
P18P17

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

日本国内または海外において発生した次に掲げる事故により、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
汚損した場合において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することに
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。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は、保
険金額の損害賠償金に対する割合によります。
（注４）被保険者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。
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（１）被保険者の故意 （２）地震または噴火これらによる津波 （３）被保険者
の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 （４）被保険者の同居する親族
に対する損害賠償責任 （５）被保険者が所有、使用、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） （６）被保険
者または被保険者の指図による暴行、殴打に起因する損害賠償責任 
（７）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５））、
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５）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。

（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。
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【お住まい安心プラン（Ｔ）】
お住まい安心プランは保険とサービスをパッケージにしたプランです。
●商品の仕組みおよび補償内容等
（１）商品（保険）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、傷害死
亡保険金対象外特約、傷害入院保険金対象外特約、傷害手術保険金対象
外特約、傷害通院保険金対象外特約、個人賠償責任補償特約等をセットし
た商品です。

（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。）

（２）被保険者（保険の対象となる方）の範囲
後遺障害 個人賠償責任

本人 ○ ○
配偶者 － ○
親族 － ○

保険金をお支払いする主な場合

（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 

※本人とは、カード会員ご本人をいいます。
※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。
※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。
※本人とその他の被保険者の続柄は、事故発生時点の続柄をいいます。

保険金をお支払いできない主な場合

（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。

（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。
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害
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事故によりケガで、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺
障害が生じた場合、その程度により後遺障害の保険金額の４％～100％を
お支払いします。
※保険期間を通じ、傷害保険金額が限度となります。

急激かつ偶然な外来の事故により被保険者がケガ（注１）（注２）をされ身体の
一部を失ったり、その機能に重大な障害を残した場合に保険金をお支払いし
ます。また、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、保険金をお支払いします。
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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

日本国内または海外において発生した次に掲げる事故により、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
汚損した場合において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することに
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。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は、保
険金額の損害賠償金に対する割合によります。
（注４）被保険者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。
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（１）被保険者の故意 （２）地震または噴火これらによる津波 （３）被保険者
の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 （４）被保険者の同居する親族
に対する損害賠償責任 （５）被保険者が所有、使用、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） （６）被保険
者または被保険者の指図による暴行、殴打に起因する損害賠償責任 
（７）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５））、
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５）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。

（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。
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【お住まい安心プラン（Ｔ）】
お住まい安心プランは保険とサービスをパッケージにしたプランです。
●商品の仕組みおよび補償内容等
（１）商品（保険）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、傷害死
亡保険金対象外特約、傷害入院保険金対象外特約、傷害手術保険金対象
外特約、傷害通院保険金対象外特約、個人賠償責任補償特約等をセットし
た商品です。

（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。）

（２）被保険者（保険の対象となる方）の範囲
後遺障害 個人賠償責任

本人 ○ ○
配偶者 － ○
親族 － ○

保険金をお支払いする主な場合

（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 

※本人とは、カード会員ご本人をいいます。
※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。
※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。
※本人とその他の被保険者の続柄は、事故発生時点の続柄をいいます。

保険金をお支払いできない主な場合

（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。

（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。

後
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事故によりケガで、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺
障害が生じた場合、その程度により後遺障害の保険金額の４％～100％を
お支払いします。
※保険期間を通じ、傷害保険金額が限度となります。

急激かつ偶然な外来の事故により被保険者がケガ（注１）（注２）をされ身体の
一部を失ったり、その機能に重大な障害を残した場合に保険金をお支払いし
ます。また、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、保険金をお支払いします。
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【ご迷惑安心プラン（Ｕ）】
ご迷惑安心プランは保険とサービスをパッケージにしたプランです。
●商品の仕組みおよび補償内容等
（１）商品（保険）の仕組み

賠償責任保険普通保険約款に個人特別約款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
個人賠償責任

本人 ○
配偶者 ○
親族 ○

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

日本国内において発生した次に掲げる事故により、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
において、被保険者が法律上の賠償責任を負担する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１）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。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は、保
険金額の損害賠償金に対する割合によります。
（注１）会員ご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。

（１）被保険者の故意 （２）地震または噴火これらによる津波 （３）被保険者
の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 （４）被保険者の同居する親族
に対する損害賠償責任 （５）被保険者が所有、使用、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） （６）被保険
者または被保険者の指図による暴行、殴打に起因する損害賠償責任 

※本人とは、カード会員ご本人をいいます。
※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。
※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。
※本人とその他の被保険者の続柄は、事故発生時点の続柄をいいます。
（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。

個
人
賠
償
責
任
補
償

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、
保険金をお支払いします。

ご提供サービスの内容

（１）サービス対象者の範囲
カード会員ご本人

（２）サービス内容

サービスを提供できない主な場合
（１）申告がカード会員ご本人でない （２）専用ダイヤルにて事前予約がな
い （３）トラブル発生住居がカード登録されているカード会員本人の住所
と異なる （４）店舗・事務所など個人住居でない （５）マンション等で原因が
共有部分に存在する （６）湯沸し器・食洗器・温水洗浄便座等の機器に原
因がある （７）同一箇所・同一原因での繰り返しのトラブル （８）火災・地震
等の災害時のトラブル （９）以前よりの継続してのトラブル・異常 （10）原因
追求の為に工事を必要とする （11）部品交換を伴う作業 （12）特殊水洗器
不調による点検作業　　　　など

＜お住まい安心プラン＞に加入されているカード会員ご本人がSuper 
Value Plus お問い合わせカード記載の専用ダイヤルにご連絡いただいた
場合、カード会員ご本人のカード登録されている個人住居での水回りに関
する緊急時のトラブルに対して駆けつけ点検・応急処置を無料で行いま
す。なお応急処置の後、部品交換・修理等二次作業が必要となった場合は
実費となります。
※サービスは応急処置であり、完全修理・問題箇所の根本解決ではありま
せん。
※応急処置（作業）とは60分程度の作業を対象とします。
※60分以上の作業となった場合や、部品交換を伴う作業の場合は、応急
処置（作業）ではないため、サービス範囲外、有料となります。
※現場に急行し状況確認した後に、サービス対象外もしくは右記「サービ
スをご提供できない主な場合」に該当した際は、全額（出張費を含む）有料
となります。
※マンション等でトラブル原因が共有部・他の戸室・上下水道等公的部分
やそれにおよぶ場合、対応できないことがあります。
※賃貸物件等の応急処置後、オーナー等との諸問題には一切関与いたし
ません。
［主な提供サービス］
・トイレやお風呂がつまり、水が流れない。
・トイレやお風呂の水が出ない。
・水道の蛇口を回しても水が出ない、止まらない。　　　　など

●サービスの仕組み
はで険保。すまりなとスビーサるれさ供提りよ社会式株トッネムーホは下以※

ありません。

＜水回り故障サービス＞
水回りの緊急トラブル時、駆けつけ点検・60分以内の応急処置を無料で実施
します。日付指定はできません。

水
回
り
故
障
サ
ー
ビ
ス
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