Ⅶ.個人情報のお取り扱いについて
（１）当社ではお客様とのお取引を安全確実に進め、最適な商品、サービス
を提供させていただくため、業務上必要な範囲内で適法かつ公正な手
段によりお客様の情報を収集させていただいており、主に次の目的の
ために利用します。
また、利用目的は、お客様にとって明確になるように
具体的に定めるとともに、取得の場面に応じて利用目的を限定するよ
うに努め、
ホームページ等により公表します。
①ご本人かどうかの確認
②損害保険契約の見積、引受、維持、管理
③適正な保険金、給付金の支払
④当社および関連会社、提携会社等の各種商品・サービスの案内、
提供、管理
⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
（２）当社は、以下の場合を除き、
ご本人の同意なくお客様の情報を第三者
に提供することはありません。
①法令に基づく場合
②業務遂行上必要な範囲で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
③再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
④当社関連会社との間で共同利用する場合
⑤損害保険会社間等で共同利用する場合

（３）当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱い
を外部に委託する場合があります。当社が外部に個人データの取扱い
を委託する場合には、委託先の選定基準を定めて、あらかじめ委託先
の情報管理体制を確認するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督
を行います。
（４）当社および当社関連会社は、その取り扱う商品・サービスを案内または
提供するために、各社間で個人データを共同利用することがあります。
また、不正な保険金請
（５）当社は、保険制度の健全な運営を確保するため、
求を防止するために、他の損害保険会社・共済、一般社団法人日本損害
保険協会および損害保険料率算出機構との間で、個人データを共同
利用します。
※詳しくは、当社ホームページの「プライバシーポリシー」
（http://www.axa-direct.co.jp/privacy̲policy/）
をご確認ください。

契約申込のご案内（兼重要事項説明書）
保険始期日

平成23年11月1日以降用
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用 語 のご説 明

●この「契約申込のご案内」で用いられている用語のご説明です。
説明

用語

●ご連絡窓口

契約者

契約者とは、保険契約締結後、保険会社と契約上の様々な権利（契約内容変更などの請求権）
と義務（保険料のお支払義務）を持つ
保険契約の申込みをする人をいいます。

契約申込書

契約申込書は保険会社と契約内容を取り決めする大切な書類です。
ご契約者ご自身がご記入の上、お書きになった内容を十分お確
かめいただき、
ご署名・ご捺印をお願いいたします。

記名被保険者

保険証券記載のペットの所有者をいいます。

告知事項
始期日

1．当社の相談・連絡・苦情等受付窓口

支払限度額

◯ご契約に関するお問い合わせ先

カスタマーサービスセンター
「アクサダイレクトのペット保険」専用受付
0120-324-384 （10:00〜18:00／月曜〜日曜〈祝日含みます。〉）

傷害
獣医学の
水準

◯保険金請求・お支払いに関するお問い合わせ先

カスタマーサービスセンターご契約者様専用受付
0120-800-044 （9:00〜17:00／土・日・祝日および年末年始を除きます。）

◯お客様からのご意見・苦情等に関するお問い合わせ先

お客様相談室
0120-449-669 （9:00〜17:00／土・日・祝日および年末年始を除きます。）

当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。詳細は下記ホームページをご覧ください。
保険オンブズマン 電話：03-5425-7963 （受付時間 9：00〜12：00、13：00〜17：00 土・日・祝日および年末年始等を除きます。）
ホームページ：http://www.hoken-ombs.or.jp/

保険期間の初日をいいます。
保険期間中にお支払する保険金の合計の限度額をいいます。
ペットが急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、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ずる中毒症状（注）細菌性食物中毒を含みます。
（注）継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
獣医学の水準とは、獣医学における臨床上の知見および専門的・学術的見地に基づき、治療の有効性、合理性、適合性を確保するため
の一般的基準をいい、それを基準とした具体的判断は、獣医学上の専門諮問委員会によってなされます。
※獣医学上の専門諮問委員会とは、当社がその構成および手続きを定めて当社内に設置する、獣医学の専門家、学識経験者等による諮問委員会をいいます。

獣医師

獣医師法（昭和24年6月1日法律第186号）に定める獣医師名簿に登録され、免許を交付されている者をいいます。被保険者が
獣医師である場合は、被保険者以外の獣医師をいいます。

手術

獣医師がペットに対して治療のために麻酔を用いて行う切開・切除等の行為をいいます。
ただし、麻酔を使用する診断行為は含みません。

治療

2．当社の契約する指定紛争解決機関

危険に関する重要な事項のうち、契約申込書および告知書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいいます（注）。
（注）他の保険契約または共済契約に関する事項を含みます。

治療開始
入院
病院等
病気

【取扱代理店】

被保険者
ペット
満期日
免責金額

入院、通院（注１）または手術による獣医師の治療をいい、獣医学の水準に従い、ペットの健康回復に必要な獣医学的措置（注２）をいいます。
（注１）獣医師による治療が必要な場合において病院等に通いペットに獣医師の治療を受けさせることをいいます。
（注２）ペットの身体の健康状態維持またはその減退の防止に必要な場合を含みます。
ペットが被った傷害または病気に対し、獣医師により、保険期間において最初の治療が開始されることをいいます。
獣医師による治療が必要な場合において自宅等での治療が困難なため、ペットを病院等に入れ、常に獣医師の管理下において治療
に専念させることをいいます。
獣医療法（平成４年５月20日法律第46号）
に定める診療施設をいいます。
獣医学の水準から判断して、ペットの身体の状態が異常であると診断される身体の障害であって、傷害以外の場合をいいます。
ただし、
妊娠、出産、帝王切開等通常の繁殖に関わる場合を除きます。
保険証券記載の記名被保険者または以下のいずれかの方をいいます。
①記名被保険者の配偶者 ②記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
保険証券記載の犬または猫をいいます（注）。
（注）商業目的の犬または猫、猟犬、闘犬、警察犬等は除きます。
保険期間の末日をいいます。
保険証券記載のお支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。

本ご案内は、保険契約の締結に関する重要な内容が記載されていますので、すべてのページをお読みいただきますようお願い
申し上げます。なお、
ご契約者と記名被保険者が異なる場合には、記名被保険者にもこのご案内の内容をご説明くださいますよう
お願い申し上げます。特に、
「Ⅰ．重要事項説明書 契約概要のご説明」
（ 1ページ）および「Ⅱ．重要事項説明書 注意喚起情報の
ご説明」
（ 3ページ）
についてはよくお読みいただきますようお願いいたします。お読みになられて、
ご不明な点などがございました
ら、お気軽にお問い合わせください。

【引受保険会社】 アクサ損害保険株式会社 〒111-8633 東京都台東区寿2-1-13

平成24年11月改訂

PET0284-12X-0275 -12Y-0-IC
（D）

Ⅰ.重要事項説明書 契約概要のご説明
この「契約概要のご説明」
はご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項をわかりやすく説明したものです。
お申込みの前に必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。
ご契約後も大切に保管してくださいますようお願いいたします。
また、
この書面は、
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別途「ペット保険普通保険約款／特約」
（以下「保険約款」
といいます。）
を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。
ご不明な点については、当社までお問い合わせください。
②お支払いの対象とならない治療費等
・ワクチン接種費用、定期健診費用等病気予防のための接種、検査、投薬
等の費用
・妊娠・出産、帝王切開、人工流産等の繁殖に関連する費用および出産後
の症状のための費用
・不妊および避妊を目的とした手術および処置に伴う費用
・爪（狼爪を含みます。）の除去、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、肛門腺
除去等、
健康体に施す外科手術および爪切り、
肛門嚢しぼり等の処置費用

１．
この商品について
この商品は、ペットがケガまたは病気により日本国内で獣医師の治療を受
けた場合に、被保険者が負担された治療費を保険金支払割合に従い、
補償することを目的として、当社（アクサ損害保険）がお引受けする保険
です。補償内容については、
「２．補償内容について」
にてご確認ください。

２．補償内容について

・断耳、
断尾、
声帯除去および美容整形等、
病気治療ではない手術に要する費用
・歯石除去費用および歯科治療費用（不正咬合その他異常形成の改善
治療を含みます。）
・健康増進を目的とする健康食品およびサプリメント費用（治療を目的と
したものであるかどうかを問いません。）
・入浴費用
（シャンプー代を含みます。
ただし、
獣医師が通常の治療の一環と
して病院等において行うものを除きます。
）
およびノミ、
マダニの除去費用
・漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的措置による治療のため
の費用（臨床上一般的に認められている治療方法等に相当し、必要性等
が認められる場合を除きます。）
・往診費用（滞在診療、対診費を含みます。）および夜間休日診療費用
・ペットの移送費
・マイクロチップ挿入費用
・安楽死のための費用
・葬儀費、埋葬費等ペットの死後に要した費用
・各種証明書類の作成費用（郵送費を含みます。）
・カウンセリングの費用
・産後の問題行動、授乳によるカルシウム不足による痙攣およびその他
妊娠・出産に関連した病気および症状の治療に対する費用

保険金をお支払いする場合および保険金等をお支払いできない主な
場合は次のとおりです。
なお、詳細は、
「保険約款」
にてご確認ください。

３．付帯される特約について
①ご契約時に任意で付帯できる特約
＜ペット保険賠償責任危険補償特約＞
保険金をお支払いする場合（賠償責任保険金）
保険期間中に、日本国内でペットが他人の身体にケガを負わせたり、
他人の財物を壊したりした場合に、被保険者等が法律上の損害賠償責
任を負担することにより被った損害に対して保険金をお支払いします。

保険料の払込方法は、口座振替またはクレジットカード払となります。な
お、保険責任の開始時期については、
「Ⅱ．重要事項説明書 注意喚起情報
のご説明 3．保険責任の開始時期について」
（3ページ）
に説明がござい
ますのであわせてご確認ください。
●口座振替
ご契約者の指定する金融機関の口座から保険料をお振替いたします。
月払か一括払をお選びいただけます
（月払と一括払では年間保険料が
異なります。）。振替開始については「Ⅳ．口座振替でのお支払いに
ついて」
（ 5ページ）をご確認ください。
●クレジットカードによるお支払い
一括払のみご利用いただけます。契約申込書等が当社に到着し、加入
審査によってお引受けが可能であると判断した場合、速やかにクレジッ
トカードの有効性等を確認させていただきます。
クレジットカードが有
効かつ利用限度内であることの確認を行った上で、
クレジットカードに
よる保険料のお支払いを承認します。なお、有効性が確認されない場
合には保険責任は開始されませんのでご注意ください。

保険期間は1年間となり、新規契約の場合の始期日および満期日は、
次のとおりです。

始期日

原則、
契約申込書等の必要書類が当社に到着し、
加入審査が
完了した日の翌日0時（保険証券にこれと異なる時刻が記
載されている場合にはその時刻とします。）
に始まります。

満期日

始期日の1年後の応当日前日の24時に終わります。
ただし、
応当日がない場合は、
その月の末日の24時に終わります。

また、原則として、この保険契約には、
「 保険期間に関する特約（自動
継続）」が付帯されています。
この場合、
この保険契約の満期日の2か月
前までに、ご契約者または当社のいずれか一方より書面による解除等
の意思表示がない限り、当社より自動継続についてご案内しますので、補
償範囲、支払限度額、保険期間、保険料の支払方法、
ご契約者および被保
険者、保険の目的であるペットが継続前の保険契約と同一の内容（保険料
等を除きます。）
でさらに1年間継続されます。
なお、自動継続の場合であっても、当社では継続のための審査を保険
期間中の病気や治療の状況等により行います。その結果、特定疾病補償
対象外特約が付帯される場合（この場合、自動継続は適用されませ
ん。）、またはやむをえずご継続をお断りする場合があります。
●待機期間について
新規加入の場合、通常の病気に関しては始期日から30日間（ガンの場
合は120日間）の「待機期間」
があります。
待機期間中に治療開始になった病気は保険の対象となりませんので
ご注意ください。
始期日から31日目以降（ガンの場合は121日目以降）に治療開始
になった病気が保険の対象となります。

７．満期返れい金・解約返れい金・配当金について
この保険には満期返れい金および配当金はありません。保険期間中に
保険契約を解約された場合には、領収した保険料より、始期日から解約
日までの期間に対応する月割料率（注）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解約返れい金としてお支払いしま
す。ただし、分割払の場合で未払込の保険料があるときは、その保険料
をご請求させていただくことがございます。なお、支払限度額全額の保
険金支払いがある場合には、解約返れい金はお支払いしません。
【計算式】

（

返還保険料 ＝ 年間保険料 × 1 −

既経過期間に
対応する月割料率（注）

）

か月まで

か月まで

10 11 12
か月まで

９か月まで

８か月まで

７か月まで

６か月まで

５か月まで

４か月まで

●対象となるペットについて
対象となるペットは、犬または猫のうち、家庭で飼養される愛玩動物・
コンパニオンアニマルに限ります
（商業目的の犬または猫、猟犬、闘犬、
警察犬等は対象となりません。）。
●ペットのご加入年齢について
ご加入時の年齢が生後90日齢（注）から満13歳までのペットに限ります。
（注）商品付帯継続契約を除きます。
●ご加入プランについて
保険期間中の総支払限度額、1回の治療費用に対する保険金支払の

３か月まで

（注）
月割料率

５．引受条件（保険金額・保険料等）
について

２か月まで

1

６．保険料の払込方法について

４．保険期間（保険のご契約期間）
・保険の継続について

１か月まで

補償が重複する場合（賠償責任保険金）
この特約の付帯にあたっては、
補償内容が同様の特約
（自動車保険等の
保険契約に付帯される特約等をいいます。
）
が他にある場合、
補償の重複
が生じることがありますので、
ご契約にあたっては十分にご確認ください。
なお、複数の保険契約に同様の特約を付帯している場合で、保険金額

②全ての契約に付帯される特約
＜免責金額不適用特約（治療費用保険金の支払額）
＞
免責金額を適用せず治療費用保険金をお支払いする特約です。
③ご契約内容により付帯される特約
＜特定疾病補償対象外特約＞
ペットのケガまたは病気が、保険証券記載の特定の病気（特定疾病）
を
病因とする場合には、保険金が支払われないことを約定する特約です。
＜マイクロチップ装着特約＞
ペットがマイクロチップにより個体識別が可能な場合に付帯される
特約です。
④商品付帯継続契約に付帯される特約
＜待機期間の不設定に関する特約＞
病気における待機期間の規定にかかわらず保険金をお支払いする
特約です。
＜告知事項一部省略特約＞
健康状態告知書の提出を省略する特約です。

未経過期間

保険金をお支払いできない主な場合（賠償責任保険金）
・ご契約者または被保険者の故意
・地震、噴火またはこれらによる津波に起因する損害
・戦争、外国の武力行使、内乱、暴動等に起因する損害
・核燃料物質等の放射性、爆発性などの有害な特性等に起因する損害
・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
・被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が被保険者の事業もしくは業務に従事中に被った
身体障害（注）に対する損害賠償責任（家事従事中を除きます。）
（注）傷害、後遺障害または死亡をいいます。
・被保険者が第三者との間で損害賠償に関する約定がある場合において、
その約定により加重された損害賠償責任

割合がそれぞれ異なるプランがあります。必要な補償に応じたプラン
をご選択ください。なお、保険金支払割合のプラン、犬または猫の種
類、
ご契約時のペットの年齢等により保険料が異なります。詳しくは、
別紙の保険料表をご確認ください。
●保険金額と保険料について
保険金支払割合の各プランの保険金額および保険料については、別紙
の保険料表をご確認ください。
なお、保険料はご継続時のペットの年齢
等に応じて毎年変わりますのでご注意ください。
また、当社は保険引受
実績により保険料を改定する場合、
ご継続時の保険料が変更となると
きがありますのでご注意ください。
●加入審査について
ご加入に当たり加入審査をさせていただきますが、
その結果により特定
の病気（特定疾病）
に対する補償を対象外とすることを条件にお引受け
させていただく場合や当社が指定する健康診断を受診していただく場
合、
またはお引受けをお断りする場合があります。
予めご了承ください。
●ご継続時の審査について
ご継続時（自動継続を含みます。）
にも、保険期間中の病気や治療の状況
等により当社にて審査を行います。審査の結果、特定疾病補償対象外
特約が付帯される場合（この場合、
自動継続は適用されません。）、
または
やむをえずご継続をお断りする場合がございますので、予めご了承くだ
さい。

既経過期間

保険金をお支払いする場合（治療費用保険金）
保険期間中にペットがケガを負いまたは病気となり、
かつ保険期間中に日
本国内で獣医師の治療を受け治療費を支払った場合に、
その治療費のう
ちの一定割合を治療費用保険金としてお支払いします。
お支払いする
「一
定割合」
は、
保険金支払割合としてご契約時にご選択いただきます。
なお、保険期間中にお支払いする保険金の総額は、保険契約の際に
定めた保険期間中の保険金支払限度額がその限度となります。
また、治療費はその全額をいったん被保険者より動物病院にお支払い
いただく必要がありますのでご注意ください。
保険金等をお支払いできない主な場合
保険金等をお支払いできない場合には、
「お支払いの対象とならない
ケガまたは病気」
と
「お支払いの対象とならない治療費等」
があります。
主なものはそれぞれ以下のとおりです。
①お支払いの対象とならないケガまたは病気
・始期日において既に発生していたことが判明したケガまたは病気
・ケガおよび病気のうち、保険料を領収する前に治療されたもの
・被保険者等の故意または重過失によって生じたペットのケガまたは病気
・被保険者等の自殺、犯罪または闘争行為に伴って生じたペットのケガ
または病気
・被保険者等が故意または重過失により治療を怠ったときまたは治療を
受けさせなかった場合
・地震、噴火、津波、風水害等の自然災害によって生じたケガまたは病気
・戦争、外国の武力行使、革命やそれらに類似の事変または暴動等に
よって生じたケガまたは病気
・核燃料物質等の放射性、
爆発性その他の有害な特性等によるケガまたは病気
・狂犬病、
ジステンパー感染症、犬パラインフルエンザ感染症、
アデノウイ
ルス感染症、犬コロナウイルス感染症、
レプトスピラ感染症、犬パルボウ
イルス感染症、
フィラリア症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染
症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症等、
ワクチン等によ
り予防可能な病気。
ただし、
ワクチン等予防措置がなされ、その有効期間
中に発症したものを除きます。
・猫伝染性腹膜炎、猫後天性免疫不全症候群（FIV、いわゆる猫エイズの
ことをいいます。）
・先天的ないし遺伝的または発達異常を原因とするケガまたは病気（注）
・ウォブラー症候群、肘関節形成不全、肘関節の尺骨またはとう骨離脱、
前肢とう骨の湾曲症、
股関節形成不全、
レッグペルテス病、
膝蓋骨脱臼（注）
・眼窩の形成不全、眼瞼外反または内反、進行性網膜萎縮、下顎骨の炎症
疾患、歯および顎の形成不全（注）
・先天性難聴、
アカラジア、口蓋裂、動脈管開存症（注）
（注）保険期間内に獣医師によりその病因があると判定された場合
は、その保険期間内の治療に限り、お支払いの対象となります。なお、
継続契約においてはその病因についてはお支払い対象となりません
のでご注意ください。

が「無制限」以外のときは、各々の保険金額を合算した金額がお支払
いの限度額となります。
また、重複を避けるためにこれらの特約を１つの保険契約のみに付帯
した場合、その保険契約が解約・解除となったとき等、補償が消滅して
しまいますので十分ご注意ください。

月割 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/1212/12

8．
ご連絡窓口
当社の保険に関する苦情・ご相談につきましては、
本誌裏表紙の
「●ご連絡
窓口」
をご覧ください。
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Ⅱ.重要事項説明書 注意喚起情報のご説明
この「注意喚起情報のご説明」
は、
ご契約の内容に関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・ご了解のうえ、
お申込みいただきますようお願いいたします。
ご契約後も大切に保管してください。
また、
この書面は、
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、別途「ペット保険普通保険約款／特約」
（以下「保険約款」
といいます。）
を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。
ご不明な点については、当社までお問い合わせください。

１．
クーリングオフについて

２．告知義務について

●クーリングオフ制度とは
本保険では、
クーリングオフ制度を設けております。下記の手続きに
したがってクーリングオフの申し出があった場合、初年度契約につい
てはご契約申込み後であっても、
ご契約の申込みの撤回または解除
（以下「クーリングオフ」
といいます。）
を行うことができます。

●告知義務とは
ご契約者や被保険者には、契約上重要な事項について、ありのままを
正しく告知していただく義務があります。申込書の加入ペット・ワクチ
ン接種情報および告知書のペットの過去の病気やケガの有無等に
ついて、正しくご記入ください。
ご記入いただいた内容に基づいて加入審査を実施しますが、審査
結果によっては特定の病気（特定疾病）を補償対象外としてお引受
けする場合、お引受けをお断りする場合や当社が指定する健康診断
を受診していただく場合があります。
また、他の保険契約（重複契約）については、多重契約による保険金
詐欺防止の観点からもお伺いする重要な事項です。必ずご記入くだ
さい。なお、他の保険契約とは、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）が同じであるこの保険契約以外の保険
契約または共済契約をいいます。
●特定の病気（特定疾病）の対象外について
この保険では、ご加入前にペットの病歴がある場合は、加入審査の
結果により、特定の病気（特定疾病）を補償対象外とし、その病気と同
種の病気に対する治療費についてはお支払いの対象外とさせていた
だくことがあります。
また、
ご継続時の審査（自動継続の場合も審査を行います。）により、
継続契約について、特定の病気（特定疾病）を補償対象外とし、その
病気と同種の病気に対する治療費についてはお支払いの対象外とさ
せていただくことがあります。
●告知が事実と相違する場合
お申込みや保険契約締結の際に告知していただいた内容が事実と異
なっていた場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。
また、故意または重大な過失により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りしますと、当社は「告知義務違反」
としてご
契約を解除することがあります。

（１）
ご契約者が保険証券を受領された日から8日以内（ただし、保険証
券作成日より30日以内を限度）であれば、
クーリングオフを行うこ
とができます。
（２）
クーリングオフされる場合は、上記期間内に当社宛に必ず郵便にて
ご通知ください。
（３）クーリングオフされた場合には、既にお支払いいただいた保険料
は、入金確認後すみやかにご契約者にお返しいたします。
また、当社
はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしま
せん。ただし、
ご契約を解除される場合には、始期日（始期日以後に
保険料が支払われたときは、当社が保険料を受領した日）からご契
約の解除日までの期間に相当する保険料を日割りでお支払いいた
だく場合がございます。なお、既に保険金をお支払いする事由が生
じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合
は、
お申し出の効力は生じないものとします。
※申込手続（不備の無い申込書類のご提出・保険料のお支払い）が完了
してから2週間を経過しても保険証券が送付されてこない場合は、当
社までお問い合わせください。
※保険証券作成日（再交付を除きます。）より30日を超えてのクーリン
グオフはできません。
クーリングオフを希望される場合は、はがきに次
の必要事項をご記入の上、郵送してください。なお、
クーリングオフの
取り扱いがご不明の場合はカスタマーサービスセンターまでご照会
ください。

〈必要事項〉
（1）
ご契約をクーリングオフする旨の内容
（2）
ご契約者の住所、氏名（捺印）、電話番号
（3）保険証券の受領日
（4）
ご契約を申し込まれた保険の内容
①保険種類 ②証券番号（証券番号が付されている場合のみ）
（5）
はがき送付先住所、会社名
〒111-8633 東京都台東区寿2-1-13
アクサ損害保険（株）
ペット保険 クーリングオフ係

３．保険責任の開始時期について
保険責任は、始期日の0時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されて
いる場合にはその時刻とします。）に始まります。ただし、保険期間が始
まった後でも、保険料領収前に生じたペットのケガや病気の治療による
損害に対しては、保険料の払い込みに関する特約により払込期限等が
定められている場合を除いて、保険金をお支払いできませんのでご注意
ください。
●待機期間について
新規加入の場合、通常の病気に関しては始期日から30日間（ガンの場
合は120日間）の「待機期間」
があります。
待機期間中に治療開始になった病気は保険の対象となりませんので
ご注意ください。
始期日から31日目以降（ガンの場合は121日目以降）に治療開始
になった病気が保険の対象となります。

【記入例】

東京都台東区寿２ ー１

下記の保険契約を
クーリングオフします。
・ 契約者住所
氏名
印
TEL
・ 受領日 ◯◯◯◯年◯月◯日
・ 保険種類 ペット保険
・ 証券番号 ◯◯◯◯◯◯◯

４．保険金等をお支払いできない主な場合

ー

アク サ 損 害 保 険 ㈱
ペット 保 険 ク ーリングオフ係 行

郵便はがき
〒111-8633
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保険金等をお支払いできない場合には、
「お支払いの対象とならないケ
ガまたは病気」
と
「お支払いの対象とならない治療費等」があります。主
なものはそれぞれ以下のとおりです。

ご連絡を早く差し上げるため、必要事項はもれなく
お書きくださいますようお願いいたします。

①お支払いの対象とならないケガまたは病気
・始期日において既に発生していたことが判明したケガまたは病気
3

・ケガおよび病気のうち、保険料を領収する前に治療されたもの
・被保険者等の故意または重過失によって生じたペットのケガまたは病気
・被保険者等の自殺、犯罪または闘争行為に伴って生じたペットのケガ
または病気
・被保険者等が故意または重過失により治療を怠ったときまたは治療を
受けさせなかった場合
・地震、噴火、津波、風水害等の自然災害によって生じたケガまたは病気
・戦争、外国の武力行使、革命やそれらに類似の事変または暴動等に
よって生じたケガまたは病気
・核燃料物質等の放射性、爆発性その他の有害な特性等によるケガま
たは病気
・狂犬病、ジステンパー感染症、犬パラインフルエンザ感染症、アデノウ
イルス感染症、犬コロナウイルス感染症、
レプトスピラ感染症、犬パル
ボウイルス感染症、フィラリア症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイル
ス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症等、
ワクチ
ン等により予防可能な病気。ただし、ワクチン等予防措置がなされ、そ
の有効期間中に発症したものを除きます。
・猫伝染性腹膜炎、猫後天性免疫不全症候群（FIV、いわゆる猫エイズ
のことをいいます。）
・先天的ないし遺伝的または発達異常を原因とするケガまたは病気（注）
・ウォブラー症候群、肘関節形成不全、肘関節の尺骨またはとう骨離脱、
前肢とう骨の湾曲症、
股関節形成不全、
レッグペルテス病、
膝蓋骨脱臼（注）
・眼窩の形成不全、眼瞼外反または内反、進行性網膜萎縮、下顎骨の炎症
疾患、歯および顎の形成不全（注）
・先天性難聴、
アカラジア、口蓋裂、動脈管開存症（注）
（注）保険期間内に獣医師によりその病因があると判定された場合は、
その保険期間内の治療に限り、お支払いの対象となります。なお、継続
契約においてはその病因についてはお支払い対象となりませんので
ご注意ください。

た月の翌月に再度振替させていただきます。
なお、2回連続して振替が
できない場合には、
始期日に遡って保険金はお支払いできないこととな
り、
ご契約は解除となりますので、
ご注意ください。口座振替について
は、
「Ⅳ．
口座振替でのお支払いについて」
（5ページ）
をご確認ください。
●クレジットカード払の場合
クレジットカードの有効性が確認できなかった場合、いかなる事故に
対しても保険金等のお支払いはできません。なお、継続契約の場合
には、継続契約の補償開始後一定の猶予期間があります。詳しくは、
「保険約款」
をご確認ください。

６．解約と解約返れい金について
解約返れい金の有無等については、
「Ⅰ．重要事項説明書 契約概要のご
説明 7．満期返れい金・解約返れい金・配当金について」
（ 2ページ）を
ご確認ください。

７．損害保険契約者保護機構について
万一損害保険会社が破綻した場合には、本契約における事故による保
険金のお支払いは、損害保険契約者保護機構により保護されます。ただ
し、お支払い金額が減額される場合等があります。詳しくは、当社ホーム
ページ（http://www.axa-direct.co.jp/）をご覧いただくか、当社ま
でお問い合わせください。

８．通知必要事項について
保険証券記載の保険契約者の住所または通知先に変更が生じる場合
は、当社までご連絡ください。

②お支払いの対象とならない治療費等
・ワクチン接種費用、定期健診費用等病気予防のための接種、検査、投
薬等の費用
・妊娠・出産、帝王切開、人工流産等の繁殖に関連する費用および出産
後の症状のための費用
・不妊および避妊を目的とした手術および処置に伴う費用
・爪
（狼爪を含みます。
）
の除去、
乳歯遺残、
停留睾丸、
臍ヘルニア、
肛門腺除
去等、
健康体に施す外科手術および爪切り、
肛門嚢しぼり等の処置費用
・断耳、断尾、声帯除去および美容整形等、病気治療ではない手術に要
する費用
・歯石除去費用および歯科治療費用（不正咬合その他異常形成の改善
治療を含みます。）
・健康増進を目的とする健康食品およびサプリメント費用（治療を目的
としたものであるかどうかを問いません。）
・入浴費用
（シャンプー代を含みます。
ただし、
獣医師が通常の治療の一環と
して病院等において行うものを除きます。
）
およびノミ、
マダニの除去費用
・漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的措置による治療のた
めの費用（臨床上一般的に認められている治療方法等に相当し、必要
性等が認められる場合を除きます。）
・往診費用（滞在診療、対診費を含みます。）および夜間休日診療費用
・ペットの移送費
・マイクロチップ挿入費用
・安楽死のための費用
・葬儀費、埋葬費等ペットの死後に要した費用
・各種証明書類の作成費用（郵送費を含みます。）
・カウンセリングの費用
・産後の問題行動、授乳によるカルシウム不足による痙攣、その他妊娠・
出産に関連した病気および症状の治療に対する費用

９．その他ご注意いただきたい事項
●代理店について
当社の代理店は本保険の保険契約締結の媒介を行っております。当
社の代理店は本保険契約については締結の媒介を行っており、保険
契約の締結、保険料の領収および領収証の交付、告知の受領等の代
理権を有しておりません。
●専門諮問委員会について
当社では、
保険金をお支払いするにあたり、
獣医学上の判断を要する場
合に、
当社内に設置した専門諮問委員会により客観的に判定を行うこと
があります。
専門諮問委員会は、
獣医学の専門家、
学識経験者等により構
成され、
保険の適用にあたって必要となる獣医学上の判断を行います。
●個体識別について
ご加入にあたっては、ペットの個体識別ができることが条件となりま
す。保険金支払の際には、
ご加入されているペットが治療されたペット
自身であることを、マイクロチップまたは写真等により確認いたしま
す。なお、個体識別ができない場合には、保険金をお支払いできない
ことがありますのでご注意ください。
●マイクロチップ装着特約について
個体識別にマイクロチップ（注）を選択された場合には、マイクロチッ
プ装着特約が付帯されます。
この場合には、マイクロチップ番号を登
録機関へ登録していただくことが必要です。
（注）マイクロチップとは、動物の個体識別を目的とした電子認識器具
のうち、国際標準化機構によるI SO11784および ISO11785
の規格を満たしたものをいいます。
●当社による調査について
当社では、健全な業務運営確保のために治療内容調査、当社指定の
獣医師によるペットの診察を行う場合があります。治療内容の調査に
協力いただけないことが重なり、保険金支払の妥当性を確認できな
いなど、健全運営に重大な影響がある場合には、保険金のお支払い
ができない場合やご契約を解除させていただくことがあります。詳し
くは、本誌裏表紙のご連絡窓口までご連絡ください。

５．保険料の払込猶予期間等について
●口座振替の場合
初回保険料
（月払の場合は2か月分または3か月分の保険料、
一括払の
場合は一括払保険料）
のお引落し
（振替）
前に保険事故が発生した場合、
初回保険料の振替結果確認後、保険金をお支払いします。初回保険料
（または一括払保険料）
の振替ができなかった場合は、
振替ができなかっ

10．
ご連絡窓口
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当社の保険に関する苦情・ご相談につきましては、
本誌裏表紙の
「●ご連絡
窓口」
をご覧ください。

Ⅲ.ご契約の流れ

Ⅴ.保険金請求の流れ

１．契約申込書・告知書に必要事項をご記入ください。

7．
ご継続は、原則として満13歳までの自動継続となります。

・告知書は必ずすべての事項をご記入ください。
・書類の記載が事実と相違していた場合には、
ご加入後に保険金をお支払いで
きないときがございますので、
ご注意ください。
・書類の記載に不備などがございますと保険の開始が遅れる場合がござ
いますので、
ご注意ください。
・記載いただいた内容について、当社よりご確認させていただく場合がござい
ます。予めご了承ください。

・
「保険期間に関する特約
（自動継続）
」
が付帯されていますので、
1年間の保
険期間満了後に原則自動で契約を更新します。満期日の2か月前までに自
動継続に関するご案内をお届けしますので、契約の継続を希望されない場
合には、
その際にお申し出いただくことが可能です。
【自動継続についてのご注意】
■継続契約の始期日のペットの年齢により保険料を改めて設定します。
■自動継続は原則として継続契約の始期日時点での年齢が、
満13歳まで
となります。
■ご継続時
（自動継続を含みます。
）
にも、
保険期間中の病気や治療の状況
等により当社にて審査を行います。審査の結果、特定疾病補償対象外
特約が付帯される場合
（この場合、
自動継続は適用されません。
）
、
または
やむをえずご継続をお断りする場合がございますので、予めご了承くだ
さい。
■ご継続の場合は、待機期間はありません。
■「保険期間に関する特約（自動継続）」が付帯されていない場合または
適用されない場合、毎年のお手続きが必要となります。
この場合、満期
日の2か月前までに当社よりお手続きについてご案内いたします。
※自動継続の詳細は
「ペット保険普通保険約款／特約」
をご確認ください。

2．満９歳以上のペットの場合、協力動物病院にて
健康診断を受診してください。
・動物病院で当社所定の健康診断の受診が必要となります。
・動物病院で健康診断書に診察結果を記入していただきます。
・記入された健康診断書を動物病院より当社に送付いただきます。
※協力動物病院以外での健康診断の場合、健康診断料は、お客様のご負
担となります。
協力動物病院につきましては、
当社ホームページでご確認
いただくか、
カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
※年齢は始期日時点での年齢となりますので、
ご注意ください。

3．記入した契約申込書・告知書を当社までご提出ください。
・契約申込書にペットのお写真を忘れずに貼付けてください。写真が貼付さ
れていませんとお引受けできませんのでご注意ください（契約申込書の写
真貼付欄に写真についての注意事項等がありますのでご確認ください。）。
・マイクロチップが未装着の場合は

Ⅳ .口座振替でのお支払いについて

犬：毛色、狂犬病予防注射（ワクチン）接種日
猫：毛色、混合ワクチン接種日、接種ワクチンの種類および次回接種日
を契約申込書の該当箇所に必ずご記入ください。また接種病院名、病院
住所等も忘れずにご記入ください。
・お客様控えはご自身で保管の上、必要書類をご提出ください。
※犬の場合、お申込日から過去1年以内の狂犬病予防注射（ワクチン）接
種日のご記入がない場合、お引受けができません。ただし、生後５か月
未満の場合は、未接種でも保険期間中に接種していただくことを条件
にお引受けすることができます。
※猫の場合、
マイクロチップ未装着の場合、混合ワクチン接種が必要となり
ます。
ご記入がないとお引受けができません。
※ワクチン接種状況は最新のものをご記入いただかないと、保険金の
お支払いができなくなる場合がございます。
※個体識別等の確認のために、狂犬病予防注射済票、混合ワクチン接種
済証のコピーの提出を依頼することがあります。

新規契約の口座振替の開始月と初回保険料の振替について
❶毎月15日までに保険契約が開始された場合
・・・保険契約開始日の翌月に2か月分の振替となります。
（一括払を選択された場合は一括払保険料の振替となります。）
❷毎月16日〜末日に保険契約が開始された場合
・・・保険契約開始日の翌々月に3か月分の振替となります。
（一括払を選択された場合は一括払保険料の振替となります。）
※1か月分の保険料については、別紙の保険料表をご確認ください。
2回目以後は月払分の保険料の振替になります。なお、振替の詳細は
保険証券（支払方法）欄をご覧ください。
※初回保険料の振替ができなかった場合は、振替ができなかった月の
翌月に再度振替させていただきます。
※金融機関休業日の場合は翌営業日が振替日となります。
1月

4．
この保険は、
ご加入のための審査を実施しております。

2月

❶1日〜15日に
保険契約を開始

・加入審査の結果、
告知内容によっては特定の病気
（特定疾病）
を補償対象
外としてお引受けする場合やお引受けをお断りする場合、
または当社所
定の健康診断を受診していただく場合がありますのでご了承ください。

3月
（一括払の場合は一括払保険料の振替）

※新規に加入された場合には、待機期間の設定がございます。通常の
病気治療に関しては始期日から30日経過日以後、ガンについては始
期日から120日経過日以後に治療が開始された場合に限り保険金を
お支払いします。
※新規に加入された場合、保険証券は、始期日以後にお届けします。
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保険金請求書の被保険者記入欄に必要
事項を記入し、領収書の原本とともに当
社へお送りください。
※ 領収書の原本を必ず同封ください。

（アクサ損害保険）

対 象となる支 払 保 険
金の額を算出し、被保
険者のご指定口座へ
お振込みいたします。

Ⅵ.補償の対象
当社は、ペットがケガまたは病気を被り、その直接の結果として日本国内で治療がなされた場合は、被保険者がその治療のために負担する治療費用を
治療費用保険金として被保険者にお支払いします（ペット保険普通保険約款／特約第2章第2条）。
補償の対象とならない主な行為

補償の対象となる主な行為
診察費用

初診、再診

往診、夜間休日診療、予防のための初診/再診等

入院費用

治療、処置に伴う入院

ペットホテル、健康体での預かり

検査費用

治療に伴う諸検査

予防のための諸検査、健康体における諸検査（健康診断）

処置/手術費用

治療に伴う諸処置、手術行為

肛門嚢しぼり、耳そうじ、爪きり/爪の切除、まつ毛抜去、歯科関連処置（歯石除去を含む）、去勢/避妊、声帯除去、
美容整形処置、断耳/断尾、妊娠/出産関連、帝王切開、産後の症状に対する治療、入浴（シャンプー）等

薬剤投与/処方費用

治療のための薬剤投与、処方

ワクチン接種、予防薬の投薬/処方、特別療法食、医薬品でないもの等

治療に伴う麻酔（全身、局所）、鎮静処置

健康体に対する麻酔、鎮静行為

麻酔費用

妊娠・出産等の繁殖関連費用、ペットの移送、安楽死、葬儀/埋葬、各種証明書の作成費用（郵送費を
含みます。）、カウンセリング、健康診断、漢方/免疫療法、
リハビリなど代替的処置等

その他１

翌々月（27日）に3か月分の振替

◎口座振替日に、保険料の振替ができなかった場合、保険金のお支払い
ができなくなるばかりでなく、
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。
◎口座振替により振替られた保険料につきましては、保険料領収証発行
を省略させていただきます。
◎解約等のお手続きの際、
口座振替を停止する場合、
金融機関に通知する
手続きの都合上、
振替停止までに1〜2か月かかることがありますので、
予めご了承ください。
この場合、引き落とされた保険料は、引落結果を
確認後、
保険料お引落指定口座へ振込みにて返金させていただきます。
◎初回保険料の振替の前に保険事故が発生した場合は、初回保険料の振
替結果確認後、保険金をお支払いすることとなりますので、予めご了承
ください。

6．新規に加入された場合、原則、当社にて加入審査が完了
した翌日より保険期間が開始されます。

保険金請求書の動物病院記
入欄に必要事項の記入が必
要となりますので、動物病院
に記入をご依頼ください。

お受け
取り

●原則として、被保険者が治療費をご負担された日から30日以内にご請求ください。ただし、同じ動物病院で継続的に治療されている場合等につきまして
は、治療のあった月単位でまとめて翌月10日までにご請求いただくことも可能です。
●被保険者よりご請求いただいた保険金は、特別な調査が必要な場合を除き、請求に必要な事項が記載された保険金請求書と領収書の原本が到着した日
から、その日を含めて30日以内に被保険者のご指定口座へお振込みいたします。
●治療内容の確認等で当社より動物病院へ連絡を取らせていただく場合があります。

（一括払の場合は一括払保険料の振替）

ご注 意

・口座振替払：
「Ⅳ．口座振替でのお支払いについて」に詳細を記載して
おりますのでご覧ください。
・クレジットカード払：契約申込書にご記入いただいたクレジットカード
情報に基づき当社にて確認いたします。

動物病院にて診療を受けられたら、
診療費
用をいったん全額お支払いください。
その
際領収書を必ずお受け取りください。
※ご通院の際、
保険金請求書をお忘れなく
ご持参ください。

当社

被保険者

動物病院

被保険者

翌月（27日）に2か月分の振替

❷16日〜末日に
保険契約を開始

5．保険料の払込方法は、以下からお選びください。

●病気やケガが発生したら…

その他２

その他３

感染予防の有効な期間であった
場合のワクチン等による予防措置
の可能な病気に対する治療

停留睾丸、臍ヘルニア、猫伝染性腹膜炎、猫後天性免疫不全症候群（猫エイズ）、
ワクチン
等による予防措置の可能な病気に対する治療等
該当ペットのお支払いできない病気に対する診察、検査、処置、投薬、処方等、治療に伴う行為

上記に規定する治療行為（補償の対象となる行為）
は、獣医学の水準に照らして、その範囲および種類に関して臨床上一般に認められている診断と治療方法
に相当するものであることを要し、その治療の必要性、妥当性および適合性が認められる治療であることを要します。なお、当社が獣医学の水準に従い有効
性が検証されていると判定し、
かつ、獣医師によって施術される代替的な処置に関わる費用も補償の対象となる行為として含まれます。
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