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日本国内または海外における偶然な事故により被保険者所有の携行品
（注7）に損害が生じた場合、その損害額（注8）を保険期間を通じて携行品
損害の保険金額を限度にお支払いします。 （自己負担額は１回の事故に
つき3,000円となります。）
ただし、現金、小切手、乗車券等（鉄道・バス・船舶・航空機の乗車船券・航空
券（定期券は除きます。）、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。）、預貯
金証書、印紙、切手については合計して５万円を限度とします。
（注7）カードに登録された住所の住宅（物置、車庫その他の付属建物を含
み、敷地は含みません。）から被保険者によって一時的に持ち出され、携行し
ている家財（被保険者所有のものにかぎります。）を指します。
ただし次のものは対象に含みません。
（１）船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みま
す。）、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよび
これらの付属品 （２）自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフ
ボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 （３）義歯、
義肢その他これらに準ずるもの （４）動物および植物 （５）手形その他の有
価証券（小切手は除きます。） （６）クレジットカード、ローンカード、プリペイ
ドカードその他これらに準ずるもの （７）稿本、設計書、図案、証書、帳簿そ

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
傷害死亡保険金と同様です。

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
傷害死亡保険金と同様です。

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

保険金をお支払いする主な場合

事故によるケガの治療を直接の目的として以下①または②の手術を受け
た場合、傷害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４）
②先進医療に該当する手術（注5）
（注４）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5）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。

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、傷害入院保険金日額をお支払いします。

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、傷害通院保険金日額をお支払いします。
ただし、通院しない場合であっても、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6）
を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
（注6）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。
※傷害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、傷害通
院保険金をお支払いしません。

傷害死亡保険金と同様です。
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【けが安心プラン　女性専用コース（Ｒ）】
●商品の仕組みおよび補償内容等

合場たれさを）２注（）１注（ガケが者険保被りよに故事の来外な然偶つか激急
に保険金をお支払いします。
また、偶然な事故により携行品に盗難・破損などの損害が生じた場合、犯罪被
害による事故またはひき逃げ事故により、死亡または重度後遺障害が生じた
場合にも保険金をお支払いします。

（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「急激かつ偶然な外来の事故によるケ
ガ」に該当しません。
（２）被保険者（保険の対象となる方）の範囲

カード会員ご本人（ただし、女性の方にかぎります。）

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
（１）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
（２）戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（注３）を除きます。）、核燃料物質
等による傷害 （３）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 （４）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 （５）被保険者の
脳疾患、疾病または心神喪失 （６）被保険者の妊娠、出産、早産または流産
（７）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 （８）地
震もしくは噴火またはこれらによる津波による傷害 （９）原因のいかんを問
わず頸（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 （10）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 
（11）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 
（12）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
（注３）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。

（３）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）商品の仕組み
団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、傷害保険特約、傷害
後遺障害保険金対象外特約、携行品損害補償特約、被害事故補償特約、
顔面傷害による傷害入院保険金および傷害通院保険金倍額支払特約等
をセットした商品です。

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
したときは、傷害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。
傷害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、傷害部分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。
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日本国内または海外における偶然な事故により被保険者所有の携行品
（注7）に損害が生じた場合、その損害額（注8）を保険期間を通じて携行品
損害の保険金額を限度にお支払いします。 （自己負担額は１回の事故に
つき3,000円となります。）
ただし、現金、小切手、乗車券等（鉄道・バス・船舶・航空機の乗車船券・航空
券（定期券は除きます。）、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。）、預貯
金証書、印紙、切手については合計して５万円を限度とします。
（注7）カードに登録された住所の住宅（物置、車庫その他の付属建物を含
み、敷地は含みません。）から被保険者によって一時的に持ち出され、携行し
ている家財（被保険者所有のものにかぎります。）を指します。
ただし次のものは対象に含みません。
（１）船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みま
す。）、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよび
これらの付属品 （２）自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフ
ボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 （３）義歯、
義肢その他これらに準ずるもの （４）動物および植物 （５）手形その他の有
価証券（小切手は除きます。） （６）クレジットカード、ローンカード、プリペイ
ドカードその他これらに準ずるもの （７）稿本、設計書、図案、証書、帳簿そ

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
傷害死亡保険金と同様です。

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
傷害死亡保険金と同様です。

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

保険金をお支払いする主な場合

事故によるケガの治療を直接の目的として以下①または②の手術を受け
た場合、傷害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４）
②先進医療に該当する手術（注5）
（注４）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5）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。

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、傷害入院保険金日額をお支払いします。

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、傷害通院保険金日額をお支払いします。
ただし、通院しない場合であっても、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6）
を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
（注6）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。
※傷害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、傷害通
院保険金をお支払いしません。

傷害死亡保険金と同様です。
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【けが安心プラン　女性専用コース（Ｒ）】
●商品の仕組みおよび補償内容等

合場たれさを）２注（）１注（ガケが者険保被りよに故事の来外な然偶つか激急
に保険金をお支払いします。
また、偶然な事故により携行品に盗難・破損などの損害が生じた場合、犯罪被
害による事故またはひき逃げ事故により、死亡または重度後遺障害が生じた
場合にも保険金をお支払いします。

（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「急激かつ偶然な外来の事故によるケ
ガ」に該当しません。
（２）被保険者（保険の対象となる方）の範囲

カード会員ご本人（ただし、女性の方にかぎります。）

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
（１）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
（２）戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（注３）を除きます。）、核燃料物質
等による傷害 （３）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 （４）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 （５）被保険者の
脳疾患、疾病または心神喪失 （６）被保険者の妊娠、出産、早産または流産
（７）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 （８）地
震もしくは噴火またはこれらによる津波による傷害 （９）原因のいかんを問
わず頸（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 （10）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 
（11）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 
（12）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
（注３）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。

（３）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）商品の仕組み
団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、傷害保険特約、傷害
後遺障害保険金対象外特約、携行品損害補償特約、被害事故補償特約、
顔面傷害による傷害入院保険金および傷害通院保険金倍額支払特約等
をセットした商品です。

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
したときは、傷害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。
傷害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、傷害部分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。
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【キャッシング安心プラン（Ｍ）】
●商品の仕組みおよび補償内容等
（１）商品の仕組み

動産総合保険普通保険約款に現金契約特約等をセットした商品です。

（２）被保険者（保険の対象となる方）の範囲
カード会員ご本人

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

保険期間の開始日以降にカードでキャッシングをし、その日から90日間に、日
本国内において保管または携行中の現金が盗難などの偶然な事故によって
損害を受けた場合、その損害額から１回の事故につき自己負担額5,000円を
差し引いた額を保険期間中総額10万円までお支払いします。ただし、手形、小
切手、その他の有価証券、印紙、切手、乗車券等（鉄道・バス・船舶・航空機の乗
車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。）、旅行者用小切手
およびあらゆる種類のチケットは保険の対象に含まれません。

（１）被保険者または保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反
による損害 （２）被保険者の親族または保険の対象の使用もしくは管理を
委託された者の故意によって生じた損害 （３）詐欺または横領によって生じた
損害 （４）置き忘れ（注）、紛失による損害（置き忘れまたは紛失後の盗難を
含みます。） （５）公共の機関による差押え、没収、徴発、破壊または処分に
よって生じた損害 （６）地震・噴火・津波・水災による損害 （７）戦争・変乱・暴動
による損害　　など
（注）保険の対象を置いた状態で、その事実または置いた場所を忘れることを
いいます。

カードでキャッシングした日から90日間に、保管または携行中の現金が盗難
などの偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

（３）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。

保険金をお支払いできない主な場合

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
（１）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もの
（２）被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為によるもの （３）地震
もしくは噴火またはこれらによる津波によるもの （４）戦争、外国の武力行
使、暴動（テロ行為（注３）を除きます。）によるもの （５）原因のいかんを問わ
ず頸（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 （６）被保険者による教唆、幇助によるもの （７）被害事故
を発生させた者が、被保険者の配偶者、直系血族、３親等内の親族または
同居の親族のいずれかに該当する場合　など

被保険者が犯罪被害による事故またはひき逃げ事故により、死亡または
重度後遺障害が生じた場合、約款にもとづき算出した損害額から、次のよ
うな項目の合計金額を差し引き、被害事故補償の保険金額を限度にお支
払いします。
①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者か
らの賠償金 ④犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援
に関する法律からの給付　　　など

※顔面、頭部または頸（けい）部のケガで、その部分の治療について、切開、縫合、
補てつなどの外科手術または歯科手術を受けたときは傷害入院保険金、傷害
通院保険金ともに２倍の額をお支払いします。

の他これらに準ずるもの
（注8）損害額は全損の場合は時価額を基準とし、全損以外の場合は事故
発生直前の状態にもどすために必要な修繕費（時価額限度）を基準として
決定します。なお、全損とは修理ができない場合、または修繕費が時価額
以上になる場合をいいます。 

携
行
品
損
害
補
償

被
害
事
故
補
償

（１）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損害 
（２）被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為による損害 （３）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損害 （４）地震もしくは噴火または
これらによる津波による損害 （５）戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為
（注３）を除きます。）による損害 （６）置き忘れ（注9）、紛失による損害（置き
忘れまたは紛失後の盗難を含みます。） （７）偶然な外来の事故によらない
電気的・機械的事故による損害 （８）自然の消耗・さび・変色・虫食いなどに
よる損害　　　など
（注9）携行品を置いた状態で、その事実または置いた場所を忘れることを
いいます。
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