
ケガ保険ワイド　重要事項等説明書
　本書面は、「契約概要」「注意喚起情報」「その他の重要事項」「ご加入内容確
認事項」の４つで構成される、ご加入に際しての重要な事項や個人情報の取
扱いについてのご説明です。必ずお読.みいただき、ご家族にも本書面の内容
をお知らせください。
　また、「ご加入内容確認事項」で、お客さまのご意向に沿った内容であるこ
と、特に重要な事項を正しくご理解されているか等、ご確認くださるようお
願いいたします。

≪契約概要≫
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。

１.	 	商品の仕組み
本商品は株式会社クレディセゾンを契約者とする団体保険契約であり、団体総合保
険普通保険約款に医療保険基本特約および傷害保険特約、傷害後遺障害保険金
対象外特約等をセットした商品です。
カード会員ご本人の年齢が、お申込時点で満70歳以下である場合にご加入いただけ
ます。（同一コースの重複申し込みはできません。）
国内外において、被保険者（保険の対象となる方）が急激かつ偶然な外来の事故に
よってケガ（注１）（注２）をされた場合に保険金をお支払いします。
また、国内外において住宅の所有・使用・管理または被保険者の日常生活に起因した
事故により、他人にケガをさせたり他人のものを壊して法律上の賠償責任を負った場
合にも保険金をお支払いします。
被保険者には、カード会員ご本人の他、配偶者やお子様も含めることができます。ご
本人とその他の被保険者との続柄は、事故発生時点の続柄をいいます。

ご本人コース ご家族コースⅠ ご家族コースⅡ

傷害
保険金

本人（注３） ○ ○ ○

配偶者（注４） － ○ ○

子供（注５） － ○ ○

個人賠償
責任

保険金

本人（注３） ○ ○ ○

配偶者（注４） ○ ○ ○

親族（注６） ○ ○ ○

（注１）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・吸収した
ときに急激に生じる中毒症状を含みます。（細菌性食中毒、ウイルス性
食中毒は含みません。）

（注２）変形性膝関節症などの疾病および疲労骨折、骨粗しょう症による骨折、靴ず
れ、車酔い、熱中症、しもやけなどは該当しません。

（注３）本人とは、カード会員ご本人をいいます。 
（注４）配偶者には、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

者を含みます。
（注５）子供とは、本人またはその配偶者の子で、生後15日以上満25歳未満の者をい

い、何名でも補償の対象となります。25歳以上のお子様は補償されません。必
要に応じてコースをご変更ください。

（注６）親族とは、本人またはその配偶者の同居の親族（６親等内の血族および３親等
内の姻族）、本人またはその配偶者の別居の未婚（婚姻歴がないことをいいま
す。）の子をいいます。

２.	補償内容
「保険金をお支払いする主な場合」「保険金をお支払いできない主な場合」は次のと
おりです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。

（１）保険金をお支払いする主な場合

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合

傷害死亡
保険金

事故によるケガで、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に
死亡した場合は、保険金額の全額をお支払いします。
※ご加入後ご本人が死亡されると、その時点でご契約は効力を失い
ます。
死亡保険金をお支払いする場合は、事故日から次の更新日までの
未払込分割保険料のうち、傷害保険金に対応する保険料の全額を
一時にお支払いいただきます。

傷
害
保
険
金（
傷
害
保
険
特
約
）

傷害入院
保険金

事故によるケガで入院した場合、１回の事故につき90日を限度とし
て、入院した日数に対し、入院１日につき、入院保険金日額をお支払
いします。

傷害手術
保険金

事故によるケガの治療を直接の目的として以下の手術を受けた場
合、入院保険金日額に所定の倍率（入院中は10倍、それ以外の手術
は5倍）を乗じた保険金をお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の
算定対象として列挙されている手術（注１）
②先進医療に該当する手術（注２）

（注１）ただし、以下の手術は対象となりません。
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

（注２）先進医療に該当する手術は、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
を施すものにかぎります。

傷害通院
保険金

事故によるケガで通院（往診を含みます。）した場合、事故の発生の
日からその日を含めて180日以内の通院に対し、１回の事故につき45
日を限度として、通院１日につき、通院保険金日額をお支払いしま
す。
ただし、通院しない場合でも、骨折、脱臼、靭帯損傷等の部位（脊柱、
肋骨、胸骨、長管骨等）を固定するために医師の指示によりギプス
等（注３）を常時装着したときは、その日数を通院したものとみなしま
す。

（注３）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと
同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸
骨固定帯、肋（ろっ）骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等
は含みません。

※入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院
保険金をお支払いしません。

個人賠償
責任保険金

（個人賠償責
任補償特約）

以下の事故により、被保険者が、他人の生命もしくは身体を害し、ま
たはその財物を滅失、き損もしくは汚損した場合、被保険者が法律
上の賠償責任を負うことによって被る損害賠償金（治療費、休業損
害、慰謝料、修理費等）および費用（応急手当、緊急処置などの費用、
訴訟費用や弁護士報酬など）を保険金としてお支払いします。
①住宅（注４）の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
ただし、１回の事故で損害賠償金に対して支払う保険金は、保険金
額が限度です。

（注４）本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居
住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内

の動産および不動産を含みます。
※本人が未成年または本人、配偶者、親族が責任無能力者の場合
で、これらの方の行為により親権者またはその他の法定監督義務
者等が賠償責任を負ったときも保険金をお支払いします。
※損害賠償金や費用の決定については、事前に保険会社の承認が
必要です。
※修理費や再調達に要する費用については、その被害にあった財
物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
※法律上の損害賠償金とは別に被保険者が支払った見舞金、罰
金、違約金および懲罰的賠償金等は、保険金のお支払い対象となり
ません。

（２）保険金をお支払いできない主な場合

保険金の種類 保険金をお支払いできない主な場合

傷害死亡保険金
傷害入院保険金
傷害手術保険金
傷害通院保険金

○被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失に
よる傷害
○戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（注１）を除きます。）、
核燃料物質等による傷害 
○被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による傷害
○被保険者の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等により
正常な運転ができないおそれがある状態での運転による傷害
○被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
○被保険者の妊娠、出産、早産または流産
○被保険者に対する外科的手術その他の医療処置による傷
害
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波による傷害
○頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛など
で医学的他覚所見のないもの
○ピッケル等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、ボルダリングを除きます。）、
スカイダイビング、航空機操縦（職務として操縦する場合を除
きます。）、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている
間の事故による傷害
○レーサー、競輪選手等危険な職業に従事している間の事故
による傷害
○自動車、原動機付自転車などによる競技・競争・興行（これら
に準ずるものおよび練習を含みます。）の間の事故による傷害  
 など

個人賠償責任
保険金

○被保険者の故意
○地震または噴火これらによる津波
○被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
○被保険者の同居する親族に対する損害賠償責任
○被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、
その財物の正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償
責任（他人から借りた物、預かった物に対する損害賠償責任）
○被保険者または被保険者の指図による暴行、または殴打に
起因する損害賠償責任
○船舶、自動車（ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きま
す。（注２））、原動機付自転車、航空機、銃器などの所有・使用・管
理に起因する損害賠償責任 など

（注１）テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・
個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行動を

いいます。
（注２）ゴルフカート自体の損害に対する賠償責任については保険金をお支払い

できません。

３.	保険期間
（１）保険始期日について
お申込み手続きが完了した日の翌月１日午前０時より補償が開始されます。

（２）自動更新について
保険期間は１年（注）ですが、お客さまからのお申し出がないかぎり、毎年11月１日
午前０時に自動更新され、同一補償内容で75歳で迎える年の11月１日午前０時ま
で補償が継続されます。
ただし、以下の場合で更新がされないことがあります。また、商品改定等に伴い、補
償内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
①保険金請求事故が複数回発生した場合
②商品改定等に伴い、販売終了となる場合　　　など

（注）お申込みされた年は、最初に到来する11月１日午前０時までとなります。

４.	保険料・保険金額
加入者証にて保険料・保険金額をご確認ください。
更新時に、同一の補償内容で自動更新されますが、保険料・保険金額が変更とな
る場合があります。あらかじめご了承ください。

５.	保険料の払込
保険料は、クレジットカードによる分割払でのお支払いとなります。
保険始期日の翌月４日（金融機関休業の場合は翌営業日）に第１回保険料を振替
させていただきます。
なお、保険料はカード会員規約に基づき、通常のクレジットカードの利用と同様に
請求させていただきます。

６.	満期返戻金・契約者配当金・解約返戻金
満期返戻金、契約者配当金および解約返戻金はありません。

７.	保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
本書面末尾に記載の「保険会社等の相談・苦情・連絡窓口」をご覧ください。
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≪注意喚起情報≫

ご加入に際して会員様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。

１.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

２.ご加入時における注意事項（告知義務等）
（１）告知義務について　
被保険者となる方は、ご加入時に危険に関する重要な事項として、セゾン自動車
火災保険株式会社（以下「セゾン自動車火災保険」とします。）が告知を求めるも
の（告知事項）について、事実を正確に告知いただく「告知義務」があります。告知
事項について、被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知されなかっ
たり、告知いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご加入が解除された
り、保険金をお支払いできないことがあります。

告知事項 ●他の保険契約等（注１）の加入状況（注２）

（注１）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。

（注２）被保険者を同一とする保険金額は、他の保険契約等と合わせて死亡・後遺
障害の保険金額が5,000万円以内、入院の保険金日額が20,000円以内、通
院の保険金日額が13,000円以内になるように設定してください。

（２）過去の事故歴について
過去に同種の保険契約にご加入していた場合で、過去３年の間に１回の事故で
５万円以上の傷害保険金を請求または受領したことがあるときはお申し出くださ
い。

（３）過去の自動更新見送りについて
ケガ保険ワイドについて、過去に自動更新がお見送りとなったことがある場合は、
お申し出ください。

３.ご加入後における注意事項
（１）契約内容の変更について
加入プランのコース変更をご希望の場合は、本書面の末尾に記載のお問い合わ
せ先にご連絡ください。　
毎月月末までに取扱代理店が受理したお申し出は、翌月１日から変更されます。そ
れに伴い保険料が変更になる場合は、翌々月のカードご利用代金支払日をもっ
て、変更後の保険料初回振替となります。

（２）住所変更について
加入者証記載の住所が変更となった場合は、本書面末尾に記載のお問い合わせ
先にご連絡ください。
ご連絡いただけないと、重要なお知らせをお届けできなくなります。

４.責任開始期
保険責任は、お申込み手続きが完了した日の翌月１日午前０時に始まります。
保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金を
お支払いできません。

５.保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要」の「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。詳細は、
普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されています。

６.重大事由による解除
次のいずれかに該当する場合、ご契約を解除することがあります。
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いしません。
①被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場

合
②被保険者または保険金受取人が保険金の請求で詐欺を行った場合
③被保険者または保険金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 など
※保険金の種類により取扱いが異なります。詳細は、普通保険約款・特約をご覧くだ
さい。

７.保険料の払込猶予期間等の取扱い
カードの解約または保険料のお引き落としができない場合などによりカードの会員
資格が喪失した場合は、資格喪失日の翌月１日午前０時をもって解約となり、以降の
補償はありません。

８.解約と解約返戻金
（１）ご本人による解約
解約される場合は、本書面の末尾に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
申し出た日の翌月１日午前０時に解約となり、以降の補償はありません。保険料のお支
払いは翌月の支払日が最終となり、解約返戻金はありません。

（２）ご本人以外の被保険者による解約
被保険者は、取扱代理店に対して、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎり
ます。）の解除を求めることができます。詳細は、普通保険約款・特約をご覧ください。

９.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合の加入者保護の仕組みとして、「損害保険契約者
保護機構」があり、当社も加入しています。この商品は損害保険契約者保護機構の補
償対象契約であり、引受保険会社が経営破綻した場合には保険金等の90％までが
補償されます。

10.保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
本書面末尾に記載の「保険会社等の相談・苦情・連絡窓口」をご覧ください。

≪その他の重要事項≫
１.補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約（他社の契約も含みます。）が他にある場合は、補償が重
複することがありますのでご注意ください。
補償が重複すると、保険金お支払い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、損害額以上の保険金は受け取れません。１契約の補償で十分
な補償が得られることがありますので、被保険者や保険の対象の範囲、保険金を支払
う場合、保険金額などの補償内容の差異をご確認いただき、要否をご判断のうえでご
加入ください。（注）
＜重複する可能性のある主な場合＞
個人賠償責任補償については以下のご契約にご注意ください。

・Super Value Plus（Ｂ、Ｃ、Ｆ、Ｑ、Ｓ、Ｔ、Ｕプラン）　（個人）賠償責任補償
・自動車保険の個人賠償責任特約
・火災保険の個人賠償責任特約
・傷害保険の個人賠償責任特約　　　　　　　　　　　　　　　など

（注）１契約のみに補償をセットした場合、その契約を解約したときやご家族の状況の
変化（同居の親族が別居へ変更など）があったときは、補償がなくなることがあります。
ご注意ください。

２.万一事故にあわれたら
○事故（保険金のお支払い対象となるケガや賠償事故など）にあわれたら、ただちに
本書面末尾に記載の事故受付専用電話までご連絡ください。事故の日から30日以内
にご通知のない場合には、保険金の全額または一部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。

○賠償責任保険において、被保険者が法律上の賠償責任を負う事故が発生した場合
は、必ずセゾン自動車火災保険にご相談のうえ、交渉を進めてください（示談代行サー
ビスはありません。）。事前にセゾン自動車火災保険の承認を得ずに賠償責任を認めた
り、賠償金を支払われた場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあ
ります。保険金は原則として、被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払
いします。
○セゾン自動車火災保険は、ご本人および被保険者からの保険金請求書類の提出後、
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、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、別に定める期日までに保険金をお支
払いします。

３.代理請求制度について

次に該当する方に、保険契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせください。

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、被保険者の代理人がいな
いときは、以下の方が、その事情を示す書類をもってその旨をセゾン自動車火災保険に
申し出て、セゾン自動車火災保険の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険
金を請求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、または、①に該当する方に保険金を請求できない事
情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内の法律上の親族
③①、②に該当する方がいない場合、または①、②に該当する方に保険金を請求できな
い事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の３親等内の親族

４.個人情報の取扱いに関する事項
①引受保険会社における個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
引受保険会社は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、他の保険商品等の案内・
提供等を行うために取得・利用し、本契約の履行・保険制度の維持のために、業務委託
先（外国にある事業者等を含みます。）、国内外の再保険会社等に提供を行います。なお、
保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等
に従い、業務の適切な運営その他必要と認められる範囲に限定します。詳細につきまし
ては、引受保険会社の公式ウェブサイト（注）をご覧いただくか、取扱代理店または引受
保険会社までお問い合わせ願います。

（注）セゾン自動車火災保険公式ウェブサイト：http://www.ins-saison.co.jp
②団体保険契約者における個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
団体保険契約者は、本契約の申込人（加入者）の個人情報（カード契約等に係る個人情
報の変更があった場合には当該変更情報を含む、以下同じ。）を、本契約の履行、他の保
険商品等の案内・提供等を行うために取得・保有・利用いたします。
また、団体保険契約者は、引受保険会社に申込人（加入者）の個人情報を通知いたしま
す。引受保険会社の個人情報の収集・保有・利用・提供に関しては、上記①をご確認くだ
さい。

≪ご加入内容確認事項≫
以下の各項目は、安心して保険をご利用いただくために、加入されるプランがお客さま
のご意向に沿った内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を、正しく理
解されているかなどを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、再度ご確認をお願いいたします。なお、ご確認にあたりご不明な点がご
ざいましたら、右記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

お客さまがご希望されている補償をご確認ください。
　□ （ケガの補償）日常生活やスポーツ中のケガによる死亡・入通院等を補償
　□ （暮らしの補償）日常生活における損害賠償事故を補償

□ 保険プランが以下の点で、お客さまのご意向に沿った内容になっているかをご確認

ください。
　・保険金のお支払い事由　・保険金額（ご契約金額）
　・保険期間（保険のご契約期間）　・保険料、保険料払込方法
　・配当金制度がないこと

□ ご加入いただくプランの内容に誤りがないかをご確認ください。
　・「被保険者（保険の対象となる方）ご本人」は、「カード会員様」ですか？
　・被保険者（保険の対象となる方）の範囲について、ご確認いただきましたか？
　・ 「その他の重要事項」内「補償の重複に関するご注意」の記載内容および補償・

特約の要否をご確認いただきましたか？

□ お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いた
だきましたか？

　 特に「保険金をお支払いできない主な場合」や「注意喚起情報」など、お客さまにと
って不利益となる情報や、「告知義務」が記載されていますので必ずご確認くださ
い。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
○ご契約に関するお手続き・お問い合わせ
0120-89-2099（通話料無料／受付時間10：00～18：00／土・日・祝日・年末年始休み）
○事故が発生した場合の連絡先
事故受付専用電話：0120-251-024（通話料無料／ 24時間・365日受付）
※事故以外のお問い合わせにつきましては、担当窓口をご案内させていただきますの
であらかじめご了承ください。
○セゾン自動車火災保険へのご相談・苦情・お問い合わせ
お客さま相談室：0120-281-389（通話料無料／受付時間 9：00～17：30／土・日・祝日・
年末年始を除く）
○セゾン自動車火災保険との間で問題を解決できない場合
セゾン自動車火災保険は、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。セゾン自動車火災保険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
電話番号0570-022-808〔ナビダイヤル〕　（受付時間：平日の午前９時15分～午後５時）
詳しく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/）

■取扱代理店：株式会社クレディセゾン
※株式会社セブンCSカードサービスが発行するカードでご加入の場合は、株式会社
クレディセゾンおよび株式会社セブンCSカードサービスが共同の取扱代理店となり
ます。

■引受保険会社：セゾン自動車火災保険株式会社


