














入院療養一時金、長期入院療養一時金、通院医療保険金、個人賠償責任保険金、葬祭費用保険金、携行品損害保険金の
保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金

※Ｓ1･Ｓ2･Ｓ3プランの補償以外にオプションでお選びいただける保険金・給付金（特約）になります。

保険金名 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金

日本国内または国外において被保険者※が日
常生活に起因する偶然な事故や居住用の住宅
および同一敷地内の動産の所有、使用または
管理に起因する偶然な事故によって他人にケ
ガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上
の損害賠償責任を負担することになった場合

個人賠償責任保険金＊
（個人賠償責任補償特約）

長期入院療養一時金

葬祭費用保険金＊
（葬祭費用補償特約）

携行品損害保険金＊
（携行品損害補償特約）

※この特約における被保険者は次の方となります。
①本人（保険証券記載の被保険者）
②本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
③本人の配偶者（法律上の配偶者または内縁の方）
④本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族
⑤本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった賠償事故発生時におけるものをいいます。
賠償金額の決定にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。その際に、弊社は被害者との示談、調停などの法律行為を行う
ことができませんが、被害者からの損害賠償請求に対して、その解決にあたるための助言、協力を行うことができます。

①１回の事故につき、法律上の損害賠償責任の額を、免責金額（自己負担額1,000円）を差し引い
て、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。ただし、被保険者が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、その価額を損害賠償責任の額から差し引きます。

②損害の発生および拡大の防止に要した費用、事故の際の応急手当および護送費用、弊社の
同意を得て支出した訴訟費用、弁護士費用、示談交渉に要した費用などをお支払いします。

入院療養一時金をお支払いするべき場合
で、保険期間中に医師がその治療のため
に継続してご契約の入院日数以上の入院
が必要であると診断した場合（実際の入
院の有無を問いません。）

ご契約の長期入院療養一時金額の全額をお支払いします。ただし、同一の病気・ケガ※
に対しては保険期間中1回のお支払いに限ります。
※入院が終了した日（入院をしなかった場合には、最後に病院等において治療を受けた日）か
らその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再びその病気・ケガに関する入院治療
が必要となった場合は、後の病気・ケガは前の病気・ケガとは異なるものとみなします。

被保険者が保険期間の開始後に病気・
ケガを被り、その治療のために通院した
場合。ただし、病気の治療のための通院
については、その病気の治療のための入
院があったことが条件となります。

※「支払対象期間」とは、次の期間をいいます。
１．病気の場合
①入院開始日の前日からその日を含めて30日を遡った日までの期間
②入院終了日の翌日からその日を含めて180日を経過した日までの期間

２．ケガの場合
①事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院した場合は、事故の発生日から、入院終了日の翌日からその日を含め
　て180日を経過した日までの期間
②入院しなかった場合は、事故の発生日からその日を含めて180日を経過した日までの期間

「支払対象期間」※における通院に対し、通院1日につきご契約の通院医療保険金
日額をお支払いします。ただし、同一の病気・ケガ（注１）につき、90日を限度としま
す。また、保険期間を通じて500日を限度とします。
（注１）入院が終了した日（入院をしなかった場合には、最後に病院等において治療

を受けた日）からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再びそ
の病気・ケガに関する入院治療が必要となった場合は、後の病気・ケガは前
の病気・ケガとは異なるものとみなします。

（注２）検診のみを目的とした通院（人間ドック、健康診断など）はお支払いの対象と
はなりません。

被保険者が、
1.保険期間中にケガを被り、その直接の結
果として事故の日からその日を含めて180
日以内に死亡し、葬儀などを行なった場合
2.保険期間中に病気を発病し、その直接の結果とし
て保険期間中または発病の日からその日を含め
て180日以内に死亡し、葬儀などを行なった場合

保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、ご契約の葬祭費
用保険金額を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金をお支払いします。

日本国内または国外において偶然な事
故によって携行品（注）に損害が生じた
場合
（注）被保険者の居住の用に供される住

宅（同一敷地内の不動産を含みま
す）外において、被保険者が携行して
いる被保険者所有の身の回り品をい
います。

【ご注意】
次の携行品はお支払いの対象とはなりません。
・有価証券、預貯金証書、クレジットカード、電子マネー　・旅券、運転免許証　・自動車、自転車
・ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はんなど危険な運動中のその運動のための用具
・コンタクトレンズ、義歯　・動物、植物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…など

保険の対象の保険価額（時価額）（注1）によって決定された損害額（修繕できる場合は
修繕費または保険価額（時価額）（注1）のいずれか低い方が限度となります。）（注２）か
ら1回の事故につき免責金額（自己負担額3,000円）を差し引いた額をお支払いします。
ただし、各保険年度（注３）ごとにご契約の携行品損害保険金額が限度となります。
（注１）同等の物を新たに購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を差し引いて
　　  算出した金額をいいます。
（注２）１個、１組または１対についての損害額は10万円を限度とし、乗車券などまたは  
　　  通貨などについては合算し5万円を限度とします。
（注３）初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険
　　   期間の初日応当日から1年間をいいます。
※盗難事故の場合、ただちにお近くの警察署へ届け出ることが必要です。

通院医療保険金
通院医療

保険金支払特約（ ）

保険金・給付金の概要（オプション）

入院療養一時金

被保険者が保険期間の開始後に病気・ケガ
を被り、保険期間中に医師がその治療のた
めに継続してご契約の入院日数以上の入院
が必要であると診断した場合（実際の入院
の有無を問いません。）

ご契約の入院療養一時金額の全額をお支払いします。ただし、同一の病気・ケガ※
に対しては保険期間中1回のお支払いに限ります。
※入院が終了した日（入院をしなかった場合には、最後に病院等において治療を受けた日）か
らその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再びその病気・ケガに関する入院治療
が必要となった場合は、後の病気・ケガは前の病気・ケガとは異なるものとみなします。

＊同一の損害を補償する他の保険契約等からの保険金または共済金が支払われる場合でも、受け取られる金額がご負担額または損害額を超えることはありません。
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通院医療保険金

治療費用保険金
（一部負担金追加補償特約）

入院療養一時金

入院医療保険金

手術医療保険金

特定疾病診断
給付金

回復支援費用
保険金

長期入院療養
一時金

次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被った損害については、保険金をお支払いできません。
（１）個人賠償事故の発生の時が保険期間の開始時より前の賠償責任
（２）保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任
（３）地震・噴火またはこれらによる津波に起因する賠償責任
（４）戦争、外国の武力行使、革命、内乱その他これら類似の事変または暴動に起因する賠償責任
（５）核燃料物質などの放射性、爆発性などの有害な特性による事故に起因する賠償責任
（６）被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任（仕事上の賠償責任）
（７）被保険者と同居する親族に対する賠償責任
（８）被保険者が他人から借りた、または預かった物の損壊について、その持ち主に対する賠償責任
（９）被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
（10）航空機、船舶、車両（ゴルフ場構内におけるゴルフカートおよび原動力がもっぱら人力であるもの（自転車など）を除き

ます。）、銃器の所有、使用、管理に起因する賠償責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…など

次のいずれかに該当する病気・ケガについては、保険金をお支払いできません。
（１）発病の時が保険期間の開始時より前の病気
（２）事故の発生の時が保険期間の開始時より前のケガ
（３）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気・ケガ
（４）被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気・ケガ
（５）戦争、外国の武力行使、革命、内乱その他これら類似の事変または暴動による病気・ケガ
（６）核燃料物質などの放射性、爆発性などの有害な特性による事故によって被った病気・ケガ
（７）被保険者による自動車または原動機付自転車の酒気帯び運転、無資格運転中の事故による病気・ケガ
（８）被保険者による麻薬類、覚せい剤、シンナーなどの使用の影響を受けた状態での自動車または原動機付自転車を運転

中の事故による病気・ケガ
（９）被保険者に対する刑の執行による病気・ケガ
（10）ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）、航空機操縦（職務として

操縦する場合を除きます。）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、その他これらに類する危険な運動によるケガ
…など

次のいずれかに該当する事由によって生じた損害については、保険金をお支払いできません。
（１）保険期間の開始時より前に発生した事故
（２）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失
（３）被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
（４）戦争、外国の武力行使、革命、内乱その他これら類似の事変または暴動
（５）核燃料物質などの放射性、爆発性などの有害な特性による事故
（６）被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
（７）被保険者による自動車または原動機付自転車の酒気帯び運転、無資格運転中の事故
（８）被保険者による麻薬類、覚せい剤、シンナーなどの使用の影響を受けた状態での自動車または原動機付自転車を運転

中の事故
（９）地震・噴火またはこれらによる津波
（10）携行品の故障
（11）携行品の置き忘れまたは紛失（置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。）
（12）携行品の自然の消耗による変質、変色、または欠陥、および単なる外観の損傷

…など

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかに該当する病気・ケガ、身体の障害については、保険金をお支払いできません。
（１）発病の時が保険期間の開始時より前の病気（注）
（２）事故の発生の時が保険期間の開始時より前のケガ（注）
（３）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気・ケガ
（４）被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気・ケガ
（５）被保険者による自動車または原動機付自転車の酒気帯び運転、無資格運転中の事故によるケガ
（６）戦争、外国の武力行使、革命、内乱その他これら類似の事変または暴動による病気・ケガ
（７）核燃料物質などの放射性、爆発性などの有害な特性による事故によって被った病気・ケガ
（８）被保険者の麻薬類、覚せい剤、シンナーなどの使用およびアルコール依存、薬物依存、薬物乱用による病気・ケガ。ただ

し、治療目的で医師がこれらの物を使用した場合は、お支払いの対象となります。
（９）頸（けい）部症候群（いわゆるむちうち症）または腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
（10）被保険者の妊娠、出産。ただし、「療養の給付」等の対象となる異常妊娠または異常出産などはお支払いの対象となります。
（11）精神疾患、知的障がいなどに起因するケガ
（12）特定疾病診断給付金において、保険期間の開始日からその日を含めて90日までに発病（被保険者以外の医師の診断

によります。）した乳ガン（乳房の悪性新生物）または上皮内ガン
…など

（注）保険契約のお申込みの際にご記入いただいた告知の内容およびお引受けの条件にかかわら
ず、保険期間の開始前に発病した病気または被ったケガについては、保険金のお支払いの対
象とはなりません。正しく告知してご契約いただいた場合であっても、同様です。ただし、保険
期間の開始前に発病した病気または被ったケガであっても、保険期間の開始日からその日を
含めて2年を経過した日の翌日以降に生じた保険金の支払事由については、保険期間の開始
時以降にその原因となった病気・ケガを被ったものとみなし、保険金をお支払いします。ただ
し、同一の病気・ケガに対する支払事由が保険期間の開始日からその日を含めて2年以内に
生じていない場合に限ります。

個人賠償責任保険金
（個人賠償責任補償特約）

葬祭費用保険金
（葬祭費用補償特約）

携行品損害保険金
（携行品損害補償特約）

各保険金・給付金の保険金をお支払いできない主な場合

10大
疾病

3大
疾病
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用語のご説明

悪性新生物（白血病、肉腫、悪性リンパ腫などの悪性腫瘍を含みます。）をいいます。か ガン

この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。た 他の保険契約など

保険証券記載の保険期間（ご契約期間）をいいます。保険期間

保険証券記載の被保険者（保険の対象となる方）をいいます。
個人賠償責任保険金（個人賠償責任補償特約）においては、保険の補償を受けられる方となり、P.7に
記載の方をいいます。

ひ 被保険者

公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療
養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。り

ほ

「療養の給付」等 

次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の
災害補償制度をいいます。
ア．労働者災害補償保険法
イ．国家公務員災害補償法
ウ．裁判官の災害補償に関する法律
エ．地方公務員災害補償法
オ．公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

ろ 労働者災害補償制度

①ケガについては、ケガの原因となった事故発生の時をいいます。
②病気については、医師の診断による発病の時をいいます。ただし先天性異常については、医師の診断に
より初めて発見された時をいいます。

病気・ケガを被った時

次のいずれかに該当するものをいいます。
①医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所。ただし、介護保険法
に定める介護療養型医療施設を除きます。
②四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、弊社が特に認めた柔道整復師法
に定める施術所に収容された場合には、その施術所
③①または②の場合と同等と認められる日本国外にある医療施設

病院等

被保険者（保険の対象となる方）が医師である場合は、被保険者ご本人以外の医師をいいます。い 医師

被保険者が被ったケガ（傷害）以外の身体の障害をいいます。

こ

し

病気（疾病）

被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガのうち事故の発生の日からその日を含めて180
日以内に被保険者以外の医師の治療を開始したものをいい、この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生ずる中毒症状（注）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は含みません。
（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。

ケガ（傷害）

粘膜上部の層である上皮の内側にとどまっている初期段階の上皮内新生物をいいます。
主に大腸の粘膜や子宮頸部にできます。

上皮内ガン

６親等内の血族、配偶者または３親等内の姻族をいいます。親族

次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
　①健康保険法　②国民健康保険法　③国家公務員共済組合法　④地方公務員等共済組合法
　⑤私立学校教職員共済法　⑥船員保険法　⑦高齢者の医療の確保に関する法律

け

公的医療保険制度
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①病気・ケガの治療のため入院した場合で、その入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再びその病気・ケガ
　に関する入院治療が必要となった場合
②病気・ケガの治療のため入院をしなかった場合には、その病気・ケガについて最後に病院等で治療を受けた日から、その日を含めて180日を 
　経過した日の翌日以降に再びその病気・ケガに関する入院治療が必要となった場合

次の①または②のいずれかに該当する場合は、後の病気・ケガは前の病気・ケガとは異なった病気・ケガとみなします。

病気・ケガの発生 入院終了日または最後に病院等で治療を受けた日 要入院治療の診断

180日

入院（治療）期間 入院治療期間

■保険期間と支払責任について

■病気・ケガの取扱いについて

お支払いする場合の事例

お支払いする場合の事例

お支払いできない場合の事例

！ 医師の診察・治療などを受けていた病気・ケガが告知事項に該当する場合には、その状態について正しく告知を行って
いただくことが必要です。

！ 特定疾病診断給付金：乳ガン（乳房の悪性新生物）または上皮内ガン（上皮内新生物）については、保険期間の開始日から
その日を含めて90日を経過した日の翌日以降に発病した場合にお支払いの対象となります。

受けていた治療の内容が告知事項に該当する場合には、その状態について正しく告知を行っていただくことが必要です。！

保険金のお支払いの対象は、保険期間の開始後に発病した病気・被ったケガの治療を目的とする入院や手術などになります。

入院開始
医師の診断による発病日・
ケガの原因となった事故発生日

保険のご契約期間

保険期間の開始日

保険期間の開始時※1より前に発病していた病気・被っていたケガであっても保険期間の開始時※1の属する日からその日を含めて２年を経過
した日の翌日以降に生じた保険金の支払事由※2については、保険期間の開始時※1以降にその原因となった身体障害を被ったものとみなします。

入院開始
保険期間の開始日から
2年を経過した日

保険期間の
開始日

入院開始
医師の診断による発病日・
ケガの原因となった事故発生日 保険期間の開始日

保険期間の開始時※1より前に発病していた病気・被っていたケガの治療を目的とする入院や手術などは保険金
のお支払いの対象とはなりませんのでご注意ください。
正しく告知してご契約いただいた場合でもお支払いの対象とはなりません。

発病

例

ご注意

ご注意

保険期間の開始日から2年を経過した日の翌日以降に入院を開始した場合

※1 この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時とします。
※2 同一の病気、ケガに対する支払事由が、保険期間の開始時（※1）の属する日からその日を含めて2年以内に生じていない場合に限ります。
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