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80 詳細は各保障のページをご覧ください。
加入申込人となれる方は、株式会社ジェイテクトおよびそのグループの退職者（60才以降継続して勤務されて
いる方も含む）で、前年度「ジェイテクトグループシニアファミリープラン」に加入されていた方に限ります。
・配偶者のみで加入することはできません。
・保険期間中に本人が死亡された場合は、配偶者も自動的に脱退となります。
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 ◆主な変更点

１．保険料の改定

2021年度ジェイテクトグループ シニアファミリープラン（更新）
保険料の変更について

１  保険料の改定

□下記のとおり保険料が変更となります。

□介護保障 (P7)

型 1型

差額（50～54才）

差額（55～59才）

差額（60～64才）

差額（65～69才）

差額（70～74才）

差額（75～79才）

差額（80～84才）

40円

40円

40円

40円

40円

40円

40円

2型 3型 4型 5型

60円

60円

60円

60円

60円

60円

60円

70円

70円

70円

70円

70円

70円

70円

30円

30円

30円

30円

30円

30円

30円

40円

40円

40円

40円

40円

40円

40円

6型

50円

50円

50円

50円

50円

50円

50円



50 54
55 59
60 64
65 69
70 74
75 79

■ケガや病気により後遺障害が発生した場合の保障です。
■後遺障害の程度に応じて、加入保障額に所定の保険金支払割合を乗じた額を傷害／疾病後遺障害保険金
　としてお支払いします。
　＊ケガ後遺障害の場合、後遺障害等級第１級～第７級に該当する後遺障害の場合は、傷害後遺障害保険
　　金の額（加入保障額）を２倍にしてお支払いします。

医療保障・後遺障害保障・通院保障

ガン(悪性新生物) Ｐ26「生活習慣病（成人病）一覧」
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50 54
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1,000 2,000 3,000

50 54
55 59
60 64
65 69
70 74 2,750 5,510 8,260

2,140 4,290 6,430
1,870 3,750 5,620
1,700 3,400 5,110
1,600 3,200 4,800

3,520 7,040 10,56075 79

病気やケガで通院された場合の保障です。
ケガによる通院は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日がお支払いの限度となります。
病気による通院は、退院後の通院に限ります。（退院後は180日以内の入院と同一要因による通院が対象で、30日がお支払いの限度。）

7,010
9,470

13,340
20,050
29,060
47,400

11,530
15,690
22,260
33,680
49,010
80,460

16,030
21,910
31,190
47,300
68,960

113,520

22,980
31,560
45,070
68,560

100,190
165,720

34,070
46,810
66,890

101,790
148,760
245,740

過去の損害率による

先進医療・拡大治験・患者申出療養

高度医療

入院の有無は原則として

■新規加入および保障額の増額はできません。

2,110
2,460
2,910
3,520
4,510
6,230

2,310
2,740
3,310
4,070
5,310
7,460

2,700
3,300
4,100
5,170
6,900
9,910

2,890
3,590
4,500
5,710
7,700

11,140

3,290
4,150
5,290
6,810
9,290

13,590



高度医療ってどんな治療で保障を受けられるの？

高度医療ってどのくらい費用がかかるの？

高額になりがちな治療費に加え、受診可能な医療機関も限られているため、医療機関までの交通費や
宿泊滞在費用も発生します。

厚生労働省 第81回 先進医療会議資料「令和元年度先進医療技術の実績報告（平成30年7月1日～令和元年6月30日）」、
厚生労働省 第13回 患者申出療養評価会議資料「平成30年（平成29年7月1日～平成30年6月30日）の患者申出療養の費用」より（一部、データを元に三井住友海上にて算出）

（技術料）

未承認薬の費用など保険適用外の部分についは

高度医療の治療費のうち健康保険が適用されない部分について
は、全額自己負担

約３，089，343円
約2，697，657円

平均額※

平均額※

※典型的な１症例に要する費用として申請医療機関が記載した額。
　別途補助金が出る場合があります。

1，470，237円

16，137，000円

「リツキシマブ静脈内投与療法」

「耳介後部コネクターを用いた植込み型補助人工心臓による療法」



1 (100 ) 5 (500 ) (100 )

1 (100 ) 3 (300 ) (100 )

55 6 60 6

60 6 65 6

65 6 70 6

70 6 71 6

71 6 72 6

72 6 73 6

S.36. 2.2 S.41.2.1

S.31. 2.2 S.36.2.1

S.26. 2.2 S.31.2.1

S.25. 2.2 S.26.2.1

S.24. 2.2 S.25.2.1

S.23. 2.2 S.24.2.1

3,811

5,793

8,555

11,173

12,353

13,722

2,366

50 6 55 6
S.41. 2.2 S.46.2.1

2,661 1,882

3,115

4,174

5,513

6,134

6,860

73 6 74 6

74 6 75 6

S.22. 2.2 S.23.2.1

S.21. 2.2 S.22.2.1

75 6 76 6
S.20. 2.2 S.21.2.1

76 6 77 6
S.19. 2.2 S.20.2.1

77 6 78 6
S.18. 2.2 S.19.2.1

78 6 79 6
S.17. 2.2 S.18.2.1

79 6 79
S.16. 8.2 S.17.2.1

15,311

17,188

19,397

22,007

25,087

28,643

32,660

7,662

8,532

9,516

10,666

12,058

13,738

15,750



※自己負担分（１割（一定以上の所得がある場合は２割または３割））が世帯合計
　で、所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超えた額が申請により「高額
　介護サービス費」として支給される制度があります。

最高20万円 最高20万円 最高20万円

保障内容／型 １型 ２型 ３型
300万円 400万円 500万円

4型 5型 6型
300万円 400万円 500万円

50～54才
55～59才
60～64才
65～69才
70～74才
75～79才
80～84才

年
額
保
険
料

ケガ後遺障害 最高20万円 最高20万円 最高20万円

ジェイテクトグループシニアファミリープラン

【ご加入上のご注意】
○次の要介護状態が支払対象期間開始日から90日を超えて継続した場合に、保険金をお支払いします。

○介護一時金のお支払いは、保険期間を通じて1回とします。
○ケガによる後遺障害保障（保険金額20万円）がセットされています。ただし、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による事故は保障対象外となります。
○詳細はP15「保険金をお支払いする場合」、P16「保険金をお支払いしない主な場合」をご覧ください。

※記載の年令区分以外の方で加入をご希望の場合は、代理店・扱者までお問い合わせください。　※年令は2021年8月1日時点の満年令です。

才 才

要介護状態

公的介護保険制度の被保険者以外（40才未満）公的介護保険制度の第2号被保険者（40才以上65才未満）
公的介護保険制度に基づく要介護2以上（４～６型)もしくは
要介護３以上（１～３型)の要介護認定の効力が生じた状態＊
＊原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象
となる特定疾病（初老期における認知症等の16疾
病）に該当しない場合は、要介護２以上（４～６型）も
しくは要介護３以上（１～３型）に相当する約款所定
の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態

公的介護保険制度の第１号被保険者（65才以上）
公的介護保険制度に基づく要介
護２以上（４～６型)もしくは要介護
３以上（１～３型)の要介護認定の
効力が生じた状態

公的介護保険制度に基づく要介
護2以上（４～６型)もしくは要介護
３以上（１～３型)に相当する約款
所定の寝たきりまたは認知症に
より介護が必要な状態

介護保障 要介護3以上 要介護2以上

すべて

における

■ケガによる後遺障害も保障されます。　　　　　　　　　　　　■１～３型加入者：同型でのご継続か加入しないを選択できます。
■４～６型加入者：同型でのご継続または４～５型への減額か
　　　　　　　  加入しないを選択できます。

30

■すでにご加入の方は85才まで保障を継続させることが可能です。

■新規加入および保障額の増額はできません。

公的介護保険でもカバーできない部分

公的介護保険でカバーできない部分を補う保障です。

1,190円
1,970円
3,610円
7,470円
15,780円
33,540円
84,670円

1,560円
2,590円
4,790円
9,930円
21,010円
44,690円
112,860円

1,930円
3,220円
5,960円
12,400円
26,240円
55,840円
141,060円

1,380円
2,510円
5,020円
11,090円
24,390円
53,490円
137,200円

1,810円
3,320円
6,660円
14,750円
32,490円
71,290円
182,910円

2,240円
4,130円
8,300円
18,420円
40,580円
89,090円
228,610円



（本人型）

（夫婦型）

1
P20

P19
1 1 1 30 20

P19をご参照ください。

Excel Word
1 5

2

賠償責任保障の詳細はP17をご覧ください。

過去の損害率による

780

1,790 3,250 4,220 5,190

本人型

2,250 4,430 5,890 7,340

夫婦型
5 6 7 8

■夫婦型には傷害後遺障害保険金（保険金額20万円）がセットされます。ただし、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による
　事故は保障対象外となります。詳細はP11「保険金をお支払いする場合」、P12「保険金をお支払いしない主な場合」をご覧ください。

海外での事故は１億円までの保障となります。

等

無制限
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レジャー・ゴルファー保障夫婦型
後遺障害保障 介護保障

保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※され
た場合（以下、この状態を「傷害入院」といいます。）

[傷害入院保険金日額]×[傷害入院の日数]をお支払いします。
（注１）事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院※された場合に限ります。
（注２）事故の発生の日からその日を含めて３６５日を経過した後の入院※
　　  に対しては傷害入院保険金をお支払いしません。また、お支払いす
　　  る傷害入院の日数は３６５日が限度となります。
（注３）傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の
　　  「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷
　　  害入院保険金を重ねてはお支払いしません。

保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、事
故の発生の日からその日を含めて３６５日以内に
手術※を受けられた場合

次の算式によって算出した額をお支払いします。
①入院※中に受けた手術※の場合…［傷害入院保険金日額］×２０
②①以外の手術の場合…［傷害入院保険金日額］×５
（注）１事故に基づくケガ※について、１回の手術に限ります。また、１事故に基づくケ
　　ガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。

保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※され
た場合（以下、この状態を「傷害通院」といいます。）
（注）通院されない場合で、骨折、脱臼、靱（じん）帯
　　損傷等のケガを被った所定の部位※を固定する
　　ために医師※の指示によりギプス等※を常時装
　　着したときは、その日数について傷害通院した
　　ものとみなします。

[傷害通院保険金日額]×[傷害通院の日数]をお支払いします。
（注１）事故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した後の通院※
　　  に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いす
　　  る傷害通院の日数は９０日が限度となります。
（注２）傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、
　　  傷害通院保険金をお支払いしません。
（注３）傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の
　　  「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷
　　  害通院保険金を重ねてはお支払いしません。

保険期間中の事故によるケガ※のため、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※
が発生した場合

[（傷害）死亡・後遺障害保険金額]×[約款所定の保険金支払割合（４％～
100％）]をお支払いします。
（注１）後遺障害保障については後遺障害等級第１～１４級のうち第１～７級に掲
　　  げる保険金支払割合を適用すべき後遺障害※が生じた場合、傷害後遺障害
　　  保険金の額を2倍にしてお支払いします。（介護保障およびレジャー・ゴル
　　  ファー保障は除きます。）
（注２）政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、（傷害）
　　  後遺障害保険金をお支払いします。
（注３）被保険者が事故の発生の日からその日を含めて１８０日を超えてなお治療※
　　  を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日
　　  を含めて１８１日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定
　　  して、（傷害）後遺障害保険金をお支払いします。
（注４）同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する
　　  保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
（注５）既にお支払いした（傷害）後遺障害保険金がある場合は、（傷害）死亡・後遺
　　  障害保険金額から既にお支払いした（傷害）後遺障害保険金の額を差し引い
　　  た額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする（傷害）後遺障
　　  害保険金は、（傷害）死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

被保険者が負担された次の費用を被保険者にお支払いします。
ア．先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用（基礎的療養部
　 分に対し給付される保険外併用療養費（＊）を除きます。）
イ．先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための保険医療機関
　 との間の交通費（転院、退院のための交通費を含みます。）
ウ．先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための宿泊費（１泊に
　 つき１万円限度）
（＊）これに相当する家族療養費を含みます。
（注１）加害者等から支払われる損害賠償金などがある場合は、被保険者が
　　  負担された費用から差し引きます。
（注２）保険金のお支払額は、保険期間を通じ、先進医療・拡大治験・患者申
　　  出療養費用保険金額が限度となります。
（注３）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や引受保険会
　　  社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、補償の重複が生
　　  じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご
　　  確認いただいたうえでご加入ください。

●（傷害）死亡保険金対象外特約がセットされているため、（傷害）死亡保険金をお支払いしません。
●天災危険補償特約がセットされていますので、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金および先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金を
　お支払いします。ただし「介護保障」および「レジャー・ゴルファー保障 夫婦型」の（傷害）後遺障害保険金はお支払いしません。
●傷害入院保険金および傷害手術保険金支払日数延長（365日）特約がセットされているため、傷害入院保険金の支払限度日数およびお支払いの対象となる期間を180日から365日に延長します。ただし、
　事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院※された場合に限ります。傷害手術保険金については、事故の発生の日からその日を含めて365日以内に手術※を受けた場合にお支払いします。
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支
　払いの対象となります。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。
＜継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意＞
　先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金についてはP13をご覧ください。
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ケガ※の治療※のため、保険期間中に日本国内にお
いて先進医療（＊１）、拡大治験（＊２）または患者申出
療養（＊３）を受けた場合で、被保険者が先進医療、拡
大治験または患者申出療養に伴う費用を負担された
とき。
（＊1）「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定めら

れている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定
めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合する病院または診療所において
行われるものに限ります。）をいいます。

（＊2）「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律
第145号）第2条第17項に規定する治験に係る診
療のうち、人道的見地から実施される治験（＊４）を
いいます。

（＊3）「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定め
られている患者申出療養をいいます。ただし、その
療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣
に個別に認められた病院または診療所において行
われるものに限ります。

（＊4）「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨
床試験の実施の基準に関する省令（平成9年厚生
省令第28号）第2条第25項、医療機器の臨床試験
の実施の基準に関する省令（平成17年厚生労働省
令第36号）第2条第25項または再生医療等製品
の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成26年
厚生労働省令第89号）第2条第25項に規定する
拡大治験をいいます。

（注）医療技術、医療機関および適応症等が先進医療、拡
大治験または患者申出療養に該当しない場合、支払
対象外となります。なお、先進医療、拡大治験または
患者申出療養の対象となる医療技術、医療機関およ
び適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消
等の事由によって、変動します。受療された日現在に
おいて、先進医療、拡大治験または患者申出療養に
該当しない場合、お支払いの対象外となります。
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保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額　



●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ケガ※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ　●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ　●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。）
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※
●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。）
●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって発生した肺炎　●下記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
＜介護保障およびレジャー・ゴルファー保障の夫婦型のケガ後遺障害には下記が追加されます＞
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
＜レジャー・ゴルファー保障の夫婦型への変更に関する特約をセットする場合＞
上記に追加される事由
●下記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ
上記から除外される事由
●保険契約者の故意または重大な過失によるケガ
＜高度医療には下記が追加されます＞
●日本国外において先進医療・拡大治験・患者申出療養を受けた場合
●下記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガの治療のため先進医療・拡大治験・患者申出療養を受けた場合 　　　　　　　　　　　　　　　　 など

山岳登はん（＊１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊２）操縦（＊３）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊４）搭乗、ジャイ
ロプレーン搭乗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  その他これらに類する危険な運動
（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含み、登る壁の高さが５ｍ以下である
　　 ボルダリングは含みません。）をいいます。
（＊２）グライダーおよび飛行船は含みません。　（＊３）職務として操縦する場合は含みません。
（＊４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。

運動等

オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手（競輪選手）、モーターボート（水上オートバイを含みます。）競争
選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

補償対象外となる職業

★＜高度医療＞
（注）保険期間の開始時（＊１）より前に被ったケガ※については保険金をお支払いしません。ただし、先進医療（＊２）、拡大治験（＊３）または患者申出療養（＊４）に伴う費用を補償するご契約に継続加入された場

合で、ケガの原因となった事故発生の時が、そのケガによる先進医療、拡大治験または患者申出療養を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して5年以前であるときは、保険金をお支払いします。
（＊1）先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
（＊2）「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。
（＊3）「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第2条第17項に規定する治験に

係る診療のうち、人道的見地から実施される治験（＊5）をいいます。
（＊4）「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして厚生労働

大臣に個別に認められた病院または診療所において行われるものに限ります。
（＊5）「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年厚生省令第28号）第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成17

年厚生労働省令第36号）第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成26年厚生労働省令第89号）第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。

＜※印の用語のご説明＞
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・
　耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、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に類するもの（硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安
　静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸（けい）椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。）をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
　（＊）いずれもそのための練習を含みます。
●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
　「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
　「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
　「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
　「傷害」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（＊）を含み、次のいずれかに
　該当するものを含みません。
　①細菌性食中毒　②ウイルス性食中毒
　（＊）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。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位（指、顔面等は含まれません。）をいいます。
　・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。）または脊柱
　・長管骨に接続する上肢または下肢の３大関節部分（中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。）。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具
　を装着した場合に限ります。
　・肋骨・胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に
　至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないも
　の※を除きます。
●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
　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診療行為（＊１）。ただし、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ならびに抜歯手術を除きます。
　②先進医療※に該当する診療行為（＊２）
　（＊１）①の診療行為には、歯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診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定
　　　 対象として列挙されているものを含みます。
　（＊２）②の診療行為は、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限ります。ただし、診断、
　　　 検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの（先進医療ごと
　に別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技
　術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、
　治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制
　度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を１回算定された場合は、最初の１回のみ通院したものとみなします。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。

 ・お支払いしない主な場合



●すべてのご契約に｢条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約｣が自動的にセットされ､保険金をお支払いしない場合のうち｢戦争､その他の変乱※､暴動｣については､テロ行為はお支払いの
　対象となります｡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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保険期間の開始後（＊）に発病※した病気※のため、保険期間中に入院※された場合（
以下、この状態を「疾病入院」といいます。）ただし、「生活習慣病※の場合」の増額部
分については、入院の原因となった疾病がP26「生活習慣病（成人病）一覧」に該当す
る場合に限ります。（生活習慣病のみ補償特約・疾病手術保険金等対象外特約付）
（＊）病気を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。
「保険金の請求に関する特約」が、自動的にセットされ、被保険者が医師※から傷病
名（成人病に限ります。）の告知を受けていないことにより保険金を請求できない
場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。
（注）被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共

にする配偶者以外の親族（６親等内の血族および３親等内の姻族をい
います。）が被保険者に代わって保険金を請求することができます。

①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のため
に疾病入院保険金の支払対象期間※（１，０９５日）中に手術※を受け
られたとき。
②保険期間の開始後（＊）に発病※した病気の治療のために、保険期間
中に手術を受けられた場合

（＊）病気を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた
最初のご契約の保険期間の開始後とします。

１回の手術※について、次の算式によって算出した額をお支払いします。
① 入院※中に受けた手術の場合…［疾病入院保険金日額］×２０
② ①以外の手術の場合…［疾病入院保険金日額］×５
（注１）次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合
　疾病手術保険金の額の高いいずれか１つの手術についてのみ保険をお支払いします。
②１回の手術を２日以上にわたって受けた場合
　その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③医科診療報酬点数表に手術料が１日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合
　その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が１回のみ算定されるものとして定
められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合
　その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日
からその日を含めて１４日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。

（注2）生活習慣病※による手術の場合でも、疾病手術保険金は増額されません。

病気※の治療※のため、保険期間中に日本国内において先進医療（＊１）、
拡大治験（＊２）または患者申出療養（＊３）を受けた場合で、被保険者が
先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を負担されたとき。
（＊1）「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に

厚生労働大臣が定めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。

（＊2）「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律（昭和35年法律第145号）第2条第17項に規定する治験
に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験（＊４）をいいます。

（＊3）「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養
をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣
に個別に認められた病院または診療所において行われるものに限ります。

（＊4）「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年
厚生省令第28号）第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成17年
厚生労働省令第36号）第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する
省令（平成26年厚生労働省令第89号）第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。

（注）医療技術、医療機関および適応症等が先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、支払
対象外となります。なお、先進医療、拡大治験または患者申出療養の対象となる医療技術、医療機関およ
び適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。受療された日現在
において、先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、お支払いの対象外となります。

［疾病通院保険金日額］×［疾病通院の日数］をお支払いします。
（注１）疾病通院の日数には以下の日数を含みません。
・疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾病通院保険金の支払対象期間※（１８０日）が満了した
日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、疾病入院保険金の支払対象期間（１，０９５日）内に疾病入院が
終了していない場合には、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した
日の翌日から起算して１８０日を経過した日のいずれか早い日が疾病入院の終了した日となります。
・1回の疾病入院※について疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度
日数※（３０日）に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数
（注２）疾病入院保険金をお支払いする期間中に疾病通院された場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。
（注３）疾病通院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病通院保険金の「保険金をお支払いする

場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてはお支払いしません。
（注４）疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて１８０日を経過する日までに、その疾病入院の

原因となった病気（これと医学上因果関係がある病気※を含みます。）によって再度疾病入院
に該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に疾病
通院されたときは、その日数を疾病通院の日数に含めて疾病通院保険金をお支払いします。

【疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金、疾病通院保険金】
病気※を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者が疾病入院（＊１）の原因となった病気（＊２）を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保
険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額　②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気（＊２）を発病した時が、その病気による入院（＊１）を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して５年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
（＊１）疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
（＊２）疾病入院（＊１）の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
【先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金】
先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を補償するご契約に継続加入の場合で、病気※（＊）を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先
進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①ケガの原因となった事故発生のときまたは病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額　②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気（＊）を発病した時が、その病気によって先進医療、拡大治験または患者申出療養を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して5年以前であるときは、②により算出
した額をお支払いします。
（＊）先進医療、拡大治験または患者申出療養の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
【疾病後遺障害保険金】
疾病後遺障害を補償するご契約に継続加入の場合で、被保険者が後遺障害の状態の原因となった病気※（＊）を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるとき
は、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額　②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(＊)を発病した時が、その病気による入院を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して５年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
（＊）疾病後遺障害の状態の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。

［疾病入院保険金日額］×［疾病入院の日数］をお支払いします。
（注１）疾病入院の日数には以下の日数を含みません。
　　  ・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※（１，０９５日） が
　　　満了した日の翌日以降の疾病入院の日数
　　  ・1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が
　　　支払限度日数※（３６５日）に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数
（注２）疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保

険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾
病入院保険金を重ねてはお支払いしません。

①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入
院保険金の支払対象期間※（１，０９５日）中に放射線治療※を受けられたとき。
②保険期間の開始後（＊）に発病※した病気の治療のために、保険期間
中に放射線治療を受けられた場合

（＊）病気を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた
最初のご契約の保険期間の開始後とします。

１回の放射線治療※について、［疾病入院保険金日額］×１０をお支払いします。
（注１）同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか１つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。
（注２）疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射

線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日
を含めて６０日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。

（注３）生活習慣病※による放射線治療の場合でも、放射線治療保険金は増額されません。

「疾病入院」（＊）に該当し、その病気※のため、疾病後遺障害※に該当した場合
（＊）疾病入院が終了した後、その疾病入院の原因となった病気（これと

医学上因果関係がある病気※を含みます。）によって再入院に該当
した場合は、疾病入院が終了した日から再入院に該当した日までの
経過期間にかかわらず、前の疾病入院と後の疾病入院を「同一の疾
病入院」として取り扱います。

疾病後遺障害※の程度に応じて、疾病後遺障害保険金額の１００～５０％をお支払いします。
（注１）疾病後遺障害の程度は、「疾病入院」を開始された日からその日を含めて２年（以下、

「疾病後遺障害認定期限」といいます。）内の医師※の診断に基づき認定します。
（注２）疾病後遺障害認定期限までに疾病後遺障害の程度が固定しない場合は、

引受保険会社は、疾病後遺障害認定期限が満了した日の翌日における
医師の診断に基づき、疾病後遺障害の程度を認定します。

疾病入院保険金をお支払いする疾病入院が終了し、退院した後、その疾
病入院の原因となった病気※の治療※のため、通院※された場合（以下、
この状態を「疾病通院」といいます。）

被保険者が負担された次の費用を被保険者にお支払いします。
ア． 先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用（基礎的療養部分に
対し給付される保険外併用療養費（＊）を除きます。）

イ． 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための保険医療機関と
　  の間の交通費（転院、退院のための交通費を含みます。）
ウ． 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための宿泊費（１泊につ
　  き１万円限度）
（＊）これに相当する家族療養費を含みます。
（注１）加害者等から支払われる損害賠償金などがある場合は、被保険者が負

担された費用から差し引きます。
（注２）保険金のお支払額は、保険期間を通じ、先進医療・拡大治験・患者申出療

養費用保険金額が限度となります。
（注３）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や引受保険会社以

外の保険契約を含みます。）が他にある場合、補償の重複が生じることが
あります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいた
うえでご加入ください。

保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額　



★＜病気入院・手術・放射線治療・通院＞
保険期間の開始時（＊１）より前に発病※した病気（＊２）については保険金をお支払いしません。
ただし、病気を補償するご契約に継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日（＊３）からご加入の継続する期間を
遡及して５年以前であるときは、保険金をお支払いします。
（＊１）病気を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
（＊２）その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
（＊３）疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
★＜病気後遺障害＞
保険期間の開始時（＊１）より前に発病※した病気（＊２）については保険金をお支払いしません。
ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入される場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日からご加入の継続する期間を遡
及して５年以前であるときは、保険金をお支払いします。
（＊１）この特約をセットしたご契約に継続加入される場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
（＊２）疾病後遺障害の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
★＜高度医療＞
保険期間の開始時（＊２）より前に発病※した病気（＊１）については保険金をお支払いしません。 ただし、先進医療（＊３）、拡大治験（＊４）または患者申出
療養（＊５）に伴う費用を補償するご契約に継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による先進医療、拡大治験または患者申出療養を開始
された日からご加入の継続する期間を遡及して5年以前であるときは、保険金をお支払いします。
（＊1）その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
（＊2）先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
（＊3）「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定
　　 める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。
（＊4）「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第2条第17項に規定する治験に
　　 係る診療のうち、人道的見地から実施される治験（＊６）をいいます。
（＊5）「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして厚生労働
　　 大臣に個別に認められた病院または診療所において行われるものに限ります。
（＊6）「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年厚生省令第28号）第2条第25項、医療機器の臨床
　　 試験の実施の基準に関する省令（平成17年厚生労働省令第36号）第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令
　　 （平成26年厚生労働省令第89号）第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。

●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※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気
●精神障害（＊１）およびそれによる病気
●戦争、その他の変乱※、暴動による病気（テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。）（＊２）
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気（＊２）
●妊娠または出産（「療養の給付」等（＊３）の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。）
●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※
＜高度医療には下記が追加されます＞
●日本国外において先進医療・拡大治験・患者申出療養を受けた場合　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など
＜病気後遺障害には下記が追加されます＞
●保険期間の開始時（＊４）にＰ29～30「疾病後遺障害保険金に対する支払割合」記載の後遺障害（＊５）に該当していた場合で、疾病後遺障害※が既存の後
　遺障害と同一の機能障害区分であったとき。
●保険期間の開始時（＊４）に病気※を原因として疾病後遺障害に該当していた場合で、同一の病気（＊６）を原因とする疾病後遺障害
（＊１）「精神障害」とは、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の分類コードＦ００からＦ０９またはＦ２０からＦ９９に規定されたもの以
　　 外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要　ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」によります。
　　（特定精神障害補償特約（自動的にセットされます。）のセット後の内容となります。）
　　＜支払対象外となる精神障害の例＞　アルコール依存、薬物依存　など
（＊２）これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保
　　 険金の全額または一部をお支払いすることがあります。
（＊３）公的医療保険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」および「保険外併用療養費」をいいます。
（＊４）この特約をセットしたご契約に継続加入される場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
（＊５）原因がケガ※であるか病気であるかを問いません。　（＊６）疾病後遺障害の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。

＜※印の用語のご説明＞
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。
　たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・
　耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「１回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて１８０日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※（これと医学上因果
　関係がある病気※を含みます。）によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「１回の疾病入院」として取り扱います。
●「がん（悪性新生物）」には、上皮内新生物を含みます。
●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
　「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
　「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
　「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
　「傷害」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（＊）を含み、次のいずれかに
　該当するものを含みません。
　①細菌性食中毒　②ウイルス性食中毒
　（＊）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。
●「疾病後遺障害」とは、病気※を直接の原因とするＰ29～30「疾病後遺障害保険金に対する支払割合」に規定する後遺障害の状態をいいます。
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。

●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
　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診療行為（＊１）。ただし、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ならびに抜歯手術を除きます。
　②先進医療※に該当する診療行為（＊２）
　（＊１）①の診療行為には、歯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診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算
　　　 定対象として列挙されているものを含みます。
　（＊２）②の診療行為は、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限ります。ただし、診断、
　　　 検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「生活習慣病」とは、成人病をいい、がん（悪性新生物）※、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患のうちP26「生活習慣病（成人病）一覧」記載の病気※をいいます。
●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定める
　もの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医療の
　対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、
　治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制
　度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を１回算定された場合は、最初の１回のみ通院したものとみなします。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「発病」とは、医師※が診断（＊）した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見されることをいいます。
　（＊）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
　①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為
　②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
  （注）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療
　　  料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

適用される保険金の名称 ・疾病入院保険金　・疾病通院保険金
●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。
　なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。
適用される保険金の名称 ・疾病入院保険金　・疾病通院保険金

 ・お支払いしない主な場合
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●「医師」とは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が医師の場合は、これらの方以外の医師をいいます。
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・
　耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「公的介護保険制度」とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「認知症」とは、正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により、全体的かつ持続的に低下することをいいます。
●「要介護状態（要介護2以上の状態）」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。
　①公的介護保険制度※の第1号被保険者（65才以上）
　　要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態
　②公的介護保険制度の第２号被保険者（40才以上65才未満）
　　要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病（初老期における認知症※
　　等の16疾病）に該当しない場合は、要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態とします。
　③公的介護保険制度の被保険者以外（40才未満）
　　要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態
●「要介護状態（要介護3以上の状態）」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。
　①公的介護保険制度※の第１号被保険者（65才以上）
　　要介護3以上の要介護認定の効力が生じた状態
　②公的介護保険制度の第２号被保険者（40才以上65才未満）
　　要介護3以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病（初老期における認知症※
　　等の16疾病）に該当しない場合は、要介護3以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態とします。
　③公的介護保険制度の被保険者以外（40才未満）
　　要介護3以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態

〔介護一時金額の全額〕をお支払いします。
（注）介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。

保険期間中に、被保険者（＊）が要介護状態（要介護3以上の状態（1～3型））※（要
介護2以上の状態（4～6型））※となり、90日を超えて継続した場合
（＊）この特約の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。
（注）【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
要介護状態となった場合に補償するご契約に継続加入の場合で、要介護状態の原因
となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、
保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。
①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した
　金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
　ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護
　状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して５年以前であるときは、②により
　算出した金額をお支払いします。

保険金の
種類



●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要介護状態
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故による要介護状態
●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による要介護状態（ただし、治療※を目的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。）
●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態（ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。）
●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態（テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象と
　なります。）
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態
●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※

など
（注）保険期間の開始時（＊１）より前に要介護状態の原因となった事由（＊２）が生じた場合は、保険金をお支払いしません。 
　　ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由（＊２）が生じた時が、その事由による要介護状態が開始し
　   た日からご加入の継続する期間を遡及して5年以前であるときは、介護一時金をお支払いします。
　　（＊1）この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
　　（＊2）公的介護保険制度※を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場合を含みます。

＜過去の保険金支払い歴がある場合の取扱＞
介護一時金をお支払いした場合、翌年度以降ご加入できません。



●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。

●｢その他の変乱｣とは､外国の武力行使､革命､政権奪取､内乱､武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●｢配偶者｣とは､婚姻の相手方をいい、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(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異なら
　ない程度の実質を備える状態にある方を含みます。

●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。

【参考】親等図
「親族」とは、被保険者本人または配偶者の６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。
配偶者の親族は下の図の本人を配偶者に置き換えます。

①　保険期間中の次のア．またはイ．の偶然な事故により、他人の
生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律
上の損害賠償責任を負われた場合

②　日本国内において保険期間中の次のア．またはイ．の偶然な
事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で
電車等（＊１）を運行不能（＊２）にさせ、法律上の損害賠償責
任を負われた場合

（注１）１回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
（注２）損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必

要とします。
（注３）上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するた

めに必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払い
します。

（注４）日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示
談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、
被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金
額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、
損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示
談交渉を行うことができませんのでご注意ください。

（注５）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外
の保険契約を含みます。）が他にある場合、補償の重複が生じることがあり
ます。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえで
ご加入ください。

[被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額]＋
[判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金]－[被保
険者が損害賠償請求権者に対して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]－[免責金額※（０円）]をお支払いします。

（＊１）電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗
用具をいいます。

（＊２）正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行す
ることにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。

（＊３）敷地内の動産および不動産を含みます。
（注）被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居

の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者
である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わっ
て責任無能力者を監督する方（責任無能力者の６親等内の
血族、配偶者および３親等内の姻族に限ります。）を被保険
者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同
居の、本人またはその配偶者の６親等内の血族および３親
等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人または
その配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子を
いいます。

ア．本人の居住の用に供される住宅（＊３）の所有、使用または
管理に起因する偶然な事故

イ．被保険者の日常生活に起因する偶然な事故賠
償
責
任
保
障

《
日
常
生
活
賠
償
保
険
金
》



●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任（仕事上の損害賠償責任）
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人（家事使用人を除きます。）が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
●自動車等※の車両（ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。）、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管
　理に起因する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など



保険期間中の偶然な事故（盗難・破損・火災など）により、携行品（＊1）
に損害が発生した場合
（＊1）「携行品」とは、被保険者が住宅（敷地を含みます。）外において携
　　  行している被保険者所有の身の回り品（＊2）をいいます。ただし、
　　  別記の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。
（＊2）「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務
　　  の遂行以外の目的で使用する動産（カメラ、衣類、レジャー用品
　　  等）をいいます。

［損害の額］－［免責金額※（１回の事故につき３，０００円）］
（注１）損害額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場
　　  合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合
　　  においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害
　　  額を定め、価値の下落（格落損）は含みません。この場合においても、修繕費
　　  が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。
（注２）通貨または乗車券等（鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券
　　  または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。）もしくは小切手
　　  については１回の事故につき20万円が限度となります。
（注３）保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となり
　　  ます。
（注４）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外
　　  の保険契約を含みます。）が他にある場合、補償の重複が生じることがあり
　　  ます。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえで
　　  ご加入ください。

日本国内のゴルフ場※において被保険者が達成した次のホールイン
ワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にか
かった費用をお支払いします。
①次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバ
　トロス
　ア．同伴競技者※
　イ．同伴競技者以外の第三者（同伴キャディ※等。具体的には次の方
　　をいいます。）
  同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン･
  オン･イベント業者、先行･後続のパーティのプレイヤー、公式競技参
  加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業
  者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

　（注）原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまた
　　　はアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。
　　　セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャ
　　　ディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限
　　　り保険金をお支払いします。

②達成証明資料（＊１）によりその達成を客観的に証明できるホールイ
　ンワンまたはアルバトロス
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
　●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー３５以上の９ホールを
　　正規にラウンドし、
　●１名以上の同伴競技者と共に（公式競技の場合は同伴競技者は
　　不要です。）プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
　●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン･
　　アルバトロス証明書（＊２）により証明できるものに限ります。
　（＊１）「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまた
　　　 はアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録
　　　 された映像等資料をいいます。
　（＊２）「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」
　　　 には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
　　　（ａ）同伴競技者
　　　（ｂ）同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの
　　　　 達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です。)
　　　（ｃ）ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは
　　　　 行使する権限を有する者
　（注）この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が
　　　被保険者となる場合にはセットすることができません。

［次の費用のうち実際に支出した額］をお支払いします。
ア．贈呈用記念品購入費用（＊1）
イ．祝賀会に要する費用
ウ．ゴルフ場※に対する記念植樹費用
エ．同伴キャディ※に対する祝儀
オ．その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護（＊2）またはゴルフ
　 競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を
　 認めないゴルフ場においてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して
　 作成するモニュメント等の費用（ただし、保険金額の１０％が限度となります。）
（＊1）贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイド
　    カードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプ
　    リペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
（＊2）自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場
　    合などを含みます。
（注１）保険金のお支払額は、１回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホール
　　  インワン･アルバトロス費用保険金額が限度となります。
（注２）ホールインワン･アルバトロス費用を補償する保険を複数（引受保険会社、
　　  他の保険会社を問いません。）ご加入の場合、ホールインワン･アルバトロス
　　  費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度とな
　　  ります。
（注３）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外
　　  の保険契約を含みます。）が他にある場合、補償の重複が生じることがあり
　　  ます。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえで
　　  ご加入ください。 
（注４）保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン･アルバトロス証
　　  明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。



●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損害
●被保険者と生計を共にする親族※の故意による損害
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
●公権力の行使（差し押え・没収・破壊等）による損害
●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害
●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損
　であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除
　きます。
●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。
●携行品の置き忘れまたは紛失による損害
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害（テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。）
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性･爆発性等による損害
●下記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

●｢アルバトロス｣とは､ホールインワン※以外で､各ホールの基準打数よりも３つ少ない打数でカップインすることをいいます。
●｢ゴルフ場｣とは､ホールインワン・アルバトロス費用補償特約（団体総合生活補償保険用）においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の
　施設で､９ホール以上を有するものをいいます。
●｢再調達価額｣とは､損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造､質､用途､規模､型､能力のものを再取得するのに必要な金額を
　いいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
●｢自動車等｣とは､自動車または原動機付自転車をいいます。
●｢酒気帯び運転｣とは､道路交通法第65条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および３親等内の姻族をいいます。
●｢その他の変乱｣とは､外国の武力行使､革命､政権奪取､内乱､武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●｢同伴キャディ｣とは､被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成したゴルフ場※に所属し､被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールイ
　ンワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
●｢同伴競技者｣とは､被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時に､被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、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（内縁関係）にある方および戸籍上の性別が同一であるが
　婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
●｢ホールインワン｣とは､各ホールの第１打が直接カップインすることをいいます。
●｢免責金額｣とは､支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で､自己負担となる金額をいいます。
●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップ
　インしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。

●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※
●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場の使用人（＊）が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など
(＊)「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含みます。
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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、自転車･ハンググライダ－･パラグライダー･ラジコン模型およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレ
ンズ、動物、植物、株券、有価証券（乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。）、印紙、切手、預金証書または貯金
証書（通帳およびキャッシュカードを含みます。）、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具（釣竿、竿掛け、竿
袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。）、稿本（本などの
原稿）・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます｡)･帳簿･ひな形･鋳型･木型･紙型･模型･勲章･き章･免許状その他
これらに類する物(印章は補償の対象となります｡)､テープ､カード､ディスク､ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されている
プログラム､データ

など



引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。

１．両眼の視力を全く永久に失ったもの
２．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
３．中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を
　要するもの
４．胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
５．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久
　に失ったもの

６．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久
　に失ったもの
７．１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で
　失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
８．１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で
　失ったもの

引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日（＊１）以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表（＊２）に定める高度
障害状態のいずれかになられた場合、高度障害保険金をお支払いします。
なお、上記によって高度障害保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障害状態になられた時に
消滅したものとして取扱います。したがって、 高度障害保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。
(＊１）その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。
(＊２）対象となる「高度障害状態」とは

～高度障害状態に関する補足説明～
１．常に介護を要するもの
　「常に介護を要するもの」とは､食物の摂取､排便・排尿・その後始末､および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず､
　常に他人の介護を要する状態をいいます。 
２．眼の障害(視力障害)
　（１）視力の測定は、 万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
　（２）｢視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が０．０２以下になって回復の見込のない場合をいいます。 
　（３）視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。 
３．言語またはそしゃくの障害
　（１）｢言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。 
　　  ①語音構成機能障害で､口唇音､歯舌音､口蓋音､こう頭音の４種のうち､３種以上の発音が不能となり､その回復の見込のない場合
　　  ②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
　　  ③声帯全部のてき出により発音が不能の場合
　（２）｢そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
４．上・下肢の障害
　　｢上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上･下肢の完全運動麻ひ、または上･下肢に
　　おいてそれぞれ３大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強
　　直で、回復の見込のない場合をいいます。

保険金のお支払事由



【主契約】
●引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。
　・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入 (＊１) 日から起算して１年を超えて継続して被保険者であった場合には､
　　保険金をお支払いします。
　・保険契約者・被保険者の故意。
　・保険金受取人の故意。ただし､その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には､その残額をその他の保険金受取人に
　　お支払いします。
　・戦争その他の変乱｡(＊２）
（＊１）保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」と読替えます。
（＊２）ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ない
　　 と引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお支払いします。
【高度障害保険金】
●高度障害保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入 (＊１) 時以後に生じた場合に限ります｡( 原因となる傷病がご加入
（＊１）時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。）したがって、原因となる傷病がご加入（＊１）時前に生じ
　　 ていた場合には、過去の傷病歴（傷病名、治療期間等 )､おからだの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず､
　　 高度障害保険金はお支払対象となりません。
【すべての保険金】
次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。
○告知義務違反による解除の場合
　ご加入（＊１）のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずま
　たは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入（＊１）部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生
　が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。
○詐欺による取消の場合
　保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部または
　その被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
○不法取得目的による無効の場合
　保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約
　の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれ
　た保険料は払戻しません。
○保険契約が失効した場合
　保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。
○重大事由による解除の場合
　次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。
　（以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③の事由に
　該当したときに限り、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人に
　お支払いします。）
　①保険契約者、被保険者 ( 死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金 ( 死亡保険金の場合は、他
　　の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。) を詐取する目的または他人に詐取させる
　　目的で事故招致 (未遂を含みます｡)をしたとき。
　②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為 (未遂を含みます｡)があったとき。
　③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の (ア ) ～ (オ ) のいずれかに該当するとき。
　　（ア）暴力団、暴力団員 ( 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます｡)、暴力団準構成員、暴力団関係企業そ
　　　　の他の反社会的勢力 (以下｢反社会的勢力｣といいます。）に該当すると認められること
　　（イ）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
　　（ウ）反社会的勢力を不当に利用していると認められること
　　（エ）反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を
　　　　受けていると認められること
　　（オ）その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
　④上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を
　　困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。      

保険金をお支払いしない場合等（詳細）



提案

<ご契約の引受対象外>

３．次のいずれかに該当する場合には「変更申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
　・既にご加入の内容を変更してご継続される場合（被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更　など）
　・既にご加入されているがご継続されない場合

「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
＊ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。
  または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？

上

＊ご加入いただく保険商品の変更申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。

特別危険な
職業等

（助手を含みます。）

①

②以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。
　◆「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。
　　被保険者（補償の対象となる方）の範囲はご希望通りとなっていますか？

代理店・扱者

切





通院保障 後遺障害保障

通院保障 後遺障害保障

またはケガの原因となった事故の発生の時
または事故によるケガ等

またはケガの原因となった事故の発生の時
、手術、放射線治療を受けられた日、先進医療・拡大治験・患者申出療養を開始された日

またはケガの原因となった事故の発生の時
または、疾病特約以外の特約により追加して補償した病気で、その疾病特約以外の特約が最

初にセットされた保険期間の開始時より前であるとき
またはケガの原因となった事故の発生の時

、手術、放射線治療を受けられた日、先進医療・拡大治験・患者申出療養を開始された日



ケガによる

500 445 390 295 250345 210 85 65 50 37.5 25 17.5 10

ケガによる
傷害後遺障害保険金※

傷害後遺障害保険金※

（注）介護保障・レジャー・ゴルファー保障夫婦型（後遺障害部分）は除く

ケガによる

※傷害後遺障害保険金とは、普通保険約款・特約上の傷害死亡・後遺
　障害保険金をいいます。

生活習慣病（成人病）一覧

真正赤血球増加症<多血症>
骨髄異形成症候群
リンパ組織､造血組織および関連組織の
性状不詳または不明のその他の新生物
（D47）のうち､
・慢性骨髄増殖性疾患
・本態性（出血性）血小板血症

Ｄ45
Ｄ46

Ｄ47.1
Ｄ47.3

生活習慣病の範囲は、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中、下記の分類コードに規定されたもの（注１）とし、分類項目の内容
については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要   ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」によります。

（注１）下記の分類コードに規定されたもの 
　　　厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに悪性新生物または上皮内
　　　新生物に分類された疾病があるときには、その疾病を含みます。
（注２）がん（悪性新生物）
　　　新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているもの（注３）をいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学　
　　　第３版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第５桁コードが次のものをいいます。

（注３）悪性または上皮内癌と明示されているもの 
　　 厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに新生物の性状を表す第５桁コードが悪性
　　  または上皮内癌とされた新生物があるときには、その新生物を含みます。

／２ ・・・ 上皮内癌
　　　　上皮内 
　　　　非浸潤性
　　　　非侵襲性
／３ ・・・ 悪性、原発部位

／６ ・・・ 悪性、転移部位
　　　　 悪性、続発部位
／９ ・・・ 悪性、原発部位又は転移部位の別不詳

新生物の性状を表す第５桁性状コード



傷害

外貌に相当程度の醜状を残すもの

両手の手指の全部の用を廃したもの（手指の用
を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を
失い、または中手指節関節もしくは近位指節間
関節に著しい運動障害を残すものをいいます。
なお、母指にあっては指節間関節に著しい運動障
害を残すものをいいます。以下同様とします。）

両足の足指の全部の用を廃したもの（足指の
用を廃したものとは、第１の足指は末節骨の半
分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上
を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位
指節間関節に著しい運動障害を残すものをい
います。なお、第１の足指にあっては指節間関
節に著しい運動障害を残すものをいいます。以
下同様とします。）



（傷害）

（傷害）
（傷害）死亡・

後遺障害



100％
80％
50％
100％
80％
50％
100％
50％
100％
50％
100％
50％

100％

50％

100％
50％

 （1）視覚障害

 （2）聴覚障害

 （3）平衡機能障害 ①　平衡機能に極めて著しい障害（注5）を残すとき。
 （4）音声機能、言語機能または
　   

そ
咀しゃく機能の障害

①　音声機能または言語機能を喪失（注6）したとき。
②　

そ
咀しゃく機能を喪失（注7）したとき。

 （5）上肢（注8）の機能障害

 （6）下肢（注12）の機能障害

 （7）体幹（注14）の機能障害

 （8）乳幼児期以前の非進行性の
　   脳病変による運動機能障害
　  （上肢機能）

 （9）乳幼児期以前の非進行性の
　   脳病変による運動機能障害
　  （移動機能）

 （10）心臓の機能障害

 （11）腎臓の機能障害

 （12）呼吸器の機能障害

 （13）
ぼうこう
膀胱または直腸の機能障害

 （14）小腸の機能障害

機能障害区分（注１） 支払割合後遺障害の状態（注１）

②　視力の良い方の眼の視力（注2）が0.02以上0.03以下になったとき。
③　視力の良い方の眼の視力（注2）が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下になったとき。
④　周辺視野角度（I／4視標による）の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角
度（I／2視標による）が28度以下になったとき。
⑤　両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下になったとき。
⑥　視力の良い方の眼の視力（注2）が0.04以上0.07以下になったとき。（上記（1）③に該当す
るものを除きます。）
⑦　視力の良い方の眼の視力（注2）が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下になったとき。
⑧　周辺視野角度（I／4視標による）の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角
度（I／2視標による）が56度以下になったとき。
⑨　両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下になったとき。

②　両耳の聴力レベルがそれぞれ90デシベル以上（注4）になったとき。

①　両上肢の機能を全廃したとき。
②　両上肢を手関節以上で欠いたとき。
③　両上肢の機能に著しい障害を残すとき。
④　両上肢の全ての指を欠いたとき。
⑤　1上肢を上腕の2分の1以上で欠いたとき。
⑥　1上肢の機能を全廃（注9）したとき。
⑦　両上肢のおや指及びひとさし指を欠いたとき。
⑧　両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したとき。
⑨　1上肢の機能に著しい障害（注10）を残すとき。
⑩　1上肢のすべての指を欠いたとき。
⑪　1上肢のすべての指の機能を全廃（注11）したとき。
①　両下肢の機能を全廃したとき。
②　両下肢を大

たい
腿の2分の1以上で欠いたとき。

③　両下肢の機能に著しい障害を残すとき。
④　両下肢を下腿の2分の1以上で欠いたとき。
⑤　両下肢をショパー関節以上で欠いたとき。
⑥　1下肢を大

たい
腿の2分の1以上で欠いたとき。

⑦　1下肢の機能を全廃（注13）したとき。

②　体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難（注16）なとき。
③　体幹の機能障害により立ち上がることが困難（注17）なとき。

①　不随意運動･失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なとき。

①　体幹の機能障害により座っていることができない（注15）とき。

④　体幹の機能障害により歩行が困難（注18）なとき。

②　不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるとき。
③　不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるとき。
①　不随意運動・失調等により歩行が不可能なとき。
②　不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるとき。
③　不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活動作に制限されるとき。
①　心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるとき。
②　心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるとき。
①　腎臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるとき。
②　腎臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるとき。
①　呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるとき。
②　呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるとき。

①　
ぼうこう
膀胱または直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるとき。

②　
ぼうこう
膀胱または直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるとき。

①　小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるとき。
②　小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるとき。

①　視力の良い方の眼の視力（注2）が0.01以下になったとき。

①　両耳の聴覚レベルがそれぞれ100デシベル以上（注3）になったとき。

100％

80％

50％

80％

50％
50％

50％

100％

80％

50％

100％

80％

50％

100％

80％

50％



（注１）「機能障害区分」および「後遺障害の状態」は、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号（第５条関係）に基
づいています。

（注２）眼の視力とは、万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のあるものについては、矯正視力について測ったものをいいます。
（注３）両耳の聴覚レベルがそれぞれ１００デシベル以上とは、両耳全

ろう
聾の状態をいいます。

（注４）両耳の聴力レベルがそれぞれ９０デシベル以上とは、耳介に接しなければ大声語を理解し得ない状態をいいます。
（注５）平衡機能に極めて著しい障害とは、四肢体幹に器質的異常がなく、他覚的に平衡機能障害を認め、閉眼にて起立不能、または開眼で直

線を歩行中１０ｍ以内に転倒もしくは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいいます。
（注６）音声機能または言語機能を喪失とは、音声を全く発することができないか、発音しても言語機能を喪失したものをいいます。
（注７）

そ
咀しゃく機能を喪失とは、

そ
咀しゃく、

えん
嚥下に関係する神経、筋疾患によるゾンデ栄養以外に方法のない

そ
咀しゃく、

えん
嚥下障害をいいます。

（注８）上肢とは、腕および手をいいます。
（注９）１上肢の機能を全廃とは、肩関節、肘関節、手関節、手指のすべての機能を全廃したものをいいます。
（注10）１上肢の機能に著しい障害とは、握る、摘む、なでる（手、指先の機能）、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱる（腕の機能）等の

機能の著しい障害をいいます。
（注11）１上肢のすべての指の機能を全廃とは、字を書いたり、箸を持つことができないことをいいます。
（注12）下肢とは、脚および足をいいます。
（注13）１下肢の機能を全廃とは、下肢の運動性と支持性をほとんど失ったものをいい、具体的には下肢全体の筋力の低下のため患肢で立位

を保持できない、または大
たい
腿骨または

けい
脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位できないものをいいます。

（注14）体幹とは、
けい
頸部、胸部、腹部または腰部を含み、その機能にはこれら各部の運動以外に体位の保持も含みます。

（注15）座っていることができないとは、腰掛け、正座、横座りまたはあぐらのいずれもできないことをいいます。
（注16）座位または起立位を保つことが困難とは、１０分以上にわたり座位または起立位を保っていることができないことをいいます。
（注17）立ち上がることが困難とは、

が
臥位または座位により起立することが自力のみでは不可能で、他人、柱、杖または器物の介護により初め

て可能になることをいいます。
（注18）歩行が困難とは、１００ｍ以上の歩行不能のものまたは片脚による起立位保持が全く不可能なことをいいます。
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豊通保険パートナーズ株式会社

12:00、13:00～18:00

ホームページ：https://jtekt-service.jp/

0120 800 950

お問い合わせはこちら▼合わ


