㈱）
による共同保険契約であり、各引受保険会社は分担
割合に応じて連帯することなく単独個別に責任を負います。引受幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険
証券の発行、保険金の支払いその他の業務または事務を行なっております。
7) 特段のお申し出がない場合に限り、翌年度以降も同様な補償内容
（※）
にて継続されます。継続時の保険料は、継続日現在の保険料率で計
算されます。
（※）
傷害死亡保険金受取人は法定相続人となります。傷害死亡保険金受取人を指定される場合は、
ご加入内容の変更となり、
改めてお手続きが必要です。
この場合、被保険者の同意確認のために書類の提出をお願いすることがあります。
（ご注意）
保険金請求事故が
多発した場合などについて、
引受保険会社からご継続を中止させていただくことがあります。
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〈傷 害保険 ご加入内容一覧 〉の 見 方
◆傷害保険に未加入の方には
未加入の方には「ご加入いただいてお
りません」と印字されています。
是非ともこの機会にご加入をお願いし
ます。

30/07/01

G

◆積立保険の満期を迎える方は

6,050
ニッセイ同和

25/10/20

72,600

30/10/20

「満期返れい金お受取りのご案内」と
27/05/25

三井住友あいおい生命

「継続のご案内」をお送りします。

07 /05/25

三井住友あいおい生命

G

A

ニッセイ同和

B
C
D

16
SA09325813-00123

30/10/01

01/10/01

E
F

A加入している保険の種類
B補償の対象となる方（保険用語では被保険者）
C保険料の払込方法
D始期：補償の開始日 終期：補償の終了日
（満期日）
E月々の保険料の払込額
F年間の払込額（一時払の場合は一時払保険料）
G＊マークは今回満期を迎え、
ご継続対象となる契約です

970
11,640

＜契約明細＞
㸨ᅇ‶ᮇ䜢㏄䛘䚸䛤⥅⥆ᑐ㇟䛸䛺䜛䛊ᤞᆺയᐖಖ㝤䛋䛾ዎ⣙᫂⣽
ᮏෆᐜ䛿㻣᭶ୖ᪪䛾ෆᐜ䜢䜒䛸䛻సᡂ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹

ୗグ䛾ዎ⣙ෆᐜ䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䚸⌧ᅾ䛾ຍධ䝥䝷䞁䛸ྠ䛨䝥䝷䞁䛷⥅⥆䛥䜜䜛ሙྜ䛻䛿䚸䛚ᡭ⥆
䛝䛿୍ษせ䛷䛩䚹⮬ືⓗ䛻⥅⥆䛥䜜䜎䛩䚹
䠎䠅ෆᐜ䜢ኚ᭦䛧䛶⥅⥆䛥䜜䜛ሙྜ䛻䛿䚸ྠᑒ䛾䛊Ⓩ㘓⚊㻌ව㻌ኚ᭦౫㢗᭩䛋䛻ኚ᭦䛩䜛ෆᐜ䜢䛤
䚷䚷グධ䛧䛶䚸䛤ᥦฟ䛟䛰䛥䛔䚹

ᯞ㻌␒

㻿㻭㻜㻥㻟㻞㻡㻤㻝㻟
㻝㻞㻟

ಖ㝤䝥䝷䞁

ᤞ䞉ಶேᆺ㻌㻌㻌㻌㻌䝇䝍䞁䝎䞊䝗䝥䝷䞁

ドๆ␒ྕ

‶ᮇ᪥

㻌㻞㻜㻝㻥ᖺ㻝㻜᭶㻝᪥䚷䚷༗ᚋ㻠

ಖ㝤ᩱ䠄᭶㢠䠅

㻥㻣㻜㻌䋻㻌㻝㻘㻝㻝㻜

䠆 ⌧ᅾຍධ䝥䝷䞁䛸ྠ䛨䝥䝷䞁䛷䛾⥅⥆ዎ⣙䛻䛴䛔䛶䛿䚸ၟရ䛾ᨵᐃ
䛚䜘䜃⿵ൾෆᐜ䛾ぢ┤䛧䛻క䛔䚸ᕥグ䛾㏻䜚䛸䛺䜚䜎䛩䚹

䕔ຍධ⪅䠄ᚑᴗဨ䠅
ᚑᴗဨ䝁䞊䝗

㻜㻞㻟㻠㻡㻢

ఫ㻌ᡤ

㻠㻞㻜㻙㻜㻜㻟㻠

その＜契約明細＞も同封してあります
Ặ㻌ྡ

䚷䛈
䚷䡲䢁

䡸䡹䢚䡱䡲䡵䢙㻌䡸䡹䢚䡱䡲䡸㻌䡭䡱䡮䡴㻌䢀䡳䢘䡽䡪䡯㻌㻞㻙㻢㻙㻤

䚷₎Ꮠ

㟼ᒸ┴㻌㟼ᒸᕷ㻌ⵇ༊㻌ᖖ☬⏫㻌䠎┠䠒␒ᆅ䛾䠔

䚷䡲䢁
䚷₎Ꮠ

䢀䡯䡲䡮㻌䡼䢗䡯
ᮾᾏ䚷ኴ㑻
㻜㻡㻠㻙㻝㻞㻟㻙㻠㻡㻢㻣

㐃⤡ඛ

䕔⿕ಖ㝤⪅䠄⿵ൾ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛᪉䠅
ఫ㻌ᡤ㻌䈜䠅
䚷䡲䢁
䚷₎Ꮠ
Ặ㻌ྡ

䚷䡲䢁
䚷₎Ꮠ

䢀䡯䡲䡮㻌䡵䢙䡼
ᮾᾏ䚷ኴ

ᛶ㻌ู

⏨

⏕ᖺ᭶᪥

㻞㻜㻝㻞ᖺ㻢᭶㻣᪥

⫋ᴗ䞉⫋✀

䡲䢚䡴䡺䡮

䈜䠅ୖグຍධ⪅䠄ᚑᴗဨ䠅䛸ྠᵝ䛾ሙྜ䛻䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻グ㍕䛥䜜䜎䛫䜣䚹
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〈 登録票 兼 変更依頼 書 〉の 記 入 例
本帳票をご提出いただく方は、以下の３つの場合です。
①新規（または追加）でお申込みをされる場合。
（同封の〔加入申込票〕
も併せて提出）
②継続するが、契約内容を変更する場合。
③今回の10月1日の満期をもって、継続せずに終了される場合。
※現在の加入プランと同じプランで継続される場合には、
本帳票のご提出の必要はありません。
他のお手続きも一切不要です。
自動的に継続されます。
X4_311-907-004.pdf 1 2019/08/01 9:36

ご提出期限： 9 月 20 日（金）

��の加入���と同�����継続される��には����のご��の��はありません。���に継続します。

該当番号に○をして、矢印に従って
必要事項をご記入ください。

��������をご��いただ�のは���の��の��と�ります。
����に�をして��印に��て����をご�入�ださい。
���

� ���または�加�����をされる��。���を��する��。

���

� 住����加入���保険�の��に���ある��。

���

� ��の�0���の満期をも�て継続せ�に��される��。

2019 �

�入����

������

会��

�����

�

10 �

加入���

023456
加入��������
�����保険���������お��������に��した「����の
ご�� ����のご���������のご��」を��しました。

��加入を������する���に�をして�ださい。
������

���と
保険�

���または�加�����をされる��は�
同�の加入���もあ�せてご���さい。
�イ�

�����

���

���

���

���

���

���

�,����

������

������

������

�,����

������

�������セッ�

����

◆���イ������������セッ�

����

必ずご署名をお願いします。

「傷害保険」������������

�����

◆���にご加入の��も�保険�ご��の���と�ります。

��加入���保険�の��に���ある��は���する��の�をご�入�ださい。
住����ある方は��にご�入の�ご���ださい。
加 入 � ����の方�

� 保 険 � ���の��と�る方�
�

⫋
�ᴗ⫋✀

�
住�

住�

��

���

�����

��

� �

生�
��

�� H

��

��

��

� �の保険���に���ある��は��にご�入�ださい。
�同�の�険を��する�の保険�����保険��同��あり������の保険�����生���保険�
の��の��に�して保険金����れる�の保険�����あります�������生命保険���を��ま
す�。「あり」の����あり�に�印の�え��������にご�入�ださい�ご�入の�い���「�し」と��したこ
とと�ります�。
�傷害�������害保険金�
�

�傷害�入�保険金��

あり
�傷害���保険金��

�

��

�

�

�の��は�ご��に�して�受保険会��おた��する�に������������す。
��と��する��は�ご��を��し�保険金をお��い���いこと�ありますの���にご���ださい。

����の満期をも�て継続し�い。
��ご加入いただいている傷害保険�����������������の満期をも�て
�����すること�の�ご��をお願いします。

同�する

同�し�い

（2019年7月）
A19-101656

※上記はプレミアムプラン・本人型に弁護士費用補償特約をセットして、新規に申込みをされた場合です。
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〈新規加入〉
をお申込みされる場合の記入例

の欄内のみ黒ボールペンでご記入、
およびご署名ください。枠外以外は一切ご記入しないでください。

申込人
（加入者）

団体総合生活補償保険加入申込票 兼 被保険者明細書 兼 健康状態告
※印の項目は、ご契約に際して引受保険会社がおたずねする特に重要な事項（告知事項）です。事実と相違する場合は、
ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご確認のうえご回答（記入）ください。
ただし、
「生年月日」
・
「年令」
・
「健康状態告知」欄は「所得補償特約」、
「医療費用補償特約」をセットされない場合、
告知事項に該当しません。「職業名・職種名」欄は「交通事故危険のみ補償特約」をセットされる場合、告知事項に該
当しません。

保

申
込
人

入

■被保険者が上記申込人（役員
および社員）
とは異なる場合（配
偶者やその他親族など）
●住所
●氏名
●生年月日
●年令（2019年10月1日現在の
満年令）
●性別
●職業名・職種名（カタカナ）
（一般的な職種／営業職・事務
職・販売従事者・教員・保健医
療従事者・主婦・学生・無職・児
童 等）
→「パート」等の表記は不可です。
●団体との関係（注）

）

■被保険者が上記申込人（役員
および社員）
の場合
→告知事項である※印および下
記事項のみご記入ください。
※職業名・職種名（カタカナ）
（社内での職種／営業職・シス
テムエンジニア・事務職・地区
係・充填係・集金人・バルブ製
造・造船関係従事者・アクア配
送係・タンクローリー運転手
等）
●生年月日
●年令（2019年10月1日現在の
満年令）

者
必ずご記入
ください。

契

約

者（ 団

010

名 ）

月

10

054

静岡県静岡市葵区常磐町２－６－８
トウカイ

タロウ

東海

018 所属名 カナ

太郎

署

980 生年月日

被

保

険

者

ご

大正 Ｔ

50

019 所属コード

017 社員番

本

人

576 ※職業名・職種名 カナ

申込人住所と異なる場合は必ずご記入ください｡

H41 カナ

シュフ

L68 漢字

１

J04 カナ

氏

L18 ◆団体との関係

トウカイ

ハナコ

東海

花子

名 L67 漢字
323 ※生年月日

大正 Ｔ

昭和 Ｓ

平成 Ｈ

昭和 Ｓ

令和 Ｒ

303 ※◎年令 302 性別
男 １

8 月 10 日 満 39 才
育 英 費 用

55 年

55W 氏名 カナ

被 55X
氏名 漢字
保
険
者
55Y 生年月日

2

平成 Ｈ

年

令和 Ｒ

女 ２

312 ※職種コード

傷

L40 家族構成人数

害

573 職種級別

名

55C 氏名 カナ

扶
養 55E 氏名 漢字
者
月

日

※他の保険契約等

同種の危険を補償する他の保険契約等（被保険者が同一であり、タフ・ケガの
保険、団体総合生活補償保険等の身体のケガに対して保険金が支払われる他の
保険契約等をいい、積立保険を含みます｡）がありますか。「あり」の場合、
「あり」に○印のうえ、必ず「合計保険金額」欄にご記入ください。（ご記入
のない場合、「なし」と回答したこととなります。）
（注）
他の保険会社等における契約を含み、団体契約、生命保険契約、共済契約
を含みます。

保険金請求歴（注）他の保険会社等への保険金請求を含
過去３年以内にケガで保険金（合計して
５万円以上）を請求または受領したこと
がありますか｡

会社名
Y34

あり

１

傷害死亡･後遺障害保険金額 傷害入院保険金日額 傷害通院保険金日額 回数
Y37

Y36

合計金額

T28

合計保険金額
万円

通

信

欄

円
331

円

加 入 者 特 記 事 項

告知事項
質問事項に回答いただき
「あり」
の
場合必ず記入してください。

9

123

－

シズオカケン シズオカシ アオイク トキワチョウ２－６－８

申し込みます。

申込人
住所と
住
同じ
所

私（申込人）は、自分が所属する企業ま
は団体が引受保険会社（共同保険契約の
以下同様とします。）と締結する団体保
依頼します。以下加入申込票に記載のな
険期間、保険金額など）は、当該企業ま
のであることを確認します。私および被
情報を引受保険会社に提供することに同
者は引受保険会社に提供された情報が、
が発生した場合の円滑かつ適切な保険金
サービスの提供のほか、保険制度の健全
きを含みます。）、更改のご案内、商品
ものを含みます。）および提携先への商
用されることに同意します。
（引受保険会社は、あいおいニッセイ同
なお、詳細は弊社ホームページhttps
ご参照ください。）

011 電話番号

日

氏 「ご加入内容確認事項」 フルネームでご署名ください。
名 について確認するとと 漢字
もに、個人情報の取扱
341
自
いに同意のうえ加入を

390

1

9

307 カナ

符号

VBT

体

TOKAI ホールディングス

1年
令和 Ｒ
317 カナ
012 郵便番号
住〒
所 420 － 0034 399 漢字
加入申込日

加

被保険者

険

株式会社

（

加入者となる方（役員および社
員）
になります。
●加入申込日
●電話番号
●住所
●氏名※
●社員番号
＊ 上部にある
「ご加入内容確認
事項」
について確認いただき、
個人情報の取扱いに同意のう
え、加入者ご本人がフルネー
ムで署名してください。

回

カ ナ

。
センター送付

告知書（標準型）

または団体に対して、当該企業また
の場合は共同保険会社を含みます。
保険契約への加入を、以下のとおり
ない加入条件（適用約款・特約、保
または団体により定められているも
被保険者は、団体保険契約に関する
同意します。また、私および被保険
、適切な保険の引受、万一保険事故
金の支払い、保険契約に付帯される
全な運営（再保険契約に伴う諸手続
品提案、グループ会社（海外にある
商品・サービスの提案・提供等に利

同和損害保険株式会社となります。

994

LF

前契約代表証券番号

○

354

＜ご記入にあたって＞

代表証券番号 SA14946542

入ください。（保険期間の中途で加入
される場合も、中途加入日時点ではな
く、団体契約の保険始期日時点の年令
をご記入ください｡）
ください。
（加入者）の住所
と同じ場合、「申込人住所と同じ」に
○印をしてください｡

4567

－

000 AAA 020

保

険

1 年
2 年

令和
令和

RKD62

期

098

間

10 月
10 月

8 月 10 日

年

加 入 セ ッ ト 選 択 欄
基本セット
（必須加入） １

※
５

セット名
LJW ※職種コード

所
得

オプション
２
３
４

300

フ

L05

加入者識別コード

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 宛
裏面または別紙の健康状態告知書質問事項に対する下記回答は事実に相違ありません。告知内容が事実と相違していた場合、保険契
約を解除され保険金のお支払いを受けられないことがあることに同意します。また、個人情報の取扱いに同意します。
「健康状態告知についてのご案内」を受け取り、内容を了解しました。
傷害死亡保険金受取人を指定する場合のみご記入ください。
被保険者が未成年の場合、親権者を傷害死亡保険金受取人に指定することはできません。
父母、子、祖父母、孫および兄弟姉妹をいいます。
企業等の保険金受取に関する特約をセットする場合は、この特約により傷害死亡保険金受取人に支払う旨が規定されているその他の
保険金を含みます。

023456

ナ

加入者番号

前契約加入者番号

099

0

XAPK2

1 日から
1 日まで

昭和 Ｓ 平成 Ｈ 令和 Ｒ

番号

TOKAI FPYT

の英数字）

健康状態告知書質問事項回答欄
特定疾病等対象外欄

質問１ 質問２ 質問３

裏面または別紙
の「健康状態告 LKA
LKH
L1A
知書質問事項」
の〈病気・症状
はい １ はい １ はい １
一覧表〉から該
当するものを右
記にご記入くだ いいえ ２ いいえ ２ いいえ ２
さい。

506 疾病コード
507

572
LJX 職種級別

口

※ 告 知 者 ご 署 名 欄

数

（上記

をご確認のうえ、必ず被保険者ご本人がフルネームでご署名ください。告知時における被保険者

LW8 告知日

口
59X カナ

口

口

口

口

口

令和 Ｒ

傷害死亡保険金受取人

住

自

所 56C 漢字

553 上記「その他」の場合具体的にカナで記入

＜被保険者のご署名＞傷害死亡保険金受取人指定に関する同意

56H カナ

含みます｡

あり

傷害死亡保険金は左記受取人に支払われることに同意します。
（被保険者ご本人がご署名ください｡）

氏

名 56F 漢字

自

◆団体との関係
円

をご記入ください。

団体の
１：構成員（子会社・関連会社の構成員、退職者を含む）
０：会員企業等の役員・従業員
上記「１」または「０」の
２：配偶者 ３：こども
４：両親
５：兄弟姉妹 ６：同居の親族 ７：使用人

（注）
「 団体との関係」は表示され
ている該当数字（いずれか一
つ）
をご記入ください。

XJY

告知社内処理日

R50

合計保険料（分割払の場合は１回分）

令和 Ｒ

平成 Ｈ

年
L92

令
和
１
年

署

その他の項目（被保険者項目のみ記入可）
内
容

項目№

下記該当の数字

署

年
月
日
特に指定のない場合には、傷害死亡保険金受取人は、被保険者の法定相続人となります。
31M 被保険者との関係
配偶者・２親等内
勤務先
その他
の血族

日

月

円

初年度加入日

昭和 Ｓ

令和 Ｒ

平成 Ｈ

年

日

月

【PDF】

保険会社用

傷害［４］ １

月
１
日
以
降
始
期
契
約
に
使
用

＊ ご記入を誤った場合には、訂正箇所を二重線で抹消して、
その上から訂正署名（フルネーム）
をお願いします。
また必要に応じて、
その近くに正しい文言を加筆してください。
10

皆さまに万一事故が発生した場合には、
いつでも受付できる体制を整えています。
遅滞なくTOKAI保険事業部、または下記に
ご連絡ください。

あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター

0120-985-024

（無料）

・ 受付時間〔24時間365日〕
・ IP電話からは0276-90-885２
（有料）
に
おかけください。
・ おかけ間違いにご注意ください。

―

取

扱

代

理

店

―

保険事業部

株式会社

【本社保険事業部】 静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8 TEL.054‐254‐8239 FAX.054‐273‐4826
この保険は、ＴＯＫＡＩホールディングスを契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。
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ＴＯＫＡＩホールディ
ングスが有します。
取扱代理店は引受保険会社の保険契約の締結権を有しており、
保険契約の締結
・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の
＜ご注意＞ 管理（ご契約内容の変更等の通知の受領を含みます）
などの業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご契約いただき
現在ご加入の方につきましては、
表紙記載のご提出期限までにご加入者の方からの特段のお申出または保険会社からの連絡がない限り、
当団体は、
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ご契約いただいたものとなります。
今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。

TEL

三 島 支 店 保 険 課 三島市梅名315-1
055-977-7003
沼 津 支 店 保 険 課 沼津市新沢田町2ｰ21
055ｰ927ｰ5400
《お問い合わせ先》
富 士 支 店 保 険 課 富士市中島74ｰ1
0545ｰ64ｰ9935
◇代理店
株式会社ＴＯＫＡＩ 保険事業部
静岡支店保険
課 静岡市駿河区宮竹1ｰ2ｰ8
住所：〒4200034 静岡市葵区常磐町2-6-8054ｰ687ｰ0013
TEL：054-254-8239
（受付時間：平日9：00～17：45）
中遠支店保険
課 磐田市岩井1907ｰ264
0538ｰ34ｰ6029
◇保険会社
東京海上日動火災保険株式会社 静岡支店営業課
浜松支店保険
課 浜松市東区宮竹町506-1 053ｰ461ｰ9174
住所：〒420- 8585 静岡市葵区紺屋町17-1
関東保険営業
課 東京都港区海岸1ｰ9ｰ1
03ｰ5404ｰ2677
TEL：054-254-0281
（受付時間：平日9：00～17：00）
諏訪営業所保険課 長野県諏訪市四賀765-1 0266-53-8526
《事故時の連絡先》 エルシーブイアネックスビル1F
◇代理店

株式会社TOKAI

FAX

055-984-1540
055ｰ924ｰ1538
0545ｰ66ｰ1021
054ｰ687ｰ0015
0538ｰ32ｰ3768
053ｰ461ｰ9234
03ｰ5404ｰ2166
0266-53-8527

保険事業部

TEL：054-254-8239 （受付時間：平日9：00～17：45）

【引受保険会社】 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（幹事）
◇東京海上日動安心110番（事故受付センター）
0120-119-110（ 受付時間：24時間365日）
静岡支店 企業営業課
静岡市葵区常磐町1‐7‐5 TEL.054‐254‐8218

東京海上日動火災保険株式会社（非幹事）
静岡支店 営業課

静岡市葵区紺屋町17‐1 葵タワー13階 TEL．054-254-0281

＜2019年10月1日以降始期契約用＞
（2019年７月）
2019年７月作成19-T01914
A19-101656

●2019年度版●

グループの皆さまへ

傷
介護補償制度のご案内
害保険のご案内

20
%
24%割引適用
割引適用 *1

団体割引20%
損害率による
割引５％適用

高額賠償

ご提出期限

日常生活賠 償補償

保険期間

*1 割引の詳細は「TOKAIグループ介護補償制度の特徴」を
ご確認ください。

すべてのプラン

へ の 備 え は 大 丈 夫 で す か？

2019年9月20日（金）

事例 判決認容額（※）9,521万円
2019年10月1日午後４時から2020年10月1日午後４時まで１年間
男子小学生（１１才）が夜間、帰宅途中に自転車で走行
中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の

保険料払込方法毎

女性（62才）
と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害
毎月の給与より引き去ります
（12月給与より引去開始）。
を負い、意識が戻らない状態となった。

加入方法

自転車による事故
自転車事故の加害者が1億円近い
（神戸地方裁判所、平成２５年７月４日判決）
（※）判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です
（金額は概算額）
「重要事項説明書」
「ご加入内容確認事項（意向確認事項）
」を 。
損害賠償責任を負う事例も！
上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。

すべての皆様

必ずご確認ください。

までの補償を用意！
付き 日常生活における賠償事故 最大3億円
・
「グループ介護補償制度加入希望書」
を本社保険事業部ま
安心の示談交渉サービス
※プレミアムプランの場合

でご提出ください。
・正式な「団体加入依頼書」を送付します。
「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」
・必要事項をご記入のうえ、保険事業部までご提出ください。

新規加入される方・
加入内容を変更される方

※即加入者の方：今年度の募集パンフレット等に記載の内容にて更新される方は特段のご加入手続き（加入依頼書のご提出等）は不要です。
（自動更新になります）

下記のいずれかの方法でご確認ください。
①

T-SICSの保険事業掲示板

②

TOKAI保険事業部ホームページ
（http://www.hoken-tokai.com/）

③
④

からアクセス
右記のQRコード（注）
重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明
書面による提供をご希望の場合には、TOKAI保険事業部へご連絡ください。

必ず、
加入申込前に内容をご確認し、同意のうえお申込みください。
下記のいずれかの方法でご確認ください。

（「重要事項のご説明
契約概要のご説明・
注意喚起情報のご説明」は、印刷・保管されることをおすすめします。）
① TOKAI保険事業部ホームページ
（http://www.hoken-tokai.com/）
（注）QRコー
ドは㈱デンソーウェーブの商標登録です。
② 右記のQRコー
ドからアクセス

③

書面による提供をご希望の場合には、TOKAI保険事業部ヘご連絡ください。

9 20金

重要事項説明書には「主な保険金をお支払いしない(免責)事由」
「告知・通知事項」等を含む大切な内容が記載されて
おり、お読みいただくことが重要です。つきましては、加入申込前に必ず内容を確認し、同意のうえお申込みください。
（「重要事項のご説明

ご提出
期 限

期限までに
TOKAI保険事業部宛にご提出を。

契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」は、印刷・保管されることをおすすめします。）

引受保険会社
●保険期間の開始は、
東京海上日動火災保険株式会社
2019年10月1日午後4時からとなります。

公的介護保険制度とは

■

［公的介護保険制度の概要］

公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、４０歳以上の国民は全員加入し介護保険料を支払う
義務があります。これにより、４０歳以上の方が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができます。

［公的介護保険制度の被保険者（加入者）と受給要件］

公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。
年齢

39歳以下

４０歳以上64歳以下*1

65歳以上

被保険者

被保険者ではない

第２号被保険者

第１号被保険者

対象外

要介護、要支援状態が、末期がん・関
節リウマチ等の加齢に起因する疾病
（１６種類の特定疾病）による場合に
限定

原因を問わず以下の状態となったとき
● 要介護状態
（寝たきり、認知症等で介護が必要な
状態）
● 要支援状態
（日常生活に支援が必要な状態）

受給要件

*1

公的医療保険（国民健康保険・被用者保険）の加入者である必要があります。

［公的介護保険制度における要介護（要支援）状態区分について］

公的介護保険制度における要介護（要支援）状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、
要支援は２つに、要介護は５つに分けられています。
状態区分

状態像

非該当
（自立）

歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日
常生活動作を行う能力もある状態。
1

日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防
止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。

2

要支援１の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的
な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。

1

要支援２の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態
が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。

2

要介護１の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。

3

要介護２の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護
が必要となる状態。

4

要介護３の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。

5

要介護４の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

要支援

要介護

公的介護保険は
あるけれど・・・？

全国実態調査の結果からも、
実際の介護にはまとまった資金準備が必要です。
【出典】
（公財）生命保険文化センター「平成30年度

介護にかかる
お金は・・・

一時費用の合計
平均約70万円

月々の介護費用とは別に、自宅の改修費用や車いす、特殊ベッド
などの福祉用品の購入などで初期費用がかかる可能性があります。

車いす

要介護状態初期に一時的に
必要となる主な費用の目安
（自費で購入等した場合）

■自走式・・・4～15万円
■電動式・・・30～50万円

階段昇降機
■いす式直線階段用
・・・・・・・・・50万円～
※工事費別途

手すり

ポータブルトイレ

■廊下・階段・浴室用など・・・1万円～ ■水洗式・・・・・1～4万円
※サイズ・素材により金額は異なる ■シャワー式・・・10～25万円
（工事費別途）

【出典】
（公財）生命保険文化センター「介護保障ガイド 2018年8月改訂版」

11

生命保険に関する全国実態調査〈速報版〉」

特殊寝台（介護ベッド）
■15～50万円
※機能により金額は異なる

移動用リフト
■据置式・・・20～50万円
■レール走行式・・・50万円～
※工事費別途

もしもの介護に備えて

「介護補償」
があると安心です。
TOKAIグループ介護補償制度の特徴

❶ 公的介護連動型（要介護2以上）

公的介護保険制度に基づく要介護２以上の認定を受けた場合に、保険金（一時金）を
お支払いします。公的介護保険制度において自己負担となる自宅改修費用や介護用品
等の介護に要する費用に備えることができます。

❷ 団体割引20％が適用
❸ 従業員のご両親だけではなく、従業員、ご家族の加入が可能
❹ 加入手続きが簡単

・ご加入の際、医師の診査は不要です。健康状態の告知をお願いします。
・従業員のご家族が加入する場合でも、従業員が代理で告知することで加入手続きが
可能です。

❺ 充実した付帯サービス
メディカルアシスト

介護アシスト

デイリーサポート
などのサービスが自動セットされています。

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については、
「補償の概要等」
をご確認ください。
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■

保険金額・保険料（１口あたり）

保険期間：１年間、団体割引：20％

補償の型

公的介護保険連動型（要介護 2）

タイプ名

KK1 タイプ

KK2 タイプ

KK3タイプ

介護補償保険金額

100 万円

200 万円

300万円

保険料
（月払）

40 ～ 44 歳

10 円

20 円

30円

45 ～ 49 歳

20 円

40 円

60円

50 ～ 54 歳

40 円

80 円

130円

55 ～ 59 歳

90 円

170 円

260円

60 ～ 64 歳

180 円

360 円

550円

65 ～ 69 歳

520 円

1,040 円

1,560円

70 ～ 74 歳

1,080 円

2,170 円

3,250円

75 ～ 79 歳

2,360 円

4,730 円

7,090円

80 ～ 84 歳

5,440 円

10,880 円

16,330円

※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢 *1 によって異なります。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢 *1 が満４０歳以上満８４歳
以下に限ります。
※保険料は５歳ごとに更新（アップ）します。
※退職後も口座振替に変更して継続できます。ただし退職後の保険料のお支払いは年払とな
ります。
*1
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団体契約の始期日時点の年齢をいいます。

■

保険の対象となる方（被保険者）について

１．「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
本人型
① ＴＯＫＡＩホールディングスおよびその系列会社の役員・従業
員、退職者（以下「団体の構成員」といいます。）
② ①の方のご家族

○

配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟

○

①の方と同居されているご親族・使用人の方

○

※保険の対象となる方（被保険者）ご本人の年齢等の加入条件があります。
※対象となる系列会社については、
《お問い合わせ先》までご連絡ください。
※団体の構成員の方が、保険の対象となるご家族の健康状態告知を代理で行うことができます。

２．保険の対象となる方（被保険者）の範囲
本人型
① ご本人

○

② ご本人の配偶者

－

③ ご本人またはその配偶者の同居のご親族

－

④ ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子様

－

※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。

【「保険の対象となる方（被保険者）について」における用語の解説】
（１）ご本人：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）配偶者：婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます（以下
の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なり
ます。）。
①婚姻意思 *1 を有すること

②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること

（３）親族

：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。）。

（４）年齢

：団体契約の始期日時点の年齢をいいます。

*1

戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
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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！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。

※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

自動セット

受

お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

付

時

間 *1:

24 時間 365 日

0120-708-110

*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）。

緊急医療相談

医療機関案内

予約制専門医相談

常駐の救急科の専門医および看護師が、
緊急医療相談に 24 時間お電話で対応します。

夜間・休日の受付を行っている救急病院や、
旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。

様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で
専門的な医療・健康電話相談をお受けします。

がん専用相談窓口

転院・患者移送手配 *2

がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャル
ワーカーがお応えします。

転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一
切を承ります。

・介護アシスト

*2 実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。

自動セット

お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ、
優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。

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
・各種サービス優待紹介 9：00 ～ 17：00

0120-428-834

電話介護相談

インターネット介護情報サービス

ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続、介護サー
ビスの種類や特徴、介護施設の入所手続、認知症への対処法といった介護に関するご相談
に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム *1」をご
利用いただくことも可能です。

情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の
仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提
供します。
[ ホームページアドレス ] www.kaigonw.ne.jp

*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関
のご案内等を行います。

各種サービス優待紹介 *2
「家事代行」「食事宅配」「リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」といったご高齢の
方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
*2 本サービスは、サービス対象者（「ご注意ください」をご参照ください。）に限りご利用いただけます。

・デイリーサポート

自動セット

法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や
毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。

受

付

時

間：

いずれも
土日祝日、
年末年始を除く

・法律相談
10：00 ～ 18：00
・税務相談
14：00 ～ 16：00
・社会保険に関する相談 10：00 ～ 18：00
・暮らしの情報提供 ：10：00 ～ 16：00

0120-285-110

法律・税務相談
提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を
24 時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ ホームページアドレス ] www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html
※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。

社会保険に関する相談

暮らしの情報提供

公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説
明します。

グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情
報等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。

※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。

ご注意ください

（各サービス共通）

・ご利用は、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。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方（法人は除きます。）、またはそれらの方の配偶者 *1・ご親族 *2 の方（以下サー
ビス対象者といいます。）のうち、いずれかの方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、サービス対象者からの
直接の相談に限ります。
・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、介護アシストの電話相談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。

*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6 親等以内の血族・3 親等以内の姻族をいいます。
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告知の大切さに関するご案内

告知の大切さについて
ご説明させてください。

団体総合生活保険の所得補償・団体長期障害所得補償（GLTD）・医療補償・がん補償・介護補償、総合生活保険（GLTD）または総合
生活保険（CLTD）に新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合*1には、保険の対象となる方（被保険
者）について健康状態の告知が必要です。
*1

更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されており、告知書ご記入日時点で、告知書記載の質問すべてのご回答が「なし」となる場合を含み
ます（更新後契約については補償対象外となる病気・症状を補償対象にすることができます。告知書にご回答がない場合には、更新前契約と同条件での
更新となります。）。
※団体総合生活保険の医療補償またはがん補償で家族タイプにご加入される場合には、保険の対象となる方（被保険者）ご本人のほか、配偶者様や満23歳
未満のお子様全員についても告知が必要です。

告知書は保険の対象となる方（被保険者）ご自身がありのままにご記入ください。*1
告知の内容が正しくない場合には、ご加入が解除され、保険金をお受け取りいただけないことがあります。*2
※一括告知制度を採用している場合は、ご契約者が一括してご記入ください。
*1 ご家族の方を保険の対象とする場合は、ご家族の方ご自身がご記入ください。
団体総合生活保険の介護補償のみに（追加）加入される場合、団体構成員のご家族（団体構成員の配偶者、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族）を保
険の対象となる方（被保険者）とするときには、被保険者からのご依頼を受けた団体構成員が被保険者の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。
*2 更新時に補償内容をアップされた場合、補償内容をアップされた部分が解除され、保険金をお受け取りいただけないことがあります。

Ａ お引受けいたします（補償対象外となる病気・症状の設定はありません。）。
Ｂ 補償対象外となる病気・症状を設定のうえ、お引受けいたします（なお、更新時の補償内容アップの際に補償対象外と
なる病気・症状が設定された場合は、補償内容をアップされた部分だけでなく、従来よりご加入されている部分につい
てもその病気・症状は補償対象外となりますのでご注意ください。）。
Ｃ 今回はお引受けできません。
(＊)詳細は告知書をご確認ください。

告知内容を
確認させて
ください。

えっと、
１年前に

お申込み後、保険金請求時等に、
告知内容についてご確認させていただく場合があります。

過去に病気やケガを
したことがあったら、
契約はどうなるのか
しら？

過去に病気やケガをされたことがある場合、お引受けは次のA～Cのいずれかになりま
す（総合生活保険（GLTD）で一括告知制度を採用している一部の契約(＊)、団体総合
生活保険のがん補償・介護補償については、AまたはCになります。）。

･･･

告知いただく内容例*3は次のとおりです。

① 入院または手術の有無（予定を含みます）
② 告 知書記載の特定の疾病に関する、過去２年以内の医師の指示
による検査・治療（投薬の指示を含みます）の有無
③ 過去２年以内の健康診断・人間ドックにおける異常指摘の有等
*3

告知いただく内容は、保険種類等によって異なりますのでご注意ください。

ご注意ください。

詳しくは加入依頼書等の告知項目をご確認ください。

以下のケースもすべて告知が必要です。

●現在、医師に手術をすすめられている。
●過去２年以内に告知書記載の特定の疾病について医師の
指示による投薬を受けていたが、現在は完治している。
●過去２年以内に健康診断で「要精密検査」との指摘を受
けたが、精密検査の結果、異常は見つからなかった。（団
体総合生活保険のがん補償のみ）

告知書の質問をよくお読みいただき、ご記入ください。
新たな保険契約への切換の場合、新たに告知が必要となる等のご注意いただきたい事項があります。詳しくは、
重要事項説明書をご確認ください。
告知すべき内容を後日思い出された場合には、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
団体総合生活保険の所得補償・団体長期障害所得補償（GLTD）・医療補償・介護補償、総合生活保険（GLTD）
または総合生活保険（CLTD）については、支払責任の開始する日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を
原因として、支払責任を開始する日以降に就業不能や入院等をされた場合には、その原因が告知対象外のケガま
たは病気・症状であったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金お支払いの対象とならないことが
あります。ただし、支払責任の開始する日から1年を経過した後に開始した就業不能や入院等については、保険金
お支払いの対象となります。なお、その場合でも、ご加入時に補償対象外に設定された病気・症状による就業不
能や入院等については保険金お支払いの対象とはなりませんのでご注意ください。
※お客様控のない加入依頼書の場合は、お手数ですがコピーをお取りいただき大切に保管してください。
※インターネット等によりお手続きされる場合は、告知書へ記入することにかえて、画面上に入力してください。
また、本資料中の「告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
この資料は告知の大切さについて、その概要を記載したものです。
告知に関するお問い合わせは、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
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この保険は、ＴＯＫＡＩホールディングスを契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。
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ＴＯＫＡＩホールディングスが有します。
＜ご注意＞
現在ご加入の方につきましては、表紙記載のご提出期限までにご加入者の方からの特段のお申出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、
今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。

《お問い合わせ先》
◇代理店

◇保険会社

株式会社ＴＯＫＡＩ 保険事業部
住所：〒420- 0034 静岡市葵区常磐町2-6-8
TEL：054-254-8239 （受付時間：平日9：00～17：45）
東京海上日動火災保険株式会社 静岡支店営業課
住所：〒420- 8585 静岡市葵区紺屋町17-1
TEL：054-254-0281 （受付時間：平日9：00～17：00）

《事故時の連絡先》
◇代理店

株式会社TOKAI

保険事業部

TEL：054-254-8239 （受付時間：平日9：00～17：45）
◇東京海上日動安心110番（事故受付センター）

0120-119-110（ 受付時間：24時間365日）

＜2019年10月1日以降始期契約用＞
2019年７月作成19-T01914

MEMO

株式会社

保険事業部

【本社保険事業部】 静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8 TEL.054‐254‐8239

三島支店保険課
沼津支店保険課
富士支店保険課
静岡支店保険課
中遠支店保険課
浜松支店保険課
関東保険営業課
諏訪営業所保険課

三島市梅名315-1
沼津市新沢田町2ｰ21
富士市中島74ｰ1
静岡市駿河区宮竹1ｰ2ｰ8
磐田市岩井1907ｰ264
浜松市東区宮竹町506-1
東京都港区海岸1ｰ9ｰ1
長野県諏訪市四賀765-1
エルシーブイアネックスビル1F

TEL

055ｰ977ｰ7003
055ｰ927ｰ5400
0545ｰ64ｰ9935
054ｰ687ｰ0013
0538ｰ34ｰ6029
053ｰ461ｰ9174
03ｰ5404ｰ2677
0266-53-8526

重要事項のご
重要事項のご説明
のご説明

契約概要のご説明（傷害補償(標準型)特約セット団体総合生活補償保険）

2019 年 10 月

■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みにな
り、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・
特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社ま
でお問合わせください。
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。

■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。

１ 商品の
商品の仕組み
仕組み
（１）商品の仕組み
団体総合生活補償保険は、被保険者が傷害（以下「ケガ」といいます）を被った場合などを補償する保険です。詳細はパンフレット等の該
当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。
基本となる補償
補償の種類
補償の概要
基本となる補償の特約
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお支払い
ケガの補償
傷害補償(標準型)特約
します。
（２）被保険者の範囲
①ご契約内容により被保険者となれる方が限定されている場合があります。また、特約によりご加入できる被保険者の年令が決まって
いるものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。
②基本となる補償の被保険者の範囲は、次のとおりです。また、家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
【○
○：補償の対象／×
×：補償対象外】
被保険者の範囲
型
本人
配偶者（注１）
同居の親族（注２）・別居の未婚（注３）の子（注４）
本人型
○
×
×
家族型
○
○
○
（注１）配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および戸籍上の性別が同一
であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
（注２）親族とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。
（注３）未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
（注４）同居の親族・別居の未婚の子とは、「本人またはその配偶者の同居の親族」または「本人またはその配偶者の別居の未婚の子」をいいます。

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

特約
日常生活賠償特約
弁護士費用特約

本人
○（注）
○

【○
○：補償の対象／×
×：補償対象外】
被保険者の範囲
本人またはその配偶者の同居の親族・
配偶者
別居の未婚の子
○（注）
○（注）
○
○

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

④上記以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり
（普通保険約款・特約）をご確認ください。

２ 基本となる
基本となる補償
となる補償 等
（１）保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認
ください。
（２）保険金をお支払いできない主な場合
基本となる補償の保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によりお支払いできない主な場合が異
なります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。
補償の種類

ケガの補償

保険金をお支払いできない主な場合

●脳疾患、病気、心神喪失によるケガ
●自動車等（注１）の無資格運転中、酒気帯び運転中、麻薬等を使用しての運転中のケガ
●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの（注２）
●細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
など

（注１）「保険金をお支払いできない主な場合」において、自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
（注２）被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりそ
の根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

（３）セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認くだ
さい。
（４）保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
保険金額・日額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。
（５）保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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３ 保険料の
保険料の決定の
決定の仕組みと
仕組みと払込方法等
みと払込方法等
（１）保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間および職業・職務等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込
票等をご確認ください。
（２）保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

４ 満期返れい
満期返れい金
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。

５ 解約と
解約と解約返れい
解約返れい金
れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条
件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店ま
たは引受保険会社までお問合わせください。
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重要事項のご
重要事項のご説明
のご説明

注意喚起情報のご説明（傷害補償(標準型)特約セット団体総合生活補償保険）

2019 年 10 月

■ご加入に際して申込人・被保険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この「注意喚起情報のご説明」に記載し
ています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・
特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社ま
でお問合わせください。
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。

■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。

１ 告知義務（
告知義務（ご加入時にお
加入時にお申出
にお申出いただく
申出いただく事項
いただく事項）
事項）
（１）申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことで
す。
（２）告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印が
ついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場
合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります（注）
。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
（注）次において、②に該当したときは、ご契約を解除することがあります。
告知事項
①被保険者の職業・職務（注 1）
②同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等（注２）の有無
（注１）職種級別は、保険料の算出や保険金のお支払いに際し、極めて重要な項目です。お申込みの際には改めてご確認ください。
●傷害補償（標準型）特約の職種級別表
級別
職業例
Ａ
●下記Ｂ以外の職業従事者 ●主婦・学生・無職者 等
●農林業作業者 ●採鉱・採石作業者 ●木・竹・草・つる製品製造作業者 ●漁業作業者 ●自動車運転者（助手を含む）
Ｂ
●建設作業者
（注２）タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。

２ クーリングオフ説明書
クーリングオフ説明書（
説明書（ご契約のお
契約のお申込
のお申込みの
申込みの撤回等
みの撤回等）
撤回等）
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除（クーリングオフ）はできません。

３ 複数の
複数のご契約があるお
契約があるお客
があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます）が
他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれ
か一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、
特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※１ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更
等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※２ 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。

４ 傷害死亡保険金受取人
（１）被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。
（２）被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てく
ださい。なお、同意のないままご契約された場合、保険契約は無効となります。
（３）被保険者本人以外の被保険者については、その被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となり、傷害死亡保険金受取人の変更は
できません。

５ 現在の
現在のご契約の
契約の解約・
解約・減額を
減額を前提とした
前提とした新
とした新たなご契約
たなご契約
現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。

６ 通知義務
通知義務等
義務等（ご加入後にご
加入後にご連絡
にご連絡いただく
連絡いただく事項
いただく事項）
事項）
（１）ご加入後、次の事項が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
通知事項
被保険者本人の職業・職務を変更した場合
（２）被保険者本人が職業・職務を変更した場合で、次の「職業・職務」に変更した場合、保険期間の中途であってもご契約を解除すること
があります。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます）、力士、その他これらと同程度の危険な職業
（３）次の事項が発生した場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
特約の追加など、契約条件を変更する場合

７ 補償の
補償の開始・
開始・終了時期
（１）補償の開始：始期日の午後４時（保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻）
（２）補償の終了：満期日の午後４時に終わります。

８ 保険金をお
保険金をお支払
をお支払いできない
支払いできない主
いできない主な場合
「契約概要のご説明」２
２ 基本となる
基本となる補償
となる補償 等（２）保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。

９ 保険料の
保険料の払込猶予期間等の
払込猶予期間等の取扱い
取扱い
分割払でご契約の場合、引受保険会社が傷害死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求することがあ
ります。
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10 解約と
解約と解約返れい
解約返れい金
れい金
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただ
し、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で
請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

11 被保険者からの
保険者からの解約
からの解約
被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めること
ができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。
【被保険者が
被保険者が解約を
解約を求めることができる場合
めることができる場合】
場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
・引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが
ある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損な
い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変
更があった場合
※１ 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証
明する資料等を提出してください。
※２ 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
※３ 家族型で、本人について解約請求または本人による解約が行われた場合は、保険契約者は以下のいずれかの手続きを行わなければなりません。ただし、
この保険契約において、その本人が傷害後遺障害保険金を受け取っていた場合は、ｂ．によるものとします。
ａ．家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること
ｂ．この保険契約の解約

12 保険会社破綻時
保険会社破綻時の取扱い
取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等はケガの補償につ
いては80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻前から３か月までに発生した事故による保険金は100％補償され
ます。
※ケガの補償以外の保険金、解約返れい金等の補償割合は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

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

＜その他
その他ご注意いただきたいこと
注意いただきたいこと＞
いただきたいこと＞
■危険を
危険を有する職業
する職業に
職業に変更した場合
した場合のご
場合のご注意
のご注意
家族型のご契約で、被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等の職業に変更
した場合は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

■ご契約内容および
契約内容および事故報告内容
および事故報告内容の
事故報告内容の確認について
確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保
するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協
会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせくださ
い。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。

■無効・
無効・取消し・
取消し・失効
し・失効について
失効について
（１）次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保
険者本人の同意を得なかった場合
（２）保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場
合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
（３）次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。
詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。（注１）
①本人型でご契約の場合は、被保険者が死亡（注２）したとき
②家族型でご契約の場合は、被保険者が死亡（注２）し、家族型の被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなったとき
（注１）上記①、②以外にも保険金をお支払いした場合等に失効となる特約があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
（注２）傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。

■重大事由による
重大事由による解除
による解除
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次のことがある場合には、ご契約または特約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、
または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合
⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。

■請求権等の
請求権等の代位に
代位について
所得補償保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）を取得した場合に、引受保険会社がその損害に対
して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
（１）引受保険会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合：被保険者が取得した債権の全額
（２）上記（１）以外の場合：被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
※１ 所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額
を差し引いた損失の額に対して所得補償保険金をお支払いします。
※２ 上記以外の保険金についても請求権等の代位に関して規定されている場合があります。詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。

■ 共同保険について
共同保険について
この保険契約は２社による共同保険契約であり、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。あい
おいニッセイ同和損害保険（株）は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払い
その他の業務または事務を行っています。

■ 事故が
事故が起こった場合
こった場合
１ 事故が
事故が起こった場合
こった場合
（１）事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損
害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
（２）他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
（３）賠償責任・弁護士費用等を補償する特約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず
引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。
＜示談交渉サービス＞
日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受
保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故
で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
＜示談交渉を行うことができない主な場合＞
・１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
（４）携行品を補償する特約の場合、対象となる盗難事故が発生したときは、遅滞なく警察に届け出てください。
（５）被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた
保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。
＜引受保険会社がお支払いする保険金の額＞（注１）
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額（注２）をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額（注２）を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保
険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
（注１）お支払いする保険金の額は､補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
（注２）支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
２ 保険金の
保険金の支払請求時に
支払請求時に必要となる
必要となる書類等
となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方は、＜
＜別表「
別表「保険金請求書類」＞
保険金請求書類」＞のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に
」＞
応じて＜
＜別表「
別表「保険金請求書類」＞
保険金請求書類」＞以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
」＞
３ 保険金のお
保険金のお支払時期
のお支払時期
引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするため
に必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約
に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

４ ４ 保険金の
保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求する
ことができる制度（「代理請求制度」といいます）があります（被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、こ
の制度は利用できません）。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の
被保険者の代理人となりうる
代理人となりうる方
となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注）
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親
族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者（注）または上記
②以外の３親等内の親族
（注）法律上の配偶者に限ります。

万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いし
ます。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険
会社は保険金をお支払いできません。
５ 保険金請求権の
保険金請求権の時効
保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）
をご確認ください。

＜別表「
別表「保険金請求書類」＞
保険金請求書類」＞
（１）
（２）

保険金請求書（
保険金請求書（個人情報の
個人情報の取扱いに
取扱いに関
いに関する同意
する同意を
同意を含みます）
みます）
引受保険会社の
引受保険会社の定める傷害
める傷害（
傷害（疾病・
疾病・損害など
損害など）
など）状況報告書

（３）

被保険者であることを
被保険者であることを確認
であることを確認する
確認する書類
する書類

※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)～(7)に掲げる書類も必要な場合があります。
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（４）

（５）

（６）

（７）

書類の例
・家族関係の証明書類（住民票、戸籍謄本）
など
保険金の
の請求権をもつことの
保険金
請求権をもつことの確認書類
をもつことの確認書類
・印鑑証明書、資格証明書
・戸籍謄本
・委任状
・未成年者用念書
書類の例
【質権が設定されている場合】・質権者への支払確認書
・保険金直接支払指図書
・債務額現在高通知書
など
ケガに関
ケガに関する保険金
する保険金を
保険金を請求する
請求する場合
する場合に
場合に必要となる
必要となる書類
となる書類
①
保険事故の
保険事故の発生を
発生を示す書類
書類の例
・公的機関が発行する証明書（事故証明書など）
・死亡診断書または死体検案書
など
②
保険金支払額の
保険金支払額の算出に
算出に必要な
必要な書類
書類の例
・引受保険会社の定める診断書
・領収書
・後遺障害診断書
・レントゲン等の検査資料
など
③
その他
その他の書類
・運転資格を証する書類（免許証など）
書類の例
・調査同意書（引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書）
など
損害賠償責任に
損害賠償責任に関する保険金
する保険金を
保険金を請求する
請求する場合
する場合に
場合に必要となる
必要となる書類
となる書類
①
保険事故の
保険事故の発生を
発生を示す書類
・公的機関が発行する証明書（罹災証明書・事故証明書）またはこれに代わるべき書類（被害届出受理番号を記入した書
書類の例
類） ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿
・預かり伝票など受託物であることの確認資料
・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真
など
②
保険金支払額の
保険金支払額の算出に
算出に必要な
必要な書類
・修理見積書、請求明細書、領収書
・損害賠償内容申告書
・示談書またはこれに代わるべき書類
・休業損害確認資料（休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書）
・交通費、諸費用の明細書
・購入時の領収書、保証書、仕様書
・図面（配置図、建物図面）
書類の例
・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書
・レントゲンなどの検査資料
・死亡診断書または死体検案書
・葬儀費明細書、領収書
・その他の費用の支出を示す書類
・受領している年金額の確認資料
・労災からの支給額の確認資料
など
③
その他
その他の書類
・権利移転書
・先取特権に関わる書類（被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類）
書類の例
・調査同意書（引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書）
など
その他費用
その他費用に
する保険金を
請求する場合
必要となる書類
他費用に関する保険金
保険金を請求する
する場合に
場合に必要となる
となる書類
①
保険事故の
保険事故の発生を
発生を示す書類
・公的機関が発行する証明書（事故証明書、盗難届証明書など） ・ホールインワン・アルバトロス証明書
書類の例
・扶養者などの戸籍謄本
・損害物の写真
など
②
保険金支払額の
保険金支払額の算出に
算出に必要な
必要な書類
書類の例
・被害品の価格を証明する書類
・修理見積書
・領収書
など
③
その他
その他の書類
・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの
書類の例
・調査同意書（引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書）
など

＜ご加入いただく
加入いただく内容
いただく内容に
内容に関する確認事項
する確認事項（
確認事項（ご意向の
意向の確認）＞
確認）＞
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の
内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険
料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点な
どございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。
１．被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」「職業・職務」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
２．「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
３．下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償内容（お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など）
②保険金額（ご契約金額）（型やパターンなど）
③被保険者の範囲（ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など）
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。

４．補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。
●現在ご加入のご契約（満期を迎えるご契約）にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。

お問合わせ窓口
保険商品・
保険商品・契約内容に
契約内容に関するお問合
するお問合わせ
問合わせ
【取扱代理店】

TOKAI

【電話番号】

054-254-8239

※おかけ間違いにご注意ください。

引受保険会社の
引受保険会社の連絡・
連絡・相談・
相談・苦情窓口
引受保険会社への
引受保険会社へのご
へのご相談・
相談・苦情がある
苦情がある場合
がある場合

事故が
事故が起こった場合
こった場合

遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。

0120-101-060（無料）
無料）

あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター

●受付時間 平日 9：00～17：00
●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。
●ご加入の団体名（株式会社 TOKAI ホールディングス）をお知らせください。「加入者証」等を
お持ちの場合、お手元にご用意ください。
●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。

0120-985-024（無料）
無料）

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

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

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター

［ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）］

0570-022-808

●受付時間［平日 9:15～17:00（土・日・祝日および年末年始を除きます）］
●携帯電話からも利用できます。ＩＰ電話からは 03-4332-5241 におかけください。

●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
（http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/）

＜引受保険会社＞

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（幹事）
東京海上日動火災保険株式会社（非幹事）
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お支払いする
支払いする保険金
いする保険金および
保険金および費用保険金
および費用保険金のご
費用保険金のご説明
のご説明【団体総合生活補償保険
説明 団体総合生活補償保険】
団体総合生活補償保険】＜傷害補償(標準型)＋費用＞
団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり（普通保
険約款・特約）をご参照ください。

ケガに関する補償
ケガに関する補償
■被保険者の範囲
ケガに関する補償の被保険者は、被保険者の範囲に関する特約（
「家族型への変更に関する特約」をいいます）のセット有無により次の表の○印に
該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、ケガの原因となった事故が発生した時におけるもの
をいいます。
補償の対象となる方
セットされる特約
ご本人※1
配偶者※2
親族
①被保険者の範囲に関する特約がセットされない場合
○
－
－
②「家族型への変更に関する特約」がセットされる場合
○
○
○※3
※1 保険証券記載の被保険者をいいます。
※2 ご本人の配偶者※4をいいます。
※3 ご本人またはその配偶者※4の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。
※4 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが
婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※5 親族とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。
※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

■傷害補償(標準型)特約の補償内容
１．被保険者が被った次の傷害（｢ケガ｣といいます）に対して保険金をお支払いします。
急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ
※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
２．傷害補償(標準型)特約の補償内容は次のとおりです。
（注）既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお
支払いします。
（注）
「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
（注）
「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
保険金
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
の種類
傷 害 死 亡 事故によるケガのため、事故
(1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
保 険 金 の発生の日からその日を含め
支払いできません。
※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後
て180日以内に死亡した場合
①保険契約者※1、被保険者または保険金受取人の故
遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後
意または重大な過失
遺障害保険金額からその額を差し引いて
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
お支払いします。
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した
※ 『特定感染症危険「後遺障害保険金、入
事故
院保険金および通院保険金」補償特約』
ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動
がセットされた場合、傷害死亡・後遺障
車等を運転している間
害保険金額からお支払いした特定感染症
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯び
に関する後遺障害保険金の額を差し引い
た状態で自動車等を運転している間
た額が限度となります。
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等
傷
害 事故によるケガのため、事故
の影響により正常な運転ができないおそれがあ
約款所定の
傷害死亡・後遺
後 遺 障 害 の発生の日からその日を含め
る状態で自動車等を運転している間
保険金支払割合
×
障害保険金額
保 険 金 て180日以内に約款所定の後
④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
(４％～100％)
遺障害が発生した場合
⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産
※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後
⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険
遺障害保険金額が限度となります。
※ 事故の発生の日からその
者に対する外科的手術その他の医療処置
日を含めて180日を超えて ※ 『特定感染症危険「後遺障害保険金、入
⑦被保険者に対する刑の執行
院保険金および通院保険金」補償特約』
治療中である場合は、181
⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また
がセットされた場合、傷害死亡・後遺障
日目における医師の診断
は暴動※2
害保険金額からお支払いした特定感染症
に基づき後遺障害の程度
⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波※3
に関する後遺障害保険金の額を差し引い
を認定します。
⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性に
た額が限度となります。
よる事故
傷 害 入 院 事 故 に よる ケガ の 治療 の た
⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
傷害入院保険金日額 × 入院日数
保 険 金 め、入院し、その入院が傷害
(2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払い
入院保険金の免責期間※を超 ※ 事故の発生の日からその日を含めて180
できません。
日以内の入院を対象とし、１事故につき、
えて継続した場合
①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの
180日が限度となります。
※4
※ 事故の発生の日からその ※ 入院日数には、傷害入院保険金の免責期
②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
間の満了日以前の入院日数を含みませ
日を含めて保険証券記載
など
ん。
の免責期間が満了するま
※1 被保険者の範囲に関する特約がセットされない
での期間をいいます。
場合に限ります。
傷 害 手 術 事 故 に よる ケガ の 治療 の た ①入院中に受けた手術
※2 テロ行為によって発生したケガに関しては自動
保 険 金 め、事故の発生の日からその
セットの特約により保険金お支払いの対象とな
傷害入院保険金日額 × 10
日を含めて180日以内に手術
ります。
を受けた場合
②上記①以外の手術
※3 「天災危険補償特約」がセットされた場合、保
険金お支払いの対象となります。
※ 手術とは、次の診療行為を
1
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保険金
の種類

保険金をお支払いする場合
いいます。
①公的医療保険制度におい
て手術料の対象となる診
療行為。ただし、次の診
療行為は保険金お支払い
の対象になりません。
・ 創傷処理
・ 皮膚切開術
・ デブリードマン
・ 骨または関節の非観血
的または徒手的な整復
術、整復固定術および
授動術
・ 抜歯手術
・ 歯科診療固有の診療行
為
②先進医療 (＊1) に該当す
る診療行為(＊2)

お支払いする保険金の額
傷害入院保険金日額 ×

５

※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療の
ために入院している間をいいます。
※ １事故につき、１回の手術に限ります。
なお、上記①と②の両方に該当する手術
を受けた場合は、上記①の手術を１回受
けたものとします。
※ 傷害入院保険金の免責期間の満了日の翌
日以降の手術が対象となります。

(＊1) 手術を受けた時点にお
いて、厚生労働大臣が
定める先進的な医療技
術をいいます。また、
先進医療ごとに定める
施設基準に適合する病
院等において行われる
ものに限りますので、
対象となる手術、医療
機関および適応症は限
定されます。
(＊2) 治療を直接の目的とし
て、メス等の器具を用
いて患部または必要部
位に切除、摘出等の処
置を施すものに限りま
す（診断、検査等を直
接の目的とした診療行
為および注射、点滴、
薬剤投与（全身・局所）、
放射線照射、温熱療法
による診療行為を除き
ます）。

傷害通院
保 険 金

事 故 に よる ケガ の 治療 の た
め、事故の発生の日からその
日を含めて保険証券記載の傷
害通院保険金の免責期間が満
了した日の翌日以降に、通院
した場合
※ 通院とは、病院・診療所に
通い、または往診・訪問診
療により、治療を受けるこ
とをいい、オンライン診療
による診察を含みます。な
お、同月に複数回のオンラ
イン診療を受けた場合で、
公的医療保険制度におい
てオンライン診療料を１
回算定された場合は、最初
の１回のみ通院したもの
とみなします。
※ 治療を伴わない、薬剤、診
断書、医療器具等の受領等
のためのものは、通院に含
みません。

傷害通院保険金日額 ×

通院日数

※ 事故の発生の日からその日を含めて180
日以内の通院を対象とし、１事故につき、
90日が限度となります。
※ 通院日数には、傷害通院保険金の免責期
間の満了日以前の通院日数を含みませ
ん。
※ 通院しない場合においても、約款所定の
部位のケガによりその部位を固定するた
めに、医師の指示によりギプス等を常時
装着した期間は、通院日数に含めてお支
払いします。

保険金をお支払いできない主な場合
※4 被保険者が自覚症状を訴えている場合であって
も、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨
床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等により
その根拠を客観的に証明することができないも
のをいいます。
(3)次のいずれかによって発生したケガについては、
保険金をお支払いできません。
①被保険者が次のいずれかに該当する間の事故
ア．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)をしてい
る間（ウ．に該当しない「自動車等を用い
て道路上で競技等(＊2)をしている間」を除
きます）
イ．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)を行うこ
とを目的とする場所において、競技等(＊2)
に準ずる方法・態様により、乗用具 (＊1)を
使用している間（ウ．に該当しない「道路
上で競技等(＊2)に準ずる方法・態様により、
自動車等を使用している間」を除きます）
ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を
制限し、道路を占有した状態で、自動車等
を用いて競技等(＊2)をしている間または競
技等(＊2)に準ずる方法・態様により自動車
等を使用している間
②被保険者が山岳登はん（ピッケル、アイゼン、
ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するも
の、ロッククライミング（フリークライミン
グを含みます）をいい、登る壁の高さが５ｍ
以下のボルダリングは含みません）、職務以外
での航空機操縦、スカイダイビング、ハング
グライダー搭乗等の危険な運動を行っている間
の事故
③被保険者の範囲に関する特約がセットされた
場合は、被保険者がテストライダー、オート
バイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争
選手、プロボクサー、プロレスラー等やその
他これらと同程度またはそれ以上の危険を有
する職業に従事している間の事故
など
(＊1) 乗用具とは、自動車等またはモーターボート
等をいいます。
(＊2) 競技等とは、競技、競争、興行（これらのた
めの練習を含みます）または試運転（性能試
験を目的とする運転もしくは操縦）をいいま
す。

■傷害補償(標準型)特約の補償条件に関する主な特約
傷害補償(標準型)特約の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下記のとおりです。
特約名
概要
被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合
についても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院
熱中症危険補償特約
保険金をお支払いする特約です。
※ 被保険者の死亡については対象外となります。
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■その他の傷害危険に関する特約の補償内容
被保険者が被ったケガ(＊)などに対して保険金をお支払いします。
(＊)傷害補償（標準型）特約で保険金をお支払いするケガをいいます。
（注）
「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
保険金
特 約 名
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
の種類
特定感染症 後 遺 障 害 特定感染症の発病により、発病の日
(1)次のいずれかにより発病した特定
傷害死亡・
約款所定の
危険「後遺 保 険 金 からその日を含めて180日以内に傷
感染症の発病に対しては、保険金
後 遺 障 害 × 保険金支払割合
障害保険金、
害補償(標準型)特約所定の後遺障
をお支払いできません。
保険金額
(４％～100％)
入院保険金
害が発生した場合
①保険契約者、被保険者または保険
※ 傷害後遺障害保険金または後遺障
および通院
金受取人の故意または重大な過失
害保険金をお支払いしている場
保 険 金 」
※ 発 病の日か らその日 を含めて
②被保険者の闘争行為、自殺行為ま
合、傷害死亡・後遺障害保険金額
補 償 特 約
180日を超えても治療中である
たは犯罪行為
からその額を差し引いた額が限度
場合は、181日目における医師の
③被保険者に対する刑の執行
※特定感染症
となります。
診断に基づき後遺障害の程度を
④戦争、外国の武力行使、革命、内
は欄外をご
認定します。
乱等の事変または暴動※
参照くださ
⑤地震もしくは噴火またはこれらに
入
院
特定感染症の発病により、入院した
い。
傷害入院
× 入院日数
よる津波
保 険 金 場合
保険金日額
⑥核燃料物質などの放射性・爆発
※ 発病の日からその日を含めて180
性・有害な特性による事故
日以内の入院を対象とし、１回の
⑦上記⑥以外の放射線照射または放
特定感染症の発病につき、180日が
射能汚染
限度となります。
⑧傷害補償(標準型)特約により保険
通
院 特定感染症の発病により、通院した
金をお支払いするケガ
傷害通院
× 通院日数
保 険 金 場合
(2)保険責任開始日からその日を含め
保険金日額
て10日以内に発病した特定感染症
※ 通院とは、病院・診療所に通い、 ※ 発病の日からその日を含めて180
（継続契約を含みません）に対し
日以内の通院を対象とし、１回の
または往診・訪問診療により、
ては、保険金をお支払いできませ
特定感染症の発病につき、90日が
治療を受けることをいい、オン
ん。
限度となります。
ライン診療による診察を含みま
など
す。なお、同月に複数回のオン
※ テロ行為によって発生したもの
ライン診療を受けた場合で、公
に関しては自動セットの特約に
的医療保険制度においてオンラ
より保険金お支払いの対象とな
イン診療料を１回算定された場
ります。
合は、最初の１回のみ通院した
ものとみなします。
※ 治療を伴わない、薬剤、診断書、
医療器具等の受領等のためのも
のは、通院に含みません。
特定感染症：「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で定められている一類感染症から三類感染症までをいいます。
2019年４月現在では、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリ
オ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大
腸菌感染症(O－157等)、腸チフス、パラチフスをいいます。

その他の費用の補償
補償重複マークがある
補償重複マークがある特約
マークがある特約をセットされる
特約をセットされる場合
をセットされる場合のご
場合のご注意
のご注意
補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険
補償重複
会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方
の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居
への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。

■その他の費用等に関する特約の補償内容

＜ご自身に対する補償に関するもの＞

１．被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
２．被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする
事故等が発生した時におけるものをいいます。
被保険者
ご本人※1
ご本人の配偶者※2
親族※3
特約
携行品損害補償特約
○
○※4
○※4
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約（団体総合生活補償保険用）

○

－

－

弁護士費用特約
○
○
○
※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚
姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。
※4 ケガに関する補償で被保険者となる場合に限り、被保険者となります。
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※5 ６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。
※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
（注）
「保険金をお支払いする場合」
、
「保険金をお支払いできない主な場合」において、
「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
保険金
特 約 名
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
の種類
次のいずれかによって発生した損害
携 行 品 携 行 品 被保険者が居住する住宅（敷地を
免責金額(*2)
損害の額(*1) －
に対しては、
保険金をお支払いできま
損
害 損
害 含みます）外において、偶然な事
(3,000円)
せん。
補 償 特 約 保 険 金 故により、被保険者が携行してい
①保険契約者、被保険者、保険金受取
る被保険者所有の身の回り品（携 (*1)損額の額とは、次の額をいいます。
①下記②、③以外の携行品
人または被保険者と同居する親族
補償重複
行品）に損害が発生した場合
ア．携行品の損傷を修理できない場合は、
※1の故意または重大な過失
携行品の再調達価額（＊3）をいいます。
※「新価保険
＜補償対象外となる主な携行品＞
イ．携行品の損傷を修理できる場合は、
「修 ②被保険者が次のいずれかに該当す
特約（携行
る間に発生した事故
①株券、手形その他の有価証券、
理費」から「修理に伴って発生した残
品損害補
存物がある場合はその価額」を差し引
ア．法令に定められた運転資格を
印紙、切手その他これらに類す
償 特 約
いた額（＊4）とし、再調達価額（＊3）
持たないで自動車等を運転して
る物。ただし、乗車券等、定期
用）」が自
を限度とします。
いる間
券、通貨および小切手について
動セット
②貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董（とう）、
イ．道路交通法第65条第１項に定
は補償対象となります。
されます。
彫刻物その他美術品
める酒気を帯びた状態で自動車
②預金証書または貯金証書（通帳、
ア．携行品の損傷を修理できない場合は、
等を運転している間
キャッシュカードを含みます）、
携行品の保険の価額（その携行品と同
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい
クレジットカード、ローンカー
等と認められる物の市場流通価額）を
いいます。
剤、シンナー等の影響により正
ド、プリペイドカード、電子マ
イ．携行品の損傷を修理できる場合は、次
常な運転ができないおそれがあ
ネーその他これらに類する物
の額（＊4）とし、保険の価額（その携
る状態で自動車等を運転してい
③稿本（本などの原稿）、設計書、
行品と同等と認められる物の市場流通
る間
図案、証書（運転免許証、パス
価額）を限度とします。
③戦争、外国の武力行使、革命、内乱
ポートを含みます）
、帳簿、ひな
修理によって
等の事変または暴動※2
形、鋳型、木型、紙型、模型、
携行品の価額
④地震もしくは噴火またはこれらに
勲章、き章、免許状その他これ
修理費 －
が増加した場合
よる津波
らに類する物。ただし、印章に
はその増加額
⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・
ついては補償対象となります。
修理に伴って発生
有害な特性による事故
④船舶（ヨット、モーターボート、
－ した残存物がある
⑥上記⑤以外の放射線照射または放
水上バイク、ボートおよびカヌ
場合はその価額
射能汚染
ーを含みます）、航空機、自動車
③乗車券等
⑦差押え・破壊等の公権力の行使。た
等、雪上オートバイおよびゴー
乗車券等の経路および等級の範囲内で、事
だし、火災消防または避難に必要な
カートならびにこれらの付属品
故の後に被保険者が支出した費用（＊4）
処置である場合を含みません。
⑤自転車、ハンググライダー、パ
(*2) 免責金額とは、支払保険金の計算にあた
⑧携行品の欠陥
ラグライダー、サーフボード、
って損害の額から差し引く金額で、自己
⑨携行品の自然の消耗、劣化、変質、
ウインドサーフィンおよびラジ
負担となる金額をいいます。
さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、
コン模型ならびにこれらの付属 (*3) 再調達価額とは、損害が発生した時の発
自然発熱またはねずみ食い、虫食い
品
生した場所における携行品と同一の構
造、質、用途、規模、型、能力のものを
等
⑥義歯、義肢その他これらに類す
再取得するのに必要な金額をいいます。 ⑩携行品の平常の使用または管理に
る物
(*4) 損害の発生または拡大を防止するため
おいて通常発生し得るすり傷、かき
⑦動物および植物
に要した費用等を含みます。
傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、た
⑧テープ、カード、ディスク、ド
※ 保険期間を通じ、携行品損害保険金
わみ、へこみ、落書き等外観上の損
ラム等のコンピュータ用の記録
額が限度となります。
傷または汚損であって、携行品ごと
媒体に記録されているプログラ
※ 保険金をお支払いする損害の額は、
にその携行品が有する機能の喪失
ム・データ（市販されていない
１事故につき、携行品１個、１組ま
または低下を伴わないもの
もの）その他これらに類する物
たは１対あたり10万円（乗車券等ま
⑪偶然な外来の事故に直接起因しな
⑨眼鏡、コンタクトレンズ、補聴
たは通貨・小切手は合計５万円）が
い携行品の電気的事故・機械的事
器、携帯電話・ＰＨＳ・ポケッ
限度となります。
故。ただし、これらにより発生した
トベル等の携帯式通信機器、ノ
※ 携行品が盗難にあった場合は、警察
火災による損害を含みません。
ート型パソコン・ワープロ等の
等への届け出が必要となります。
⑫携行品である液体の流出。ただし、
携帯式電子事務機器およびこれ
※ 保険金または共済金が支払われる他
他の携行品に発生した損害を含み
らの付属品
の保険契約等がある場合において、
ません。
など
それぞれの保険契約または共済契約
⑬携行品の置き忘れ・紛失
の支払責任額(＊1)の合計額が、損害
など
の額(＊2)を超えるときは、下記の額
※1 親族とは、配偶者、６親等内の
を保険金としてお支払いします。
血族、３親等内の姻族をいいま
・再調達価額を基準として算出した
す。
損害の額に基づき保険金または共
※2 テロ行為によって発生した損害
済金を支払う旨取決めのある他の
に関しては自動セットの特約に
保険契約等から保険金または共済
より保険金お支払いの対象とな
金が支払われていない場合は、こ
ります。
の保険契約の支払責任額(＊1)
・ 他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われた場合または再
調達価額を基準として算出した損
害の額に基づき保険金または共済
金を支払う旨取決めのない他の保
険契約等の場合は、損害の額(＊2)
から他の保険契約等から支払われ
たまたは支払われるべき保険金ま
たは共済金の合計額を差し引いた
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特 約 名

保険金
の種類

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金の額

保険金をお支払いできない主な場合

残額。ただし、この保険契約の支
払責任額(＊1)を限度とします。
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が
ないものとして算出した支払うべ
き保険金または共済金の額をいい
ます。
(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約ま
たは共済契約に免責金額の適用が
ある場合には、そのうち最も低い免
責金額を差し引いた残額とします。

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

ホールイ
ンワン・
アルバト
ロス費用
保 険 金

アマチュアゴルファーである被保
険者が保険期間中に日本国内の９
ホール以上を有するゴルフ場にお
いて、ゴルフ競技中にホールイン
ワンまたはアルバトロスを達成し
た場合に、慣習として負担する費
用（実費）をお支払いします。
保険金お支払いの対象となる
ホールインワンまたはアルバ
トロスは、日本国内のゴルフ場
において、同伴競技者１名以上
とパー35 以上の９ホール（ハ
ーフ）を正規にラウンドした場
合のもので、次の①および②の
両方が目撃 (＊) したものに限
ります。
①同伴競技者
②同伴競技者以外の第三者(具
体的には次の方をいいます)
同伴キャディ、ゴルフ場使
用人、ワン・オン・イベン
ト業者、ゴルフ場で工事中
の造園業者、先行・後続組
のプレーヤー、ゴルフ場内
の売店運営業者など
ご注意
キャディ帯同のない「セル
フプレー中」の場合は、原
則として、保険金のお支払
い対象となりませんのでご
注意ください。ただし、同
伴競技者以外の第三者の目
撃(＊)がある場合にかぎり、
保険金をお支払いします。
※上記にかかわらず、次の場合
のホールインワンまたはア
ルバトロスもお支払いの対
象になります。
・公式競技において、上記①
または②のいずれかの目撃
(＊)がある場合
・ホールインワンまたはアル
バトロスの達成が客観的に
確認できるビデオ映像等が
ある場合
(*)目撃とは、打ったボールがホー
ルにカップインしたことをその
場で確認することをいいます
（達成後に呼ばれてカップイン
したボールを確認した場合は
「目撃」に該当しません）。

次のいずれかによって発生した損害
に対しては、保険金をお支払いできま
せん。
＜ホールインワン・アルバトロス費用＞ ①日本国外で達成したホールインワ
①贈呈用記念品購入費用。ただし、次の
ンまたはアルバトロス
購入費用は含みません。
②ゴルフ場経営者がその経営するゴ
ア．貨幣、紙幣
ルフ場で達成したホールインワン
イ．有価証券
またはアルバトロス
ウ．商品券等の物品切手
③ゴルフ場の従業員等が実際に勤務
エ．プリペイドカード（ホールインワ
しているゴルフ場で達成したホー
ンまたはアルバトロス達成を記念
ルインワンまたはアルバトロス
して特に作成したプリペイドカー
など
ドは贈呈用記念品に含みます）
②祝賀会費用
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴キャディに対する祝儀
⑤その他、慣習として支出することが適
当な次の費用。ただし、ホールインワ
ン・アルバトロス費用保険金額の10％
を限度とします。
ア．社会貢献、自然保護またはゴルフ
競技発展に役立つ各種費用
イ．ゴルフ場の使用人に対する謝礼費
用
ウ．記念植樹を認めないゴルフ場にお
いてホールインワンまたはアルバ
トロスを記念して作成するモニュ
メント等の費用
ホールインワン・
アルバトロス費用の額

※ １回のホールインワンまたはアルバ
トロスにつき、ホールインワン・ア
ルバトロス費用保険金額が限度とな
ります。
※ 保険金または共済金が支払われる他
の保険契約等がある場合において、
それぞれの保険契約または共済契約
の支払責任額(＊1)の合計額が、支払
限度額(＊2)を超えるときは、下記の
額を保険金としてお支払いします。
・ 他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われていない場合
は、この保険契約の支払責任額(＊
1)
・ 他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われた場合は、支払
限度額 (＊2) から他の保険契約等
から支払われた保険金または共済
金の合計額を差し引いた残額。た
だし、この保険契約の支払責任額
(＊1)を限度とします。
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が
ないものとして算出した支払うべ
き保険金または共済金の額をいい
ます。
(＊2) 支払限度額は、この保険契約および
他の保険契約等の支払責任額のう
ち最も高い支払責任額とします。
この費用を補償する他の保険契約等（異なる
保険種類の特約や引受保険会社以外の保
険契約または共済契約を含みます）に複数
ご加入されても、お支払いする保険金の額
は、それらのご契約のうち最も高い保険金額
が限度となります。それぞれの保険契約等か

5
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特 約 名

保険金
の種類

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金の額

保険金をお支払いできない主な場合

ら重複して保険金をお支払いできませんの
でご注意ください。

弁 護 士
費用特約

弁 護 士
費 用 等
保 険 金

補償重複

法律相談
費
用
保 険 金

6

日本国内において偶然な事故によ
り被保険者に次の①または②の被
害が発生し、被保険者またはその
法定相続人がその被害に関する損
害賠償請求を行った結果、弁護士
費用等を負担したことによって損
害を被った場合
①被保険者が被った身体の障害
②被保険者が居住する住宅または
被保険者の日常生活用動産の損
壊または盗取

次のいずれかによって発生した被害
に対しては、保険金をお支払いできま
※ １事故につき、被保険者１名ごとに せん。
弁護士費用等保険金額(300万円)が
①保険契約者、被保険者または保険
限度となります。
金受取人の故意または重大な過失
※ 費用の支出には保険会社の同意が必
②被保険者の自殺行為、犯罪行為ま
要となります。
たは闘争行為
※ 賠償義務者または第三者から既に支
③被保険者相互間の事故
払われた金額がある場合は、その金
④被保険者が次に掲げる状態にある
額を差し引いてお支払いします。
間に発生した事故
※ 保険金または共済金が支払われる他
ア．法令に定められた運転資格を
の保険契約等がある場合において、
持たないで自動車等を運転して
それぞれの保険契約または共済契約
＜弁護士費用等＞
いる間
の支払責任額(＊1)の合計額が、損害
イ．道路交通法第65条第１項に定
損害賠償に関する争訟についての
の額(＊2)を超えるときは、下記の額
次の費用をいい、法律相談費用を
める酒気を帯びた状態で自動車
を保険金としてお支払いします。
等を運転している間
除きます。ただし、被保険者また
・ 他の保険契約等から保険金または
は法定相続人が、これらの費用を
⑤被保険者が、麻薬または大麻等の
共済金が支払われていない場合
影響を受けているおそれがある状
支出する際の手続き等を行うこと
は、この保険契約の支払責任額(＊
によって得られなくなった収入は
態での事故
1)
⑥戦争、外国の武力行使、革命、内
対象となりません。
・ 他の保険契約等から保険金または
①あらかじめ引受保険会社の承認
乱等の事変または暴動※1
共済金が支払われた場合は、損害
⑦地震もしくは噴火またはこれらに
を得て委任した弁護士、司法書
の額 (＊2) から他の保険契約等か
士または行政書士に対する弁護
よる津波
ら支払われた保険金または共済金
⑧核燃料物質などの放射性・爆発
士報酬 (＊1) 、司法書士報酬 (＊
の合計額を差し引いた残額。ただ
性・有害な特性に起因する事故
1)、行政書士報酬(＊2)
し、この保険契約の支払責任額(＊
⑨上記⑧以外の放射線照射または放
②訴訟費用、仲裁、和解もしくは
1)を限度とします。
射能汚染
調停に要した費用およびその他
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が
⑩大気汚染、水質汚濁等の環境汚染
権利の保全もしくは行使に必要
ないものとして算出した支払うべ
な手続きをするために要した費
⑪石綿・石綿を含む製品が有する発が
き保険金または共済金の額をいい
用
ん性・有害な特性または石綿の代替
ます。
（＊1）弁護士または司法書士に委任し
物質・代替物質を含む製品が有する
(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約ま
た事件の対象に基づき算定され
たは共済契約に免責金額の適用が
発がん性その他の石綿と同種の有
る着手金・手数料、委任によっ
ある場合には、そのうち最も低い免
害な特性に起因する事故
て確保された利益に基づき算定
責金額を差し引いた残額とします。
⑫外因性内分泌かく乱化学物質の有
される報酬金をいいます。
害な特性に起因する事故
（＊2）書類の作成および書類の提出手
⑬電磁波障害に起因する事故
続きの代理の対価として算定さ
⑭被保険者の妊娠、出産、早産また
れる金額をいいます。
は流産
日本国内において偶然な事故によ
法律相談費用の額
⑮被保険者に対する外科的手術その
り被保険者に次の①または②の被
他の医療処置※2
害が発生し、被保険者またはその ※ １事故につき、被保険者１名ごとに
10万円が限度となります。
⑯被保険者に対する刑の執行
法定相続人がその被害について、
⑰住宅または日常生活用動産の差押
法律相談を行った結果、法律相談 ※ 被害が発生した日からその日を含め
て３年以内に開始された法律相談費
え・破壊等の公権力の行使
費用を負担したことによって損害
用が対象となります。
⑱住宅または日常生活用動産自体の
を被った場合
※ 費用の支出には保険会社の同意が必
欠陥、自然の消耗、劣化、変質、
①被保険者が被った身体の障害
要となります。
さび、かび、剥がれ、肌落ち、発
②被保険者が居住する住宅または
酵、自然発熱またはねずみ食い、
被保険者の日常生活用動産の損 ※ 賠償義務者または第三者から既に支
払われた金額がある場合は、その金
虫食い等もしくは詐取、紛失
壊または盗取
額を差し引いてお支払いします。
⑲被保険者の業務遂行に直接起因す
※ 保険金または共済金が支払われる他
る事故
＜法律相談費用＞
の保険契約等がある場合において、
⑳被保険者の業務の用に供される動
法律相談の対価として弁護士、司
それぞれの保険契約または共済契約
産の損壊または盗取
法書士または行政書士に支払われ
の支払責任額(＊1)の合計額が、損害
㉑被保険者が違法に所有・占有する
るべき費用をいいます。なお、書
の額(＊2)を超えるときは、下記の額
財物の損壊または盗取
面による鑑定料、着手金、報酬金、
を保険金としてお支払いします。
など
手数料、顧問料および日当は含み
・ 他の保険契約等から保険金または ※1 テロ行為によって発生した被害
ません。
共済金が支払われていない場合
に関しては自動セットの特約に
は、この保険契約の支払責任額(＊
より保険金お支払いの対象とな
1)
ります。
・ 他の保険契約等から保険金または ※2 被保険者に対する外科的手術そ
共済金が支払われた場合は、損害
の他の医療処置には、作為・不
の額 (＊2) から他の保険契約等か
作為を問わず次の行為を含みま
ら支払われた保険金または共済金
す。
の合計額を差し引いた残額。ただ
ア．診療、診察、検査、診断、治
し、この保険契約の支払責任額(＊
療、看護または病気の予防
1)を限度とします。
イ．医薬品または医療用具等の調
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が
剤、調整、鑑定、販売、授与
ないものとして算出した支払うべ
または授与の指示
き保険金または共済金の額をいい
弁護士費用等の額
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特 約 名

保険金
の種類

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金の額
ます。
(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約ま
たは共済契約に免責金額の適用が
ある場合には、そのうち最も低い免
責金額を差し引いた残額とします。

保険金をお支払いできない主な場合
ウ．身体の整形
エ．あんま、マッサージ、指圧、
鍼（はり）、灸（きゅう）また
は柔道整復等
＜法律相談費用保険金のみ＞
被保険者またはその法定相続人が、次
のいずれかの事由にかかわる法律相
談を行うことによる損害に対しては、
保険金をお支払いできません。
①婚姻、離婚、親子関係、養子、親
権、後見、扶養または相続
②売買、金銭消費貸借契約、賃借権、
雇用、請負、斡旋、仲介など
③名誉毀(き)損、肖像権またはプラ
イバシーの侵害等の身体障害を伴
わない人格権侵害
④日照権、騒音、悪臭等、住宅また
は日常生活用動産の損壊または盗
取を伴わない事由
⑤損害保険契約、生命保険契約また
はこれらに類似の共済契約
など

■その他の費用等に関する特約の補償内容

＜相手に対する補償に関するもの＞

補償重複マークがある
補償重複マークがある特約
マークがある特約をセットされる
特約をセットされる場合
をセットされる場合のご
場合のご注
のご注意
補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保
補償重複
険会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一
方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別
居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
１．被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
２．被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする
事故等が発生した時におけるものをいいます。また、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、そ
の他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
被保険者
ご本人※1
ご本人の配偶者※2
親族※3
特約
日常生活賠償特約
○
○
○
※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが
婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※4」または「別居の未婚※5の子」をいいます。
※4 親族とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。
※5 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
（注）
「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
保険金
特 約 名
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
の種類
日 常 生 活 日 常 生 活 「日本国内外において発生
(1)次のいずれかによって発生した損
被保険者が損害
判決により支払
賠償特約 賠
償 した次の①または②の事故
害に対しては、保険金をお支払い
賠償請求権者に
を命ぜられた訴
保 険 金 により、被保険者が他人の身
できません。
対して負担する ＋ 訟費用または判 －
補償重複
体の障害または他人の財物
①保険契約者、被保険者または法定
法律上の損害賠
決日までの遅延
の損壊について法律上の損
代理人の故意
償責任の額
損害金
害賠償責任を負担すること
②戦争、外国の武力行使、革命、内
によって損害を被った場
乱等の事変または暴動※1
被保険者が損害賠償請
合」、または「日本国内にお
③地震もしくは噴火またはこれらに
求権者に対して損害賠
免責金額(＊)
いて発生した次の①または
よる津波
償金を支払ったことに －
(０円)
②の事故により、被保険者が
④核燃料物質などの放射性・爆発
より代位取得するもの
電車等 (*)の運行不能につい
性・有害な特性による事故
がある場合は、
その価額
て法律上の損害賠償責任を
⑤上記④以外の放射線照射または放
(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって
負担することによって損害
射能汚染
損害の額から差し引く金額で、自己負担とな
を被った場合」
(2)次の損害賠償責任のいずれかを負
る金額をいいます。
①被保険者ご本人の居住す ※ １回の事故につき、日常生活賠償保険金額
担することによって被った損害に
る住宅（敷地内の動産およ
対しては、保険金をお支払いでき
が限度となります。
び不動産を含みます）の所 ※ 上記算式により計算した額とは別に、損害
ません。
有、使用または管理に起因
①被保険者の業務遂行に直接起因す
の発生または拡大を防止するために必要
する偶然な事故
る損害賠償責任
または有益であった費用、示談交渉費用、
②日常生活に起因する偶然
②被保険者の業務の用に供される動
争訟費用等をお支払いします。
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特 約 名

保険金
の種類

保険金をお支払いする場合
な事故
(*)電車等とは、汽車、電車、気
動車、モノレール、ケーブル
カー、ロープウェー、いす付
リフト、ガイドウェイバスを
いいます。ただし、ジェット
コースター、メリーゴーラウ
ンド等遊園地等の遊戯施設、
座席装置のな いリフト等 は
含みません。

※ 住宅には、別荘等一時的
に居住する住宅を含みま
す。

お支払いする保険金の額

保険金をお支払いできない主な場合

※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、
産または不動産の所有、使用また
引受保険会社は、被保険者からの申出があ
は管理に起因する損害賠償責任
り、かつ、被保険者の同意が得られれば、 ③被保険者と同居する親族※2に対
被保険者のために被害者との示談交渉を
する損害賠償責任
引き受けます。ただし、次のいずれかの場
④被保険者の使用人が被保険者の業
合は、引受保険会社による示談交渉はでき
務等に従事中に被った身体の障害
ません。
に起因する損害賠償責任。ただし、
①被保険者が負担する法律上の損害賠償
使用人には家事使用人を含みませ
責任の総額が日常生活賠償保険金額を
ん。
明らかに超える場合
⑤被保険者と第三者との間に損害賠
②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直
償に関する約定がある場合におい
接、折衝することに同意しない場合
て、その約定により加重された損
③正当な理由がなく被保険者が引受保険
害賠償責任
会社への協力を拒んだ場合
⑥被保険者が所有、使用または管理
④日本国外で発生した事故の場合または
する財物の損壊について、その財
被保険者に対する損害賠償請求に関す
物につき正当な権利を有する方に
る訴訟が日本国外の裁判所に提起され
対して負担する損害賠償責任※3
た場合
⑦被保険者の心神喪失に起因する損
※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負
害賠償責任
担する法律上の損害賠償責任の額の決定
⑧被保険者による暴行等または被保
については、事前に保険会社の承認が必要
険者の指図による暴行等に起因す
となります。
る損害賠償責任
※ 保険金または共済金が支払われる他の保
⑨航空機、船舶・車両（原動力が専
険契約等がある場合において、それぞれの
ら人力であるものおよびゴルフカ
保険契約または共済契約の支払責任額(＊
ート等を除きます）、銃器（空気銃
1)の合計額が、損害の額 (＊2)を超えると
を除きます）の所有、使用または
きは、下記の額を保険金としてお支払いし
管理に起因する損害賠償責任
ます。
⑩罰金、違約金または懲罰的賠償額
・ 他の保険契約等から保険金または共済
に対する損害賠償責任
金が支払われていない場合は、この保
など
険契約の支払責任額(＊1)
※1 テロ行為によって発生した損害
・ 他の保険契約等から保険金または共済
に関しては自動セットの特約に
金が支払われた場合は、損害の額(＊2)
より保険金お支払いの対象とな
から他の保険契約等から支払われた保
ります。
険金または共済金の合計額を差し引い ※2 配偶者、６親等内の血族および
た残額。ただし、この保険契約の支払
３親等内の姻族をいいます。
責任額(＊1)を限度とします。
※3 レンタル用品やゴルフ場のゴル
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がない
フカートなど、他人から借りた
ものとして算出した支払うべき保険金ま
り預かった物の損壊や使用不能
たは共済金の額をいいます。
に対する損害賠償責任を負担す
(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約または
ることによって被った損害に対
共済契約に免責金額の適用がある場合に
しては保険金をお支払いできま
は、そのうち最も低い免責金額を差し引
せん。
いた残額とします。

【サービスのご案内
サービスのご案内】
案内】
傷害保険に加入された被保険者（補償の対象となる方）は、以下のサービスを利用いただけます。
【生活安心サポート
生活安心サポート】
サポート】
■健康・医療ご相談（健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご提供）
■ホームヘルパーサポート（ホームヘルパー業者のご紹介）
■暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談（法律のご相談／税務のご相談）
※ サービスをご利用いただける方は被保険者（補償の対象となる方）となります。
※ 保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合が
あります。
※ サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
※ サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
※ サービスは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が委託している提携サービス会社がご提供します。
※ 上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法についてはご加入後に交付される加入者証または「団体総
合生活補償保険サービスガイド」でご確認ください。
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重要事項説明書〔
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕
契約概要・注意喚起情報のご説明〕
団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族等を保険の対象となる方とする場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。

［マークのご説明］
マークのご説明］

保険商品の内容を
ご理解いただくための事項

ご加入に際してお客様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

Ⅰ ご加入前におけるご確認事項
１ 商品の仕組み
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。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
則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。ご契約者とな
る団体やご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。

２ 基本となる補償および主な特約の概要等
基本となる補償の“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”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認
ください。

３ 補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、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＊1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。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払
われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください ＊2 。
●個人賠償責任補償特約 ●借家人賠償責任補償特約 ●携行品特約 ●住宅内生活用動産特約 ●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 ●救
援者費用等補償特約 ●葬祭費用補償特約（医療用・所得補償用） ●がん葬祭費用補償特約 ●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●疾病によ
る学業費用補償特約 ●医療費用補償特約
＊1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
＊2 １契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなる
ことがありますので、ご注意ください。

４ 保険金額等の設定
この保険での保険金額＊1は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償においては、保険期間の中途でご加入者からのお申出による保険金額＊1の増額等
はできません＊2。

[所得補償・団体長期障害所得補償]
所得補償・団体長期障害所得補償]
所得補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約の保険金額＊1は、平均月間所得額＊3以下（平均月間所得額の85％以下を目安）で設定してくださ
い（保険金額または支払基礎所得額が保険の対象となる方の平均月間所得額＊3を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払
いできませんので、ご注意ください。）。
＊1
＊2
＊3
＊4
＊5

団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額＊4×約定給付率とします。
がん補償においては、更新時でも保険金額の増額等はできません。
直前12か月における保険の対象となる方の所得＊5の平均月額をいいます（ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、171,000円となります。）。
保険金の算出の基礎となる加入依頼書等記載の額をいいます。定率型の場合は、原則として健康保険法上の標準報酬月額で設定します。
所得補償の場合は、「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」
および「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。団体長期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑
所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。

５ 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保
険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。

６ 保険料の決定の仕組みと払込方法等
（1）保険料の決定の仕組み
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。

（2）保険料の払込方法
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。

（3）保険料の一括払込みが必要な場合について
（※団体構成員またはそのご家族等から、ご加入者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加入者のご契約が対象となります。）
ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加入者の加入部分＊1に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加入者の加入部分＊1について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、ご加入者
の加入部分＊1を解除することがありますのでご注意ください。
※所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償が解除となった後、新たにご加入される場合には、新たなご加入について、保険の対象となる方の健
康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことや補償対象外となる病気・症状が新たに設定されることがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては、
「Ⅱ-１告知義務」をご確認ください。

＊1 ご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます（例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更
保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加入されているすべての保険の対象となる方およびすべての補償が対象となります。）。

７ 満期返れい金・契約者配当金
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。

Ⅱ ご加入時におけるご注意事項
１ 告知義務
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項（告知事項）ですので、正確に記載してください（東京海上日動の代理店には、
告知受領権があります。）。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いで
きないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-１ 通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償
ごとの告知事項は下表をご確認ください（項目名は補償によって異なることがあります。）。また、ご加入後に加入内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点
での下表の事項が告知事項となります。

［告知事項・通知事項一覧］

★：告知事項

☆：告知事項かつ通知事項

介護補償

個人賠償責任
借家人賠償責任
携行品
住宅内生活用動産
救援者費用等

★

★

★*2

基本補償・特約
項目名

生年月日
性別
職業・職務*4
健康状態告知*6

傷害補償

★*1

所得補償

★

団体長期障害
所得補償

医療補償

★

がん補償

－

－

★

★

★*3

－

☆*5

☆

－

－

－

－

－

★

★

★

★

－

※すべての補償について「他の保険契約等＊7」を締結されている場合は、その内容についても告知事項（★）となります。また、医療費用補償特約（こども傷害補償）をセットされ
る場合には、 「公的医療保険制度」についても告知事項かつ通知事項（☆）となります。
＊1 こども傷害補償の場合のみ、告知事項となります。
＊2 こども傷害補償にご加入される場合のみ、 告知事項となります。
＊3 年金払介護補償特約をセットされる場合のみ、告知事項となります。
＊4 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
＊5 交通事故傷害危険のみ補償特約、ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
＊6 新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合のみとなります。
＊7 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約
の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。

［所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償の「告知」（健康状態告知書）］
①告知義務について
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が
他の方と同じ条件でご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保険の対象となる方ご自身が、過去
の病気やケガ、現在の健康状態、身体の障害状態等について「健康状態告知書」で東京海上日動がおたずねすることについて、事実をありのままに
正確にもれなくご回答ください。
なお、介護補償にご加入される場合または介護補償を追加される場合で、団体構成員のご家族（団体構成員の配偶者＊8、子供、両親、兄弟及び団体
構成員と同居の親族）を保険の対象となる方とするときには、介護補償の健康状態告知に関して、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成
員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。その場合は、健康状態告知を行った方がご署名ください。
＊8 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を
含みます（以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。）。
a．婚姻意思＊9を有すること
b．同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
＊9 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。

②過去に病気やケガをされたことがある方等への引受対応について
東京海上日動では、ご加入者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態に応じた引受対応を行うことがあります。過去に病気やケガをされたことが
ある場合等でも、その内容によってはお引受けすることがあります（お引受けできないことや、「特定疾病等不担保」という特別な条件をつけてご加入内容
を制限してお引受けすることもあります。）。
③告知が事実と相違する場合
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始
日＊10から１年以内であれば、東京海上日動は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります＊11。
●責任開始日＊10から１年を経過していても、保険金の支払事由が１年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。
●ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません＊12（ただし、「保険金の支払
事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。）。
＊10 ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日をいいます。
＊11 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
＊12 更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いすることはできません。

＜前記以外で、保険金をお支払いできない場合＞
前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできな
いことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる１年経過後にもご加入を取消し等させていただくことがあります。
（例）「現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等
④告知内容の確認について
ご加入後、または保険金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。

２ クーリングオフ
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。

３ 保険金受取人
［傷害補償］
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合＊1は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください（指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支
払いします。）。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いい
たします。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
＊1 家族型補償（本人型以外）の場合、保険の対象となる方ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。

［がん補償］
保険金受取人を特定の方に指定する場合＊2は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください（原則として親族の中から、１名を選択してください。指定
がない場合、保険金は保険の対象となる方にお支払いします。）。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
＊2 家族型補償（本人型以外）の場合、配偶者およびお子様は保険金受取人を特定の方に指定することはできません（保険金受取人はその保険の対象となる方ご自身となり
ます。）。

４ 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合や補償対象外となる病気・症状を設定のうえでお引受けをさせていただく場合があり
ます。
・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります（例えば、乗換えで新たにご加入の保険契約が「がん補償」である場合、保険
始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前の期間については、保険金をお支払いできません。この期間中に現在のご加入を解
約すると、がんの補償のない期間が発生します。）。

Ⅲ ご加入後におけるご注意事項
１ 通知義務等
[通知事項]
通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、
☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-１ 告知義務 [告知事項・通知事項一
覧]」をご参照ください。

[その他ご連絡いただきたい事項]
その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●所得補償、団体長期障害所得補償
保険期間の中途において保険の対象となる方の平均月間所得額＊1がご加入時の額より減少した場合には、《お問い合わせ先》までご連絡のうえ、所得
補償の場合は保険金額、団体長期障害所得補償の場合は支払基礎所得額の見直しについてご相談ください。
＊1 直前12か月における保険の対象となる方の所得＊2の平均月額をいいます（ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、171,000円となります。）。
＊2 所得補償の場合は、「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」お
よび「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。団体長期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得
の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。

●借家人賠償責任
保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。

［ご加入後の変更］
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合に
は、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》まで
ご連絡ください。
ご加入内容変更をいただいてから１か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝え
いただきますようお願いいたします。

２ 解約されるとき
ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求＊1することがあります。返還ま
たは請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間＊2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなりま
す。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
＊1 解約日以降に請求することがあります。
＊2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。

３ 保険の対象となる方からのお申出による解約
傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる
方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の
対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。

４ 満期を迎えるとき
［保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合］
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。

●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。
この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。

［更新後契約の保険料］
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なる
ことがあります。

［補償対象外となる病気・症状を設定してお引受けしている場合］
所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償において、更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されている場合であっても、更新にあたり新たに
「健康状態告知書」のすべての質問事項について告知いただくことで、補償対象外となる病気・症状を設定しない加入内容に変更できる場合があります。た
だし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことや補償対象外となる病気・症状が新たに設定されることがありますので、ご
注意ください。

［更新後契約の補償内容を拡充する場合］
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、介護補償において、更新時に保険の対象となる方の追加や保険金額＊1の高いタイプへの変更、口数の
増加等、補償内容をアップする場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、補償内容をアップされた部分を解除することが
あります。ご加入を解除する場合、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いできないことがあります。
＊1 団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額×約定給付率とします。

［保険金請求忘れのご確認］
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がご
ざいましたら、《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。
更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。

［更新加入依頼書等記載の内容］
更新加入依頼書等に記載しているご加入者（団体の構成員）の氏名（ふりがな）、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただき
ますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。

［ご加入内容を変更されている場合］
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更
新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。

Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
１ 個人情報の取扱い
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、
本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、ア
ンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目
的は、保険業法施行規則により、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されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払
いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用す
ること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥契約の安定的な運用を図るために、加入者の保険金請求情報等を契約者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp）および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保する
ため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日
本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。

２ ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合において、その保
険の対象となる方の同意を得なかった場合、ご加入は無効になります。
●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加入は無効になります。
①この保険が継続されてきた最初のご加入（初年度契約といいます。）の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合
②保険金受取人を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき（その保険の対象となる方を
保険金受取人にする場合は除きます。）
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、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には、東京海上日動はご加
入を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。

３ 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の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。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のと
おりとなります。
補償内容
傷害補償、賠償責任に関する補償、
財産に関する補償、費用に関する補償

保険期間

経営破綻した場合等のお取扱い

１年以内

原則として80％（破綻保険会社の支払停止から３か月間が経過するまでに発生し
た保険事故に係る保険金については100％）まで補償されます。

１年超
原則として90％まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われ
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償 た場合には、90％を下回ることがあります。

４ その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の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、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、
加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があ
りましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票
とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹
事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、＜共同保険引受保険会社について＞をご確認ください。

５ 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに（介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に）
《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療
報酬明細書等（からだに関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める
場合があります。）
・東京海上日動の定める就業不能状況記入書
・東京海上日動の定める就業障害状況報告書
・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等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・所得を証明する書類
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類（介護補償（年金払介護）においては、それぞれの保険金支払基準日において有効な書類とします。）
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取
人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者＊1または３親等内のご親族（あわせて「ご家族」といいます。）のうち
東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容につい
ては、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願いいたします。
＊1 法律上の配偶者に限ります。

●保険金請求権には時効（３年）がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払った
ときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
１．保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
２．相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
３．保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合

東京海上日動安心110
東京海上日動安心110番（事故受付センター）のご連絡先は、後記をご参照ください。
110番（事故受付センター）のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の≪お問い合わせ先≫にて承ります。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADR
そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）
ADRセンター（指定紛争解決機関）

通話料

05700570-022808

東京海上日動火災保険（株）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
有料
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。
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
東京海上日動火災保険（株）との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の
受付時間 ： 平日 午前9時15分～午後5時
申し立てを行うことができます。
（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。（http://www.sonpo.or.jp/)

＜共同保険引受保険会社について＞
引受保険会社

引受割合

引受保険会社

引受割合

本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険 普通保険約款および
特約」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、東京海上日動のホームページでご参照ください（ご契約により内容が異なっていたり、
ホームページに保険約款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は、《
ホームページに保険約款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は、《お問い合わせ先》
お問い合わせ先》までご連絡ください。
までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は
「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
東京海上日動のホームページのご案内
www.tokiomarine-nichido.co.jp

東京海上日動安心110
東京海上日動安心110番
110番
（事故受付センター）

01200120-119119-110

事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも
「東京海上日動安心110番」へ

受付時間：24
24時間
24時間365
時間365日
365日

事故は119番・110番

ご加入内容確認事項（意向確認事項）
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入
いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。

１．保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認くださ
１．保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認くださ
い。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合
□保険期間
□保険の対象となる方

□保険金額、免責金額（自己負担額）
□保険料・保険料払込方法

２．加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等
を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら
を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、
正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、 《お問い合わせ先》
お問い合わせ先》までご連
までご連
絡ください。
確認事項

介護補償

□加入依頼書等の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか？

○

●『健康状態告知が必要な場合のみ』ご確認ください。
□保険の対象となる方によって「健康状態告知」欄に正しく告知いただいていますか？
*1 介護補償については、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、
代理で告知いただくことも可能です。
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか？

○ *1

○

３．重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか？
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。

※インターネット等によりお手続きされる場合は、本確認事項中の「記入」を「入力」と読み替えてください。

保険期間：１年

■団体総合生活保険 補償の概要等

※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。

【介護補償】
介護補償】
保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金支払の対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、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、《お問い合わせ先》までご連絡ください。

［公的介護保険連動型（要介護２）］
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

保険期間中に公的介護保険制
度に基づく要介護２以上の認定
を受けた状態となった場合

・地震・噴火
地震・噴火またはこれらによる津波
津波によって生じた要介護状態*1
地震・噴火
津波
・保険の対象となる方の故意
故意または重大な過失
重大な過失によって生じた要介護状態
故意
重大な過失
・保険金の受取人の故意
故意または重大な過失
重大な過失によって生じた要介護状態（その方が受け取
故意
重大な過失
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要介護状態
・無免許運転や酒気帯び運転
無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態
無免許運転や酒気帯び運転
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護
状態
・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態
・先天性疾患によって生じた要介護状態
・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態
・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やケガ等による要介護状態*2*3
等

介護補償保険金額の全額をお
▶支払いします。
ただし、保険の対象となる方１
名につき１回に限ります。
介護補償保険金

介護補償基本特約
＋公的介護保険制
度連動補償部分の
要介護３以上から
要介護２以上への
補償拡大に関する
特約

*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やケガ等による要介護状態につ
いても、初年度契約の保険始期日から１年を経過した後に開始した要介護状態につ
いては、保険金のお支払いの対象とします。
*3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいてい
た場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。
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、《お問い合わせ先》までご連絡ください。

