ケガ

日常生活中やスポーツ中のケガに
しっかり備えたい方に。
パ ーソナル 総 合 傷 害 保 険

平成28年4月以降保険始期用

MS&ADインシュアランスグループは、
サッカー日本代表を応援しています。

「タフ・ケガの保険」は
ベルマーク協賛商品です。

タッフィー&ハッピー

「タフ・ケガの保険」の 3 つのコンセプト

｢
｢頼れる｣
高 品 質 な 商 品・サ ービスで
お客さまをしっかりお守りします。

｢
｢迅速｣
お 客 さま へ の 対 応 を 迅 速 に
行 います。

｢
｢優しい｣
環境に配慮した活動や社会貢献に
お客さまとともに取り組みます。

日常生活の中に危険はたくさん潜んでいます！
万が一のときもさまざまな補償で
あなたをバックアップします！
ステップ 1 補償する事故の範囲をお選びください。
基本となる補償
（傷害事故）
の範囲は、普通傷害と交通傷害から選択することができます。

普通傷害
交通傷害

国内外でおきた※1日常生活中（スポーツ中、旅行中など）や就業中の事故によるケガを補償します。
国内外でおきた※1交通事故や交通乗用具※2の火災等によるケガを補償します。

※1
「弁護士費用等保険金」
「法律相談費用保険金」
は、
日本国内の事故が対象となります。
※2交通乗用具とは、電車、
自動車
（スノーモービルを含みます）、原動機付自転車、
自転車、航空機、
ヨット、
モーターボート
（水上オートバイを含みます）、
エレベーター等をいいます。

3つのプラン
ン

ワイド ベーシック エコノミー

補償内容の異なる3つのプラン※から選択することができます。
また、各プラン共に保険金額の異なるタイプを用意しています。
詳細は、P03〜04
「ご契約プラン
と保険料」
をご確認ください。
※交通傷害にエコノミープランは、
ありません。

右表のうち
「★」
がついてい
る補償は
普通傷害 と 交通傷害
で補償の範囲が異なります。

おすすめ

ワイド

日常生活の危険を
日
幅広く補償

ベーシック
ケガの補償に
プラスアルファ

※

エコノミー

ケガの補償に限定

基本となる補償

普通傷害と交通傷害
は右記のとおり補償
範囲が異なります。
○：保険金をお支払い
する事故
×：保険金をお支払い
できない事故

■ 補償概要

賠償責任を負担することになった場合に補償
します。
（免責金額：0円）

入院保険金
事故によるケガの治療のために入院した場合
に補償します
（日帰り入院から補償します）。

★

通院保険金

★

死亡保険金

★

後遺障害保険金

通院保険金

自転車運転中、他人とぶつかりケガをさせた
（注）上記事例でも事故状況等により、
損害賠償責任が発生しない場合
等、保険金のお支払い対象とな
らないことがありますのでご注
意ください。

手術保険金

事故によるケガの治療のために通院した場合に補
償します
（入院の有無にかかわらず補償します）。

個人賠償責任危険保険金

死亡・後遺障害保険金
事故によるケガのためお亡くなりになった場
合や、事故によるケガのため約款所定の後遺
障害を被った場合に補償します。

個人賠償責任危険保険金（示談交渉サービス付）

受託物賠償責任保険金
退院時一時金

③改札口を有する乗降場構内の事故
④上記以外の事故

事故によるケガの治療のために約款所定の手
術を受けた場合に補償します（入院を伴わな
い手術も補償します）
。

★

交通傷害

②交通乗用具※2の火災

急激かつ
偶然な外来の
事故によるケガ

手術保険金

入院発生時一時金

普通傷害

①交通事故

★

★

傷害事故の範囲

事故の種類

入院保険金

携行品損害保険金

●個人賠償責任危険補償特約（賠償事故解決用）
偶然な事故により他人にケガをさせたり、他
人の物を壊してしまったりして、法律上の損害

P07の 【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

弁護士費用等保険金
●弁護士費用等補償特約
日本国内の事故で、
ケガをしたり自宅や家財
に損壊を受けたりして、
損害賠償請求を弁護
士に委任した場合の費用を補償します。
P07の 【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

法律相談費用保険金
●弁護士費用等補償特約
日本国内の事故で、ケガをしたり自宅や家
財に損壊を受けたりして、弁護士に法律相
談を行った時の費用を補償します。
P07の 【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

携行品損害保険金
●携行品損害補償特約
破壊・盗難などによる被保険者所有の身の回り
品の損害を補償します。
（免責金額：3,000円）
P07の 【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

受託物賠償責任保険金
●受託物賠償責任補償特約
他人から預かったものや借りたものの損
壊・紛失・盗難により、法律上の損害賠償責
任を負担することになった場合に補償しま
す。
（免責金額：5,000円）
P07の 【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。

入院発生時一時金
●入院発生時一時金補償特約
事故によるケガの治療のため免責日数（1日）を超
えて入院した場合に、一時金をお支払いします。

退院時一時金
●退院時一時金補償特約
事故によるケガの治療のため20日以上継
続して入院した後、生存して退院した場合
に一時金をお支払いします。

被保険者（補償の対象となる方）の範囲をお選びください。

本人※ 1

自動継続の有無をお選びください。

保険期間は1年間
（1年に満たない短期契約もできます）
のため、契約を継続する場合は毎年、継続の手続きを行います。
自動継続特約のセットにより毎年の継続手続きが不要となるので、継続手続きの失念で補償がなくなる心配がありません。
(注）
1年に満たない短期契約もできますが、
自動継続特約はセットできません。

配偶者

家族型

※1

本人

配偶者対象外型

夫婦型

(注）
一部の特約では、別に被保険者が定められていることがありますので、
それぞれの特約の内容をご確認ください。

本人型

被保険者本人としてご加入できる方は、始期日時点における年令が
満70才未満の方となります。基本となる補償の被保険者の範囲は、
右記のとおりです。ご希望の型をお選びください。なお、家族構成
は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
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「タフ・ケガ
ケガの保険」
ガ
のご契約にあたっては次の4つのステップに沿ってご検討ください。

★

法律相談費用保険金

ステップ4

3 さまざ
ざ
さまざまな生活シーンをサポートするサービスをセッ
ト！

の
の中から補償内容をお選びください。

弁護士費用等保険金

ステップ3

2 「ご本
本
「ご本人さま単独」
の補償も、
「ご家族全員」
の補償も選択可能！

本人 ※ 1

同居の親族※ 2・
別居の未婚の子※ 2

本人 ※ 1

配偶者

同居の親族※ 2・
別居の未婚の子※ 2

※1 本人とは、保険申込書の被保険者欄に記載の方をい
います。
※2 配偶者対象外型では、
「 本人の同居の親族」または
「本人の別居の未婚の子」
をいいます。家族型では、
「本人またはその配偶者の同居の親族」
または
「本人
またはその配偶者の別居の未婚の子」
をいいます。

自動継続特約をセットする際のご注意 ：「自動継続特約」
がセットされているご契約については、当社または保険契約者から満期日の属する月の前
月10日までに別段の申し出がない場合、満期後も同一の内容※で自動的に継続します。また、
ご契約初年度に告知・同意した内容は、継続契約において
も引き継がれます。なお、継続契約の始期日時点の被保険者本人の年令が指定された年令
（指定がない場合は満70才
（育英費用補償特約をセットされ
たときは満22才）
）
の場合は自動継続を行わず、別途、代理店・扱者よりご契約の案内を行います。 ※同一の内容とは、保険契約者、被保険者、保険期
間、引受条件
（保険金額等）
、保険料の払込方法、補償内容が同一の場合をいいます。ただし、保険料は継続契約の始期日における料率により計算した額
となりますので、継続前の契約と異なる場合があります。 ＊保険金請求事故が多発した場合などについては、継続を中止することがあります。

次のページでは︑
ご契約プランと保険料をご紹介しています︒

ステップ2

1 事故に
事故によるケガ、
に
賠償事故、身の回り品の損害など、日常生活のリスクを幅広く補償！

02

ご希望の補償プラン、被保険者の範囲に該当する保険料を
下記の保険料表でご確認ください。
なお、団体扱・集団扱でご契約の場合、保険料が異なります。

ご契約プランと保険料
「 普通傷害」保 険 料

「交通傷害」保険料

保険期間：1年間、
入院保険金支払限度日数：60日／支払対象期間：60日、通院保険金支払限度日数：30日／支払対象期間：180日

おすすめ

入院保険金日額

ワイド
ワ

身の回り品や他人から借りた物
を壊した場合の補償、
ケガでの入
院時・退院時の一時金補償をプ
ラス。
充実のプランです。
5,000円

大きな事故や、事故の加害者・被
害者となった場合の補償をプラ
ス。
日常生活でのトラブルに備え
るプランです。
5,000円

7,500円 10,000円

エコノミー

ケガによる入院・手術・通院の補
償に限定したプランです。

5,000円

1,000円

2,000円

3,000円

1,000円

2,000円

3,000円

死亡・後遺障害

200万円

400万円

700万円

200万円

400万円

700万円

個人賠償責任（免責金額：0円）

1,000円

2,000円

1億円

1億円

弁護士費用等

300万円

300万円

―

法律相談費用

5万円

5万円

―

30万円

―

―

30万円

―

―

5万円

―

―

携行品損害（免責金額：3,000円）
受託物賠償責任

（免責金額：5,000円）

入院発生時一時金（免責日数：1日）
退院時一時金

5万円

契約プラン
本人型

一時払

夫婦型
（本人＋配偶者）

契約プラン
一時払
12回払

ＷＡ２

―

ＢＡ１

ＢＡ２

ＢＡ３

20,470円 29,020円 39,460円 14,490円 23,040円 33,480円
1,790円

2,550円

3,450円

1,260円

2,020円

2,920円

ＷＢ１

ＷＢ２

ＷＢ３

ＢＢ１

ＢＢ２

ＢＢ３

ＥＡ１

ＥＡ２

560円
ＥＢ１

980円
ＥＢ２

2,500円

3,740円

5,240円

1,840円

3,080円

4,580円

920円

1,600円

2,270円

ＷＣ１
ＷＣ２
ＷＣ３
ＢＣ１
ＥＣ１
ＢＣ２
ＥＣ２
ＢＣ３
ＥＣ３
契約プラン
家族型
本人＋配偶者
45,710円 70,400円 100,740円 34,450円 59,140円 89,480円 18,890円 32,240円 45,570円
一時払
＋親族
3,990円
6,160円
8,800円
1,650円
2,820円
3,980円
3,010円
5,180円
7,820円
12回払

）

（注1）
被保険者本人の年令が70才以上の場合は加入できませんので、
あらかじめご了承ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。（注2）
保
険契約者と被保険者本人が異なり被保険者本人の同意が確認できない場合や、満15才未満の方を被保険者とする場合は、既にご契約の他の保険契約等と合算して、
死亡保険金額が1,000万円を超えるプランには加入できません。（注3）
「入院保険金日額」
「通院保険金日額」
「死亡・後遺障害保険金額」
「携行品損害保険金額」
「入院
発生時一時金額」
「退院時一時金額」
は本人・配偶者・親族とも同じ保険金額となります。（注4）
「個人賠償責任危険保険金」
「受託物賠償責任保険金」
「弁護士費用等保

10,000円

入院中に受けた手術：入院保険金日額の10倍
上 記 以 外 の 手 術：入院保険金日額の 5倍

2,000円

3,000円

1,000円

2,000円

3,000円

400万円

700万円

200万円

400万円

700万円

1億円

1億円

弁護士費用等

300万円

300万円

法律相談費用

5万円

5万円

受託物賠償責任

（免責金額：5,000円）

本人型

夫婦型
（本人＋配偶者）

（

7,500円

1,000円

退院時一時金

ＥＢ３

5,000円

200万円

ＥＡ３

28,660円 42,750円 59,990円 21,100円 35,190円 52,430円 10,540円 18,290円 26,020円

大きな事故や、事故の加害者・被害者となっ
た場合の補償をプラス。
日常生活でのトラブ
ルに備えるプランです。

死亡・後遺障害

入院発生時一時金（免責日数：1日）

1,390円

10,000円

ベーシック

通院保険金日額

携行品損害（免責金額：3,000円）

6,470円 11,220円 15,960円

7,500円

入院中に受けた手術：入院保険金日額の10倍
上 記 以 外 の 手 術：入院保険金日額の 5倍

個人賠償責任（免責金額：0円）

―

―
ＷＡ３

ワイド

身の回り品や他人から借りた物を壊した場
合の補償、
ケガでの入院時・退院時の一時金
補償をプラス。充実のプランです。
5,000円

手術保険金

保 険 料

保 険 料

12回払

ＷＡ１

3,000円

―

補 償 項 目︵ 保 険 金 額 ︶

補 償 項 目︵ 保 険 金 額 ︶

通院保険金日額

おすすめ

入院保険金日額

7,500円 10,000円

入院中に受けた手術：入院保険金日額の10倍 入院中に受けた手術：入院保険金日額の10倍 入院中に受けた手術：入院保険金日額の10倍
上 記 以 外 の 手 術：入院保険金日額の 5倍 上 記 以 外 の 手 術：入院保険金日額の 5倍 上 記 以 外 の 手 術：入院保険金日額の 5倍

手術保険金

（

7,500円 10,000円

ベーシック

ケガ、賠償事故、
身の回り品の損害
など、
ニーズにあわせ
2つのプランから
選べます。

補償プラン

補償プラン

ケガ、賠償事故、
身の回り品の損害
など、ニーズにあわせ
３つのプランから
選べます。

保険期間：1年間、入院保険金支払限度日数：60日／支払対象期間：60日、通院保険金支払限度日数：30日／支払対象期間：180日

家族型
本人＋配偶者
＋親族

）

30万円

―

30万円

―

5万円

―

5万円

―

契約プラン

ＷＡ4

ＷＡ5

ＷＡ6

一時払

12,390円

15,190円

18,490円

12回払

1,080円

1,330円

1,620円

ＢＡ4

ＢＡ5

ＢＡ6

7,520円

10,320円

13,620円

660円

910円

1,200円

契約プラン

ＷＢ4

ＷＢ5

ＷＢ6

ＢＢ5

ＢＢ6

一時払

15,010円

19,130円

24,050円

9,090円

13,210円

18,130円

12回払

1,300円

1,680円

2,100円

790円

1,170円

1,590円

ＢＢ4

契約プラン

ＷＣ4

ＷＣ5

ＷＣ6

ＢＣ4

ＢＣ5

ＢＣ6

一時払

18,660円

24,740円

32,140円

11,450円

17,530円

24,930円

12回払

1,620円

2,170円

2,810円

1,000円

1,550円

2,190円

険金」
「法律相談費用保険金」
の被保険者の範囲は
「申込書記載の本人＋本人の配偶者＋親族
（本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子）
」
となります。な
お、
「個人賠償責任危険保険金」
「受託物賠償責任保険金」
において、
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5）
「交通傷害」
にはエコノミープランのラインアップはございません
のであらかじめご了承ください。（注6）
被保険者の範囲として
「配偶者対象外型
（本人＋親族）
」
をご希望の場合は、
代理店・扱者もしくは当社までお問合わせください。

●実際の事故例と保険金のお支払い例
（ワイドWA3の場合）
事故例1

階段で足を滑らせ、
滑落…

入院：27 日
通院： 4 日

駅構内で急いで電車に乗ろうとして階段を小走りで降りていたところ、足
をすべらせ、階段を滑り落ちてしまい、その際半月板を損傷してしまった。
入院保険金日額：10,000円×27日＝270,000円
通院保険金日額： 3,000円× 4日＝ 12,000円

(注)当社傷害保険契約の事故事例より

270,000円＋12,000円＝支払保険金：282,000円
参
考
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自転車運転中の事故の補償について
〈ご自身のケガ〉

自転車運転中の事故でケガをした場合や他人にケガをさせたり、
他人の物を壊してし

タフ・ケガの保険
（普通傷害および交通傷害）
ではワイド・ベーシック・エコノミー※の全プランで自転車の運転中に転倒し骨折した場合など、
交通事故
によりケガをした場合に備えることができます。 ※エコノミーは入院補償・手術補償・通院補償のみとなります。

事故例2

自転車走行中、路肩に乗りあげる際に転倒…
自転車で走行中、道路から自転車通行許可の歩道に乗りあげる際、路肩でバ
ランスを崩し転倒してしまい、腰椎を骨折し、脊柱に変形が残ってしまった。
入院保険金日額：10,000円×27日＝270,000円
通院保険金日額： 3,000円× 1日＝ 3,000円
後遺障害保険金（第11級：保険金支払割合15％）
：700万円×15%＝105万円

入院：27 日
通院： 1 日
後遺障害等級第11級認定
(注)当社傷害保険契約の事故事例より

270,000円+3,000円+1,050,000円＝支払保険金：1,323,000円
まったりした場合の補償は次のとおりです。

〈他人にケガをさせた場合や他人の物を壊した場合など〉

ワイド・ベーシックでは、個人賠償責任危険補償特約（賠償事故解決用）
により、
自転車運転中に歩行中の他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった
りして、法律上の賠償責任を負担した場合に保険金額を限度に補償します。
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生活安心サポート
健康・医療ご相談

ホームヘルパーサポート

３６５日 ２４時間

ケガや日常生活の体調不良
などを相談したい方に

平日9〜17時（土日祝日、12/29〜1/5を除きます）

健康・医療のご相談

ケガ・病気や健康状態に関するご相談、お薬に関するご相談
に専門スタッフが電話でアドバイスします。

（注１）緊急の場合や診断・治療に関することなど、
ご相談内容によって
はアドバイスできない場合があります。
（注２）お薬に関するご相談のご利用時間は、平日9〜17時（土日祝日、
12/29〜1/5を除きます）
となります。

病院等を
お探しの方に

日常生活で困ったときは、
3つのサービスでしっかりサポート！

病院情報のご提供

いつでもどこでもお探しの診療科目のある医療機関など全
国各地の病院等の情報をご提供します。

（注）
このサービスは情報提供のみで、紹介状の発行等は行いません。

夜間休日に医療機関をお探しの方に

夜間休日医療機関情報のご提供

夜間でも休日でも診療可能な全国各地の医療機関の情報を
ご提供します。

（注）
このサービスは情報提供のみで、紹介状の発行等は行いません。

ホームヘルパーを
お探しの方に

ホームヘルパー業者のご紹介

家事を代行するホームヘルパーの派遣業者をご紹介します。

（注１）
ホームヘルパーの費用等は、
ご利用いただく方の自己負担になります。
（注２）
一部離島や年末年始など、地域や時期によってはご紹介できない場合があります。

暮らしのトラブル
（法律）
・税務ご相談
平日13〜17時（土日祝日、12/29〜1/5を除きます）
日常生活のトラブル（法律）
などを相談したい方に

法律のご相談

日常生活の税務などを
相談したい方に

税務のご相談

日常生活における税務のご相談に税理士による電話相談をご利用いただけます（予約制）。

簡単・便利な「キャッシュレス」をおすすめします。

概

払込票払

ご契約の保険料を一括して払い込む場合に、当社所定の払込取扱票によってコンビニエンスストア、
ゆうちょ銀行
（郵便局）またはペイジーで払い込む方法です。

初回保険料を口座振替で払い込んでいただく場合の注意事項
●初回保険料を口座振替で払い込んでいただく場合は、
ご契約時に
「傷害保険申込書」
と
「口座振替申込書」
にてお手続きをいただき、
ご契約後すみやかに
（保険責任開始
時まで）
「
、あいおいニッセイ同和損保初回口座振替受付専用ダイヤル」
（0120-502565）
へご連絡ください。
（注１）始期日の属する月の前月までにお手続きいただける場合は、
ご連絡は不要です。
（注２）応答装置により質問にお答えいただきますので、傷害保険申込書などご契
約内容のわかるものをお手元にご用意ください。
（注３）IP電話等からおかけいただいた場合、電話会社の都合でつながらないことがございます。その場合は、申し訳ござ
いませんが、
079-598-2390
（有料）
におかけください。
※へご連絡いただくと、
●ご契約内容変更時に
「あいおいニッセイ同和損保初回口座振替受付専用ダイヤル」
（0120-502565）
追加保険料を口座振替により払い込んで
いただくことができます。 ※365日24時間受付
（自動音声応答装置での対応となります）
。
●ご継続の保険料を払い込んでいただく際に口座振替を利用いただく場合は、
「傷害保険申込書」
と
「口座振替申込書」
を始期日の属する月の前月末までに提出いただくようお願いいたします。

（注）既にご継続前のご契約が口座振替契約のお客さまは、傷害保険申込書のみのご提出となります。

ベルマーク運動に
協賛しています！
ベルマークにより、学校に必要な
備品・教材などの購入が可能です。
また、これらの購入代金の10％が
「災害被災校」
への援助や、海外の学
校設備の充実などに活用されます。

をおすすめしています！
お客さまのパソコンなどから
「ご契約のしおり
（普通保
険約款・特約）
」
を閲覧できます。紙の使用の削減等、
環
境保護にもつながりますので、
ぜひお選びください。
Web約款を選択されたお客さまの数に応じて、環境保護活動を行う団体への
寄付や、日本ユネスコ協会連盟等を通じて、東日本大震災の被災地や被災した
子どもたちへの寄付を行っています。
（注１）Web約款を選択された場合は、
「ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）」の送付が省略されます。
（注２）Web約款の閲覧には、
パソコンでのインターネット環境が必要となります。
パソコンを所有していない
場合やインターネット環境のないお客さまは、Web約款を選択できませんのでご注意ください。
また、
Internet Explorer 9.0 以上およびPDF表示ソフトのインストール等が必要となります。

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

事故によるケガのため、
死亡・後遺障害保険金額の全額
事 故 の 発 生 の日からそ
（注）保険期間中に、既にお支払いした後
の日を含めて180日以
遺障害保険金がある場合、死亡・後
内に死亡した場合
遺障害保険金額からその額を差し
引いてお支払いします。

後遺障害
保 険 金

事故によるケガのため、
死亡・
約款所定の
事 故 の 発 生 の日からそ
後遺障害 × 保険金支払割合
保険金額
（4％〜100％）
の日を含めて180日以
内に約款所定の後遺障 （注）保険期間を通じ、合算して死亡・後
害が発生した場合
遺障害保険金額が限度となります。

入
院
保 険 金

事故によるケガの治療の
入院保険金日額 × 入院日数
ため、事故の発生の日か
（注）事故の発生の日からその日を含め ②普通傷害を選択した場合
らその日を含めて入院保
て入院保険金の支払対象期間 ※1
上記①のほか次のいずれかによるケガについても、保険金を
険金の支払対象期間 ※1
内の入院を対象とし、
1事故につき、 お支払いできません。
内に入院した場合
保険証券に記載された入院保険金
・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、
の支払限度日数が限度となります。
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
事故によるケガの治療の １回の手術について次の額をお支払い
・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
※4
ため、手術保険金支払対 します。
用するもの、ロッククライミング等をいいます）、職務以外での航空機操縦、スカイ
象期間 ※2 内に手術 ※3を ①入院中に受けた手術
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 など
受けた場合
入院保険金日額 × 10
③交通傷害を選択した場合
②上記①以外の手術
上記①のほか次のいずれかによるケガについても、保険金を

手
術
保 険 金

要

ご契約の保険料を一括して払い込む場合に、
当社の指定するクレジットカードによって払い込む方法です。

保険金を
お支払いする場合

（注）
事故
（傷害事故）
の範囲および被保険者の範囲についてはP10
「 1 1.商品の仕組み」
をご参照ください。

死
亡
保 険 金

入院保険金日額

ご契約の保険料を払い込む場合に、指定口座からの口座振替によって払い込む方法です。

クレジットカード払

２０点

保険金
の種類

2.保険料の払込方法をご参照ください。

主なキャッシュレスの払込方法
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1 普通保険約款の補償内容

（注）一般的なご質問については、
専門のスタッフがお応えする場合があります。

※詳細はP10 契約概要のご説明 3 保険料の決定の仕組みと払込方法 等

タフ・ケガの
保険なら

（注1）
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2）
「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。

日常生活における法的な疑問について、弁護士による電話相談をご利用いただけます（予約制）。

ご契約の保険料は、
次のとおりの払込方法により、
キャッシュレスで払い込むことができます。
ご契約時に現金を用意いただく必要は
ありません。

口座振替

主なものを記載しています。また、セットする特約により
「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」が異なることがありますのでご注意ください。なお、死亡保険金は死亡した被保険者の死亡保険金受取人に、
それ以外の保険金はケガを被った被保険者にお支払いします。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。

（注1）一般的なご質問については、専門のスタッフがお応えする場合があります。
（注2）既に弁護士に依頼している案件、
訴訟となっている案件等のご相談は対象となりません。

●サービスをご利用いただける方は保険契約者となります。保険契約者と被保険者
（補償の対象となる方）
が異なる場合は被保険者となります。
・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いただけない場
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、
当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、
ご契約後に保険証券と共にお送りする
「生活安心
サポートサービスガイド」
でご確認ください。

保険料の払込方法は

お支払いする保険金および費用保険金のご説明①

×
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（注）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。

通
院
保 険 金

①死亡保険金から通院保険金まで共通
a．
次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。
・保険契約者（本人型のみ）、被保険者または保険金受取人
の故意または重大な過失
・被保険者の闘争行為、
自殺行為または犯罪行為
・被保険者の自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中ま
たは麻薬等を使用しての運転中の事故
・被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
・被保険者の妊娠、出産、早産または流産
・戦争、
外国の武力行使、
革命、
内乱等の事変または暴動（＊1）
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
など
b．次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。
・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの（＊2）
・細菌性食中毒、
ウイルス性食中毒
など

お支払いできません。
・交通乗用具を用いて競技等をしている間の事故
・船舶に搭乗することを職務（養成所の職員・生徒である場合を含みます）と
する被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
・被保険者が職務として交通乗用具への荷物などの積込み作業、積
卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故
・被保険者が、グライダー、飛行船、超軽量動力機、
ジャイロプレー
ンに搭乗している間の事故
・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操
縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間の事故
など

事故によるケガの治療の
通院保険金日額 × 通院日数
ため、事故の発生の日か
（注1）
事故の発生の日からその日を含め
らその日を含めて通院保
て通院保険金の支払対象期間 ※1
険金の支払対象期間 ※1
内の通院を対象とし、
１事故につき、
内に通院（往診を含みま
保険証券に記載された通院保険金
す）
した場合
の支払限度日数が限度となります。
（注）治療を伴わない、薬剤、 （注2）
通院しない場合においても、約款所定 （＊1）
テロ行為によって発生したケガに関しては、
自動セットの特
診断書、医療器具等の
の部位を固定するために、医師の指示
約により、保険金お支払いの対象となります。
受 領 等 の ためのもの
によりギプス等を常時装着した期間 （＊2）
被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、
レントゲン
は、通院に含みません。
検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりそ
は、通院日数に含めてお支払いします。
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。

※1 支払対象期間とは、入院保険金、通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、
この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
※2 手術保険金支払対象期間とは、
事故の発生の日からその日を含めて
「入院保険金の支払対象期間」
に達するまでの期間をいいます。
※3 手術とは、
次の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。
ただし、
次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
創傷処理/皮膚切開術/デブリードマン/骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術/抜歯手術/歯科診療固有の診療行為
②先進医療(＊1)に該当する診療行為(＊2)
(＊1)手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。
また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行わ
れるものに限りますので、対象となる手術、
医療機関および適応症は限定されます。
(＊2)治療を直接の目的として、
メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります
（診断、検査等を直接の目的とした診療
行為および注射、
点滴、
薬剤投与
（全身・局所）
、
放射線照射、
温熱療法による診療行為を除きます）
。
※4 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
・保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、
１回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。
なお、同一の日に
「①入院中に受けた
手術」
と
「②上記①以外の手術」
の両方に該当する手術を受けた場合は、
「①入院中に受けた手術」
を１回受けたものとします。
・１回の手術を２日以上にわたって受けた場合または手術料が１日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
・一連の治療過程で複数回実施しても手術料が１回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、
２回目以降の手術
が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、
保険金をお支払いしません。
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お支払いする保険金および費用 保険金のご説明②
保険金
の種類

2 その他の傷害危険に関するオプション補償
（特約）の補償内容

ご希望によりセットできる主な特約とその概要を記載しています。
詳細および記載のない特約については
「ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）」
をご確認ください。

保険金
の種類

保険金を
お支払いする場合

入院発生
時一時金
入院発生時
一 時 金
補償特約

退 院 時
一 時 金
退 院 時
一 時 金
補償特約

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

1の
事故によるケガの治療のた
「保険金をお支払いできない主な場合」
と同じ
入院発生時一時金額の全額
め、免責日数（1日）
を超えて （注1）
になります。
１入院につき、
１回のお支払いに限ります。
入院した場合
（注2）退院した日からその日を含めて180日以
内に同一のケガにより再入院した場合は、
前の入院とあわせて１入院となります。

弁 護 士
費 用 等
保 険 金 ※1
※2
弁 護 士
費 用 等
補償特約
補償重複

1の
「保険金をお支払いできない主な場合」
と同じ
事故によるケガの治療のた
退院時一時金額の全額
になります。
め、20日以上継続して入院 （注1）
１入院につき、
１回のお支払いに限ります。
した後、生存して退院した場 （注2）退院した日からその日を含めて180日以
合
内に同一のケガにより再入院した場合は、
前の入院とあわせて１入院となります。

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

日本国内において偶然な事
①弁護士費用等保険金および法律相談費用保険金共通
弁護士費用等の額
故により被保険者に次の被
次のいずれかによって発生した被害に対しては、
（注1）
１事故につき、被保険者１名ごとに弁護士
害が発生し、被保険者または
保険金をお支払いできません。
費用等保険金額（300万円）が限度とな
その法定相続人がその損害
・保険契約者、
被保険者または保険金受取人の故
ります。
意または重大な過失
賠償請求を弁護士に委任し
（注2）費用の支出には保険会社の同意が必要
・被保険者の闘争行為、
自殺行為または犯罪行為
た場合に、弁護士費用等を
・被保険者相互間の事故
となります。
負担したことによって損害を
・被保険者の自動車等の無資格運転中または酒
〈弁護士費用等〉
被った場合
気帯び運転中の事故
に規定する業
・被保険者が、
麻薬または大麻等の影響を受けて
①被保険者が被った身体の 弁護士法第３条（弁護士の職務）
いるおそれがある状態での事故
務のうち
「法律相談」
を除く業務の対価として弁
ケガ
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※4
②被保険者が居住する住宅 護士に支払われるべき費用、訴訟費用、仲裁、 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
または被保険者の日常生 和解もしくは調停に要した費用をいいます。
・大気汚染、
水質汚濁等の環境汚染
・被保険者の妊娠、
出産、
早産または流産
活用動産の損壊
・被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
・住宅または日常生活用動産の差押え・破壊等の
公権力の行使
・住宅または日常生活用動産自体の欠陥、自然の消
耗、劣化、変質、
さび、
かび、剥がれ、肌落ち、発酵、
自
然発熱またはねずみ食い、
虫食いもしくは詐取、
紛失
・被保険者の職務遂行に直接起因する事故
・被保険者の職務の用に供される動産または不
動産の損壊
など

3 その他の費用等に関するオプション補償
（特約）の補償内容

ご希望によりセットできる主な特約とその概要を記載しています。
詳細および記載のない特約については
「ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）」
をご確認ください。

【複数のご契約があるお客さまへ】

被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等（異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます）
により、既
に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、
どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を
確認し、特約の要否を判断のうえ、
ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、
これらの補償が１つのご契約のみにセットされている場合、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、
補償がなくなることがありますのでご注意ください。
このパンフレットに記載の補償が重複する可能性のある特約に、 補償重複 マークを付けています。パンフレットに記載以外の特約にも補償が重複す
る可能性のある特約がありますので、詳細は、
代理店・扱者または当社までお問合わせください。

保険金
の種類

保険金を
お支払いする場合

個人賠償
責任危険
保 険 金 ※1
※2
個人賠償
責任危険
補償特約
賠償事故
解 決 用

（

）

補償重複

弁 護 士
費 用 等
補償特約
補償重複

保険金を
お支払いできない主な場合

被保険者が、
次のいずれかの
被保険者が損害賠償請求権者に対して
事故により、他人の身体の障
負担する法律上の損害賠償責任の額
＋
害または他人の財物の損壊
判決により支払を命ぜられた訴訟費用
について法律上の損害賠償
または判決日までの遅延損害金
責任を負担することによって
−
損害を被った場合
被保険者が損害賠償請求権者に対して
①被保険者本人の居住する
損害賠償金を支払ったことにより
住宅（敷地内の動産およ
代位取得するものがある場合は、その価額
び不動産を含みます）の
−
所有、使用または管理に
免責金額※3
（０円）
起因する偶然な事故
（注1）
１事故につき、
個人賠償責任危険保険金
②日常生活に起因する偶然
額が限度となります。
な事故
（注2）上記算式により計算した額とは別に、損害

（注）住宅には、別荘等一時
的に居住する住宅を含
みます。
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お支払いする
保険金の額

法律相談
費
用
保 険 金 ※1
※2

の発生または拡大を防止するために必要ま
たは有益であった費用、示談交渉費用、争
訟費用等をお支払いします。
ただし、
上記算
式により計算した額が個人賠償責任危険保
険金額を超える場合、示談交渉費用の一部
および争訟費用は、上記算式により計算し
た額に対する個人賠償責任危険保険金額
の割合を乗じた額をお支払いします。
（注3）
日本国内において発生した事故により損
害賠償の請求を受けた場合、当社は、被
保険者からの申出があり、
かつ、
被保険者
の同意が得られれば、
被保険者のために
被害者との示談交渉を引き受けます。
た
だし、
被保険者が負担する法律上の損害
賠償責任の総額が個人賠償責任危険保
険金額を明らかに超える場合、
被保険者
が正当な理由なく当社への協力を拒んだ
場合または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に
は、
当社による示談交渉はできません。
（注4）被保険者が損害賠償請求権者に対して
負担する法律上の損害賠償責任の額の
決定については、
事前に保険会社の承認
が必要となります。

a．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。
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また
は暴動※4
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など
b．次の損害賠償責任のいずれかを負担することに
よって被った損害に対しては、保険金をお支払い
できません。
・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償
責任
・被保険者の職務の用に供される動産または不
動産の所有、使用または管理に起因する損害賠
償責任
・被保険者と同居する親族 ※5に対する損害賠償
責任
・被保険者の使用人が被保険者の業務等に従事中
に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。
た
だし、
使用人には家事使用人を含みません。
・被保険者と第三者との間の約定によって加重さ
れた損害賠償責任
・レンタル用品やゴルフ場のゴルフ・カートなど他
人から借りたり預かったりした財物自体の損壊
に起因する損害賠償責任
・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
・被保険者による暴行等に起因する損害賠償責任
・ゴルフ・カート以外の自動車、モーターボート、
猟銃等の所有、使用または管理に起因する損害
賠償責任
など

P08へつづく

携 行 品
損
害
保険金※2
携 行 品
損害補償
特
約
補償重複

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、被保険者または
その法定相続人がその法律
相談を弁護士に行った場合
に、
その法律相談費用を負担
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
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
活用動産の損壊
被保険者が居住する住宅（敷地を
含みます）外において、偶然な事
故により、被保険者が携行してい
る被保険者所有の身の回り品（保
険の対象）に損害が発生した場合
＜補償対象外となる主な身の回り品＞
①株券、手形、定期券、印紙、切手その
他これらに類する物。ただし、定期
券以外の乗車券等および通貨等に
ついては補償対象となります。
②預貯金証書、キャッシュカード、クレ
ジットカードその他これらに類する物
③パスポートその他これらに類する物
④稿本（本などの原稿）、設計書、図
案、帳簿その他これらに類する物
⑤船舶、自動車、原動機付自転車、
自転車およびこれらの付属品
⑥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等をいいま
す）、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
行っている間に用いられる用具
⑦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
事している間に用いられる用具
⑧義歯、義肢、コンタクトレン
ズその他これらに類する物
⑨動物および植物
など

②法律相談費用保険金

法律相談費用の額
１事故につき、被保険者１名ごとに法律相談
（注1）
費用保険金額（５万円）が限度となります。
（注2）被害が発生した日からその日を含めて
１年以内に開始された法律相談の費用
が対象となります。
（注3）費用の支出には保険会社の同意が必要
となります。
〈法律相談費用〉
法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費
用をいいます。なお、書面による鑑定料、着手金、報
酬金、手数料、顧問料、および日当は含みません。

被保険者またはその法定相続人が、次のいずれ
か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。
・婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続
・売買、金銭消費貸借契約、賃借権、雇用、請負、斡旋、仲介など
・名誉毀損、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
・日照権、騒音、悪臭等住宅または日常生活用動
産の損壊を伴わない事由
・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

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。
・保険契約者(本人型のみ)、被保険者または保険金
（＊4）
（＊1）損害の額は、修理費または保険価額
受取人の故意または重大な過失
を基準に決定します。
・
被保険者の自動車等の無資格運転中、酒気帯び運
（＊2）損害の額には損害の発生または拡大を防
転中または麻薬等を使用しての運転中の事故
止するために要した費用等を含み、保険
価額（＊4）が限度となります。
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または
（＊3）保険金をお支払いする損害の額は、
１事
暴動※4
故につき、携行品１個、
１組または１対あた ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
り10万円（乗車券等または通貨等は合計
・差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防
５万円）が限度となります。
または避難に必要な処置である場合を含みません。
（＊5）
（＊4）保険価額とは、
再調達価額
から使用に
よる消耗、
経過年数等に応じた減価額（＊6） ・保険の対象の欠陥
（＊7）
・保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、
を差し引いた額をいいます。
（＊5）損害が発生した時の発生した場所における
剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、 虫食い等
型、
能力のものを再取得するのに必要な金 ・保険の対象の平常の使用または管理において通常
額をいいます。
発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆが
（＊6）保険の対象が現に使用されている場合で
み、たわみ、へこみ、落書き等外観上の損傷または汚
十分な維持・保守管理がされているとき
損であって、保険の対象ごとにその保険の対象が有
は、再取得するのに必要な金額の50％を
する機能の喪失または低下を伴わないもの
限度とし、使用されていない場合や十分
な維持・保守管理がされていない場合 ・偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象
は、再取得するのに必要な金額の90％を
の電気的事故・機械的事故。ただし、
これらにより
限度とします。
発生した火災による損害を含みません。
（＊7）保険の対象が貴金属、
宝玉、宝石、書画、
とう
・保険の対象である液体の流出。ただし、他の保険
骨 董、彫刻物等美術品の場合は、その保
の対象に発生した損害を含みません。
険の対象と同等と認められる物の市場流
・保険の対象の置き忘れ・紛失
通価額をいいます。
（注1）1事故につき、携行品損害保険金額が限 ・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方
法により情報を記録しておくことができる物また
度となります。
は機器に記録された情報のみに発生した損害
（注2）携行品が盗難にあった場合は、警察等へ
の届け出が必要となります。
など
損害の額（＊1）〜（＊3） −

免責金額※3
（3,000円）
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お支払いする保険金および費用保険金のご説明③
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

受 託 物
賠償責任
保 険 金 ※1
※2

被保険者が受託し、
管理する
受託物が、
次のいずれかの間
に損壊・紛失または盗難によ
り、
その受託物の権利者に対
して法律上の損害賠償責任
を負担することによって損害
を被った場合
①被保険者の居住する住宅
（敷地を含みます）内に保
管されている間
②日常生活中に一時的にその
住宅外で管理されている間

被保険者が被害受託物について
正当な権利を有する者に対して
負担する法律上の損害賠償責任の額
＋
判決により支払を命ぜられた訴訟費用
または判決日までの遅延損害金
−
被保険者が被害受託物について
正当な権利を有する者に対して
損害賠償金を支払ったことにより
代位取得するものがある場合は、その価額
−
免責金額※3
（5,000円）

受 託 物
賠償責任
補償特約
補償重複

＜補償対象外となる主な受託物＞
（注1）保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金
①通貨、預貯金証書、株券、
額が限度となります。
手形、印紙、切手、稿本（本
（注2）被保険者が被害受託物について正当な権
などの原稿）、設計書、図
利を有する者に対して負担する法律上の
案、証書、帳簿その他これ
損害賠償責任の額は、被害受託物の時価
らに類する物
とう
額が限度となります。
②貴金属、宝石、書画、骨董、
（注3）上記算式により計算した額とは別に、損
彫刻、美術品その他これ
害の発生または拡大を防止するために必
らに類する物
要または有益であった費用、示談交渉費
③自動車、原動機付自転車、
用、争訟費用等をお支払いします。ただ
船舶、航空機およびこれ
し、上記算式により計算した額が受託物
らの付属品
賠償責任保険金額を超える場合、示談交
④鉄砲、刀剣その他これらに
渉費用の一部および争訟費用は、上記算
類する物
式により計算した額に対する受託物賠償
⑤被保険者が山岳登はん
責任保険金額の割合を乗じた額をお支
（ピッケル、
アイゼン、ザイ
払いします。
ル、ハンマー等の登山用
（注4）被保険者が被害受託物について正当な権
具を使用するもの、
ロック
利を有する者に対して負担する法律上の
クライミング等をいいま
損害賠償責任の額の決定については、事
す）、職務以外での航空機
前に保険会社の承認が必要となります。
操縦、スカイダイビング、
（注5）受託物が盗難にあった場合は、警察への
ハンググライダー搭乗等
届け出が必要となります。
の危険な運動を行ってい
る間に用いられる用具
⑥動物、
植物等の生物
⑦建物（付属設備を含みます）
⑧門、塀または物置等の付
属建物
など

保険金を
お支払いできない主な場合
a．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。
・保険契約者または被保険者の故意
・被保険者の闘争行為、
自殺行為または犯罪行為
・被保険者の自動車等の無資格運転中、酒気帯び
運転中または麻薬等を使用しての運転中の事故
・被保険者に引き渡される以前から受託物に存在
した欠陥
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また
は暴動※4
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防ま
たは避難に必要な処置である場合を含みません。
・受託物に発生した自然発火または自然爆発
・偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の
電気的事故・機械的事故
・自然の消耗、
劣化、
変質、
さび、
かび、
剥がれ、
肌落
ち、
発酵、
自然発熱またはねずみ食い、
虫食い等
ひょう
じん
・風、雨、雪、雹 もしくは砂塵等の吹込み、漏入に
よって発生した受託物の損壊
など
b．次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって
被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
・被保険者の職務の用に供される動産または不
動産の所有、使用または管理に起因する損害賠
償責任
・被保険者と同居する親族※5に対する損害賠償責任
・被保険者と第三者との間の約定によって加重さ
れた損害賠償責任
・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
・モーターボート、猟銃等の所有、使用または管理
に起因する損害賠償責任
・受託物が委託者に引き渡された後に発見された
受託物の損壊に起因する損害賠償責任
・受託物が使用不能になったことに起因する損害賠償
責任（収益減少に基づく損害賠償責任を含みます）
・受託物について、通常必要とされる取扱い上の
注意に著しく反したことまたは本来の用途以外
に使用したことに起因する損害賠償責任 など

契約概要のご説明
この保険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。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、
「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または
当社までお問合わせください。保険契約者と被保険者が異なる場合は、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 商品の仕組み
1. 商品の仕組み

（1）
タフ・ケガの保険は、保険期間中に被保険者が急激かつ偶然な外
来の事故によって傷害
（「ケガ」
といいます）
を被った場合に保険金
をお支払いする保険です。
（2）
タフ・ケガの保険の補償は、
２つの基本となる補償（普通傷害また
は交通傷害）
により構成されています。いずれかの補償をお選び
ください。

［〇：保険金をお支払いする事故 ／×：保険金をお支払いできない事故］
基本となる補償

傷害事故の範囲

事故の種類

普通傷害

①交通事故
②交通乗用具の火災
③改札口を有する乗降場構内の事故
④上記以外の事故

交通傷害

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇

×

2. 被保険者の範囲

（1）被保険者本人としてご加入できる方は、始期日時点における年令
が満70才未満の方となります。
（2）基本となる補償の被保険者の範囲は、以下のとおりです。
ご希望
の型をお選びください。なお、家族構成は、保険金支払事由発生
時のものをいいます。
型
本人型
夫婦型
配偶者対象外型
家族型

被保険者の範囲
本人 ※ 1

〇
〇
〇
〇

配偶者

同居の親族・別居の未婚の子 ※ 2

-

-

〇

-

-

〇

〇
〇

※1 本人とは、保険申込書の被保険者欄に記載の方をいいます。
※2 配偶者対象外型では、
「 本人の同居の親族」または「本人の別居
の未婚の子」をいいます。家族型では、
「 本人またはその配偶者
の同居の親族」または「本人またはその配偶者の別居の未婚の
子」をいいます。

（3）個人賠償責任危険補償特約（賠償事故解決用）、受託物賠償責任
補償特約、弁護士費用等補償特約における被保険者の範囲は、次
のとおりです。
本人
本人の配偶者
本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
※1 この特約における被保険者の範囲は、P10の「 1 2.被保険者の範囲」
（3）
に記載のとおりです。
※2
※3
※4
※5

09

他の保険契約等との関係でお支払いする保険金の額が制限されることがあります。
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、
自己負担となる金額をいいます。
テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
配偶者、
６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。

（注1）個人賠償責任危険補償特約
（賠償事故解決用）
、
受託物賠償責任補償
特約において、
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2）上記
（3）
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
「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、保険金額の設定 等
（1）
保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合
「お支払いする保険金および費用保険金のご説明①」1 をご参照
ください。詳細は「ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）」をご参
照ください。
（2）
セットできる主な特約とその概要
「お支払いする保険金および費用保険金のご説明②③」2 および
3 をご参照ください。

（3）
保険金額の設定
保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。また、お
客さまの保険金額は、保険申込書をご確認ください。
●各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日
額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるよう
に設定してください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、次のい
ずれかに該当する場合、被保険者ごとに他の保険契約等と合計
して、1,000万円※が限度となります。
①満15才未満の方を被保険者とする場合
②保険契約者と被保険者本人が異なるご契約において、被保
険者の同意が確認できない場合
ただし、上記にかかわらず、配偶者・親族の死亡・後遺障害保険金
額は他の保険契約等と合算して1,000万円※が限度となります。

※特約により保険金を追加・増額・倍額してお支払いするご契約の場
合は、
追加・増額・倍額後の金額を適用します。

（4）
保険期間および補償の開始・終了時期
① 保 険 期 間：１年間です。
また、
１年に満たない短期契約もでき
ます。実際に契約する保険期間は、保険申込書を
ご確認ください。
② 補償の開始：始期日の午後４時（保険申込書に異なる時刻が記
載されている場合はその時刻）
に始まります。
③ 補償の終了：満期日の午後４時に終わります。

3 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

（1）保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に契約す
る保険料は、
保険申込書をご確認ください。
（2）
この保険の最低保険料は１保険契約につき1,000円となります。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

2. 保険料の払込方法

（1）
ご契約の保険料は、次のとおりキャッシュレスで払い込むことがで
きます
（初回保険料は現金により払い込むこともできます）。
ただし、
ご契約内容または代理店・扱者によっては取扱いできな
い払込方法があります。

（注）現金による払込みの場合、当社所定の保険料領収証を発行する
こととしていますので、
お確かめください。

［〇：選択できます／×：選択できません］

主な払込方法

一般分割払（月払）※ 1

口座振替
クレジットカード払
払込票払

〇
〇※2

×

一時払

〇
〇
〇

※1 保険料割増が適用されます。
※2 初回保険料のみ選択できます。

（2）保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約お
よびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以
降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に
発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。

4 団体扱・集団扱のご契約について
5 満期返れい金・契約者配当金
6 解約と解約返れい金

は裏表紙を
ご覧ください。
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4 団体扱・集団扱のご契約について

6 解約と解約返れい金

お勤め先や所定の集団と当社との間で集金事務の委託契約を交わして
いる場合は、団体扱・集団扱で払い込むことができます。団体扱または
集団扱で契約できるのは、保険契約者および被保険者が下表に該当す
る場合に限ります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせくだ
さい。なお、保険期間の中途で保険契約者が下表に該当しなくなった場
合は、残りの保険料を一括して払い込んでいただくことや、現在のご契
約を解約して新たな契約をしていただくことがあります。
保険契約者

団体扱
集団扱
団体に勤務し、その団体 （1）
集団の所属員（次のいずれかに該当する方）
①集団に勤務する方
（役員・従業員等）
から毎月給与の支払いを
②集団を構成する個人・法人
受けている方またはその
③上記②に勤務する方
団体を退職した方等
（役員・従業員等）
④上記②を構成する個人・法人
⑤上記④に勤務する方
（役員・従業員等）
（2）
集団自身

被保険者

次のいずれかに該当する方
①保険契約者
②保険契約者の配偶者
③
「保険契約者またはその
配偶者」
の同居の親族
④「保険契約者またはその配
偶者」の別居の扶養親族

次のいずれかに該当する方
（1）
保険契約者またはその構成員
（2）
上記
（1）
の配偶者
（3）
「上記（1）
またはその配偶者」の同居の親族
（4）
「上記
（1）
またはその配偶者」
の別居の
扶養親族

ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社まで速やかにお申し
出ください。
（1）
ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未
経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
（2）
解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約
返れい金を返還します。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。
（3）
始期日から解約日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況
により、追加の保険料を請求する場合があります（特に、初回保険料口
座振替特約と保険料一般分割払特約（猶予期間延長用）
をあわせてセッ
トした契約については、追加請求が発生します）。追加で請求したにもか
かわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
〈ご契約に際し注意していただきたいこと〉
● 他の保険契約等の有無については、
危険に関する重要な事項の告知事項と
して保険申込書に記入してください。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。
● 万一事故が発生した場合は、
代理店・扱者または当社までご連絡ください。
ご
連絡が遅れた場合、
それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金
をお支払いすることがあります。

5 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。

保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
事故が発生した場合は

当社へのご相談・苦情がある場合は
下記にご連絡ください。

ご契約の代理店・扱者または下記にご連絡くだ
さい。

あいおいニッセイ同和損保
カスタマーセンター

あんしん２４受付センター

0120-721-101（無料） 0120-985-024（無料）
※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）

※受付時間
［365日24時間］
※Ｉ
Ｐ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。

保険に関するお問合わせ

あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター

0120-101-101（無料）

指定紛争解決機関について

当社との間で問題を解決できない場合は

一般社団法人 日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、
損害保険に関する一般的なご相談
に対応しています。
また、
保険業法に基づく指定紛争解決機関として、
損害保険会社の業務に
関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。

そんぽＡDRセンター（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）

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/pr/adr/

（ 休業させていただきます）

【受付時間】平日
9:00〜19:00
土・日・祝日 9:00〜17:00

年末年始は

※ご契約内容の詳細や事故に関するお問合わせは取扱代理店・扱者または当社営業店・
サービスセンター等にお取次ぎさせていただく場合があります。

TOUGH（タフ） シリーズ商品ラインアップのご案内

３つのコンセプトでお客さまに
「タフな安心を」お届けします。

迅速

3 つのコンセプトを実現する商品ラインアップで
お客さまをしっかり守ります。

タフな安心を、あなたに。

頼れる
ケガの保険

優しい

日常生活中やスポーツ中、
旅行中などのさまざまな
事故によるケガを補償します。

充実した補償とサービス
で、あなたのカーライフ
に安心をお届けします。

日常生活中やスポーツ中、旅行
中などのさまざまな事故による
ケガの補償に加え、満期時には
満期返れい金をお支払いします。

TOUGH シリーズ商品の詳細は当社ホームページからもご確認いただけます。

あいおいニッセイ同和損保

充実した補償とサービス
で、あなたの建物・家財
などをお守りします。
検索

（注）
代理店・扱者により、上記商品をお取扱いしていない場合がございます。

●このパンフレットは
「タフ・ケガの保険」
の概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ず
「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、
必要に応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、
代理店・扱者または当
社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、
代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、
保険料払込みの際は、
当社所定の保険料領収証を発行するこ
ととしていますので、
お確かめください
（団体扱・集団扱契約、
保険料を口座振替で払い込むご契約等、
一部保
険料領収証を発行しない場合があります）
。
ご契約の手続きが完了した後、
１か月を経過しても保険証券が届か
ない場合は、
当社までお問合わせください。
●ご契約内容や募集状況等の確認のため、
後日、
当社または当社委託会社の担当者がご連絡・訪問すること
があります。
●
「タフ・ケガの保険」
はパーソナル総合傷害保険のペットネームです。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、
当社の保険契約の締結権を有し、
保険契約の締結・保険料
の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。
したがいまして、
当社代理店また
は社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、
当社と直接契約されたものとなります。
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