ダイレクト販売用 普通傷害保険・家族傷害保険
保険始期：平成２２年９月１日以降用

契約概要

―ご契約の概要について―

④酒酔い運転・麻薬・覚せい剤、
シンナー等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じたケガ
⑤ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん
（フリークライミングを含みます。）、ハンググライダー搭乗など、危険な運動中のケガ

ご契約に際して、特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、
ご契約後も大切に保管くださ
いますようお願いいたします。
なお、本書面は、
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。詳細については、普通保険約款/特約をご参照ください。
また、
ご不明
な点については、
当社カスタマーサービスセンター
（0 1 2 0 - 9 7 4 - 2 9 7 9：0 0〜1 8：0 0 土・日・祝日を含む）
までお問合せください。

付帯できる特約とその概要
この保険に付帯できる特約およびその概要を記載しています。詳細は、普通保険約款/特約等でご確認ください。
特 約 の 種 類

商品の仕組みについて

就 業 中 の 危 険
補償対象外特約

この保険商品は、
ダイレクト販売用「普通傷害保険」
・
「家族傷害保険」で、被保険者（補償の対象となる方）
が急激かつ偶然な外来の事故に
よって、
その身体に傷害を被った場合に保険金をお支払いする保険です。なお、被保険者の範囲は、下表のとおりとなります。

商 品 の 種 類

被 保 険 者（ 補 償 の 対 象 と な る 方 ）の 範 囲

普通傷害保険（本人型）

「申込書兼ご契約内容確認書」
もしくは当社ホームページの契約申込画面の被保険者欄に
記載のご本人

○

×

×

家族傷害保険（夫婦型）

「申込書兼ご契約内容確認書」
もしくは当社ホームページの契約申込画面の被保険者欄に
記載のご本人とその配偶者

○

○

×

家族傷害保険（家族型）

「申込書兼ご契約内容確認書」もしくは当社ホームページの契約申込画面の被保険者欄に記載のご本人および
そのご家族（ご家族とは、
ご本人の配偶者、
ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子）

○

○

○

本

※普通傷害保険（本人型）、家族傷害保険（夫婦型）、家族傷害保険（家族型）のいずれの補償の型もフルタイムコース
（就業
中の危険補償対象外特約付帯なし。）
とオフタイムコース
（就業中の危険補償対象外特約付帯あり。）の2種類があります。

人

配偶者

親

族

○＝対象、
×＝対象外

補償内容について
（1）保険金をお支払いする場合
日本国内、国外を問わず、被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、保険金をお支払いします。な
お、
「就業中の危険補償対象外特約」が付帯されている場合については､就業中の事故は補償されず、保険金のお支払いの対象とはなり
ませんので、
ご注意願います。ただし、通勤途上の事故はお支払いの対象となります。また、家族傷害保険の場合、
ご本人以外の被保険者
は、就業中の事故につきましてもお支払いの対象となります。詳細は、普通保険約款/特約等をご参照ください。
○「急激かつ偶然な外来の事故」
とは、次の①から③のとおりです。
①急激とは、
突発的に発生することを意味します。
傷害の原因としての事故
が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての
「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。
②偶然とは、予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、
「事故の発生が偶然であるか」、
「結果の発生が偶然であるか」、
「原因、
結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。
③外来とは、傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
保険金の種類
死
保

険

亡
金

主 な 支

払

事

由 （

保

○急激・偶然・外来の条件を欠く傷害事故には、靴擦れ、
しもやけ、
日焼
け、各種職業病等があります。
○ここでいう傷害には、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ときに急激に生じる中毒症状（継続的
に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。）
を含みま
す。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、保険金
はお支払いしません。
金 を お 支

払 い す る 場

合

）

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既にお支
払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額をお支払いします。なお、
死亡保険金受取人は法定相続人となります。

後 遺 障 害
保 険 金

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額
の3％〜100％をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

入
保

険

院
金

平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、
かつ事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入
院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。

手
保

険

術
金

上記入院保険金が支払われる場合において、
その治療のため、所定の手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて、入院保険金日額
の10倍・20倍または40倍をお支払いします。ただし、1事故につき事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内の手術1回に限ります。

院
金

平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、
かつ、
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院（往診を含みます。）
された場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、90日間を限度とします。
また、平常の生活または
業務に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いいたしません。

通
保

険

補

【具体的なケガの例】次のような急激かつ偶然な外来の事故による傷害（ケガ）に対して、保険金をお支払いします。
○交通事故でケガをした。
○通勤中に、階段から落ちてケガをした。
○道を歩いていたら、落石によりケガをした。
○国内や海外旅行中に足を骨折した。
○野球をしていて、転んでケガをした。
○自宅の風呂場ですべって、
ケガをした。

（2）保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、次に掲げる事由によって生じたケガに対しては、保険金をお支払いいたしません。なお、保険金をお支払いできない場合の詳細は、
普通保険約款/特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、
ご参照ください。
①病気・心神喪失等を原因とする場合、
およびこれらを原因としてケガをした場合（例えば、歩行中に病気により意識を喪失し転倒をしたため
ケガをした場合など）
②妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ
③細菌性食中毒およびウイルス性食中毒

償 の 概

要

就業中の事故につきましては、
傷害保険（死亡保険金、
後遺障害保険金、
入院保険金、
手術保険金および通院保険金をいいます。）
のお支払いの対象とはなりません。ただし、通常の通勤途上の事故は、
お支払いの対象となります。

日本国内において、被保険者ご本人またはそのご家族（注）
が、下記①または②のいずれかの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
して損害を与え、
法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いし
ます。
傷害保険賠償責任
①住宅の所有・使用または管理に起因する偶然な事故
危 険 補 償 特 約
②住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除く、被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
（家族傷害保険賠償
（注）被保険者の配偶者、被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚の子をいいます。
責任危険補償特約）
※記名被保険者、
その配偶者またはこれらの方の同居の親族が、賠償責任危険補償特約を付帯した保険契約に既にご加入されて
いる場合には、
この特約を付帯すると補償内容が重複することがございます。ご契約にあたっては、補償内容を十分ご確認ください。

保険期間
（保険のご契約期間）
と保険の
継続について
（１）
この保険の保険期間は1年間です。
実際にご契約いただく保険期間につきましては、
当社からお送り
する
「ご契約引受のお知らせ」等の書類でご確認ください。
（２）
ご契約の継続について
この保険契約の保険期間の末日
（保険満期日）の属する月の前月10日
までに当社または、
ご契約者のいずれか一方より意思表示がない場合、
被保険者が満65歳の誕生日を迎えてから最初に到来する保険満期日
まで、保険契約は前契約と同一の補償内容で毎年自動継続されます。

引受条件（保険金額等）について
（１）保険金額等について
ご契約いただく保険金額については、
「申込書兼ご契約内容確
認書」、当社ホームページ上の契約申込画面またはパンフレット
等に記載のプランによる設定となります。

（２）
その他引受に関する条件について
険

など

①ご契約いただく保険金額につきましては、
「申込書兼ご契約内容確
認書」
もしくは当社ホームページの契約申込画面等でご確認ください。
②下記の事由により、
お引受けができない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
ア．
保険始期日時点の被保険者の満年齢が22歳〜64歳に該当
しない場合
イ．
被保険者のお仕事が職業スポーツ家（実業団等のセミプロ、
監督・コーチを含みます。）や猛獣取扱者（動物園の飼育係
を含みます。）の場合
ウ．
他の保険契約 ※にご加入されている場合で、
そのご加入内
容が当社の定める引受基準を超える場合
エ．
現在の健康状態（ケガおよび病気）
オ．
過去３年間の傷害保険金の請求または受領歴 など
※普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、所得補償保険（傷
害特約）等、
この保険契約の全部または一部に対して支払責任（補償
内容）
が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

③この保険は、契約者と記名被保険者（保険証券の被保険者欄
に記載の方）
は必ず同一となります。

保険料について
保険料は、保険金額、
お仕事内容（就業中のケガにも保険金をお
支払いする場合のみ）等により決定されます。実際にご契約いた
だく保険料につきましては、
「申込書兼ご契約内容確認書」
もしく
は当社ホームページの契約申込画面等でご確認ください。なお、
自
動車保険セット割引が適用されている場合、保険始期日時点で、
有効な当社自動車保険契約（原付・バイク保険を含みます。）の有
無を確認させていただきます。自動車保険契約のご契約の状況に
よっては、
ご案内した保険料が変更となる場合があります。

保険料のお支払方法等について
保険料のお支払方法には、一括払いと分割払いがあります。なお、
分割払いの場合には､保険料が割増となります。
また、
インターネット
でお申込みの場合、保険料の払込手段はクレジットカードでのお支
払いのみとなります。
【一括払い】
①コンビニエンスストアでのお払込み
②クレジットカードでのお支払い
（カード決済日のご指定はできません。）
【分割払い】
①口座振替によるお支払い（振替日は毎月２７日です。ただし、27日が金
融機関休業日の場合は、翌営業日となります。）
②クレジットカードでのお支払い
（カード決済日のご指定はできません。）

満期返戻金・契約者配当金
この保険には､満期返戻金・契約者配当金はありません。

解約および解約返戻金について
ご契約を解約される場合には、
当社カスタマーサービスセンターまでご
連絡ください。なお、
解約に際しては、
解約時の条件により、
領収した
保険料から保険始期日から解約日までの期間に対応する短期料率
（分
割払の場合は、
月割短期料率）
によって計算した保険料を差し引い
た額を、所定のお手続き完了後に返還させていただきます。ただし、
分割払の場合で未払込の保険料がある場合は、
その保険料をご
請求させていただく場合がございます。

相談、苦情、連絡等の窓口について
●商品に関するお問い合わせ、お申込手続き、
ご契約内容変更手続き等
【新規のお客様専用】0120-974-197
【ご契約者様専用】0120-974-297

●当社へのご相談・苦情
【お客様相談室】0120-449-669

受付時間：9：00〜18：00（土・日・祝日も含みます）
受付時間：9：00〜18：00（土・日・祝日も含みます）

●事故の受付【医療傷害保険請求受付専用】
0120-936-508

（土・日・祝日も含みます）

受付時間：9：00〜20：00（12/31〜1/3を除きます）

●保険会社との間で問題を解決できない場合は、
一般社団法人外国損害保険協会にご相談いただくこともできます。
【外国損害保険協会】03-5425-7854

受付時間：月〜金9：00〜17：00（土・日・祝日はお休みです）

受付時間：月〜金9：00〜17：00

（12：00〜13：00を除きます）
（土・日・祝日はお休みです）
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ダイレクト販売用 普通傷害保険・家族傷害保険
保険始期：平成２２年９月１日以降用

注意喚起情報

―ご契約の際にご注意いただきたい事柄―

ご契約に際し、
ご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。お申込み前に必ずお
読みいただき、
内容をよくご確認のうえ、
ご契約いただきますようお願いいたします。
また、
ご契約後も大切に保管ください。
なお、本書面は、
ご契約に関する全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、普通保険約款/特約をご参照ください。また、
ご不
明な点につきましては、
当社カスタマーサービスセンター
（0120-974-297 9：00〜18：00 土・日・祝日を含む）
までお問合せください。

クーリング・オフ制度について
この保険は、保険期間が1年のため、
クーリング・オフの対象外となっ
ております。あらかじめご了承ください。

契約締結時における主な注意事項
ご契約のお申込みにあたっては､ご契約者には、当社が重要な
事項として告知を求めた事項（「申込書兼ご契約内容確認書」
またはホームページの契約申込画面に★印が付された項目およ
び「告知事項記入欄」の項目をいいます。以下「告知事項」とい
います。）にご回答いただく義務（告知義務）があります。その告
知した内容（申込書等の内容）が事実と違っている場合には、
ご
契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
特に、被保険者（補償の対象となる方）のお仕事内容（職業また
は職務）については十分ご注意ください。また、被保険者（補償
の対象となる方）が以下に該当する場合には、所定の欄に必ず
その内容をご記入またはご入力ください。
ア．
過去３年以内に傷害保険金を請求または受領されたことがある場合
イ．
他の保険契約※にご加入されている場合
※普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、所得補償保険（傷
害特約）等、
この保険契約の全部または一部に対して支払責任（補償
内容）
が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

契約締結後における留意事項
（１）
ご契約後において、告知した内容のうち仕事内容に変更が生
じた場合には、遅滞なく当社カスタマーサービスセンターまでご
通知ください。遅滞なくご通知いただけない場合は、保険金を
削減してお支払いすることやご契約が解除されることがありま
すのでご注意ください。また、
ご通知があっても当社の引受範
囲を超えることとなった場合には、
ご契約を解除させていただく
場合がございますので、
あらかじめご了承願います。当社の引
受条件については､「契約概要 5.引受条件（保険金額等）
について」
をご参照ください。
（２）事故が発生した場合も当社までご通知ください。ご通知いただ
かないと、
保険金を全額お支払いできない場合があります。
また、
ご契約者の住所を変更される場合も、当社にご通知ください。
ご通知いただかないと重要なお知らせができませんのでご注
意ください。
（３）
この保険では､ご契約者と記名被保険者（保険証券の被保険
者欄に記載の方）
を必ず同一としてお引受けしており、保険期
間の途中でこれらの方を変更することはできません。

被保険者による解除請求について
下記の事由が生じた場合には、被保険者から、
ご契約（その被保
険者の部分に限ります。）の解除を請求できます。
①契約締結を行なう際に、被保険者の同意を取付けていない場合
②保険金取得目的で事故を起こそうとしたり、保険金請求時の詐
欺行為など、被保険者の信頼を損ない、契約の存続を困難とす

る重大な事由がある場合
③夫婦関係の破綻・終了など、契約時から事情が著しく変更となった場合

保険期間について
この契約の保険期間は､保険証券等に記載の保険期間の初日
（注）
の午後４時から始まり１年間となります。ただし、新規契約時に限り､
保険期間の初日の午前０時に始まります。
（注）保険料の支払方法を一括払いでお申込みされる場合は、
お
申込み方法により補償開始日が異なります。
①当社カスタマーサービスセンターから申し込まれた場合（一括払い）
申込書の受領日により、補償開始日が1日または１５日となります。
詳しくは､当社からお送りする「お申込内容確認と保険料支払
手続きのご案内」でご確認ください
②ホームページから申し込まれた場合（一括払い）
当社の定める範囲で、
ご希望の補償開始日をお選びいただけま
す。詳しくは､ホームページ上の契約申込画面にてご確認ください。
③分割払いの場合
補償開始日は、初回保険料振替日または初回保険料決済日の
翌月１日となります。

保険料のお支払期限および必要書類の
ご提出について
（お手続きが完了しない場合には、補償は開始されませんので、十
分ご注意ください。）
一括払保険料をコンビニエンスストアで払い込まれる場合は、保険
期間の初日
（保険始期日）の前日までに払込みを完了してください。
また、
クレジットカードにて支払われる場合は、必ず所定の期日まで
に必要書類を当社にご返送ください。

保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、次に掲げる事由によって生じたケガに対しては、
保険金をお支払いいたしません。なお、免責事由の詳細は、普
通保険約款/特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載
されておりますので、
ご参照ください。
・ご契約者・被保険者（補償の対象となる方）の故意または重
過失によるケガ
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じたケガ
・地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ
・むち打ち症など医学的他覚所見（検査等によって認められる
異常所見）のないケガ
など

重大事由による解除
①〜④の事由により当社がご契約を解除した場合には、
それらの
事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対し
ては、保険金をお支払いしません。
①保険金を支払わせることを目的として、保険金の支払事

由を生じさせ、または生じさせようとした場合
②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他の保険契約等との重複により保険金の合計額が著しく
過大となって、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
④その他上記と同等の事由があった場合

保険料分割払（口座振替）のご注意
（１）保険料の振替予定日
保険料は、振替予定日
（毎月27日）
までに、
ご指定の金融機関
口座に必ずご用意ください。なお、27日が金融機関休業日の場
合は翌営業日に振替となります。
（２）保険料の振替ができない場合
①初回保険料の振替ができない場合には、翌月に限り再請求
を行います。なお､新規契約の初回保険料が振替できない
場合は､保険期間の初日は、翌月の再振替日の属する月の
翌月1日となります。
また、
再請求時にも振替ができない場合は､
お申込みが成立しませんので､ご注意ください。
②第２回目以降の分割保険料の振替ができない場合には、翌
月に2回分まとめてご請求いたします。振替不能のお知らせは、
振替不能月の翌月中旬頃に書面にてご案内いたします。な
お、
２回連続して振替ができない場合には、
１回目の振替不
能日の翌日から免責となり、
それ以降に発生した事故につい
ては保険金をお支払いしません。なお、
この場合、
ご契約を
解除させていただく場合がありますのでご注意ください。
③保険金をお支払いする事故が発生した場合には､未経過
期間の保険料をご請求する場合があります。

解約と解約返戻金について
ご契約を解約される場合には、
当社カスタマーサービスセンターまで
ご連絡ください。なお、解約に際しては、解約時の条件により、領収
した保険料から保険始期日から解約日までの期間に対応する短期
料率（分割払の場合は月割短期料率）
によって計算した保険料を
差し引いた額を、
所定のお手続き完了後に返還させていただきます。
ただし、分割払の場合で未払込の保険料がある場合は、
その保険
料をご請求させていただく場合がございます。

保険金の支払時期について
事故発生日から30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を
当社までご連絡ください。
保険金は、保険金請求に必要な書類等のうち､当会社が求めるも
のすべてを受理した日から30日以内にお支払いします。ただし、特
別な照会や調査が必要な場合は､普通保険約款で別途定める日
数までに保険金をお支払いします。なお、保険金請求に必要な書
類等とは、以下のものをいいます。
①保険金請求書
②保険証券
③当会社の定める傷害状況報告書
④公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書

⑤死亡診断書または死体検案書あるいは後遺障害もしくは傷害の程
度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書
⑥入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦被保険者または被保険者の法定相続人の印鑑証明書
⑧被保険者または法定相続人の戸籍謄本
⑨委任を証する書類、委任を受けた者の印鑑証明書（請求を第
三者に委任する場合）
※上記書類に加え、医療機関等へ症状、治療内容等を照会する
ための同意書をご提出いただくこともございます。

代理請求人による保険金の請求について
被保険者が保険金を請求できない特別な事情がある場合で、保
険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次
に掲げるいずれかの者が当社の承認を得たうえで、被保険者の代
理人として保険金の請求をすることができます。
①被保険者と同居または生計を共にする法律上の配偶者
②①に該当する方がいない場合には、被保険者と同居または生
計を共にする３親等内の親族
③①および②に該当する方がいない場合には、①以外の配偶者
または②以外の３親等内の親族

時効について
保険金請求権は、保険金請求権が発生した翌日から起算して３年
を経過した場合は、時効によって消滅します。

保険会社破綻時の取扱いについて
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金の
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。
なお、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、破綻後3ヶ月以内に
生じた保険事故については、保険金の全額が、3ヶ月経過後は80
％が補償されます。
また、解約返戻金は80％がこの保護機構により
補償されます。

ご契約内容の登録について
当社は、損害保険制度が健全に運営され、保険金等のお支払い
が正しく確実に行われるよう、保険契約等に関する事項を社団法
人日本損害保険協会へ登録します。
損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金
請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金
のお支払いの参考とします。

その他ご注意いただきたいこと
記名被保険者、
その配偶者またはこれらの方の同居の親族が、賠
償責任危険補償特約を付帯した保険契約に既にご加入されてい
る場合には、
この保険で傷害保険（または家族傷害保険）賠償責
任危険補償特約を付帯すると補償内容が重複することがございま
す。ご契約にあたっては、補償内容を十分ご確認ください。

相談、苦情、連絡等の窓口について
●商品に関するお問い合わせ、お申込手続き、
ご契約内容変更手続き等
【新規のお客様専用】0120-974-197
【ご契約者様専用】0120-974-297

●当社へのご相談・苦情
【お客様相談室】0120-449-669

受付時間：9：00〜18：00（土・日・祝日も含みます）
受付時間：9：00〜18：00（土・日・祝日も含みます）

●事故の受付【医療傷害保険請求受付専用】
0120-936-508

（土・日・祝日も含みます）

受付時間：9：00〜20：00（12/31〜1/3を除きます）

●保険会社との間で問題を解決できない場合は、
一般社団法人外国損害保険協会にご相談いただくこともできます。
【外国損害保険協会】03-5425-7854

受付時間：月〜金9：00〜17：00（土・日・祝日はお休みです）

受付時間：月〜金9：00〜17：00

（12：00〜13：00を除きます）
（土・日・祝日はお休みです）
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