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時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます｡

会員各位には､当協会活動につきまして平素より格別のご支援をいただき誠にありがとうございます｡

　さて､認知症グループホームは介護保険の重要なサービスのひとつとして位置づけられ､今後量的にも急拡

大してまいりますが､当協会では会員の皆さまの認知症グループホームの運営が安定するよう賠償資力の確

保を目的とし､またその他さまざまなリスクに対応した総合的な補償制度を平成13年に発足いたしました｡

　認知症グループホーム事業者は国の運営基準においても｢賠償すべき事故が発生した場合は､損害賠償を速

やかに行わなければならない｣と義務づけられています｡

　今後､認知症グループホームが更に発展していくためにも､本制度はお役に立てるものと確信しております

ので､この機会に是非ご加入いただきますようお願い申しあげます｡

2020年2月

公益社団法人　日本認知症グループホーム協会

会長　河﨑　茂子

グループホーム等賠償事故補償制度では、第三者からのさまざまな損害賠償請求に
備えていただくことが可能です。

は じ め に

グループホームを取り巻くさまざまなリスクを幅広く補償！
さまざまなリスクに対応した補償制度を用意しておりますので、選択式でご希望にあったプラン
を選ぶことができます。

特長

1

事故のときも親身にアドバイス！
制度発足時より取り扱いをしている代理店が､事故の時も親身なアドバイスを行います｡

特長

2

公益社団法人 日本認知症グループホーム協会の
スケールメリットを適用した保険料！
※ボランティア向け災害補償制度は除きます。

特長

3

日本GH協　総合補償制度の特長

グループホーム等賠償事故補償制度では、グループホームの賠償事故はもちろん、
下記のようなケースも補償されます。この機会にぜひご検討ください。

①グループホーム等賠償事故補償制度･･･P3
グループホームの賠償事故はもちろん､その他居宅サービス（通所介護等）､居宅介護支援事業等の
損害賠償事故を補償します｡

②利用者向け傷害見舞金制度･･･P5
ホーム側の過失の有無に関係なくホームサービス利用者等が事故により傷害を被った場合の見舞金
を補償します｡

③職員向け災害補償制度･･･P6
グループホーム事業に従事される職員が業務中､通勤時にケガをした場合に補償します｡

④什
じゅう

器・備品損害補償制度･･･P7
ホーム内の什

じゅう

器・備品が火災､爆発､台風､洪水､盗難､破損等により損害を被った場合に補償します｡

⑤ボランティア向け災害補償制度･･･P7
ボランティアの方の活動中の賠償事故、傷害事故を補償します｡

⑥情報漏えい補償制度･･･P8
グループホームの個人情報漏えい等による賠償リスク・費用損害リスクを補償します。

例：施設利用者が徘徊し、
列車にはねられ、運
行遅延による費用を
鉄道会社から請求さ
れた。
（使用不能損害による
損害賠償）

グループホームを取り巻くさまざまなリスクを
幅広く補償します。

注目!!
例えば、左記のよ
うなケースも補償
されます！

業務遂行中、誤って
ホームサービス利用者を倒して
しまいケガをさせた。

提供した食事により
食中毒が発生した。

ホームサービス利用者が近隣民家を徘徊し、
家財を破損したことで、監督責任を問われた。

職員がホームサービス利用者に付き添い散歩中、
ホームサービス利用者が
歩行中の第三者をつきとばし、
ケガを負わせた。
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グループホーム等賠償事故補償制度
事故割増制度について

割増制度の概要

事故があったご加入者への適用保険料のご案内

■割増テーブル

保険金支払件数 1件

基本保険料 × 2.00

割 増 100%

2件

基本保険料 × 3.00

割 増 200%

3件以上

基本保険料 × 4.00

割 増 300%

各タイプの
1名あたり・1万円あたり

の保険料

割 増 率

2013年度より「グループホーム等賠償事故補償制度」につきましてはご加入者間の保険料負担の公平性を
保つため、以下に概要を記載した事故割増保険料を適用する運営とさせていただいております。ご確認く
ださいますようお願い致します。
※ご不明点がございましたらパンフレット記載の代理店・扱者、引受保険会社までお問合せをお願いいたします。

2019年1月1日～2019年12月31日までの間に保険金が支払われた場合、事故の件数に応じ、2020年度
募集契約の保険料に以下の割増を適用します。

上記期間に事故が発生したご加入者へは2020年度募集契約分パンフレット発送時に適用保険料を個別
にご案内いたします。

①中途加入の場合であっても、保険金支払いがあった場合は割増を適用します。
②事故があったご加入者で割増適用年度に事故が発生しなかった場合、次年度は基本保険料となります。
③保険金の支払いがあったご加入者で、未加入期間があった場合は、割増を適用します。

（2020年度）

ご確認
ください

2020年
1月 4月 12月 1月 4月 12月 1月 1月4月 12月

2022年 2024年2021年 2023年

保険期間

保険料（定員9名）

割増制度算定期間

事故

割増率

補償タイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ

グループホーム等賠償事故補償制度
＜施設所有（管理）者賠償責任保険・生産物賠償責任保険：福祉事業者総合賠償責任保険特約・使用不能損害拡張補償特約＞

～入居者、訪問者、近隣住民等、第三者からの損害賠償請求に備えて～
グループホーム・その他各種介護事業の業務遂行に起因して第三者の身体障害・財物損壊・人格権侵害等が発生し、事業者が法律
上の損害賠償責任を負った場合に､損害賠償金の他､初期対応費用・見舞金等を幅広く補償します｡

●利用者が徘徊し、列車にはねられ運行遅延による費用を鉄道会社から請求された。
●業務遂行中、誤ってホームサービス利用者を倒してしまいケガをさせた。
●提供した食事により食中毒が発生した。
●ホームサービス利用者が近隣民家を徘徊し、家財を破損したことで、監督責任を問われた。
●職員がホームサービス利用者に付き添い散歩中、ホームサービス利用者が歩行中の第三者をつきとばし、ケガを負わせた。

●支払限度額と基本保険料（注1）

補償①

補償タイプ

被害者治療費等

初期対応費用・訴訟対応費用

保険期間中総支払限度額

身体障害・財物損壊共通
経済損失（支援事業損害）（注2）

経済損失（使用不能損害）

人格権侵害

管理財物（受託物損害）

定員1名あたり＋3,000円 定員1名あたり＋3,310円

21,600
25,920
30,240
34,560
38,880

Cタイプ
（1名あたり4,320円）

1

主な事故例

支
払
限
度
額

賠
償
責
任

１事故につき
１億円（免責金額５千円）

１億円 2億円 3億円

１事故につき
2億円（免責金額５千円）

１事故につき
3億円（免責金額５千円）

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

グループホーム　1ユニット

グループホーム　定員　5名
グループホーム　定員　6名
グループホーム　定員　7名
グループホーム　定員　8名
グループホーム　定員　9名

Aタイプ 
（1名あたり3,610円）

18,050
21,660
25,270
28,880
32,490

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

定員1名あたり＋2,700円

Bタイプ
（1名あたり3,890円）

19,450
23,340
27,230
31,120
35,010

●対象となるサービス　
【地域密着型サービス】　・認知症対応型共同生活介護（共用型通所介護（定員3名）を含む）　・認知症対応型通所介護　
【地域密着型介護予防サービス】　・介護予防認知症対応型共同生活介護　・介護予防認知症対応型通所介護

●対象となるサービス　
【地域密着型サービス】　・小規模多機能型居宅介護　・複合型サービス　等
【地域密着型介護予防サービス】　・介護予防小規模多機能型居宅介護
【居宅サービス】　・訪問介護　・訪問看護　・訪問入浴介護　・通所介護　・短期入所生活介護　・福祉用具貸与　等
【介護予防サービス】 ・介護予防訪問介護　・介護予防訪問看護　・介護予防訪問入浴介護　・介護予防通所介護　
 ・介護予防短期入所生活介護　・介護予防等福祉用具貸与　等

【介護支援等サービス】　・居宅介護支援　・介護予防支援　等
【上乗せ・横だしサービス】　・配食サービス　・移送サービス　・認知症カフェ　等
　　　　　　　　　　　　※業務に

ふ ず い
付随する医療行為は補償対象外です。

（注1）グループホーム等賠償事故補償制度には「事故割増制度」がございます。詳細はP4を参照ください。
（注2）経済損失（支援事業損害）には免責金額の適用はありません。

把握可能な最近の会計年度（1年間）における売上高　　1万円につき 17.22円 18.91円 20.40円

（注）2ユニット以降保険料は同一敷地内に複数のホームを開設している場合にも適用されます。　　
（注）加入者間の公平性を保つ為、複数ユニットの定員数が異なる場合、定員数が多いユニットを1ユニット目としてください。

実際の
入居者数
では

ありません

2ユニット以降（2ユニット以降保険料がてい減されます）

グループホーム部分基本保険料

補償② 「グループホーム」以外の各種介護事業部分基本保険料

保険金のお支払い等詳細についてはP14～ P16および重要事項説明をご参照ください。

【各タイプ共通】 １事故・保険期間中100万円（免責金額５千円）

【各タイプ共通】 １名につき100万円、１事故につき1,000万円

【各タイプ共通】 １事故・保険期間中1,000万円（免責金額５千円）

【各タイプ共通】 １事故・保険期間中につき1,000万円（初期対応費用・訴訟対応費用それぞれ）

【各タイプ共通】 １名につき被害者が死亡・重度後遺障害を被った場合50万円、
 入院した場合10万円、通院した場合3万円、１事故・保険期間中につき1,000万円

注目

注目

この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度（１年間）の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払
い込んでいただきます。

1月 4月 12月 1月 4月 12月

1件

100％

32,490円

例）

64,980円 32,490円 97,470円 64,980円

0件

0％

1件

100％

2件

200％

0件

0％

※2020年度適用の保険料で記載しています。次年度以降、保険料が変更になる可能性がございますのでご注意ください。
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2013年度より「グループホーム等賠償事故補償制度」につきましてはご加入者間の保険料負担の公平性を
保つため、以下に概要を記載した事故割増保険料を適用する運営とさせていただいております。ご確認く
ださいますようお願い致します。
※ご不明点がございましたらパンフレット記載の代理店・扱者、引受保険会社までお問合せをお願いいたします。

2019年1月1日～2019年12月31日までの間に保険金が支払われた場合、事故の件数に応じ、2020年度
募集契約の保険料に以下の割増を適用します。

上記期間に事故が発生したご加入者へは2020年度募集契約分パンフレット発送時に適用保険料を個別
にご案内いたします。

①中途加入の場合であっても、保険金支払いがあった場合は割増を適用します。
②事故があったご加入者で割増適用年度に事故が発生しなかった場合、次年度は基本保険料となります。
③保険金の支払いがあったご加入者で、未加入期間があった場合は、割増を適用します。

（2020年度）

ご確認
ください

2020年
1月 4月 12月 1月 4月 12月 1月 1月4月 12月

2022年 2024年2021年 2023年

保険期間

保険料（定員9名）

割増制度算定期間

事故

割増率

補償タイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ

グループホーム等賠償事故補償制度
＜施設所有（管理）者賠償責任保険・生産物賠償責任保険：福祉事業者総合賠償責任保険特約・使用不能損害拡張補償特約＞

～入居者、訪問者、近隣住民等、第三者からの損害賠償請求に備えて～
グループホーム・その他各種介護事業の業務遂行に起因して第三者の身体障害・財物損壊・人格権侵害等が発生し、事業者が法律
上の損害賠償責任を負った場合に､損害賠償金の他､初期対応費用・見舞金等を幅広く補償します｡

●利用者が徘徊し、列車にはねられ運行遅延による費用を鉄道会社から請求された。
●業務遂行中、誤ってホームサービス利用者を倒してしまいケガをさせた。
●提供した食事により食中毒が発生した。
●ホームサービス利用者が近隣民家を徘徊し、家財を破損したことで、監督責任を問われた。
●職員がホームサービス利用者に付き添い散歩中、ホームサービス利用者が歩行中の第三者をつきとばし、ケガを負わせた。

●支払限度額と基本保険料（注1）

補償①

補償タイプ

被害者治療費等

初期対応費用・訴訟対応費用

保険期間中総支払限度額

身体障害・財物損壊共通
経済損失（支援事業損害）（注2）

経済損失（使用不能損害）

人格権侵害

管理財物（受託物損害）

定員1名あたり＋3,000円 定員1名あたり＋3,310円

21,600
25,920
30,240
34,560
38,880

Cタイプ
（1名あたり4,320円）

1

主な事故例

支
払
限
度
額

賠
償
責
任

１事故につき
１億円（免責金額５千円）

１億円 2億円 3億円

１事故につき
2億円（免責金額５千円）

１事故につき
3億円（免責金額５千円）

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

グループホーム　1ユニット

グループホーム　定員　5名
グループホーム　定員　6名
グループホーム　定員　7名
グループホーム　定員　8名
グループホーム　定員　9名

Aタイプ 
（1名あたり3,610円）

18,050
21,660
25,270
28,880
32,490

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

定員1名あたり＋2,700円

Bタイプ
（1名あたり3,890円）

19,450
23,340
27,230
31,120
35,010

●対象となるサービス　
【地域密着型サービス】　・認知症対応型共同生活介護（共用型通所介護（定員3名）を含む）　・認知症対応型通所介護　
【地域密着型介護予防サービス】　・介護予防認知症対応型共同生活介護　・介護予防認知症対応型通所介護

●対象となるサービス　
【地域密着型サービス】　・小規模多機能型居宅介護　・複合型サービス　等
【地域密着型介護予防サービス】　・介護予防小規模多機能型居宅介護
【居宅サービス】　・訪問介護　・訪問看護　・訪問入浴介護　・通所介護　・短期入所生活介護　・福祉用具貸与　等
【介護予防サービス】 ・介護予防訪問介護　・介護予防訪問看護　・介護予防訪問入浴介護　・介護予防通所介護　
 ・介護予防短期入所生活介護　・介護予防等福祉用具貸与　等

【介護支援等サービス】　・居宅介護支援　・介護予防支援　等
【上乗せ・横だしサービス】　・配食サービス　・移送サービス　・認知症カフェ　等
　　　　　　　　　　　　※業務に

ふ ず い
付随する医療行為は補償対象外です。

（注1）グループホーム等賠償事故補償制度には「事故割増制度」がございます。詳細はP4を参照ください。
（注2）経済損失（支援事業損害）には免責金額の適用はありません。

把握可能な最近の会計年度（1年間）における売上高　　1万円につき 17.22円 18.91円 20.40円

（注）2ユニット以降保険料は同一敷地内に複数のホームを開設している場合にも適用されます。　　
（注）加入者間の公平性を保つ為、複数ユニットの定員数が異なる場合、定員数が多いユニットを1ユニット目としてください。

実際の
入居者数
では

ありません

2ユニット以降（2ユニット以降保険料がてい減されます）

グループホーム部分基本保険料

補償② 「グループホーム」以外の各種介護事業部分基本保険料

保険金のお支払い等詳細についてはP14～ P16および重要事項説明をご参照ください。

【各タイプ共通】 １事故・保険期間中100万円（免責金額５千円）

【各タイプ共通】 １名につき100万円、１事故につき1,000万円

【各タイプ共通】 １事故・保険期間中1,000万円（免責金額５千円）

【各タイプ共通】 １事故・保険期間中につき1,000万円（初期対応費用・訴訟対応費用それぞれ）

【各タイプ共通】 １名につき被害者が死亡・重度後遺障害を被った場合50万円、
 入院した場合10万円、通院した場合3万円、１事故・保険期間中につき1,000万円

注目

注目

この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度（１年間）の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払
い込んでいただきます。

1月 4月 12月 1月 4月 12月

1件

100％

32,490円

例）

64,980円 32,490円 97,470円 64,980円

0件

0％

1件

100％

2件

200％

0件

0％

※2020年度適用の保険料で記載しています。次年度以降、保険料が変更になる可能性がございますのでご注意ください。
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職員向け災害補償制度ご加入に際して
保険料を算出する際の基礎となる職員数は、常勤・非常勤を含め出勤者が最も多い日の人数で計算してください。

午前中に5名の職員が働き、そのうち2名が午前中で勤務を終えた（残りの3名は午後も勤務）。
午後から午前中とは違う2名の職員が勤務した場合。

勤務シフト

勤務者

夜勤明け

Aさん

（例1）職員数 6名 として計算

保険料（ 5,380円×　　　　　人 ） ＝　　　　　 円
職員数（注）

（＊）傷害後遺障害保険金については、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%～4%をお支払いします。
●上記は職種級別Ａ（グループホーム事業従業者等）の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合せください。
●保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果上記と異なる保険金額に変更される場合があります。

この場合、傷害死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
●各施設ごと被保険者となる方の名簿の備え付けが必要です。詳しくは16ページをご参照ください。

職員向け災害補償制度
＜団体総合生活補償保険（標準型）　就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約・準記名式契約（一部付保）（同一保険金額）特約・天災危険補償特約・熱中症危険補償特約セット＞

3

～職員の福祉のために～
労働災害が起きた場合、職員および遺族への補償もグループホームの経営にとって重要な施策のひとつです。
本制度はグループホーム等事業に従事する職員が業務中、通勤途上にケガをした場合の補償です。

（注）この制度で被保険者（補償の対象者）となれる方の範囲は、グループホーム等事業に従事される職員全員です。

補償される事故

●ホームサービス利用者を介助中、転倒しケガをした。
●ホームサービス利用者と散歩中、交通事故にあいケガをした。
●自転車での通勤途上、転倒しケガをした。

●居宅サービス等のグループホーム等事業に従事する職員が業務中（通勤途上を含む）
に急激かつ偶然な外来による事故でケガを被った場合を補償します。

主な事故例

保 険 金 額

294万円

3,000円

2,000円

①入院中の手術………30,000円
②入院中以外の手術…15,000円

年払保険料（職員　1名あたり）

5,380円

●保険金額と保険料
補 償 内 容

傷害死亡・後遺障害保険金額（＊）

傷害入院保険金日額

傷害通院保険金日額

傷害手術保険金

傷
　害
（
準
記
名
式
）

早番

Bさん

日勤

Cさん・Dさん

遅番

Eさん

夜勤入り

Fさん

午前中の勤務シフト （計5名）

午後の勤務シフト

（例2）職員数 7名 として計算

A
さ
ん

B
さ
ん

C
さ
ん

D
さ
ん

E
さ
ん

（計5名）
A
さ
ん

B
さ
ん

C
さ
ん

F
さ
ん

G
さ
ん

ご注意
ください

保険金のお支払い等詳細についてはP16～P17および重要事項説明をご参照ください。

団体割引

15%
適用

天災による
災害も

補償対象で
す！

（注）常勤、非常勤を含め出勤者が最も多い日の人数で計算します。

＜顧客サービス費用保険＞
ホームサービス利用者がホーム内外において急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合の見舞金を補償します。ホーム側の責任の有
無は関係ありません。
＜レジャー・サービス施設費用保険＞
ホームサービス利用者の家族、面会人等がホーム内において急激かつ外来の事故により傷害を被った場合の見舞金を補償します。ホーム側の
責任の有無は関係ありません。

「1.グループホーム等賠償事故補償制度（P3 ～ P4）」は基本的にホームに過失（賠償責任）がある場合を補償するものです。それに
対し本制度はホームの過失の有無は関係なくホームサービス利用者、訪問者がケガをされた場合の見舞金を補償するものです。
したがって、両制度に加入されることが円滑な事故対応に結びつくと思われますので、ぜひ両制度へのご加入をおすすめします。

（注）ホームサービス利用者向け見舞金についてはホームが「ホーム利用者傷害見舞金規定」に従って補償を行う場合に保険金をお支
払いするものです。

（＊）サービス利用者の１日あたり最大受入人数にて保険料を計算ください。
     （ご申告いただいた人数より実際の受入人数が多い場合、保険金をお支払いできないことがございますので、ご注意願います。）

補償対象者と補償範囲

利用者向け傷害見舞金制度
＜顧客サービス費用保険＋レジャー・サービス施設費用保険＞

2

～グループホームの利用者のために～
サービス利用者がホーム内外において、またはグループホーム訪問者がホーム内においてケガをして、
死亡した場合・後遺障害を被った場合・入院した場合に、その程度に応じてグループホームがケガをした利用者・訪問者に対して
お支払いする見舞金を補償します。

補償される主な事故 保険期間中に以下の事故によって利用者や面会人が傷害を被った場合に、ホームからの見舞金が補償の対象となります。

●ホームサービス利用者が散歩中転んで骨折。
●ホームサービス利用者がレクリエーション中、交通事故に巻き込まれ打撲。
●ホームサービス利用者やホームサービス利用者への見舞い客がホームの火災に巻き込まれ死亡。
●ホームサービス利用者の家族がホームを訪問中、階段で転倒し打撲。
●ホームサービス利用者がホームの入り口のドアにぶつかり打撲。

主な事故例

ポイント

●補償内容と保険料
補 償 内 容
死亡見舞金
後遺障害見舞金

入院見舞金

補 償 額
70万円

2 ～ 70万円
31日以上

15 ～ 30日
5 ～ 14日
4日以下

10万円
7万円
5万円
2万円

入
院
期
間

A共同生活介護補償部分保険料　　グループホーム定員数　１名あたり4,200円

B通所介護補償部分保険料　　グループホーム受入人数（＊）　１名あたり2,000円

●ホームサービス利用者：ホーム内外を問わず補償します。
●ホーム訪問者（ホームサービス利用者の家族・面会人、見学者等）：ホーム内での事故を補償します。

（注） ホームに勤務する職員、納入業者、ボランティア等は対象となりません。

●補償対象となるサービス施設

A共同生活介護補償 ⓐ認知症対応型共同生活介護施設　ⓑ介護予防認知症対応型共同生活介護施設（短期利用共同生活介護施設を含む）

対 象 サ ー ビ ス 施 設

上記共同生活介護施設に加え、通所介護施設をお持ちの場合で、通所介護施設も補償の対象とされたい場合は必ず上記A、Bをセットでご加入く
ださい。Bに加入されない場合、ⓒ・ⓓ・ⓔのサービス利用者およびその家族・面会人は本見舞金制度の対象者とはなりませんので、ご注意ください。

A共同生活介護補償部分保険料（4,200円 ×　　　　　人 ） ＝　　　　　 円
定員数

B通所介護補償部分保険料　　（2,000円 ×　　　　　人 ） ＝　　　　　 円
受入人数

保険金のお支払い等詳細についてはP16および重要事項説明をご参照ください。

ⓒ認知症対応型通所介護施設（共用型指定認知症対応型通所介護施設）　ⓓ介護予防認知症対応型通所介護施設
ⓔ小規模多機能型居宅介護 等B通所介護補償

熱中症も

対象となりました
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職員向け災害補償制度ご加入に際して
保険料を算出する際の基礎となる職員数は、常勤・非常勤を含め出勤者が最も多い日の人数で計算してください。

午前中に5名の職員が働き、そのうち2名が午前中で勤務を終えた（残りの3名は午後も勤務）。
午後から午前中とは違う2名の職員が勤務した場合。

勤務シフト

勤務者

夜勤明け

Aさん

（例1）職員数 6名 として計算

保険料（ 5,380円×　　　　　人 ） ＝　　　　　 円
職員数（注）

（＊）傷害後遺障害保険金については、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%～4%をお支払いします。
●上記は職種級別Ａ（グループホーム事業従業者等）の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合せください。
●保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果上記と異なる保険金額に変更される場合があります。

この場合、傷害死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
●各施設ごと被保険者となる方の名簿の備え付けが必要です。詳しくは16ページをご参照ください。

職員向け災害補償制度
＜団体総合生活補償保険（標準型）　就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約・準記名式契約（一部付保）（同一保険金額）特約・天災危険補償特約・熱中症危険補償特約セット＞

3

～職員の福祉のために～
労働災害が起きた場合、職員および遺族への補償もグループホームの経営にとって重要な施策のひとつです。
本制度はグループホーム等事業に従事する職員が業務中、通勤途上にケガをした場合の補償です。

（注）この制度で被保険者（補償の対象者）となれる方の範囲は、グループホーム等事業に従事される職員全員です。

補償される事故

●ホームサービス利用者を介助中、転倒しケガをした。
●ホームサービス利用者と散歩中、交通事故にあいケガをした。
●自転車での通勤途上、転倒しケガをした。

●居宅サービス等のグループホーム等事業に従事する職員が業務中（通勤途上を含む）
に急激かつ偶然な外来による事故でケガを被った場合を補償します。

主な事故例

保 険 金 額

294万円

3,000円

2,000円

①入院中の手術………30,000円
②入院中以外の手術…15,000円

年払保険料（職員　1名あたり）

5,380円

●保険金額と保険料
補 償 内 容

傷害死亡・後遺障害保険金額（＊）

傷害入院保険金日額

傷害通院保険金日額

傷害手術保険金

傷
　害
（
準
記
名
式
）

早番

Bさん

日勤

Cさん・Dさん

遅番

Eさん

夜勤入り

Fさん

午前中の勤務シフト （計5名）

午後の勤務シフト

（例2）職員数 7名 として計算

A
さ
ん

B
さ
ん

C
さ
ん

D
さ
ん

E
さ
ん

（計5名）
A
さ
ん

B
さ
ん

C
さ
ん

F
さ
ん

G
さ
ん

ご注意
ください

保険金のお支払い等詳細についてはP16～P17および重要事項説明をご参照ください。

団体割引

15%
適用

天災による
災害も

補償対象で
す！

（注）常勤、非常勤を含め出勤者が最も多い日の人数で計算します。

＜顧客サービス費用保険＞
ホームサービス利用者がホーム内外において急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合の見舞金を補償します。ホーム側の責任の有
無は関係ありません。
＜レジャー・サービス施設費用保険＞
ホームサービス利用者の家族、面会人等がホーム内において急激かつ外来の事故により傷害を被った場合の見舞金を補償します。ホーム側の
責任の有無は関係ありません。

「1.グループホーム等賠償事故補償制度（P3 ～ P4）」は基本的にホームに過失（賠償責任）がある場合を補償するものです。それに
対し本制度はホームの過失の有無は関係なくホームサービス利用者、訪問者がケガをされた場合の見舞金を補償するものです。
したがって、両制度に加入されることが円滑な事故対応に結びつくと思われますので、ぜひ両制度へのご加入をおすすめします。

（注）ホームサービス利用者向け見舞金についてはホームが「ホーム利用者傷害見舞金規定」に従って補償を行う場合に保険金をお支
払いするものです。

（＊）サービス利用者の１日あたり最大受入人数にて保険料を計算ください。
     （ご申告いただいた人数より実際の受入人数が多い場合、保険金をお支払いできないことがございますので、ご注意願います。）

補償対象者と補償範囲

利用者向け傷害見舞金制度
＜顧客サービス費用保険＋レジャー・サービス施設費用保険＞

2

～グループホームの利用者のために～
サービス利用者がホーム内外において、またはグループホーム訪問者がホーム内においてケガをして、
死亡した場合・後遺障害を被った場合・入院した場合に、その程度に応じてグループホームがケガをした利用者・訪問者に対して
お支払いする見舞金を補償します。

補償される主な事故 保険期間中に以下の事故によって利用者や面会人が傷害を被った場合に、ホームからの見舞金が補償の対象となります。

●ホームサービス利用者が散歩中転んで骨折。
●ホームサービス利用者がレクリエーション中、交通事故に巻き込まれ打撲。
●ホームサービス利用者やホームサービス利用者への見舞い客がホームの火災に巻き込まれ死亡。
●ホームサービス利用者の家族がホームを訪問中、階段で転倒し打撲。
●ホームサービス利用者がホームの入り口のドアにぶつかり打撲。

主な事故例

ポイント

●補償内容と保険料
補 償 内 容
死亡見舞金
後遺障害見舞金

入院見舞金

補 償 額
70万円

2 ～ 70万円
31日以上

15 ～ 30日
5 ～ 14日
4日以下

10万円
7万円
5万円
2万円

入
院
期
間

A共同生活介護補償部分保険料　　グループホーム定員数　１名あたり4,200円

B通所介護補償部分保険料　　グループホーム受入人数（＊）　１名あたり2,000円

●ホームサービス利用者：ホーム内外を問わず補償します。
●ホーム訪問者（ホームサービス利用者の家族・面会人、見学者等）：ホーム内での事故を補償します。

（注） ホームに勤務する職員、納入業者、ボランティア等は対象となりません。

●補償対象となるサービス施設

A共同生活介護補償 ⓐ認知症対応型共同生活介護施設　ⓑ介護予防認知症対応型共同生活介護施設（短期利用共同生活介護施設を含む）

対 象 サ ー ビ ス 施 設

上記共同生活介護施設に加え、通所介護施設をお持ちの場合で、通所介護施設も補償の対象とされたい場合は必ず上記A、Bをセットでご加入く
ださい。Bに加入されない場合、ⓒ・ⓓ・ⓔのサービス利用者およびその家族・面会人は本見舞金制度の対象者とはなりませんので、ご注意ください。

A共同生活介護補償部分保険料（4,200円 ×　　　　　人 ） ＝　　　　　 円
定員数

B通所介護補償部分保険料　　（2,000円 ×　　　　　人 ） ＝　　　　　 円
受入人数

保険金のお支払い等詳細についてはP16および重要事項説明をご参照ください。

ⓒ認知症対応型通所介護施設（共用型指定認知症対応型通所介護施設）　ⓓ介護予防認知症対応型通所介護施設
ⓔ小規模多機能型居宅介護 等B通所介護補償

熱中症も

対象となりました
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主な事故例

補償される事故
●自動車、船舶、航空機
●商品、通貨、有価証券
●リース品

●建物の付属設備
●植物、動物
●入居者の家財　　等

（注） 本制度はホーム内の什
じゅう

器・備品を300万円を限度とし補償しております。300万円以上の補償をご希望の場合や、入居者の家財
の補償をご希望の場合は別途火災保険等が必要ですのでお気軽にご相談ください。建物を補償する場合についてもご相談ください。

●保険金額と保険料
保 険 金 額 保 険 料

1事故・保険期間通算 300万円（免責金額1万円） 24,000円

●支払限度額と保険料

●この保険の対象となるお客さま

補 償 内 容 A プ ラ ン B プ ラ ン
賠償損害

(サイバープロテクター特約)
費用損害

(プロテクト費用補償特約)

免責金額

2,000万円

1,000万円

1,000万円

500万円

な　し

●保険金額・支払限度額と保険料

～ボランティアの方々の災害に備えて～
本制度は高齢者介護の活動に取り組まれているボランティアの方々が安心して活動できるよう、不慮の事故に対する賠償リスク、
傷害リスクを補償します。

お見積りをご希望される場合は9～10
ページの見積りシートに必要事項をご記
入のうえ代理店・扱者宛にFAXをお送り
ください｡
この保険契約では､ご加入時に｢把握可能
な最近の会計年度(1年間)の実績数値｣に
基づいて算出される､あらかじめ確定した
保険料を払い込んでいただきます｡

原則として情報を取り扱うすべての事業者が対象となります。（事業者単位でご加入いただく必要があり、事業の一部のみの引
受けはできません。）ただし、次のいずれかに該当する事業者等は対象となりませんのでご注意ください。

なお、ご加入にあたっては、次の事項について記載いただいた引受保険会社所定の告知事項申告書（42ページ）をご提出いただきます。

貴社の把握可能な最近の会計年度（1年間）における売上高
■新規設立で最近の会計年度（1年間）の売上高等が把握できない場合は、事業計画書等に計画された1年間

のすべての売上高の総額を記入してください。
■保険料確定特約の規定に基づく確定保険料での引受となるため、保険料算出の基礎が確認できる資料を添付

ください。（注） 年間に活動されるボランティアの登録人数で計算ください。（活動日数は関係ありません）
 （例） 年間150日活動するボランティア3名、年間100 日活動するボランティア2名、年間50 日活動するボランティア1名の揚合
  3+2+1＝6名　保険料 ： 500円×6名＝3,000円　　●加入時に名簿提出は不要です（事故の際は名簿をご提出いだだきます。）。

ボランティア向け災害補償制度
＜ボランティア活動保険＞

5

＜賠償責任補償＞
●介護ボランティア活動中に車椅子を押している

際、あやまって、車椅子を転倒させてしまい、乗っ
ていた方にケガをさせて、賠償責任を負った。

主な事故例
＜傷害補償＞
●ボランティア活動中に交通事故でケガをした。
●ボランティア活動終了後、住居への帰宅途中

に道路で滑って転倒し、ケガをした。

補償内容
死亡・後遺障害保険金額

入院保険金日額
通院保険金日額

賠償責任支払限度額（身体、財物共通、一事故につき）

傷 

害

保険金額（免責金額なし）
1,600万円
7,500円
4,000円
2億円

保険料

ボランティア 1名あたり
500円

●業務中に利用者の介護保険証や
個人情報が記載されたメモが
入ったカバンを紛失した。

●社用車に置いていた顧客の
個人情報が入ったパソコン
が盗難に遭った。

主な事故例

対象となるボランティア活動とは
自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とし、日本国内で行われる次のいずれかに該当する活動
①所属ボランティア活動団体の会則（名称を問いません。）に則り企画、立案された活動
②ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に届け出た活動

☞活動には、活動のための学習会または会議等を含みます。
☞有償の活動（交通費等実費の費用弁償程度の支給がなされる場合を除きます。）は除きます。
☞往復途上（ボランティア活動を行う目的をもって通常の経路により住居（＊）を出発してから住居（＊）に帰着するま

での間）も補償されます。
（＊）住居以外の施設を起点とする場合または住居以外の施設に帰る場合は、その施設とします。

保険料（ 500円 × 　　　　　　　人 ） ＝　　　　　　　 円
ボランティア人数

保険金のお支払い等詳細についてはP17 ～ P18および重要事項説明をご参照ください。 保険金のお支払い等詳細についてはP19 ～ P21および重要事項説明をご参照ください。

保険金のお支払い等詳細についてはP17、重要事項説明をご参照ください。

（注）什
じゅう

器・備品の対象とならないもの

什器・備品損害補償制度
＜動産総合保険＞

じゅう

6 情報漏えい補償制度
＜専門事業者賠償責任保険（サイバープロテクター）＞

～グループホーム内の什
じゅう

器・備品の損害に備えて～
火災、爆発・破裂等の他、台風、豪雨、洪水等の水災、盗難、破損まで幅広く補償します。

～グループホームの情報漏えい等のリスクに備えて～
情報の漏えいまたはそのおそれ等により、損害賠償責任を負った場合の賠償金や費用を補償します。

ホーム（建物）内の什
じゅう

器・備品が火災、爆発・破裂、台風、豪雨、洪水、盗難、
破損等により損害を被った場合、300万円を限度（免責金額１万円）に補償します。

●ホーム内で入居者がホーム所有のオーディオ機器を落として破損。
●洪水によりベッドが破損。
●職員の不注意によりボヤを起こし事務室内什

じゅう

器・備品が焼損。

個人
情報

保険料

年間売上高
3億円

2億円

1億円

5,000万円

約11.5万円

約10.3万円

約5.1万円

約3万円

約8万円

約7.1万円

約3.6万円

約3万円

Aプラン Bプラン
〈保険料例〉
保険料は売上高＊や告知内容により異なります｡(＊新規開設の事業者様は1年間の事業計画値)

1請求・期間中

1事故・期間中

1請求・期間中

1事故・期間中

○官公庁、地方公共団体、独立行政法人
○株式公開を行っていない消費者向貸金業者
○冠婚葬祭互助会
○把握可能な最近の会計年度の売上高が5,000億円を超える事業者　　　　等

①保険料算出の基礎

現時点から起算して過去3年間において、貴社のネットワーク関連業務（※）において他人から損害賠償請求を
受けたことまたは損害賠償請求がなされるおそれの有無。
上記以外に、不正アクセス等を受けてその対応のために費用（原因調査、データ復旧等）を負担したことの有無。

（※）ネットワークの所有・使用または管理、ネットワーク上の電子情報の提供

②過去の事故について
　（新規・更改問わず）
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主な事故例

補償される事故
●自動車、船舶、航空機
●商品、通貨、有価証券
●リース品

●建物の付属設備
●植物、動物
●入居者の家財　　等

（注） 本制度はホーム内の什
じゅう

器・備品を300万円を限度とし補償しております。300万円以上の補償をご希望の場合や、入居者の家財
の補償をご希望の場合は別途火災保険等が必要ですのでお気軽にご相談ください。建物を補償する場合についてもご相談ください。

●保険金額と保険料
保 険 金 額 保 険 料

1事故・保険期間通算 300万円（免責金額1万円） 24,000円

●支払限度額と保険料

●この保険の対象となるお客さま

補 償 内 容 A プ ラ ン B プ ラ ン
賠償損害

(サイバープロテクター特約)
費用損害

(プロテクト費用補償特約)

免責金額

2,000万円

1,000万円

1,000万円

500万円

な　し

●保険金額・支払限度額と保険料

～ボランティアの方々の災害に備えて～
本制度は高齢者介護の活動に取り組まれているボランティアの方々が安心して活動できるよう、不慮の事故に対する賠償リスク、
傷害リスクを補償します。

お見積りをご希望される場合は9～10
ページの見積りシートに必要事項をご記
入のうえ代理店・扱者宛にFAXをお送り
ください｡
この保険契約では､ご加入時に｢把握可能
な最近の会計年度(1年間)の実績数値｣に
基づいて算出される､あらかじめ確定した
保険料を払い込んでいただきます｡

原則として情報を取り扱うすべての事業者が対象となります。（事業者単位でご加入いただく必要があり、事業の一部のみの引
受けはできません。）ただし、次のいずれかに該当する事業者等は対象となりませんのでご注意ください。

なお、ご加入にあたっては、次の事項について記載いただいた引受保険会社所定の告知事項申告書（42ページ）をご提出いただきます。

貴社の把握可能な最近の会計年度（1年間）における売上高
■新規設立で最近の会計年度（1年間）の売上高等が把握できない場合は、事業計画書等に計画された1年間

のすべての売上高の総額を記入してください。
■保険料確定特約の規定に基づく確定保険料での引受となるため、保険料算出の基礎が確認できる資料を添付

ください。（注） 年間に活動されるボランティアの登録人数で計算ください。（活動日数は関係ありません）
 （例） 年間150日活動するボランティア3名、年間100 日活動するボランティア2名、年間50 日活動するボランティア1名の揚合
  3+2+1＝6名　保険料 ： 500円×6名＝3,000円　　●加入時に名簿提出は不要です（事故の際は名簿をご提出いだだきます。）。

ボランティア向け災害補償制度
＜ボランティア活動保険＞

5

＜賠償責任補償＞
●介護ボランティア活動中に車椅子を押している

際、あやまって、車椅子を転倒させてしまい、乗っ
ていた方にケガをさせて、賠償責任を負った。

主な事故例
＜傷害補償＞
●ボランティア活動中に交通事故でケガをした。
●ボランティア活動終了後、住居への帰宅途中

に道路で滑って転倒し、ケガをした。

補償内容
死亡・後遺障害保険金額

入院保険金日額
通院保険金日額

賠償責任支払限度額（身体、財物共通、一事故につき）

傷 

害

保険金額（免責金額なし）
1,600万円
7,500円
4,000円
2億円

保険料

ボランティア 1名あたり
500円

●業務中に利用者の介護保険証や
個人情報が記載されたメモが
入ったカバンを紛失した。

●社用車に置いていた顧客の
個人情報が入ったパソコン
が盗難に遭った。

主な事故例

対象となるボランティア活動とは
自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とし、日本国内で行われる次のいずれかに該当する活動
①所属ボランティア活動団体の会則（名称を問いません。）に則り企画、立案された活動
②ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に届け出た活動

☞活動には、活動のための学習会または会議等を含みます。
☞有償の活動（交通費等実費の費用弁償程度の支給がなされる場合を除きます。）は除きます。
☞往復途上（ボランティア活動を行う目的をもって通常の経路により住居（＊）を出発してから住居（＊）に帰着するま

での間）も補償されます。
（＊）住居以外の施設を起点とする場合または住居以外の施設に帰る場合は、その施設とします。

保険料（ 500円 × 　　　　　　　人 ） ＝　　　　　　　 円
ボランティア人数

保険金のお支払い等詳細についてはP17 ～ P18および重要事項説明をご参照ください。 保険金のお支払い等詳細についてはP19 ～ P21および重要事項説明をご参照ください。

保険金のお支払い等詳細についてはP17、重要事項説明をご参照ください。

（注）什
じゅう

器・備品の対象とならないもの

什器・備品損害補償制度
＜動産総合保険＞

じゅう

6 情報漏えい補償制度
＜専門事業者賠償責任保険（サイバープロテクター）＞

～グループホーム内の什
じゅう

器・備品の損害に備えて～
火災、爆発・破裂等の他、台風、豪雨、洪水等の水災、盗難、破損まで幅広く補償します。

～グループホームの情報漏えい等のリスクに備えて～
情報の漏えいまたはそのおそれ等により、損害賠償責任を負った場合の賠償金や費用を補償します。

ホーム（建物）内の什
じゅう

器・備品が火災、爆発・破裂、台風、豪雨、洪水、盗難、
破損等により損害を被った場合、300万円を限度（免責金額１万円）に補償します。

●ホーム内で入居者がホーム所有のオーディオ機器を落として破損。
●洪水によりベッドが破損。
●職員の不注意によりボヤを起こし事務室内什

じゅう

器・備品が焼損。

個人
情報

保険料

年間売上高
3億円

2億円

1億円

5,000万円

約11.5万円

約10.3万円

約5.1万円

約3万円

約8万円

約7.1万円

約3.6万円

約3万円

Aプラン Bプラン
〈保険料例〉
保険料は売上高＊や告知内容により異なります｡(＊新規開設の事業者様は1年間の事業計画値)

1請求・期間中

1事故・期間中

1請求・期間中

1事故・期間中

○官公庁、地方公共団体、独立行政法人
○株式公開を行っていない消費者向貸金業者
○冠婚葬祭互助会
○把握可能な最近の会計年度の売上高が5,000億円を超える事業者　　　　等

①保険料算出の基礎

現時点から起算して過去3年間において、貴社のネットワーク関連業務（※）において他人から損害賠償請求を
受けたことまたは損害賠償請求がなされるおそれの有無。
上記以外に、不正アクセス等を受けてその対応のために費用（原因調査、データ復旧等）を負担したことの有無。

（※）ネットワークの所有・使用または管理、ネットワーク上の電子情報の提供

②過去の事故について
　（新規・更改問わず）
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【送付先】  FAX 03-6806-2155 　  【代理店・扱者】  株式会社　ヤジマ　行　　
サイバープロテクター見積りシート(FAX専用)
見積りシートに必要事項をご記入の上､ FAXをお送りください｡

会員名（法人名） 会員番号

事 業 所 名
（グループホーム名等）

担 当 者 名 TEL FAX

お見積もりを
希望されるプラン Aプラン　　・　　Bプラン　　・　　どちらも

質問
番号 ご質問事項 ご回答内容 質問

番号

A★
貴社の把握可能な最近の会計年度（1年間）における売上高
※ 新規設立で最近の会計年度（1年間）の売上高等が把握できない場合は、事業計画

書等に計画された1年間のすべての売上高の総額を記入してください。
 　　　　年　　　月期(1年間)
　　　　　　　　　　　千円 A

B★

現時点から起算して過去3年間において、貴社のネットワーク関連業務（※）において
他人から損害賠償請求を受けたことまたは損害賠償請求がなされるおそれがあります
か？
上記以外に、不正アクセス等を受けてその対応のために費用（原因調査、データ復旧等）
を負担したことがありますか？

（※）ネットワークの所有・使用または管理、ネットワーク上の電子情報の提供

Yes No B

1

セキュリティポリシー、または情報セキュリティポリシーを策定している。 Yes No

1

上記が「YES」の場合、下記もご回答ください。

セキュリティ対策を所管する部門があり、監査体制も整っている。 Yes No

セキュリティの社内教育・研修・訓練を定期的（年１回以上）に実施している。 Yes No
パート、派遣社員等を含む使用人に、情報の取扱いに関する誓約書（情報保護の義務、そし
てその義務違反時の損害賠償を定めたもの）の提出を要請している。
またはセキュリティ事故が発生した場合の、発生させた本人に対する罰則を定めた社内規定が
ある。

Yes No

2

社内ネットワーク(イントラネット)では、機密情報を区分･特定し、そのダウンロード、アク
セスは特定の権限者に制限し、暗号化などで保護している。 Yes 制限のみ

実施 No

2上記が「YES」、または「制限のみ実施」の場合、下記もご回答ください。

機密情報のダウンロード、アクセスについてログを一定期間保存している。 Yes No

3 クレジットカード（提携カードを含む）またはキャッシング機能を有するカードの発
行を行っている。 Yes No 3

4 社内ではIDカードなどの身分証明書の着用を義務づけている。 Yes
行って
いるが
不完全

No 4

5 外来者との応対は、執務場所を通過しないようにし、かつ、応対場所はゾーニング（区
分け）している。 Yes 一部実施 No 5

6 外部と接続するサーバー等には、ファイアウォールやIDSが最新の状態で導入されてい
る。 Yes

最新では
ないが
導入

No 6

7 社内と社外間のネットワークへのアクセスおよび社内ネットワークから外部へのアク
セスについて、最低3か月以上ログを保存し、定期的に分析・監視している。 Yes No 7

8 パソコン、サーバーには、ウイルス対策ソフトおよびOSのセキュリティ上の脆弱性
に対する修正プログラム（セキュリティパッチ）が最新の状態で導入されている。 Yes

最新では
ないが
導入

No 8

9 Eメールに関して、フィルタリングや暗号化を実施している。 Yes No 9

10 ネットワーク上の通信は暗号化している。 Yes 一部実施 No 10

11 ISO/IEC15408の認証が付与されたOA機器またはシステムを導入使用している。 Yes No 11

12 退職者のIDやパスワードを遅滞なく無効化・削除している。 Yes No 12

13 情報セキュリティに関して外部業者による監査を定期的に（年1回以上）実施している。 Yes No 13

14 災害や障害の発生時における業務の復旧、データのバックアップなど危機管理対策が
策定されている。 Yes No 14
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質問
番号 ご質問事項 ご回答内容 質問

番号

15

情報の取扱いの全部または一部、または情報の廃棄処理を、外部に委託または外部か
ら受託している。 Yes 時々ある No

15上記が「YES」または「時々ある」の場合、下記もご回答ください。

契約書には、「秘密保持」「再委託禁止」「損害賠償」「委託終了時の返却方法」 が規定され
ている。 Yes 一部規定 No

16 個人情報など管理すべき情報の保管場所は、施錠管理がされており、入退室は許可者
に限定され、かつ、入室者等は記録されている。 Yes 一部実施 No 16

17
情報の廃棄時には、再利用不可となるよう適切な処理を行い、その記録を保存してい
る。
外部業者へ廃棄を委託する場合は、その外部業者から報告書を保管している。

Yes No 17

18
ノートパソコンや、USBメモリ、DVD−R等の記録媒体に保存されたデータを社外
に持ち出せないようにしている。
または、これらを持ち出す際には、第三者が容易に情報を読み取ることができないよ
うデータの暗号化やパスワード設定するなどの対策を行っている。

Yes 一部実施 No 18

19
パソコン、サーバー上の情報について、USBメモリ、DVD−R等の記録媒体へのコピー
制限、プリンタへの印刷制限、またはプリンタへの印刷時に印刷者の特定ができるソ
フト等を導入している。

Yes 一部実施 No 19

20 情報セキュリティ管理を委託している特定の情報セキュリティ業者がいる。 Yes No 20

21
ウイルス情報、 不正アクセス情報、 インシデントがあった場合にIPAへの届出や
JPCERTへの情報提供、その他民間企業等が推進している情報共有の仕組みへの情報
提供を実施している。

Yes No 21

22 貴社および貴社グループ企業以外の第三者が使用することを目的としたネットワーク・EC
サイトは構築していない。 Yes No 22

23

情報セキュリティに関する事故に対する、具体的な手順フローを定め、ネット遮断等を含
めた対応につき、期限をもって責任者が判断する体制を構築している。 Yes No

23上記が「YES」の場合、下記もご回答ください。
情報セキュリティに関する事故収束後の再発防止策の策定も含めて、定期的に対応訓練や
演習を行っている。 Yes No

24 CISO（Chief Information Security Officer：最高情報セキュリティ責任者）を置
いている。 Yes No 24

25 CSIRT（Computer Security Incident Response Team）またはSOC（Security 
Operation Center）を構築している。 Yes No 25

26
社内ネットワーク上にWindows−XP等、サポートが終了しているOSを使用してい
る端末は存在しない。または存在する場合であっても、セキュリティベンダ等から提
供されるアップデート・パッチ対応を遅滞なく行っている。

Yes No 26

27
社員の私有端末の業務利用（BYOD：Bring your own device）を認めていない。
または、認めている場合であっても、顧客情報へのアクセス・保存の禁止およびその
他のセキュリティ対策を十分に実施している。

Yes No 27

28

取得している認証にチェックしてください。

28

□ TRUSTeマーク… Webサイト・携帯サイトに関する個人情報保護の認証制度。認証付与機関は日本プライバシー
認証機構。

□ プライバシーマーク制度…個人情報保護に関する認証制度。認証付与機関はJIPDEC（日本情報経済社会推進協会）

□ ISMS認証… 情報セキュリティマネジメントシステムを適切に保持しているかどうかの認証制度（JIPDECが定め
る適合性評価制度）。

□ BS7799…英国規格協会による情報セキュリティマネジメントシステムに関する規格

SECURITY ACTION　…独立行政法人情報処理推進機構が運営する情報セキュリティ対策に関する制度。

□ 一つ星ロゴマーク

□ 二つ星ロゴマーク

29

導入しているソフトウェア・システムにチェックしてください。

29

□ URL（WEB）フィルタリングソフト

□ IPS（Intrusion Prevention System）

□ WAF（Web Application Firewall）

□ C＆Cサーバーとの通信を遮断する機能を有する機器・ソフトウェア

□ パターンファイル型のウイルス検知ソフト以外に振る舞い検知を行う機器・ソフトウェア

A★〜B★の事項は､専門事業者賠償責任保険普通保険約款に規定する｢引受保険会社が保険申込書において定めた危険に関する重要な事項｣で
あり､故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は､ご契約を解除し､保険金をお支払いで
きないことがありますので､十分にご確認のうえご回答(記入)ください。

10



保険料の計算例
●グループホーム
●その他介護事業
●事業全体の総売上高
●職員数
●ボランティア

1. グループホーム等賠償事故補償制度（P3参照）
　 「Aタイプ」に加入の場合

2. 利用者向け傷害見舞金制度（P5参照）

3. 職員向け災害補償制度（P6参照）

4. 什器・備品損害補償制度（P7参照）

5. ボランティア向け災害補償制度（P7参照）

1. グループホーム部分

32,490円  ＋ 2,700円 ×  9  名

定員18名 ➡ 4,200円 ×  18  名 = 保険料 75,600円 ー②
〔「通所介護補償」をセットしない場合〕

1 事業所 ➡ 保険料 24,000円 ー④

1名あたり
5,380円 x  10  名 = 保険料 53,800円 ー③

3,610円×9名

：2ユニット　18名 （定員9名+定員9名）
：売上高1,000万円
：1億円　
：10名（出勤者が最も多い日の人数）
：年間人数　12名

17.22円 ×  1,000  万円＋ ＝ 保険料 74,010円 ー①
（1円単位を四捨五入　10 円単位）

1名あたり
500円 ×  12  名 = 保険料 6,000円 ー⑤

6. 情報漏えい補償制度（P8参照）
年間売上高1億円Aプラン = 保険料 51,410円 ー⑥

加入例

「1. グループホーム等賠償事故補償制度」をおすすめします。
保険料 ① ＝ 74,010円

「1.グループホーム等賠償事故補償制度」
　　「2. 利用者向け傷害見舞金制度」
　　「5. ボランティア向け災害補償制度」 をおすすめします。

合計保険料 ① ＋ ② ＋ ⑤ ＝ 155,610円

合計保険料 ① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥ ＝ 284,820円

「1.グループホーム等賠償事故補償制度」
　　「2. 利用者向け傷害見舞金制度」
　　「3. 職員向け災害補償制度」

2. その他介護事業部分

1ユニット分 2ユニット以降分

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
[個人情報の取扱いについて]
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADイン
シュアランス　グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の
審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保
健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲
に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、
医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。詳細は、三井住友海上ホー
ムページ（https://www.ms-ins.com）をご覧ください。

例

保険料算出方法

とりあえずホームの賠償資力だけは確保したいという場合は…Ⅰ

加入例 賠償資力だけでなく利用者、ボランティアへの見舞金と合わせて確保し、
円滑な事故対応をご希望の場合は…

Ⅱ

加入例 賠償資力、見舞金の確保に合わせ、職員の福利厚生、
ホームの什器備品の補償等、万全な補償をご希望の場合は…

Ⅲ

「4. 什器・備品損害補償制度」
「5. ボランティア向け災害補償制度」   「6. 情報漏えい補償制度」をおすすめします。

募 集 要 領

公益社団法人　日本認知症グループホーム協会　総合補償制度係
〒160－0015　東京都新宿区大京町23－3　四谷オーキッドビル8階

2020年４月１日午後４時～ 2021年４月１日午後４時　１年間

2020年3月19日（木）必着

銀行名（金融機関コード）
店　番
預金種類
店　名
口座番号

ゆうちょ銀行（ ９ ９ ０ ０ ）
０ １ ９
当　座

〇一九（ゼロイチキュウ）店
０ ４ ９ ６ ３ ７ ５

加入月日
締切日
月割係数

5/1
4/20
11/12

6/1
5/20
10/12

7/1
6/20
9/12

8/1
7/20
8/12

9/1
8/20
7/12

10/1
9/20
6/12

11/1
10/20
5/12

12/1
11/20
4/12

1/1
12/20
3/12

2/1
1/20
2/12

3/1
2/20
1/12

被保険者（補償の対象者。賠償責任保険については、保険契約により補償を受けられる方。）には、告知義務があり、
代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義
務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内
容のうち、※印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知ができな
かった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありま
す。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。

② 保険料を計算のうえ、下記の口座までお振り込みください。

③ 郵便振替用紙を使用しない振込用の店名・預金種類・口座番号（振込手数料はご加入者負担となります。）

口座番号　００１８０－４－４９６３７５
口座名義　日本認知症グループホーム協会　保険口

（注）保険料の払込方法は、ご加入と同時に現金でその全額を払い込む一時払となります。
　   詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

＜例＞ グループホーム［1ユニット定員9名］がグループホーム等賠償事故補償制度Bタイプに5月15日に申込み
 6月1日から加入の場合 ： 35,010円（年間保険料） × 10/12（月割係数） ＝ 29,180円（1円単位を四捨五入、10円単位）

保険期間

ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

加入者証の発送業務は4月末から開始いたします。
加入者証が到着するまで「加入申込票」・「保険料振込票」の控えを保管ください。

加入者証

●毎月20日までに加入申込票と保険料の入金が確認された場合、翌月の1 日からの中途加入（補償開始）
　となります（中途加入は毎月20日が締切日になります）。
●保険料は加入月によって月割で計算します。
　（注）ボランティア向け災害補償制度のみ常に年間保険料となります。

中途加入

加入方法

ご加入後、住所変更・定員変更，プラン変更，職業・職務の変更、職員数の変更等加入申込票の記載内容に変
更があった場合、あるいはこの保険と同種の危険を補償する他の保険契約（賠償責任保険・普通傷害保険・
団体総合生活補償保険・動産総合保険等）を契約した場合は代理店・扱者（株）ヤジマまで遅滞なくご連絡
ください。ご連絡がない場合、変更後に生じた損害については保険金をお支払いできないことがあります。

内容変更

2020年3月19日（木）必着  （同封の郵便振替用紙をご使用ください。）

① 別紙加入申込票に必要事項をご記入のうえ、
　 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会までご郵送ください。

（※6.情報漏えい補償制度にご加入の場合は、告知事項申告書・保険料算出の基礎の確認資料も
ご提出をお願いいたします。）
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保険料の計算例
●グループホーム
●その他介護事業
●事業全体の総売上高
●職員数
●ボランティア

1. グループホーム等賠償事故補償制度（P3参照）
　 「Aタイプ」に加入の場合

2. 利用者向け傷害見舞金制度（P5参照）

3. 職員向け災害補償制度（P6参照）

4. 什器・備品損害補償制度（P7参照）

5. ボランティア向け災害補償制度（P7参照）

1. グループホーム部分

32,490円  ＋ 2,700円 ×  9  名

定員18名 ➡ 4,200円 ×  18  名 = 保険料 75,600円 ー②
〔「通所介護補償」をセットしない場合〕

1 事業所 ➡ 保険料 24,000円 ー④

1名あたり
5,380円 x  10  名 = 保険料 53,800円 ー③

3,610円×9名

：2ユニット　18名 （定員9名+定員9名）
：売上高1,000万円
：1億円　
：10名（出勤者が最も多い日の人数）
：年間人数　12名

17.22円 ×  1,000  万円＋ ＝ 保険料 74,010円 ー①
（1円単位を四捨五入　10 円単位）

1名あたり
500円 ×  12  名 = 保険料 6,000円 ー⑤

6. 情報漏えい補償制度（P8参照）
年間売上高1億円Aプラン = 保険料 51,410円 ー⑥

加入例

「1. グループホーム等賠償事故補償制度」をおすすめします。
保険料 ① ＝ 74,010円

「1.グループホーム等賠償事故補償制度」
　　「2. 利用者向け傷害見舞金制度」
　　「5. ボランティア向け災害補償制度」 をおすすめします。

合計保険料 ① ＋ ② ＋ ⑤ ＝ 155,610円

合計保険料 ① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥ ＝ 284,820円

「1.グループホーム等賠償事故補償制度」
　　「2. 利用者向け傷害見舞金制度」
　　「3. 職員向け災害補償制度」

2. その他介護事業部分

1ユニット分 2ユニット以降分

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
[個人情報の取扱いについて]
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADイン
シュアランス　グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の
審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保
健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲
に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、
医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。詳細は、三井住友海上ホー
ムページ（https://www.ms-ins.com）をご覧ください。

例

保険料算出方法

とりあえずホームの賠償資力だけは確保したいという場合は…Ⅰ

加入例 賠償資力だけでなく利用者、ボランティアへの見舞金と合わせて確保し、
円滑な事故対応をご希望の場合は…

Ⅱ

加入例 賠償資力、見舞金の確保に合わせ、職員の福利厚生、
ホームの什器備品の補償等、万全な補償をご希望の場合は…

Ⅲ

「4. 什器・備品損害補償制度」
「5. ボランティア向け災害補償制度」   「6. 情報漏えい補償制度」をおすすめします。

募 集 要 領

公益社団法人　日本認知症グループホーム協会　総合補償制度係
〒160－0015　東京都新宿区大京町23－3　四谷オーキッドビル8階

2020年４月１日午後４時～ 2021年４月１日午後４時　１年間

2020年3月19日（木）必着

銀行名（金融機関コード）
店　番
預金種類
店　名
口座番号

ゆうちょ銀行（ ９ ９ ０ ０ ）
０ １ ９
当　座

〇一九（ゼロイチキュウ）店
０ ４ ９ ６ ３ ７ ５

加入月日
締切日
月割係数

5/1
4/20
11/12

6/1
5/20
10/12

7/1
6/20
9/12

8/1
7/20
8/12

9/1
8/20
7/12

10/1
9/20
6/12

11/1
10/20
5/12

12/1
11/20
4/12

1/1
12/20
3/12

2/1
1/20
2/12

3/1
2/20
1/12

被保険者（補償の対象者。賠償責任保険については、保険契約により補償を受けられる方。）には、告知義務があり、
代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義
務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内
容のうち、※印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知ができな
かった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありま
す。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。

② 保険料を計算のうえ、下記の口座までお振り込みください。

③ 郵便振替用紙を使用しない振込用の店名・預金種類・口座番号（振込手数料はご加入者負担となります。）

口座番号　００１８０－４－４９６３７５
口座名義　日本認知症グループホーム協会　保険口

（注）保険料の払込方法は、ご加入と同時に現金でその全額を払い込む一時払となります。
　   詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

＜例＞ グループホーム［1ユニット定員9名］がグループホーム等賠償事故補償制度Bタイプに5月15日に申込み
 6月1日から加入の場合 ： 35,010円（年間保険料） × 10/12（月割係数） ＝ 29,180円（1円単位を四捨五入、10円単位）

保険期間

ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

加入者証の発送業務は4月末から開始いたします。
加入者証が到着するまで「加入申込票」・「保険料振込票」の控えを保管ください。

加入者証

●毎月20日までに加入申込票と保険料の入金が確認された場合、翌月の1 日からの中途加入（補償開始）
　となります（中途加入は毎月20日が締切日になります）。
●保険料は加入月によって月割で計算します。
　（注）ボランティア向け災害補償制度のみ常に年間保険料となります。

中途加入

加入方法

ご加入後、住所変更・定員変更，プラン変更，職業・職務の変更、職員数の変更等加入申込票の記載内容に変
更があった場合、あるいはこの保険と同種の危険を補償する他の保険契約（賠償責任保険・普通傷害保険・
団体総合生活補償保険・動産総合保険等）を契約した場合は代理店・扱者（株）ヤジマまで遅滞なくご連絡
ください。ご連絡がない場合、変更後に生じた損害については保険金をお支払いできないことがあります。

内容変更

2020年3月19日（木）必着  （同封の郵便振替用紙をご使用ください。）

① 別紙加入申込票に必要事項をご記入のうえ、
　 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会までご郵送ください。

（※6.情報漏えい補償制度にご加入の場合は、告知事項申告書・保険料算出の基礎の確認資料も
ご提出をお願いいたします。）

12



1 グループホーム等賠償事故補償制度＜施設所有（管理）者賠償責任保険・生産物賠償責任保険：福祉事
業者総合賠償責任保険特約・使用不能損害拡張補償特約＞

保険金※をお支払いする主な場合
（1）この保険では、以下の対象事故に起因して他人の生命や身体を害したり、

他人の財物を損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取
されること）した場合に、被保険者（保険契約により補償を受けられる方。
以下同様とします。）が法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害に対して保険金をお支払いします。

●［施設損害補償］福祉事業者が所有、使用もしくは管理している各種
の施設・設備・用具等の管理の不備、または被保険者もしくはその従
業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故

●［業務遂行損害補償］福祉事業者またはその従業員等の保険対象業務
活動での不注意によって発生した偶然な事故

●［生産物損害補償］福祉事業者の占有を離れ、かつ福祉事業者が保険
対象業務として製造・販売・提供した財物により発生した偶然な事故

●［仕事の結果損害補償］福祉事業者が保険対象業務を行った結果によ
り発生した偶然な事故

（2）この保険では、以下の対象事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

●［受託物損害補償］福祉事業者が保険対象施設内で保管する他人の財
物または保険対象業務を遂行するにあたり現実に福祉事業者の管理
下にある他人の財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、
または盗取されること）

●［支援事業損害補償］居宅介護支援業務、介護予防支援業務、相談支援
業務等支援業務のミスに起因して発生した身体障害・財物損壊を伴
わない純粋経済損失

●［人格権侵害補償］偶然な事故に起因して、被保険者である福祉事業
者または福祉事業者以外の者が行った次に掲げる不当行為
(a)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀（き）損
(b)口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉

毀（き）損またはプライバシーの侵害
●[使用不能損害補償]　偶然な事故に起因して、被保険者が他人の財

物（有体物をいい、被保険者が所有、使用または管理する財物を除き
ます。）を損壊することなく使用不能にしたこと

（3）この保険では、被保険者が引受保険会社の同意・承認を得て支出した次
の費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いし
ます。

●〔被害者治療費等〕「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補
償・仕事の結果損害補償」で損害の原因と規定されている事由に起因
して事故が発生し、被害者が被った身体障害を直接の原因として、そ
の事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に、通院し、入院
し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が引
受保険会社の同意を得て負担した次のいずれかに該当する費用。

（a）被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、
その治療に要した費用

（b）被害者が重度後遺障害を被った場合において、その原因となった
身体障害の治療に要した費用

（c）被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
（d）見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通

念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有
していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政
策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わ
ず除きます。

法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象と
なりますが、損害賠償責任を負担した場合には、既にお支払いした保険
金は損害賠償金に充当されます。また、原因となった事故の発生の日か
らその日を含めて１年以内に被保険者が負担した費用に限ります。

●〔初期対応費用〕「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補償・
仕事の結果損害補償」で損害の原因となる事由に起因して事故が発
生した場合に、被保険者が緊急的な対応のために現実に支出した、次
のいずれかに該当する費用。ただし、損害の発生もしくは拡大の防止
または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決につ
いて必要かつ有益と当社が認めた費用に限ります。

（a）事故現場の保存に要する費用
（b）事故現場の取片付けに要する費用
（c）事故状況または原因を調査するために要した費用
（d）被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要し

た交通費または宿泊費
（e）通信費
（f）「生産物損害補償・仕事の結果損害補償」で対象とする事故が発生

した場合において、その損害の原因となったその生産物自体の保
存、取片付けまたは回収に要した費用

ただし、完成品（注１）または製造品・加工品（注２）の損壊が発生した場合
を除きます。

お支払いの対象となる損害

保険金をお支払いしない主な場合

※印を付した用語については、P40～P41の「※印の用語のご説明」を
ご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

（１）全補償共通
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合

において、その約定によって加重された損害賠償責任

お支払いの対象となる損害は次のとおりです。ただし、適用される普通
保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場
合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認
ください。
①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき
治療費や修理費等（損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。）
②損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要また
は有益であった費用
③権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場
合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置（他人の生命や身体を害した場合にお
ける被害者の応急手当等）に要した費用
⑤協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協
力するために要した費用
⑥争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
⑦被害者治療費等
　初期対応費用
　訴訟対応費用
前記の「被害者治療費等補償」「初期対応費用補償」「訴訟対応費用補償」
のとおりです。

（注1） 特約に別の規定がある場合を除き、上記①から④までの保険金に
ついては、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券
記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします（＊）。ただし、上
記①から⑦までの合計で加入者証記載の支払限度額（総支払限度
額）を限度とします。
上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適
用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。

なお、「損害防止費用」および「緊急措置費用」を除き、事前に引受
保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合
わせください。

 （＊）支援事業補償には免責金額は適用されません。
（注2） 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない

損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害
の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険
者が、法律上の賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して
支払われた見舞金等は、「被害者治療費等」の保険金として対象
となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。

（注1）完成品とは、生産物が成分、原材料または部品等として使用され
た（生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的とし
て製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用
されたときを含みます。）財物をいいます。

（注2）製造品・加工品とは、生産物が製造機械等または製造機械等の部
品である場合の、製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、
包装または加工された財物をいいます。

●〔訴訟対応費用〕争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国
の裁判所に訴訟が提起されたときに、被保険者が現実に支出した次
のいずれかに該当する費用。

（a）被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
（b）被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
（c）訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
（d）被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要す

る費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度
とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。

（e）意見書または鑑定書の作成にかかる費用
（f）増設したコピー機の賃借費用
ただし、通常要する費用であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟
の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。

（1）～（3）共通
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款およ
び特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および
特約でご確認ください。

③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害

に起因する損害賠償責任
⑤戦争、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、暴動、労働争議または騒擾（じょう）に起因する損害賠
償責任

⑥地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑦液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、流

出または溢（いっ）出に起因する損害賠償責任（ただし、不測かつ突発
的な事故によるものを除きます。）。

⑧原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。（ただし、
医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・ア
イソトープ〈ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物
ならびにこれらの含有物を含みません。〉の原子核反応または原子核
の崩壊による場合を除きます。）

⑨直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該
当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの
事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に
限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に
対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
(a)石綿等（アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵（じん））の人体

への摂取または吸引
(b)石綿等への曝露（ばくろ）による疾病
(c)石綿等の飛散または拡散

等
（２）施設損害補償・業務遂行損害補償
①施設の新築・修理・改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責

任
②自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損

害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除き
ます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。

③施設外における船舶または車両（自転車・身体障害者用車いす・歩行
補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。）の所
有、使用または管理に起因する損害賠償責任

④仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
⑤直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ

の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医

師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。
ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを
許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令によ
り、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。

(c)理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、
外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書
士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測
量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為

等
（３）生産物・仕事の結果損害補償
①次の財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取

されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。）に
対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財
物の他の部分の損壊に対する損害賠償責任を含みます。
◇生産物
◇仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物
（作業が加えられるべきであった場合を含みます。）

②被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置も
しくは資材に起因する損害賠償責任

③保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期
間開始後に生じた事故に基づく損害

④事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一
の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または
仕事の目的物（生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成し
ている場合には、その財物全体を含みます。）の回収措置（回収、廃棄、
検査、修理、交換またはその他の適切な措置）に要する費用（被保険者
が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと
否とを問いません。）およびそれらの回収措置に起因する損害

⑤次のいずれかに該当する場合
◇この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者

またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中
に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じてい
ることを知っていた（注）とき

◇この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者ま
たはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険
期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生
じていることを知っていた（注）とき

（注）知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
⑥事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同

一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事

の目的物について講じるべき回収措置（回収、廃棄、検査、修理、交換
またはその他の適切な措置）を、被保険者が正当な理由なく怠ったと
きの、以後発生する同一の原因に基づく損害

⑦直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ
の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医

師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。
ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを
許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令によ
り、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。

⑧保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特
定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害

等
（４）支援事業損害補償
①被保険者の犯罪行為（刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の

完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。ただし、過失
犯を除きます。）に起因する損害

②被保険者の重過失による法令違反に起因する支援事業損害
③被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら（認識していた

と判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起
因する損害

④支援事業の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、また
は免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を
有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保
険者が行った行為に起因する損害

⑤支援事業の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必
要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険
者が行った行為に起因する損害

⑥法令により定められた支援事業を行う事業者としての基準を満たし
ていない間に被保険者が行った行為に起因する損害

⑦被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履
行に起因する損害

⑧身体の障害または精神的苦痛に対する損害賠償請求に起因する損害
⑨誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する被保険者の行為による

名誉毀（き）損または人格権侵害に対する損害賠償請求に起因する損害
⑩財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取され

ること。それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。）に対す
る損害賠償請求に起因する損害

⑪この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害
賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合

（知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に
おいて、その状況の原因となる行為によってなされた損害賠償請求
に起因する損害

⑫この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされ
ていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為によってなされ
た損害賠償請求に起因する損害

等
（５）受託物損害補償
①被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の使用人が行いまた

は加担した盗取に起因する損害
②被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊（滅失、破

損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること）に起因する
損害

③航空機、自動車、船舶（部品、付属品およびこれらに積載された財物を
含みます。）または動物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失するこ
と、または盗取されること）に起因する損害

④受託物の自然の消耗または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変
色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害

⑤受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損
害

⑥受託物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然
爆発に起因する損害

⑦受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後
に発見された受託物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、
または盗取されること）に起因する損害

等
（６）人格権侵害補償
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて

被保険者以外の者によって行われた犯罪行為（過失犯を除きます。）
に起因する損害賠償責任

②直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用また
は解雇に関して、被保険者または被保険以外の者によって行われた
不当行為に起因する損害賠償責任

③最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復と
して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為
に起因する損害賠償責任

④事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者
の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因す

る損害賠償責任
⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって

行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
等

（7）使用不能損害補償
①普通保険約款第2条（保険金を支払わない場合）③に規定する「被保険

者が所有、使用または管理する財物」を使用不能にしたことによって
生じた損害賠償責任を負担することによって被る損害

②生産物特別約款第1条（保険金を支払う場合）（1）に規定する生産物
または仕事の目的物を使用不能にしたことによって生じた損害賠償
責任を負担することによって被る損害

③完成品を使用不能にしたことによって生じた損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害

④製造品・加工品を使用不能にしたことによって生じた損害賠償責任
を負担することによって被る損害

⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によっ
てなされた契約の履行遅滞に起因して発生した損害

等
（8）被害者治療費等補償
次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
①治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）の故意
②保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者（被害者を含

みます。）の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）の同居の親族また

は別居の未婚の子の行為
④被害者の心神喪失
⑤被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打

等
（1）～（8）共通
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保
険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点につ
いては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

事故が起きた場合

―事故発生時の基本的な対応―

１．事故発生直後の対応

（１）ホームサービス利用者の安全を確保し、応急処置に全力を尽くす
（２）ホームサービス利用者のご家族への連絡
（３）事故状況の記録・保全・把握
（４）事故の対応方針を決定し、迅速に対応（必要に応じて警察・マスコミなどの外部機関等

への対応も）
（５）事故当事者となった職員に対するサポート

２．代理店・扱者への事故報告

３．事故受付の流れ

（１）補償内容をご確認ください
ご加入いただいている内容により、補償範囲や免責事項、支払条件が異なります。
ご加入されている補償内容の詳細は、パンフレットに記載しておりますので、あらかじ
めご確認ください。

（２）事故については保険金支払事由に該当した日から遅滞なく（傷害保険については30日
以内に）ご連絡ください。

（３）代理店・扱者に事故の連絡をしてください
保険金請求の手続きにつきまして詳しくご案内します。

【代理店・扱者】　株式会社ヤジマ　（担当：矢嶌）
〒135-0016　東京都江東区東陽3-26-2　TEL：03-6806-3535　

FAX：03-6806-2155　e-mail：info@yajima-ag.com

グループホーム 保険会社

（株）ヤジマ
（代理店・扱者）

④事故対応担当者より連絡

⑤保険金請求手続き

③事故報告取次ぎ①事故報告
　（FAXまたはメール）

②請求方法の詳細説明（TEL）

お支払いする争訟費用の額 ＝ ⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額
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1 グループホーム等賠償事故補償制度＜施設所有（管理）者賠償責任保険・生産物賠償責任保険：福祉事
業者総合賠償責任保険特約・使用不能損害拡張補償特約＞

保険金※をお支払いする主な場合
（1）この保険では、以下の対象事故に起因して他人の生命や身体を害したり、

他人の財物を損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取
されること）した場合に、被保険者（保険契約により補償を受けられる方。
以下同様とします。）が法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害に対して保険金をお支払いします。

●［施設損害補償］福祉事業者が所有、使用もしくは管理している各種
の施設・設備・用具等の管理の不備、または被保険者もしくはその従
業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故

●［業務遂行損害補償］福祉事業者またはその従業員等の保険対象業務
活動での不注意によって発生した偶然な事故

●［生産物損害補償］福祉事業者の占有を離れ、かつ福祉事業者が保険
対象業務として製造・販売・提供した財物により発生した偶然な事故

●［仕事の結果損害補償］福祉事業者が保険対象業務を行った結果によ
り発生した偶然な事故

（2）この保険では、以下の対象事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

●［受託物損害補償］福祉事業者が保険対象施設内で保管する他人の財
物または保険対象業務を遂行するにあたり現実に福祉事業者の管理
下にある他人の財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、
または盗取されること）

●［支援事業損害補償］居宅介護支援業務、介護予防支援業務、相談支援
業務等支援業務のミスに起因して発生した身体障害・財物損壊を伴
わない純粋経済損失

●［人格権侵害補償］偶然な事故に起因して、被保険者である福祉事業
者または福祉事業者以外の者が行った次に掲げる不当行為
(a)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀（き）損
(b)口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉

毀（き）損またはプライバシーの侵害
●[使用不能損害補償]　偶然な事故に起因して、被保険者が他人の財

物（有体物をいい、被保険者が所有、使用または管理する財物を除き
ます。）を損壊することなく使用不能にしたこと

（3）この保険では、被保険者が引受保険会社の同意・承認を得て支出した次
の費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いし
ます。

●〔被害者治療費等〕「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補
償・仕事の結果損害補償」で損害の原因と規定されている事由に起因
して事故が発生し、被害者が被った身体障害を直接の原因として、そ
の事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に、通院し、入院
し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が引
受保険会社の同意を得て負担した次のいずれかに該当する費用。

（a）被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、
その治療に要した費用

（b）被害者が重度後遺障害を被った場合において、その原因となった
身体障害の治療に要した費用

（c）被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
（d）見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通

念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有
していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政
策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わ
ず除きます。

法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象と
なりますが、損害賠償責任を負担した場合には、既にお支払いした保険
金は損害賠償金に充当されます。また、原因となった事故の発生の日か
らその日を含めて１年以内に被保険者が負担した費用に限ります。

●〔初期対応費用〕「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補償・
仕事の結果損害補償」で損害の原因となる事由に起因して事故が発
生した場合に、被保険者が緊急的な対応のために現実に支出した、次
のいずれかに該当する費用。ただし、損害の発生もしくは拡大の防止
または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決につ
いて必要かつ有益と当社が認めた費用に限ります。

（a）事故現場の保存に要する費用
（b）事故現場の取片付けに要する費用
（c）事故状況または原因を調査するために要した費用
（d）被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要し

た交通費または宿泊費
（e）通信費
（f）「生産物損害補償・仕事の結果損害補償」で対象とする事故が発生

した場合において、その損害の原因となったその生産物自体の保
存、取片付けまたは回収に要した費用

ただし、完成品（注１）または製造品・加工品（注２）の損壊が発生した場合
を除きます。

お支払いの対象となる損害

保険金をお支払いしない主な場合

※印を付した用語については、P40～P41の「※印の用語のご説明」を
ご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

（１）全補償共通
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合

において、その約定によって加重された損害賠償責任

お支払いの対象となる損害は次のとおりです。ただし、適用される普通
保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場
合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認
ください。
①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき
治療費や修理費等（損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。）
②損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要また
は有益であった費用
③権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場
合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置（他人の生命や身体を害した場合にお
ける被害者の応急手当等）に要した費用
⑤協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協
力するために要した費用
⑥争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
⑦被害者治療費等
　初期対応費用
　訴訟対応費用
前記の「被害者治療費等補償」「初期対応費用補償」「訴訟対応費用補償」
のとおりです。

（注1） 特約に別の規定がある場合を除き、上記①から④までの保険金に
ついては、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券
記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします（＊）。ただし、上
記①から⑦までの合計で加入者証記載の支払限度額（総支払限度
額）を限度とします。
上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適
用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。

なお、「損害防止費用」および「緊急措置費用」を除き、事前に引受
保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合
わせください。

 （＊）支援事業補償には免責金額は適用されません。
（注2） 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない

損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害
の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険
者が、法律上の賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して
支払われた見舞金等は、「被害者治療費等」の保険金として対象
となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。

（注1）完成品とは、生産物が成分、原材料または部品等として使用され
た（生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的とし
て製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用
されたときを含みます。）財物をいいます。

（注2）製造品・加工品とは、生産物が製造機械等または製造機械等の部
品である場合の、製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、
包装または加工された財物をいいます。

●〔訴訟対応費用〕争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国
の裁判所に訴訟が提起されたときに、被保険者が現実に支出した次
のいずれかに該当する費用。

（a）被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
（b）被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
（c）訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
（d）被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要す

る費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度
とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。

（e）意見書または鑑定書の作成にかかる費用
（f）増設したコピー機の賃借費用
ただし、通常要する費用であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟
の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。

（1）～（3）共通
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款およ
び特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および
特約でご確認ください。

③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害

に起因する損害賠償責任
⑤戦争、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、暴動、労働争議または騒擾（じょう）に起因する損害賠
償責任

⑥地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑦液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、流

出または溢（いっ）出に起因する損害賠償責任（ただし、不測かつ突発
的な事故によるものを除きます。）。

⑧原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。（ただし、
医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・ア
イソトープ〈ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物
ならびにこれらの含有物を含みません。〉の原子核反応または原子核
の崩壊による場合を除きます。）

⑨直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該
当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの
事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に
限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に
対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
(a)石綿等（アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵（じん））の人体

への摂取または吸引
(b)石綿等への曝露（ばくろ）による疾病
(c)石綿等の飛散または拡散

等
（２）施設損害補償・業務遂行損害補償
①施設の新築・修理・改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責

任
②自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損

害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除き
ます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。

③施設外における船舶または車両（自転車・身体障害者用車いす・歩行
補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。）の所
有、使用または管理に起因する損害賠償責任

④仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
⑤直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ

の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医

師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。
ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを
許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令によ
り、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。

(c)理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、
外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書
士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測
量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為

等
（３）生産物・仕事の結果損害補償
①次の財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取

されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。）に
対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財
物の他の部分の損壊に対する損害賠償責任を含みます。
◇生産物
◇仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物
（作業が加えられるべきであった場合を含みます。）

②被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置も
しくは資材に起因する損害賠償責任

③保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期
間開始後に生じた事故に基づく損害

④事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一
の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または
仕事の目的物（生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成し
ている場合には、その財物全体を含みます。）の回収措置（回収、廃棄、
検査、修理、交換またはその他の適切な措置）に要する費用（被保険者
が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと
否とを問いません。）およびそれらの回収措置に起因する損害

⑤次のいずれかに該当する場合
◇この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者

またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中
に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じてい
ることを知っていた（注）とき

◇この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者ま
たはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険
期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生
じていることを知っていた（注）とき

（注）知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
⑥事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同

一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事

の目的物について講じるべき回収措置（回収、廃棄、検査、修理、交換
またはその他の適切な措置）を、被保険者が正当な理由なく怠ったと
きの、以後発生する同一の原因に基づく損害

⑦直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ
の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医

師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。
ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを
許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令によ
り、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。

⑧保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特
定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害

等
（４）支援事業損害補償
①被保険者の犯罪行為（刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の

完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。ただし、過失
犯を除きます。）に起因する損害

②被保険者の重過失による法令違反に起因する支援事業損害
③被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら（認識していた

と判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起
因する損害

④支援事業の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、また
は免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を
有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保
険者が行った行為に起因する損害

⑤支援事業の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必
要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険
者が行った行為に起因する損害

⑥法令により定められた支援事業を行う事業者としての基準を満たし
ていない間に被保険者が行った行為に起因する損害

⑦被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履
行に起因する損害

⑧身体の障害または精神的苦痛に対する損害賠償請求に起因する損害
⑨誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する被保険者の行為による

名誉毀（き）損または人格権侵害に対する損害賠償請求に起因する損害
⑩財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取され

ること。それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。）に対す
る損害賠償請求に起因する損害

⑪この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害
賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合

（知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に
おいて、その状況の原因となる行為によってなされた損害賠償請求
に起因する損害

⑫この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされ
ていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為によってなされ
た損害賠償請求に起因する損害

等
（５）受託物損害補償
①被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の使用人が行いまた

は加担した盗取に起因する損害
②被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊（滅失、破

損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること）に起因する
損害

③航空機、自動車、船舶（部品、付属品およびこれらに積載された財物を
含みます。）または動物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失するこ
と、または盗取されること）に起因する損害

④受託物の自然の消耗または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変
色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害

⑤受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損
害

⑥受託物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然
爆発に起因する損害

⑦受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後
に発見された受託物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、
または盗取されること）に起因する損害

等
（６）人格権侵害補償
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて

被保険者以外の者によって行われた犯罪行為（過失犯を除きます。）
に起因する損害賠償責任

②直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用また
は解雇に関して、被保険者または被保険以外の者によって行われた
不当行為に起因する損害賠償責任

③最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復と
して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為
に起因する損害賠償責任

④事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者
の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因す

る損害賠償責任
⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって

行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
等

（7）使用不能損害補償
①普通保険約款第2条（保険金を支払わない場合）③に規定する「被保険

者が所有、使用または管理する財物」を使用不能にしたことによって
生じた損害賠償責任を負担することによって被る損害

②生産物特別約款第1条（保険金を支払う場合）（1）に規定する生産物
または仕事の目的物を使用不能にしたことによって生じた損害賠償
責任を負担することによって被る損害

③完成品を使用不能にしたことによって生じた損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害

④製造品・加工品を使用不能にしたことによって生じた損害賠償責任
を負担することによって被る損害

⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によっ
てなされた契約の履行遅滞に起因して発生した損害

等
（8）被害者治療費等補償
次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
①治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）の故意
②保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者（被害者を含

みます。）の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）の同居の親族また

は別居の未婚の子の行為
④被害者の心神喪失
⑤被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打

等
（1）～（8）共通
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保
険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点につ
いては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

事故が起きた場合

―事故発生時の基本的な対応―

１．事故発生直後の対応

（１）ホームサービス利用者の安全を確保し、応急処置に全力を尽くす
（２）ホームサービス利用者のご家族への連絡
（３）事故状況の記録・保全・把握
（４）事故の対応方針を決定し、迅速に対応（必要に応じて警察・マスコミなどの外部機関等

への対応も）
（５）事故当事者となった職員に対するサポート

２．代理店・扱者への事故報告

３．事故受付の流れ

（１）補償内容をご確認ください
ご加入いただいている内容により、補償範囲や免責事項、支払条件が異なります。
ご加入されている補償内容の詳細は、パンフレットに記載しておりますので、あらかじ
めご確認ください。

（２）事故については保険金支払事由に該当した日から遅滞なく（傷害保険については30日
以内に）ご連絡ください。

（３）代理店・扱者に事故の連絡をしてください
保険金請求の手続きにつきまして詳しくご案内します。

【代理店・扱者】　株式会社ヤジマ　（担当：矢嶌）
〒135-0016　東京都江東区東陽3-26-2　TEL：03-6806-3535　

FAX：03-6806-2155　e-mail：info@yajima-ag.com

グループホーム 保険会社

（株）ヤジマ
（代理店・扱者）

④事故対応担当者より連絡

⑤保険金請求手続き

③事故報告取次ぎ①事故報告
　（FAXまたはメール）

②請求方法の詳細説明（TEL）

お支払いする争訟費用の額 ＝ ⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額
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（１）全補償共通
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合

において、その約定によって加重された損害賠償責任

③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害

に起因する損害賠償責任
⑤戦争、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、暴動、労働争議または騒擾（じょう）に起因する損害賠
償責任

⑥地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑦液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、流

出または溢（いっ）出に起因する損害賠償責任（ただし、不測かつ突発
的な事故によるものを除きます。）。

⑧原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。（ただし、
医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・ア
イソトープ〈ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物
ならびにこれらの含有物を含みません。〉の原子核反応または原子核
の崩壊による場合を除きます。）

⑨直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該
当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの
事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に
限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に
対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
(a)石綿等（アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵（じん））の人体

への摂取または吸引
(b)石綿等への曝露（ばくろ）による疾病
(c)石綿等の飛散または拡散

等
（２）施設損害補償・業務遂行損害補償
①施設の新築・修理・改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責

任
②自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損

害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除き
ます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。

③施設外における船舶または車両（自転車・身体障害者用車いす・歩行
補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。）の所
有、使用または管理に起因する損害賠償責任

④仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
⑤直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ

の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医

師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。
ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを
許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令によ
り、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。

(c)理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、
外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書
士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測
量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為

等
（３）生産物・仕事の結果損害補償
①次の財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取

されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。）に
対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財
物の他の部分の損壊に対する損害賠償責任を含みます。
◇生産物
◇仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物
（作業が加えられるべきであった場合を含みます。）

②被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置も
しくは資材に起因する損害賠償責任

③保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期
間開始後に生じた事故に基づく損害

④事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一
の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または
仕事の目的物（生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成し
ている場合には、その財物全体を含みます。）の回収措置（回収、廃棄、
検査、修理、交換またはその他の適切な措置）に要する費用（被保険者
が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと
否とを問いません。）およびそれらの回収措置に起因する損害

⑤次のいずれかに該当する場合
◇この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者

またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中
に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じてい
ることを知っていた（注）とき

◇この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者ま
たはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険
期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生
じていることを知っていた（注）とき

（注）知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
⑥事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同

一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事

の目的物について講じるべき回収措置（回収、廃棄、検査、修理、交換
またはその他の適切な措置）を、被保険者が正当な理由なく怠ったと
きの、以後発生する同一の原因に基づく損害

⑦直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ
の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医

師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。
ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを
許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令によ
り、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。

⑧保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特
定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害

等
（４）支援事業損害補償
①被保険者の犯罪行為（刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の

完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。ただし、過失
犯を除きます。）に起因する損害

②被保険者の重過失による法令違反に起因する支援事業損害
③被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら（認識していた

と判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起
因する損害

④支援事業の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、また
は免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を
有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保
険者が行った行為に起因する損害

⑤支援事業の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必
要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険
者が行った行為に起因する損害

⑥法令により定められた支援事業を行う事業者としての基準を満たし
ていない間に被保険者が行った行為に起因する損害

⑦被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履
行に起因する損害

⑧身体の障害または精神的苦痛に対する損害賠償請求に起因する損害
⑨誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する被保険者の行為による

名誉毀（き）損または人格権侵害に対する損害賠償請求に起因する損害
⑩財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取され

ること。それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。）に対す
る損害賠償請求に起因する損害

⑪この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害
賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合

（知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に
おいて、その状況の原因となる行為によってなされた損害賠償請求
に起因する損害

⑫この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされ
ていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為によってなされ
た損害賠償請求に起因する損害

等
（５）受託物損害補償
①被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の使用人が行いまた

は加担した盗取に起因する損害
②被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊（滅失、破

損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること）に起因する
損害

③航空機、自動車、船舶（部品、付属品およびこれらに積載された財物を
含みます。）または動物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失するこ
と、または盗取されること）に起因する損害

④受託物の自然の消耗または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変
色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害

⑤受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損
害

⑥受託物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然
爆発に起因する損害

⑦受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後
に発見された受託物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、
または盗取されること）に起因する損害

等
（６）人格権侵害補償
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて

被保険者以外の者によって行われた犯罪行為（過失犯を除きます。）
に起因する損害賠償責任

②直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用また
は解雇に関して、被保険者または被保険以外の者によって行われた
不当行為に起因する損害賠償責任

③最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復と
して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為
に起因する損害賠償責任

④事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者
の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因す

払いの対象となります。
◎「準記名式」①とは、「名簿」を備え付けることを条件として、「ご加入

時に被保険者の記名を省略し、被保険者の人数でご契約いただく方
式」です。②「準記名式（一部付保）」の場合、保険契約者と一定の関係
にある者のうち、補償する危険を時間的・場所的に限定し、その１日
あたりの最高稼働人数を被保険者数とします。

職員向け災害補償制度
＜団体総合生活補償保険（標準型）　就業中のみの傷害危険補償特約・準記名式契約
（一部付保）（同一保険金額）特約・天災危険補償特約・熱中症危険補償特約セット＞

傷害死亡保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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日以内に死亡された場合
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人（定めな
かった場合は被保険者の法定相続人）にお支払いします。

（注）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
た額をお支払いします。

傷害後遺障害保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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

保険金をお支払いする場合および保険金のお支払額

〔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） 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2） 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3）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4）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。

傷害入院保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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180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。

傷害手術保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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180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］×10
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。

傷害通院保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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、靭（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。

【特約の説明】
◎「天災危険補償特約」が自動セットされているため、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
をお支払いします。

◎熱中症危険補償特約（死亡保険金支払あり）が自動セットされている
ため、保険期間中の急激かつ外来による日射または熱射により被った
身体の障害についても、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入
院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。

◎「就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約」が自動セット
されているため、次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。

①②以外の場合
被保険者が職業または職務に従事している間（通常の通勤途上を含みま
す。）のケガ

②被保険者が企業等の役員または事業主である場合
　次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ
　ア． 企業等の役員または事業主としての職務に従事している間（通常

の通勤途上を含みます。）で、かつ、次のいずれかに該当する間
・企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中（被保険者

の休暇中を除きます。）
・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施

設との間を合理的な経路および方法により往復する間
・取引先との契約、会議（会食を主な目的とするものを除きます。）

等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居
または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間

　イ． 被保険者に対し労災保険法等（＊）による給付が決定されるケガが
発生した場合の職務従事中および通勤中

（＊）日本国の労働災害補償法令をいいます。
◎柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数の認定に

あたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、
お支払いします。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療
類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支

利用者向け傷害見舞金制度
＜顧客サービス費用保険＋レジャー・サービス施設費用保険＞

お支払いする保険金

保険金をお支払いしない主な場合
●故意、自殺行為、犯罪行為、または闘争行為による事故
●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）、または腰痛でいずれも給付対

象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※

●脳疾患、疾病または心神喪失による事故
●地震、戦争、暴動などによる事故
●入院にいたらない傷害事故
●被保険者※が損害賠償金として負担した被災者対応費用 　　　　   等

る損害賠償責任
⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって

行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
等

（7）使用不能損害補償
①普通保険約款第2条（保険金を支払わない場合）③に規定する「被保険

者が所有、使用または管理する財物」を使用不能にしたことによって
生じた損害賠償責任を負担することによって被る損害

②生産物特別約款第1条（保険金を支払う場合）（1）に規定する生産物
または仕事の目的物を使用不能にしたことによって生じた損害賠償
責任を負担することによって被る損害

③完成品を使用不能にしたことによって生じた損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害

④製造品・加工品を使用不能にしたことによって生じた損害賠償責任
を負担することによって被る損害

⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によっ
てなされた契約の履行遅滞に起因して発生した損害

等
（8）被害者治療費等補償
次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
①治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）の故意
②保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者（被害者を含

みます。）の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）の同居の親族また

は別居の未婚の子の行為
④被害者の心神喪失
⑤被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打

等
（1）～（8）共通
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保
険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点につ
いては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

以下の見舞金を負担された場合。
死亡見舞金
利用者または訪問者が事故の日から180日以内にケガ※により死亡さ
れた場合に支払う見舞金につき、70万円を上限に補償します。
後遺障害見舞金
利用者または訪問者が事故の日から180日以内にケガにより後遺障害※
が生じた場合に支払う見舞金につき、程度に応じて2 ～ 70万円を上限
に補償します。
入院見舞金
利用者または訪問者がケガの治療※を目的として入院※したときに支
払う見舞金につき、入院日数に応じて2 ～ 10万円を上限に補償します。
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（１）全補償共通
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合

において、その約定によって加重された損害賠償責任

③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害

に起因する損害賠償責任
⑤戦争、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、暴動、労働争議または騒擾（じょう）に起因する損害賠
償責任

⑥地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑦液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、流

出または溢（いっ）出に起因する損害賠償責任（ただし、不測かつ突発
的な事故によるものを除きます。）。

⑧原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。（ただし、
医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・ア
イソトープ〈ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物
ならびにこれらの含有物を含みません。〉の原子核反応または原子核
の崩壊による場合を除きます。）

⑨直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該
当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの
事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に
限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に
対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
(a)石綿等（アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵（じん））の人体

への摂取または吸引
(b)石綿等への曝露（ばくろ）による疾病
(c)石綿等の飛散または拡散

等
（２）施設損害補償・業務遂行損害補償
①施設の新築・修理・改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責

任
②自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損

害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除き
ます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。

③施設外における船舶または車両（自転車・身体障害者用車いす・歩行
補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。）の所
有、使用または管理に起因する損害賠償責任

④仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
⑤直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ

の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医

師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。
ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを
許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令によ
り、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。

(c)理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、
外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書
士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測
量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為

等
（３）生産物・仕事の結果損害補償
①次の財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取

されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。）に
対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財
物の他の部分の損壊に対する損害賠償責任を含みます。
◇生産物
◇仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物
（作業が加えられるべきであった場合を含みます。）

②被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置も
しくは資材に起因する損害賠償責任

③保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期
間開始後に生じた事故に基づく損害

④事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一
の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または
仕事の目的物（生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成し
ている場合には、その財物全体を含みます。）の回収措置（回収、廃棄、
検査、修理、交換またはその他の適切な措置）に要する費用（被保険者
が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと
否とを問いません。）およびそれらの回収措置に起因する損害

⑤次のいずれかに該当する場合
◇この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者

またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中
に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じてい
ることを知っていた（注）とき

◇この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者ま
たはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険
期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生
じていることを知っていた（注）とき

（注）知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
⑥事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同

一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事

の目的物について講じるべき回収措置（回収、廃棄、検査、修理、交換
またはその他の適切な措置）を、被保険者が正当な理由なく怠ったと
きの、以後発生する同一の原因に基づく損害

⑦直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ
の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医

師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。
ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを
許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令によ
り、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。

⑧保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特
定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害

等
（４）支援事業損害補償
①被保険者の犯罪行為（刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の

完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。ただし、過失
犯を除きます。）に起因する損害

②被保険者の重過失による法令違反に起因する支援事業損害
③被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら（認識していた

と判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起
因する損害

④支援事業の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、また
は免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を
有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保
険者が行った行為に起因する損害

⑤支援事業の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必
要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険
者が行った行為に起因する損害

⑥法令により定められた支援事業を行う事業者としての基準を満たし
ていない間に被保険者が行った行為に起因する損害

⑦被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履
行に起因する損害

⑧身体の障害または精神的苦痛に対する損害賠償請求に起因する損害
⑨誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する被保険者の行為による

名誉毀（き）損または人格権侵害に対する損害賠償請求に起因する損害
⑩財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取され

ること。それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。）に対す
る損害賠償請求に起因する損害

⑪この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害
賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合

（知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に
おいて、その状況の原因となる行為によってなされた損害賠償請求
に起因する損害

⑫この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされ
ていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為によってなされ
た損害賠償請求に起因する損害

等
（５）受託物損害補償
①被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の使用人が行いまた

は加担した盗取に起因する損害
②被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊（滅失、破

損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること）に起因する
損害

③航空機、自動車、船舶（部品、付属品およびこれらに積載された財物を
含みます。）または動物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失するこ
と、または盗取されること）に起因する損害

④受託物の自然の消耗または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変
色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害

⑤受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損
害

⑥受託物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然
爆発に起因する損害

⑦受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後
に発見された受託物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、
または盗取されること）に起因する損害

等
（６）人格権侵害補償
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて

被保険者以外の者によって行われた犯罪行為（過失犯を除きます。）
に起因する損害賠償責任

②直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用また
は解雇に関して、被保険者または被保険以外の者によって行われた
不当行為に起因する損害賠償責任

③最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復と
して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為
に起因する損害賠償責任

④事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者
の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因す

払いの対象となります。
◎「準記名式」①とは、「名簿」を備え付けることを条件として、「ご加入

時に被保険者の記名を省略し、被保険者の人数でご契約いただく方
式」です。②「準記名式（一部付保）」の場合、保険契約者と一定の関係
にある者のうち、補償する危険を時間的・場所的に限定し、その１日
あたりの最高稼働人数を被保険者数とします。

職員向け災害補償制度
＜団体総合生活補償保険（標準型）　就業中のみの傷害危険補償特約・準記名式契約
（一部付保）（同一保険金額）特約・天災危険補償特約・熱中症危険補償特約セット＞

傷害死亡保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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日以内に死亡された場合
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人（定めな
かった場合は被保険者の法定相続人）にお支払いします。

（注）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
た額をお支払いします。

傷害後遺障害保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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

保険金をお支払いする場合および保険金のお支払額

〔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） 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2） 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3）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4）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。

傷害入院保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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180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。

傷害手術保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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180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］×10
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。

傷害通院保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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、靭（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。

【特約の説明】
◎「天災危険補償特約」が自動セットされているため、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
をお支払いします。

◎熱中症危険補償特約（死亡保険金支払あり）が自動セットされている
ため、保険期間中の急激かつ外来による日射または熱射により被った
身体の障害についても、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入
院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。

◎「就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約」が自動セット
されているため、次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。

①②以外の場合
被保険者が職業または職務に従事している間（通常の通勤途上を含みま
す。）のケガ

②被保険者が企業等の役員または事業主である場合
　次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ
　ア． 企業等の役員または事業主としての職務に従事している間（通常

の通勤途上を含みます。）で、かつ、次のいずれかに該当する間
・企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中（被保険者

の休暇中を除きます。）
・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施

設との間を合理的な経路および方法により往復する間
・取引先との契約、会議（会食を主な目的とするものを除きます。）

等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居
または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間

　イ． 被保険者に対し労災保険法等（＊）による給付が決定されるケガが
発生した場合の職務従事中および通勤中

（＊）日本国の労働災害補償法令をいいます。
◎柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数の認定に

あたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、
お支払いします。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療
類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支

利用者向け傷害見舞金制度
＜顧客サービス費用保険＋レジャー・サービス施設費用保険＞

お支払いする保険金

保険金をお支払いしない主な場合
●故意、自殺行為、犯罪行為、または闘争行為による事故
●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）、または腰痛でいずれも給付対

象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※

●脳疾患、疾病または心神喪失による事故
●地震、戦争、暴動などによる事故
●入院にいたらない傷害事故
●被保険者※が損害賠償金として負担した被災者対応費用 　　　　   等

る損害賠償責任
⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって

行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
等

（7）使用不能損害補償
①普通保険約款第2条（保険金を支払わない場合）③に規定する「被保険

者が所有、使用または管理する財物」を使用不能にしたことによって
生じた損害賠償責任を負担することによって被る損害

②生産物特別約款第1条（保険金を支払う場合）（1）に規定する生産物
または仕事の目的物を使用不能にしたことによって生じた損害賠償
責任を負担することによって被る損害

③完成品を使用不能にしたことによって生じた損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害

④製造品・加工品を使用不能にしたことによって生じた損害賠償責任
を負担することによって被る損害

⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によっ
てなされた契約の履行遅滞に起因して発生した損害

等
（8）被害者治療費等補償
次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
①治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）の故意
②保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者（被害者を含

みます。）の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）の同居の親族また

は別居の未婚の子の行為
④被害者の心神喪失
⑤被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打

等
（1）～（8）共通
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保
険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点につ
いては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

以下の見舞金を負担された場合。
死亡見舞金
利用者または訪問者が事故の日から180日以内にケガ※により死亡さ
れた場合に支払う見舞金につき、70万円を上限に補償します。
後遺障害見舞金
利用者または訪問者が事故の日から180日以内にケガにより後遺障害※
が生じた場合に支払う見舞金につき、程度に応じて2 ～ 70万円を上限
に補償します。
入院見舞金
利用者または訪問者がケガの治療※を目的として入院※したときに支
払う見舞金につき、入院日数に応じて2 ～ 10万円を上限に補償します。
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○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
○乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
○下記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ

など
（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

払いの対象となります。
◎「準記名式」①とは、「名簿」を備え付けることを条件として、「ご加入

時に被保険者の記名を省略し、被保険者の人数でご契約いただく方
式」です。②「準記名式（一部付保）」の場合、保険契約者と一定の関係
にある者のうち、補償する危険を時間的・場所的に限定し、その１日
あたりの最高稼働人数を被保険者数とします。

傷害死亡保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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日以内に死亡された場合
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人（定めな
かった場合は被保険者の法定相続人）にお支払いします。

（注）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
た額をお支払いします。

傷害後遺障害保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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） 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2） 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3）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4）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。

傷害入院保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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180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。

傷害手術保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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180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］×10
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。

傷害通院保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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、靭（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。

【特約の説明】
◎「天災危険補償特約」が自動セットされているため、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
をお支払いします。

◎熱中症危険補償特約（死亡保険金支払あり）が自動セットされている
ため、保険期間中の急激かつ外来による日射または熱射により被った
身体の障害についても、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入
院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。

◎「就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約」が自動セット
されているため、次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。

①②以外の場合
被保険者が職業または職務に従事している間（通常の通勤途上を含みま
す。）のケガ

②被保険者が企業等の役員または事業主である場合
　次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ
　ア． 企業等の役員または事業主としての職務に従事している間（通常

の通勤途上を含みます。）で、かつ、次のいずれかに該当する間
・企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中（被保険者

の休暇中を除きます。）
・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施

設との間を合理的な経路および方法により往復する間
・取引先との契約、会議（会食を主な目的とするものを除きます。）

等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居
または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間

　イ． 被保険者に対し労災保険法等（＊）による給付が決定されるケガが
発生した場合の職務従事中および通勤中

（＊）日本国の労働災害補償法令をいいます。
◎柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数の認定に

あたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、
お支払いします。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療
類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支

②後遺障害保険金
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生じた場合、後遺障害の程度に応じて
死亡・後遺障害保険金額の１００％～４％をお支払いします。

（注1） 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、後遺障害保険金をお支払いします。

（注2） 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、後遺障害保険金をお支払いし
ます。

（注3） 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4） 既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、死亡・後遺障
害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引
いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いす
る後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

③入院保険金
保険期間中の事故によるケガのため、入院された場合、[入院保険金日
額]×[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日を経過した後の入
院に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする入
院の日数は１８０日が限度となります。

（注2） 入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「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、入院保険
金を重ねてはお支払いしません。

④手術保険金
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１８０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…［入院保険金日額］×１０
②①以外の手術の場合…［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。

⑤通院保険金
保険期間中の事故によるケガのため、通院された場合、[通院保険金日
額]×[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
院に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする通
院の日数は９０日が限度となります。

（注2） 入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険
金をお支払いしません。

（注3） 通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「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、通院保険
金を重ねてはお支払いしません。

※「ケガ」の定義については、「用語のご説明」（40ページ）の該当欄をご
参照ください。

※「手術」の定義については、「用語のご説明」（41ページ）の該当欄をご
参照ください。

※通院されない場合で、骨折、脱臼、靭（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、その日数について通院したものとみなします。

※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定に
あたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、
お支払いします。また、鍼（はり）・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類
似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた
施術のみ、お支払いの対象となります。

○被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合にお
いて、その約定によって加重された損害賠償責任

○提供物の瑕疵（かし）による提供物自体の損壊に対する賠償責任　　等
＜傷害補償＞
○保険契約者、被保険者または傷害保険金を受け取るべき者の故意ま

たは重大な過失によるケガ
○自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
○自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転または麻

薬等を使用しての運転中のケガ（酒気帯び運転とは、道路交通法第
65条（酒気帯び運転の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自
動車または原動機付自転車を運転することをいいます。）

○脳疾患、疾病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
○外科的手術その他の医療措置によるケガ。ただし、外科的手術その他

の医療措置によって生じた傷害が、引受保険会社が補償すべき傷害
の治療によるものである場合には、お支払いの対象となります。

○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
よって生じた場合には、保険金をお支払いします。）

○原因がいかなる場合でも、誤嚥（えん）によって生じた肺炎
○戦争、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

に類似の事変または暴動によるケガ
○地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ
○核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その

他の有害な特性またはこれらの特性によるケガ
○山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの運動を

行っている間に生じたケガ
○乗用具によるレース中（レースに準じるものおよび練習中を含みま

す。）のケガ
○次のいずれかに該当するボランティア活動をしている間のケガ
・海難救助ボランティア活動　・山岳救助ボランティア活動
・野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア活動
・チェーンソーを使用する森林ボランティア活動
・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動

○職業または職務に従事している間のケガ　　　　　　　　　　　   等
〈共通〉
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保
険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代
理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

＜賠償責任補償＞
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波
○戦争、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

に類似の事変または暴動に起因する損害賠償責任
○核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他

の有害な特性またはこれらの特性による事故に起因する損害賠償責任
○被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
○被保険者の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
○航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠

償責任
○被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売

または提供した提供物に起因する損害賠償責任
○提供物またはボランティア活動の結果が、初期の効能、性能を発揮で

きなかったことに起因する損害賠償責任。ただし、提供物の本来意図
しなかった悪影響によって発生した事故に起因する損害賠償責任は
お支払いの対象となります。

○被保険者の職業上の業務の遂行に直接起因する損害賠償責任
○被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者による次

のいずれかに該当する業務の遂行に起因する損害賠償責任

保険金をお支払いしない主な場合

補償対象外となる運動等
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。
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お支払いする保険金等

お支払いの対象とならない主な場合
●地震・津波、戦争、内乱、原子力事故
●自然消耗、かび、さび、変質、変色、虫食い、欠陥
●置き忘れ、紛失、万引き
●詐欺、横領
●外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的、機械的事故
●修理、清掃等の作業上の過失　　　　　　　　　　等

<賠償責任補償>
①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき
治療費や修理費等（損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。）
②損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要また
は有益であった費用
③権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場
合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置（他人の生命や身体を害した場合にお
ける被害者の応急手当等）に要した費用
⑤協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協
力するために要した費用
⑥争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した
損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。
ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。
上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用は
ありません。ただし、⑥については①から④までの各損害の合計額が支
払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。

お支払いの対象となる損害・お支払いする保険金

お支払いする争訟費用の額 ＝ ⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①から④までの各損害の合計額

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険
会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、
適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過
失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がな
いにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお
支払いの対象とはなりません。
<傷害補償>
①死亡保険金
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日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額（注）

をお支払いします。
（注）既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保

険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残
額となります。

什
じゅう

器・備品損害補償制度
＜動産総合保険＞

保険期間中に発生した以下の事故が補償の対象となります。
<賠償責任補償>
●被保険者（保険契約により補償を受けられる方）が日本国内において

次のいずれかに該当する偶然な事故によって他人の生命や身体を害
したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害（損害賠償
金や争訟費用等）に対して保険金をお支払いします。

（a）ボランティア活動中※に発生した事故
（b）ボランティア活動※に伴って提供した財物に起因する事故
（c）ボランティア活動の結果に起因する事故
（d）ボランティア活動に伴って占有、使用または管理する保管物の損

壊、紛失または盗取
なお、（d）については、保管物について正当な権利を有する者に対す
る法律上の損害賠償責任のみが対象となります。
<傷害補償>
●日本国内において、被保険者がボランティア活動中に被った急激か

つ偶然な外来の事故によるケガに対し、死亡保険金、後遺障害保険金、
入院保険金、手術保険金および通院保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款および特約に
よって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

保険金をお支払いしない主な場合

5 ボランティア※向け災害補償制度
＜ボランティア活動保険＞

保険金をお支払いする主な場合

・人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、救急救命
処置または死体の検案

・医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示
・あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学

療法士または作業療法士などの資格を有する職業人がその資格に
基づいて行う施術

【特約の説明】
◎「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされて

いるため、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。

●300万円を限度に再調達価額（同等の什（じゅう）器・備品の再取得費
相当額）を基準に損害保険金をお支払いします。

●免責金額は1万円です。
●損害保険金の30%に相当する額を300万円を限度に臨時費用保険金とし

てお支払いします。
●損害保険金の10%を限度に残存物取片づけ費用をお支払いします。
●火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた結果、復旧にあたり、引受保

険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用（代替物の賃借費用
等。ただし、居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。）がある
場合、１回の事故につき１敷地内ごとに保険金額※の３０％または
1,000万円のいずれか低い額を限度に修理付帯費用保険金をお支払い
します。

●事故が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために支出し
た必要または有益な費用がある場合、損害保険金とあわせて保険金
額を限度に損害防止費用をお支払いします。

●引受保険会社が取得する権利（注）の保全および行使に必要な手続のた
めに支出した費用がある場合、権利保全行使費用をお支払いします。

（注） 損害が生じたことにより被保険者が取得した損害賠償請求権そ
の他の債権をいいます。
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○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
○乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
○下記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ

など
（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

払いの対象となります。
◎「準記名式」①とは、「名簿」を備え付けることを条件として、「ご加入

時に被保険者の記名を省略し、被保険者の人数でご契約いただく方
式」です。②「準記名式（一部付保）」の場合、保険契約者と一定の関係
にある者のうち、補償する危険を時間的・場所的に限定し、その１日
あたりの最高稼働人数を被保険者数とします。

傷害死亡保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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日以内に死亡された場合
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人（定めな
かった場合は被保険者の法定相続人）にお支払いします。

（注）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
た額をお支払いします。

傷害後遺障害保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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） 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2） 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3）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4）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。

傷害入院保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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180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。

傷害手術保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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180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］×10
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。

傷害通院保険金（傷害保険金）・・・★傷害補償（標準型）特約
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、靭（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。

【特約の説明】
◎「天災危険補償特約」が自動セットされているため、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
をお支払いします。

◎熱中症危険補償特約（死亡保険金支払あり）が自動セットされている
ため、保険期間中の急激かつ外来による日射または熱射により被った
身体の障害についても、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入
院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。

◎「就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約」が自動セット
されているため、次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。

①②以外の場合
被保険者が職業または職務に従事している間（通常の通勤途上を含みま
す。）のケガ

②被保険者が企業等の役員または事業主である場合
　次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ
　ア． 企業等の役員または事業主としての職務に従事している間（通常

の通勤途上を含みます。）で、かつ、次のいずれかに該当する間
・企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中（被保険者

の休暇中を除きます。）
・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施

設との間を合理的な経路および方法により往復する間
・取引先との契約、会議（会食を主な目的とするものを除きます。）

等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居
または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間

　イ． 被保険者に対し労災保険法等（＊）による給付が決定されるケガが
発生した場合の職務従事中および通勤中

（＊）日本国の労働災害補償法令をいいます。
◎柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数の認定に

あたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、
お支払いします。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療
類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支

②後遺障害保険金
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生じた場合、後遺障害の程度に応じて
死亡・後遺障害保険金額の１００％～４％をお支払いします。

（注1） 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、後遺障害保険金をお支払いします。

（注2） 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、後遺障害保険金をお支払いし
ます。

（注3） 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4） 既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、死亡・後遺障
害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引
いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いす
る後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

③入院保険金
保険期間中の事故によるケガのため、入院された場合、[入院保険金日
額]×[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日を経過した後の入
院に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする入
院の日数は１８０日が限度となります。

（注2） 入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「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、入院保険
金を重ねてはお支払いしません。

④手術保険金
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１８０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…［入院保険金日額］×１０
②①以外の手術の場合…［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。

⑤通院保険金
保険期間中の事故によるケガのため、通院された場合、[通院保険金日
額]×[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
院に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする通
院の日数は９０日が限度となります。

（注2） 入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険
金をお支払いしません。

（注3） 通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「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、通院保険
金を重ねてはお支払いしません。

※「ケガ」の定義については、「用語のご説明」（40ページ）の該当欄をご
参照ください。

※「手術」の定義については、「用語のご説明」（41ページ）の該当欄をご
参照ください。

※通院されない場合で、骨折、脱臼、靭（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、その日数について通院したものとみなします。

※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定に
あたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、
お支払いします。また、鍼（はり）・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類
似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた
施術のみ、お支払いの対象となります。

○被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合にお
いて、その約定によって加重された損害賠償責任

○提供物の瑕疵（かし）による提供物自体の損壊に対する賠償責任　　等
＜傷害補償＞
○保険契約者、被保険者または傷害保険金を受け取るべき者の故意ま

たは重大な過失によるケガ
○自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
○自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転または麻

薬等を使用しての運転中のケガ（酒気帯び運転とは、道路交通法第
65条（酒気帯び運転の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自
動車または原動機付自転車を運転することをいいます。）

○脳疾患、疾病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
○外科的手術その他の医療措置によるケガ。ただし、外科的手術その他

の医療措置によって生じた傷害が、引受保険会社が補償すべき傷害
の治療によるものである場合には、お支払いの対象となります。

○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
よって生じた場合には、保険金をお支払いします。）

○原因がいかなる場合でも、誤嚥（えん）によって生じた肺炎
○戦争、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

に類似の事変または暴動によるケガ
○地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ
○核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その

他の有害な特性またはこれらの特性によるケガ
○山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの運動を

行っている間に生じたケガ
○乗用具によるレース中（レースに準じるものおよび練習中を含みま

す。）のケガ
○次のいずれかに該当するボランティア活動をしている間のケガ
・海難救助ボランティア活動　・山岳救助ボランティア活動
・野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア活動
・チェーンソーを使用する森林ボランティア活動
・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動

○職業または職務に従事している間のケガ　　　　　　　　　　　   等
〈共通〉
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保
険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代
理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

＜賠償責任補償＞
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波
○戦争、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

に類似の事変または暴動に起因する損害賠償責任
○核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他

の有害な特性またはこれらの特性による事故に起因する損害賠償責任
○被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
○被保険者の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
○航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠

償責任
○被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売

または提供した提供物に起因する損害賠償責任
○提供物またはボランティア活動の結果が、初期の効能、性能を発揮で

きなかったことに起因する損害賠償責任。ただし、提供物の本来意図
しなかった悪影響によって発生した事故に起因する損害賠償責任は
お支払いの対象となります。

○被保険者の職業上の業務の遂行に直接起因する損害賠償責任
○被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者による次

のいずれかに該当する業務の遂行に起因する損害賠償責任

保険金をお支払いしない主な場合

補償対象外となる運動等
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。

4

お支払いする保険金等

お支払いの対象とならない主な場合
●地震・津波、戦争、内乱、原子力事故
●自然消耗、かび、さび、変質、変色、虫食い、欠陥
●置き忘れ、紛失、万引き
●詐欺、横領
●外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的、機械的事故
●修理、清掃等の作業上の過失　　　　　　　　　　等

<賠償責任補償>
①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき
治療費や修理費等（損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。）
②損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要また
は有益であった費用
③権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場
合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置（他人の生命や身体を害した場合にお
ける被害者の応急手当等）に要した費用
⑤協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協
力するために要した費用
⑥争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した
損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。
ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。
上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用は
ありません。ただし、⑥については①から④までの各損害の合計額が支
払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。

お支払いの対象となる損害・お支払いする保険金

お支払いする争訟費用の額 ＝ ⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①から④までの各損害の合計額

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険
会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、
適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過
失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がな
いにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお
支払いの対象とはなりません。
<傷害補償>
①死亡保険金
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日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額（注）

をお支払いします。
（注）既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保

険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残
額となります。

什
じゅう

器・備品損害補償制度
＜動産総合保険＞

保険期間中に発生した以下の事故が補償の対象となります。
<賠償責任補償>
●被保険者（保険契約により補償を受けられる方）が日本国内において

次のいずれかに該当する偶然な事故によって他人の生命や身体を害
したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害（損害賠償
金や争訟費用等）に対して保険金をお支払いします。

（a）ボランティア活動中※に発生した事故
（b）ボランティア活動※に伴って提供した財物に起因する事故
（c）ボランティア活動の結果に起因する事故
（d）ボランティア活動に伴って占有、使用または管理する保管物の損

壊、紛失または盗取
なお、（d）については、保管物について正当な権利を有する者に対す
る法律上の損害賠償責任のみが対象となります。
<傷害補償>
●日本国内において、被保険者がボランティア活動中に被った急激か

つ偶然な外来の事故によるケガに対し、死亡保険金、後遺障害保険金、
入院保険金、手術保険金および通院保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款および特約に
よって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

保険金をお支払いしない主な場合

5 ボランティア※向け災害補償制度
＜ボランティア活動保険＞

保険金をお支払いする主な場合

・人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、救急救命
処置または死体の検案

・医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示
・あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学

療法士または作業療法士などの資格を有する職業人がその資格に
基づいて行う施術

【特約の説明】
◎「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされて

いるため、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。

●300万円を限度に再調達価額（同等の什（じゅう）器・備品の再取得費
相当額）を基準に損害保険金をお支払いします。

●免責金額は1万円です。
●損害保険金の30%に相当する額を300万円を限度に臨時費用保険金とし

てお支払いします。
●損害保険金の10%を限度に残存物取片づけ費用をお支払いします。
●火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた結果、復旧にあたり、引受保

険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用（代替物の賃借費用
等。ただし、居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。）がある
場合、１回の事故につき１敷地内ごとに保険金額※の３０％または
1,000万円のいずれか低い額を限度に修理付帯費用保険金をお支払い
します。

●事故が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために支出し
た必要または有益な費用がある場合、損害保険金とあわせて保険金
額を限度に損害防止費用をお支払いします。

●引受保険会社が取得する権利（注）の保全および行使に必要な手続のた
めに支出した費用がある場合、権利保全行使費用をお支払いします。

（注） 損害が生じたことにより被保険者が取得した損害賠償請求権そ
の他の債権をいいます。
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＜賠償損害＞
次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対
して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、
保険金をお支払いします。

6

保険金をお支払いする主な場合

情報漏えい補償制度
＜専門事業者賠償責任保険（サイバープロテクター）＞

a.　公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届
出または報告に限ります。

b.　新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれら
に準じる媒体による会見、報道、発表、社告等

c.　被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対
する詫び状または案内状の送付

d.　公的機関からの通報

（公表要件）
■情報セキュリティ事故の①の事由が発生した場合

①　情報の漏えいまたはそのおそれ
次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
ア．記名被保険者（注1）が自らの業務遂行の過程においてまた
はその目的として所有、使用または管理する他人の情
報（注2）

イ．記名被保険者（注1）が自らの業務遂行の過程においてまた
はその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他
人の情報（注3）

②　情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻
害等
記名被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理ま
たは電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
ア．他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ．他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損
壊

ウ．他人の人格権侵害または著作権侵害
エ．その他不測かつ突発的な事由による他人の損失

（注1）記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場
合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含
みます。

（注2）所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
（注3）管理を委託しなくなったものを含みます。

対象となる事故

（注）記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、
引受保険会社が事故の通知（遅滞なく書面により通知いただきま
す。）を受領した日の翌日から起算して一定期間（１８０日間）が経
過するまでに行ったものに限ります。

＜費用損害＞
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記
名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要か
つ有益な措置（注）を講じることによって被る損害に対して、プロテクト
費用保険金をお支払いします。ただし、以下の①の情報セキュリティ事
故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、「公表要件」
のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限り
ます。

※公的機関：不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付
等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。

＜補償の対象となる情報～賠償損害・費用損害共通～＞
次のいずれかに該当するものをいいます。
①個人情報
　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に規定され
ている個人情報（死者の情報を含みます）
②企業情報
　特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産
方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情
報であって、公然と知られていない情報
③①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子
データとして保有される情報

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款および特約に
よって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認くだ
さい。

①　情報の漏えいまたはそのおそれ

②　情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務
阻害等

対象となる事故（情報セキュリティ事故）

お支払いの対象となる損害

損害の種類 内　　　容

ア．法律上の損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしく
は倍額賠償金（類似するものを含みます。）の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特
別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。

○賠償損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入者証記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
○賠償損害にかかわる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

＜サイバープロテクター特約で保険金をお支払いしない主な場合＞

◆次のいずれかに該当する損害
○この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者また
は被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれ
が生じたことを知っていた（事故の発生またはそのおそれが生じ
ていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。）
場合の、その事故に起因する損害
○この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または
被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保
険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを
知っていた（事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っ
ていたと合理的に推定される場合を含みます。）場合の、その事故
に起因する損害

等
◆次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害
○偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
○国または公共団体の公権力の行使（法令等による規制または要請
を含みます。）
○被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、
ゲリラ活動等の侵害行為

等
◆次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
○被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合に
おいて、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求
○被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償
請求

○採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害
賠償請求
○株主代表訴訟による損害賠償請求
○企業その他組織の信用毀(き)損、信頼の失墜、ブランドの劣化また
は風評被害に起因する損害賠償請求
○被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再
履行のために要する費用（追完または再履行のために提供する財物、
情報または役務の価格を含みます。）に起因する損害賠償請求
○業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他
必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求

等
◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、
次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
○販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害
賠償請求
○履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイ
バー攻撃による場合を除きます。
○業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程
を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
に起因する損害賠償請求
○人工衛星（人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。）
の損壊または故障に起因する損害賠償請求
○被保険者の業務の対価（販売代金、手数料、報酬等名称を問いま
せん。）の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求

保険金をお支払いしない主な場合
＜専門事業者賠償責任保険普通保険約款で保険金をお支払いしない主な場合＞

◆次のいずれかの事由または行為に起因する損害
○戦争（宣戦の有無を問いません。）、変乱、暴動、労働争議または
政治的もしくは社会的騒擾(じょう)
○地震、噴火、洪水または津波
○被保険者の犯罪行為（過失犯を除きます。）
○被保険者の故意または重過失による法令違反
○被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら（認識してい
たと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為

等
◆次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
○他の被保険者からなされた損害賠償請求
○この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求
がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合（知っ

ていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）におい
て、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
○保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠
償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
○身体の障害に対する損害賠償請求（精神的苦痛は含みません。）
○被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵
害に対する損害賠償請求
○財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難（それらに起因する財
物の使用不能損害を含みます。）に対する損害賠償請求
○特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権
の侵害に対する損害賠償請求

等

イ．争訟費用 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟（訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。）によって生じた費用（被
保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。）で、被保険者が引受保険会社
の同意を得て支出したもの。

ウ．権利保全行使費用 他人に損害賠償の請求（共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。）をすることができ
る場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。

エ．訴訟対応費用 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用（通常要する
費用に限ります。）であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が
認めた費用。
　①　被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
　②　被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
　③　訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
　④　被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調

査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。
　⑤　意見書または鑑定書の作成にかかる費用
　⑥　増設したコピー機の賃借費用

1．賠償損害

損害の種類 内　　　容

ア．事故対応費用 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被
保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用。
①　電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用
　　（文書の作成および封筒代を含みます。）
②　通信業務のコールセンター会社への委託費用
③　事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
④　事故対応により生じる出張費および宿泊費
⑤　被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用

○費用損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入者証記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
○一部の費用損害にかかわる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

イ．事故原因・被害範囲
　　調査費用

情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらかじめ引受
保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。

ウ．広告宣伝活動費用 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した
費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。
①　情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等
②　情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告

エ．法律相談費用 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用。
ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。

オ．コンサルティング費用 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、
あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。

カ．見舞金・見舞品
　　購入費用

情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品（注1）の購
入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額（注2）は被害者1名あたり次の額を限度とします。た
だし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。
①　被害者が法人の場合　　1法人につき50,000円
②　被害者が個人の場合　　1名につき500円
（注1）見舞品

記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。
（注2）見舞品の相当額

見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、
その製造・仕入原価相当額とします。

2．費用損害

19



＜賠償損害＞
次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対
して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、
保険金をお支払いします。

6

保険金をお支払いする主な場合

情報漏えい補償制度
＜専門事業者賠償責任保険（サイバープロテクター）＞

a.　公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届
出または報告に限ります。

b.　新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれら
に準じる媒体による会見、報道、発表、社告等

c.　被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対
する詫び状または案内状の送付

d.　公的機関からの通報

（公表要件）
■情報セキュリティ事故の①の事由が発生した場合

①　情報の漏えいまたはそのおそれ
次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
ア．記名被保険者（注1）が自らの業務遂行の過程においてまた
はその目的として所有、使用または管理する他人の情
報（注2）

イ．記名被保険者（注1）が自らの業務遂行の過程においてまた
はその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他
人の情報（注3）

②　情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻
害等
記名被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理ま
たは電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
ア．他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ．他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損
壊

ウ．他人の人格権侵害または著作権侵害
エ．その他不測かつ突発的な事由による他人の損失

（注1）記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場
合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含
みます。

（注2）所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
（注3）管理を委託しなくなったものを含みます。

対象となる事故

（注）記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、
引受保険会社が事故の通知（遅滞なく書面により通知いただきま
す。）を受領した日の翌日から起算して一定期間（１８０日間）が経
過するまでに行ったものに限ります。

＜費用損害＞
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記
名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要か
つ有益な措置（注）を講じることによって被る損害に対して、プロテクト
費用保険金をお支払いします。ただし、以下の①の情報セキュリティ事
故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、「公表要件」
のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限り
ます。

※公的機関：不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付
等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。

＜補償の対象となる情報～賠償損害・費用損害共通～＞
次のいずれかに該当するものをいいます。
①個人情報
　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に規定され
ている個人情報（死者の情報を含みます）
②企業情報
　特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産
方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情
報であって、公然と知られていない情報
③①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子
データとして保有される情報

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款および特約に
よって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認くだ
さい。

①　情報の漏えいまたはそのおそれ

②　情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務
阻害等

対象となる事故（情報セキュリティ事故）

お支払いの対象となる損害

損害の種類 内　　　容

ア．法律上の損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしく
は倍額賠償金（類似するものを含みます。）の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特
別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。

○賠償損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入者証記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
○賠償損害にかかわる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

＜サイバープロテクター特約で保険金をお支払いしない主な場合＞

◆次のいずれかに該当する損害
○この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者また
は被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれ
が生じたことを知っていた（事故の発生またはそのおそれが生じ
ていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。）
場合の、その事故に起因する損害
○この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または
被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保
険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを
知っていた（事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っ
ていたと合理的に推定される場合を含みます。）場合の、その事故
に起因する損害

等
◆次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害
○偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
○国または公共団体の公権力の行使（法令等による規制または要請
を含みます。）
○被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、
ゲリラ活動等の侵害行為

等
◆次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
○被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合に
おいて、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求
○被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償
請求

○採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害
賠償請求
○株主代表訴訟による損害賠償請求
○企業その他組織の信用毀(き)損、信頼の失墜、ブランドの劣化また
は風評被害に起因する損害賠償請求
○被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再
履行のために要する費用（追完または再履行のために提供する財物、
情報または役務の価格を含みます。）に起因する損害賠償請求
○業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他
必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求

等
◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、
次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
○販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害
賠償請求
○履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイ
バー攻撃による場合を除きます。
○業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程
を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
に起因する損害賠償請求
○人工衛星（人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。）
の損壊または故障に起因する損害賠償請求
○被保険者の業務の対価（販売代金、手数料、報酬等名称を問いま
せん。）の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求

保険金をお支払いしない主な場合
＜専門事業者賠償責任保険普通保険約款で保険金をお支払いしない主な場合＞

◆次のいずれかの事由または行為に起因する損害
○戦争（宣戦の有無を問いません。）、変乱、暴動、労働争議または
政治的もしくは社会的騒擾(じょう)
○地震、噴火、洪水または津波
○被保険者の犯罪行為（過失犯を除きます。）
○被保険者の故意または重過失による法令違反
○被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら（認識してい
たと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為

等
◆次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
○他の被保険者からなされた損害賠償請求
○この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求
がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合（知っ

ていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）におい
て、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
○保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠
償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
○身体の障害に対する損害賠償請求（精神的苦痛は含みません。）
○被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵
害に対する損害賠償請求
○財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難（それらに起因する財
物の使用不能損害を含みます。）に対する損害賠償請求
○特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権
の侵害に対する損害賠償請求

等

イ．争訟費用 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟（訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。）によって生じた費用（被
保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。）で、被保険者が引受保険会社
の同意を得て支出したもの。

ウ．権利保全行使費用 他人に損害賠償の請求（共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。）をすることができ
る場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。

エ．訴訟対応費用 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用（通常要する
費用に限ります。）であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が
認めた費用。
　①　被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
　②　被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
　③　訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
　④　被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調

査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。
　⑤　意見書または鑑定書の作成にかかる費用
　⑥　増設したコピー機の賃借費用

1．賠償損害

損害の種類 内　　　容

ア．事故対応費用 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被
保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用。
①　電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用
　　（文書の作成および封筒代を含みます。）
②　通信業務のコールセンター会社への委託費用
③　事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
④　事故対応により生じる出張費および宿泊費
⑤　被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用

○費用損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入者証記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
○一部の費用損害にかかわる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

イ．事故原因・被害範囲
　　調査費用

情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらかじめ引受
保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。

ウ．広告宣伝活動費用 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した
費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。
①　情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等
②　情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告

エ．法律相談費用 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用。
ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。

オ．コンサルティング費用 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、
あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。

カ．見舞金・見舞品
　　購入費用

情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品（注1）の購
入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額（注2）は被害者1名あたり次の額を限度とします。た
だし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。
①　被害者が法人の場合　　1法人につき50,000円
②　被害者が個人の場合　　1名につき500円
（注1）見舞品

記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。
（注2）見舞品の相当額

見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、
その製造・仕入原価相当額とします。

2．費用損害
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●この保険（施設（所有）管理者・生産物賠償責任保険、団体総合生活
補償保険、動産総合保険、ボランティア活動保険およびサイバープ
ロテクター）は公益社団法人日本認知症グループホーム協会が保
険契約者となる団体契約です（顧客サービス費用・レジャー・サー
ビス施設費用保険は団体契約ではありません）｡申込人が保険料を
負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保
険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料
を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払
われないことがあります。また、保険契約者または申込人がご加入
の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者
に返還します。この制度にお申込みいただけるのは日本認知症グ
ループホーム協会会員に限ります。なお、賠償責任保険（施設所有

（管理）者・生産物・サイバープロテクター）において記名被保険者
となることができるのは日本認知症グループホーム協会会員に限
ります。またボランティア活動保険における記名被保険者は日本
認知症グループホーム協会会員の構成員であるボランティア、会
員の委嘱を受けたボランティア、または会員に登録したボラン
ティアとなります。(41ページの「ボランティア」の定義をご参照
ください。）

●この保険の保険期間は1年間となります｡保険金請求状況等によっ
ては､保険期間終了後､継続加入できないことや補償内容を変更さ
せていただくことがあります｡あらかじめご了承ください｡
＜経営破綻した場合等の保険契約者の保護について＞
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財

産の状況の変化によって､ご加入時にお約束した保険金・解約返れ
い金等のお支払いが一定期間凍結されたり､金額が削減されたりす
ることがあります｡

・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的
で､｢損害保険契約者保護機構｣があり､引受保険会社も加入してい
ます｡

・団体総合生活補償保険は｢損害保険契約者保護機構｣の補償対象で
あり､損害保険会社が破綻した場合でも､次のとおり補償されます。
保険金､解約返れい金等は80％まで補償されます｡ただし､破綻前
に発生した事故および破綻時から３か月までに発生した事故によ
る保険金は100％補償されます。

・賠償責任保険､顧客サービス費用保険､レジャー・サービス施設費
用保険､動産総合保険､ボランティア活動保険は保険契約者が個人､
小規模法人（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法
人をいいます｡）またはマンション管理組合である場合に限り､｢損
害保険契約者保護機構｣の補償対象となります｡
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80％まで補償さ
れます。ただし､破綻前に発生した事故および破綻時から３か月
までに発生した事故による保険金は100%補償されます｡

●お客さまのご加入内容が登録されることがあります｡損害保険制
度が健全に運営され､死亡保険金､後遺障害保険金､入院保険金､通
院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう､これらの保
険金のある保険契約について､一般社団法人 日本損害保険協会が
運営する契約内容登録制度への登録を実施しております｡

保険金をお支払いしない主な場合（つづき）

＜サイバープロテクター特約で保険金をお支払いしない主な場合＞（つづき）

○商品またはサービスの対価として商品またはサービスの購入者が支
払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求

○商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了したことまたは
商品もしくはサービスの内容を変更したことに起因する損害賠償
請求

○商品もしくはサービスの価格についての誤った記載または商品もし
くはサービスが宣伝の内容と異なることに起因する損害賠償請求

○記名被保険者が金融機関（注）に該当する場合において、情報シス
テムにおける資金（電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似
のものを含みます。）の移動に起因する損害賠償請求

○記名被保険者が金融機関（注）に該当する場合において、預貯金、株式、
債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する損害賠償請求

○記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、
熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因
する損害賠償請求
ア．電気事業法（昭和39年法律第170号）に定める電気事業者
イ．ガス事業法（昭和29年法律第51号）に定めるガス事業者
ウ．熱供給事業法（昭和47年法律第88号）に定める熱供給事業者
エ．水道法（昭和32年法律第177号）に定める水道事業者および

水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法（昭和33年法
律第84号）に定める工業用水道事業者

等

（注）金融機関
次のいずれかに該当する者を含みます。
①　決済代行会社（割賦販売法の一部を改正する法律（平成28年

法律第99号）に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結
事業者をいいます。）

②　金融商品取引所（仮想通貨交換業を含みます。）
③　信用保証協会

◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、
次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害。
ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報
システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。

○記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報シス
テム（注）の所有、使用または管理

○記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情
報システム、プログラムまたは電子情報

○記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる
情報システム、プログラムまたは電子情報

等
（注）他人が使用することを目的とした情報システム
　記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が

使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧
客に販売または提供するものを除きます。

ご加入内容確認事項（団体総合生活補償保険）
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であ
ること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
１.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。
 万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。

●保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。） ●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

２.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
 以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
 内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
 記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

皆さまがご確認ください。
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか？
・加入申込票の「職業・職務」欄（「職種級別」欄を含みます。）は正しくご記入いただいていますか？
　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？
＊ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、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。
・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？
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日本GH協総合補償制度のご案内（2020年4月1日始期用）

2019年10月1日以降始期契約用

施設所有（管理）者賠償責任保険・
生産物賠償責任保険をご加入いた
だくお客さまへ

重要事項のご説明

この書面では施設所有（管理）者賠償責任保険・生産物賠償責任保険契約に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起
情報」等）についてご説明しています。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約（以下「普通保険約款・特約」といいます。）
によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。

契約概要のご説明
ご加入に際して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。ご加入前に必ず読んでいただ
き、お申込みくださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載し
ていますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、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。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記
載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

1.  商品の仕組み

保険の種類 商品の仕組み

施設所有（管理）者賠償責任保険
生産物賠償責任保険

賠償責任保険普通保険約款
＋  保険法の適用に関する特約（自動
　 セット）
　 賠償責任保険追加特約（自動セット）
＋ 施設所有（管理）者特別約款
　 生産物特別約款
　 福祉事業者総合賠償責任保険特約
　 使用不能損害拡張補償特約

2.  引受条件等
（1） 補償内容

①被保険者

保険の種類 被保険者（ご加入いただいた保険契約
で補償を受けられる方をいいます。）

施設所有（管理）者賠償責
任保険
生産物賠償責任保険

加入申込票（注）の「記名被保険者」欄に
記載された方のみが被保険者となりま
す。

ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定さ
れる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込
みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。

②保険金をお支払いする主な場合
「日本GH協総合補償制度のご案内」の「保険金をお支払いする主な場
合」のページをご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」の「保険金をお支払いしない主な
場合」のページをご参照ください。なお、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おります。
④お支払いの対象となる損害
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」の「お支払いの対象となる損害」
のページをご参照ください。

（2） セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

（3） 保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
　 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく

保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」
欄にてご確認ください。

②補償の開始
　 始期日の午後4時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる

時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。
③補償の終了
　 満期日の午後4時に終了します。

（4） 支払限度額等
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

3.  保険料の決定の仕組みと払込方法等
（1） 保険料の決定のしくみ

保険料（注）は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定さ
れます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料（注）につきましては、「日本ＧＨ協総
合補償制度のご案内」または加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
（注）申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭を

いいます。
（2） 保険料の払込方法

「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

4.  満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

5.  解約返れい金の有無
ご加入の脱退（解約）に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未
経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日
から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況に
より、追加の保険料をご請求する場合があります。 注意喚起情報のご説
明  の「6．解約と解約返れい金」をご参照ください。

1.  クーリングオフ（ご契約のお申込みの撤回等）
このご契約は、公益社団法人　日本認知症グループホーム協会が保険契約
者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。

2.  告知義務・通知義務等
（1）ご加入時における注意事項（告知義務−加入申込票の記載上の注意事項）

特にご注意ください

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入
されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内
容（保険の種類、保険金額等）を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた
特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合
は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代
理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

（注） 引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をい
い、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの
書類を含みます。

① 申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知
受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事
実を正確に知らせる義務のことです。

② 告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知

を求めるもので、加入申込票（注）に記載された内容のうち、「※」印が
ついている項目のことです。この項目について故意または重大な過
失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場
合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありま
す。加入申込票（注）の記載内容を必ずご確認ください。
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特にご注意ください

① ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ（事実の発生が
申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく）ご加入の
代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。

　 ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがありますので、十分ご注意ください。

○ 保険の対象（施設、業務等）に変更（追加および削除を含みま
す。）が生じる場合

○ ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変
更が生じる場合

② ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要
となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡く
ださい。

◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

（2）ご加入後における注意事項（通知義務等）

3.  保険期間および補償の開始・終了時期
（1）保険期間

保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険
期間につきましては、「日本GH協総合補償制度のご案内」または加入申
込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

（2）補償の開始
始期日の午後4時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時
刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。

（3）補償の終了
満期日の午後4時に終了します。

4.  保険金をお支払いしない主な場合等
（1）保険金をお支払いしない主な場合

「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」をご参照ください。なお、保険金をお
支払いしない場合の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おりますのでご確認ください。

（2）重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがあります。
① 保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせるこ

とを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③ 保険契約者または被保険者が、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こと。

④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契
約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

5.  保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください

保険料は、「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」記載の方法により払込
みください。「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」記載の方法により保
険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。
また、ご契約を解除する場合があります。

6.  解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、代理店・扱者または引受保険会社
までお申出ください。
■ ご加入の脱退（解約）に際しては、加

入時の条件により、保険期間のうち
未経過であった期間の保険料を解
約返れい金として返還します。ただ
し、解約返れい金は原則として未経
過期間（右図をご参照ください。）分
よりも少なくなります。

　 たとえば、保険期間１年・一時払のご
契約を始期日から６か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んで
いただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特
約でご確認ください。

■ 始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込
状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求した
にもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあり
ます。

7.  保険会社破綻時等の取扱い
「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

8.  契約取扱者の権限
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」（「その他のご説明」）をご参照ください。

9.  個人情報の取扱い
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

事故が起こった場合の手続き【施設所有（管理）者賠償責任保険・生産物賠償責任保険】
（1）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等

事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認
③目撃者の確認

三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

 事故は いち早く

0120-258-189 （無料）へ

示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害
賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を
得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがあ
りますのでご注意ください。

（2）保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類
のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例
（1）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書
（2） 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およ

びその他これに類する書類（注）

（注） 事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の
有無を確認するための書類をいいます。

引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故
証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報
告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類

（3）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
① 他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認す

る書類
診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療
にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収
票、住民票、戸籍謄本

始期日 解約日 満期日

未経過期間

保険期間
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保険金のご請求に必要な書類 書類の例
② 他人の財物損壊（財物の使用不能による間接損害を含みます。）の程

度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類
修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実
績、自動車検査証（写）、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部（個人）事項証明書

③ ①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確
認する書類

④ 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償
金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承
諾を確認する書類

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの
領収書

⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 権利移転証（兼）念書
（4）被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争

訟費用等の費用が確認できる書類・明細書
（5）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類

①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事
項証明書

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書
③ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書

類
示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支
給決定通知

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者
資格証明書もしくは代表者事項証明書

■ 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注1）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項（注2）の確認
を終えて保険金をお支払いします（注3）。

　（注1）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
　（注2） 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支

払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
　（注3） 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害

救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお
支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効（3年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
■ 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利）

を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

2015年10月1日以降始期契約用
顧客サービス費用保険を

ご加入いただくお客さまへ

重要事項のご説明
＊加入申込票への記名・押印（または署名）

は、この書面の受領印を兼ねています。

この書面では顧客サービス費用保険に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」等）についてご説明していま
す。ご加入前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべ
ての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
保険契約者と被保険者が異なる場合（被保険者が複数となる団体契約を含みます。）には、この書面に記載の事項
につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
＊この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。

契約概要   保険商品の内容をご理解いただくための事項 
注意喚起情報   ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

1  契約締結前におけるご確認事項

1.  商品の仕組みおよび引受条件等
（1）商品の仕組み  契約概要

約定履行費用保険普通保険約款  ＋ 顧客サービス費用保険特約  ＋ 
各種特約（注）

（注）契約内容に応じて各種特約がセットされます。
（2）補償内容

①被保険者  契約概要
加入申込票の所定の欄に記載された方が被保険者（保険契約により補
償を受けられる方をいいます。以下同様とします。）となります。ただし、
普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合があり
ますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

②保険金をお支払いする主な場合  契約概要  注意喚起情報
「日本GH協総合補償制度のご案内」の5ページをご参照ください。

③お支払いする保険金  契約概要  注意喚起情報
「日本GH協総合補償制度のご案内」の16ページをご参照ください。
詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。

④保険金をお支払いしない主な場合  契約概要  注意喚起情報
「日本GH協総合補償制度のご案内」の16ページをご参照ください。
＊ 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお

支払いしない場合の詳細および用語の定義については、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
ので、必ずご確認ください。

（3）セットできる主な特約  契約概要
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

（4）支払限度額  契約概要  注意喚起情報
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。免責金額（注）

および縮小支払割合を設定する場合は、損害の額から加入者証記載の免
責金額（注）を差し引いた額に加入者証記載の縮小支払割合を乗じた金額
を、加入者証記載の支払限度額を限度にお支払いします。

お客さまが実際にご契約いただく支払限度額および免責金額（注）につきま
しては、加入申込票の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認く
ださい。

（注） 免責金額とは、保険金としてお支払いする１事故ごとの損害の額から
差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。

（5）保険期間・補償の開始時期  契約概要  注意喚起情報
①保険期間

保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいま
す。）は１年間です。ただし、ご契約の保険契約の形態により、１年超の長
期契約や１年未満の短期契約となる場合があります。詳細は代理店・扱
者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、加入申込
票の「保険期間」欄にてご確認ください。

②補償の開始時期
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる
時刻が記載されている場合時刻）に補償を開始します。保険料（分割払
の場合は第１回分割保険料）は、ご加入と同時に払い込んでください。
保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から
代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じ
た偶然な事由による損害に対しては保険金をお支払いしません。

2.  保険料  契約概要

保険料（注）は、支払限度額・保険金額、保険期間等によって決定されます。
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく保険料（注）につきましては、加入申込票の

「保険料」欄にてご確認ください。
（注） 申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭を

いいます。
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3  契約締結後におけるご注意事項

1.  契約締結後にご連絡いただくべき事項（通知義務等）
  注意喚起情報

ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合にはあらかじめ
（事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく）
代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあ
りますので、十分ご注意ください。
○ 加入申込票の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる

場合
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変
更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または引受保険会社に
ご通知ください。
○加入者証の住所または電話番号を変更する場合
○上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

2.  解約と解約返れい金  契約概要  注意喚起情報

ご加入を解約される場合は、代理店・扱
者または引受保険会社に速やかにお申
出ください。
■ 解約の条件によって、解約日から満期

日までの期間に応じて、解約返れい金
を返還させていただきます。ただし、
解約返れい金は原則として未経過期
間（右図をご参照ください。）分よりも
少なくなります。

　 たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約し
た場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少な
くなります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。

■ ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期
日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求
をさせていただくことがあります。

　 追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでい
ただく必要があります。

3.  失効について  注意喚起情報

この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細
は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

4.  保険契約に関する調査
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調
査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご加入を解除することがあります。

3.  保険料の払込方法   契約概要  注意喚起情報

「日本GH協総合補償制度のご案内」の12ページをご参照ください。

4.  満期返れい金・契約者配当金  契約概要

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

２  契約締結時におけるご注意事項

1.  告知義務（加入申込票の記載上の注意事項）
  注意喚起情報

申込人および被保険者には、ご加入時に加入申込票（注）の記載事項につい
て事実を正確に告知いただく義務（告知義務）があり、代理店・扱者には告
知受領権があります（代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受
保険会社に告知いただいたものとなります。）。
加入申込票（注）に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に
関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記
載しなかった場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことが
ありますので、加入申込票（注）の記載内容を必ずご確認ください。

（注） 引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類を
いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これら
の書類を含みます。

4  その他ご留意いただきたいこと

1.  契約取扱者の権限  注意喚起情報

「日本GH協総合補償制度のご案内」の40ページをご参照ください。

2.  保険会社破綻時等の取扱い  注意喚起情報

引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の
状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお
支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがありま
す。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みと
して、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入していま
す。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する従業
員等の数が20人以下の法人をいいます。）またはマンション管理組合で
ある場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります（保険
契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合（以下「個人等」といいま
す。）以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等が
その保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入
されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内
容（保険の種類、支払限度額等）を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた
特約の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場合は、現
在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・
扱者または引受保険会社までお問合わせください。

2.  クーリングオフ（ご契約申込みの撤回等）  注意喚起情報

この保険は、クーリングオフの対象ではありません。

保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。）。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80％まで補償されま
す。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生し
た事故による保険金は100％補償されます。

3.  個人情報の取扱いについて  注意喚起情報

「日本GH協総合補償制度のご案内」の11ページをご参照ください。

4.  重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、

または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③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こと。
④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契

約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

始期日 解約日 満期日

未経過期間

保険期間
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1  契約締結前におけるご確認事項

1.  商品の仕組みおよび引受条件等
（1）商品の仕組み  契約概要

レジャー・サービス施設費用保険普通保険約款  ＋ レジャー・サービス

施設費用保険追加特約  ＋ 各種特約（注）

（注）契約内容に応じて各種特約がセットされます。
（2）補償内容

■被保険者  契約概要
加入申込票の所定の欄に記載された方が被保険者（保険契約により補
償を受けられる方をいいます。以下同様とします。）となります。ただし、
普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合があり
ますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

■保険金をお支払いする主な場合  契約概要  注意喚起情報
「日本GH協総合補償制度のご案内」の5ページをご参照ください。

■お支払いする保険金  契約概要  注意喚起情報
「日本GH協総合補償制度のご案内」の16ページをご参照ください。

■保険金をお支払いしない主な場合  契約概要  注意喚起情報

「日本GH協総合補償制度のご案内」の16ページをご参照ください。
上記以外にもお支払いしない場合があります。普通保険約款および特
約を必ずご確認ください。

（3）セットできる主な特約  契約概要  
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

（4）支払限度額・支払限度基礎額  契約概要  
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。
支払限度基礎額とは、１事故あたりの支払限度額を定めるための基礎と
なる額をいいます。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額・支払限度基礎額につきま
しては、「日本GH協総合補償制度のご案内」の5ページ、普通保険約款・
特約にてご確認ください。

（5）保険期間・補償の開始時期
■保険期間  契約概要  注意喚起情報

保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいま
す。）は1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきま
しては、加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

5.  事故が発生した場合の手続（顧客サービス費用保険）
（1）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等

事故が発生した場合は、損害の発生および拡大の防止処置等を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

 事故は いち早く

0120-258-189 （無料）へ

（2）保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社
が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
＊1　特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほかそれぞれの特約で必要となる書類をご提出いただきます。
＊2　事故の内容、損害の額・程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例
（1）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書
（2）引受保険会社所定の損害状況調書 引受保険会社所定の損害状況調書
（3）給付対象者と被保険者の関係を証明する書類 従業員や構成員の名簿（写）、参加者や顧客の名簿（写）
（4）給付対象事由を確認できる書類 災害見舞金規定（写）、サービス約款（写）
（5） 給付対象者に生じた事由が約定における給付対象事由であることを証

明する書類
給付対象事由に該当していることを証明する書類（例：死亡診断書、死体検
案書、後遺障害診断書、病院または診療所の入通院証明書類、医師の診断
書等）

（6）損害の額を確認できる書類 被保険者が給付した費用を証明する書類（給付対象者の領収証、振込証）
（7）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類

①保険金請求権者を確認する書類
住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事
項証明書

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書
③ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支

給決定通知
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資

格証明書

■ 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注1）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項（注2）の確認
を終えて保険金をお支払いします。（注3）

　（注1）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
　（注2） 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支

払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
　（注3） 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害

救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払い
します。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効（3年）がありますのでご注意ください。
　保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。

2016年4月1日以降始期契約用
レジャー・サービス施設費用保険を

ご加入いただくお客さまへ

重要事項のご説明
＊加入申込票への記名・押印（または署名）

は、この書面の受領印を兼ねています。

この書面ではレジャー・サービス施設費用保険に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」等）についてご説明
しています。
ご加入前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべ
ての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
保険契約者と被保険者が異なる場合（被保険者が複数となる団体契約を含みます。）には、この書面に記載の事項
につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
＊この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。

契約概要   保険商品の内容をご理解いただくための事項 
注意喚起情報   ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
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■補償の開始時期
始期日の午後4時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる
時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。保険料

（分割払の場合は第1回分割保険料）は、ご加入と同時に払い込んでく
ださい。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始
期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの
間に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。

2.  保険料  契約概要

保険料（注）は、支払限度額・支払限度基礎額、保険期間等によって決定され
ます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料（注）につきましては、加入申込票の

「保険料」欄にてご確認ください。
（注） 加入者が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭を

いいます。

3.  保険料の払込方法  契約概要  注意喚起情報

「日本GH協総合補償制度のご案内」の12ページをご参照ください。

4.  満期返れい金・契約者配当金  契約概要

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

3  契約締結後におけるご注意事項

1.  契約締結後にご連絡いただくべき事項（通知義務等）
  注意喚起情報

ご加入後、次に該当する事実が発生した場合にはあらかじめ（事実の発生
が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく）代理店・扱者
または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあ
りますので、十分ご注意ください。
○ 加入申込票の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる

場合
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変
更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または引受保険会社に
ご通知ください。
○加入者証の住所または電話番号を変更する場合
○上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

2.  解約と解約返れい金  契約概要  注意喚起情報

ご加入を解約される場合は、代理店・扱
者または引受保険会社に速やかにお申
出ください。
■ 解約の条件によって、解約日から満期

日までの期間に応じて、解約返れい金
を返還させていただきます。ただし、
解約返れい金は原則として未経過期
間（右図をご参照ください。）分よりも
少なくなります。

　 たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約し
た場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少な
くなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

■ ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期

日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求
をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合
には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。

3.  失効について  注意喚起情報

この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細
は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

4.  保険契約に関する調査
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調
査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご加入を解除することがあります。

２  契約締結時におけるご注意事項

1.  告知義務（加入申込票の記載上の注意事項）
  注意喚起情報

申込人および被保険者には、ご加入時に加入申込票（注）の記載事項につい
て事実を正確に告知いただく義務（告知義務）があり、代理店・扱者には告
知受領権があります（代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受
保険会社に告知いただいたものとなります。）。
加入申込票（注）に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に
関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記
載しなかった場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことが
ありますので、加入申込票（注）の記載内容を必ずご確認ください。

（注） 引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類を
いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これら
の書類を含みます。

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入
されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内
容（保険種類、支払限度額等）を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた
特約の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場合は、現
在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・
扱者または引受保険会社までお問合わせください。

2.  クーリングオフ（ご契約申込みの撤回等）  注意喚起情報

この保険は、クーリングオフの対象ではありません。

始期日 解約日 満期日

未経過期間

保険期間
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4  その他ご留意いただきたいこと

1.  契約取扱者の権限  注意喚起情報

「日本GH協総合補償制度のご案内」の40ページをご参照ください。

2.  保険会社破綻時等の取扱い  注意喚起情報

引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の
状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお
支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがありま
す。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、

「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する従業
員等の数が20人以下の法人をいいます。）またはマンション管理組合で
ある場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります（保険
契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合（以下「個人等」といいま
す。）以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等が
その保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被
保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。）。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80％まで補償されま
す。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生し
た事故による保険金は100％補償されます。

3.  個人情報の取扱いについて  注意喚起情報

「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」の11ページをご参照ください。

4.  重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、

または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③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こと。
④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契

約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

5.  事故が発生した場合の手続き（レジャー・サービス施設費用保険）
（1）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等

事故が発生した場合は、損害の発生および拡大の防止処置等を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。

三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

 事故は いち早く

0120-258-189 （無料）へ

（2）保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社
が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
＊１　特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほかそれぞれの特約で必要となる書類をご提出いただきます。
＊２　事故の内容、損害の額・程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例
（1）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書
（2）引受保険会社所定の事故状況報告書 引受保険会社所定の事故状況報告書
（3）公の機関（やむを得ない場合には、第三者とします。）の事故証明書 警察署・消防署の証明書、交通事故証明書
（4） 傷害を被った者が利用者であることを確認するのに必要な書類（被災

者対応費用および被災者傷害見舞費用について）
施設の利用申込書、宿帳、来客リスト

（5）被保険者の印鑑証明書 被保険者の印鑑証明書
（6） 被保険者の費用の支出明細書およびその支出を証明する書類（被災者

対応費用および災害広告費用について）
支出された被災者対応費用・災害広告費用の費用の額が確認できる書類・
明細書

（7） 被災者またはその法定相続人の受領証等被災者傷害見舞費用の支払
を証明する書類

被災者傷害見舞費用の受領書または振込伝票

（8）被災者が死亡した場合は、死亡診断書または死体検案書 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄本
（9） 被災者が後遺障害を被った場合は、後遺障害の程度を証明する医師の

診断書
引受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料

（10）被災者が入院または通院した場合は、傷害の程度を証明する医師の
診断書および入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の
証明書類

引受保険会社所定の診断書、診療状況申告書、治療費の領収書、診療報酬
明細書、調査に関する同意書

（11）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類

住民票、戸籍謄本、委任状、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書
③ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書
④ 保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資

格証明書

■ 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注1）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項（注2）の確認
を終えて保険金をお支払いします。（注3）

　（注1）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
　（注2） 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支

払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
　（注3） 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害

救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払い
します。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効（3年）がありますのでご注意ください。
　保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
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1.  商品の仕組みおよび引受条件等
（1）商品の仕組み

この保険は、被保険者（補償の対象者）が事故によりケガをされた場合等
に保険金をお支払いします。なお、商品の概要、被保険者の範囲はそれぞ
れ次のとおりです。

本商品 概要 被保険者の範囲
「準記名式契約（一
部付保）特約」およ
び「就業中のみの
傷害危険補償（事
業 主・役 員・従 業
員）特約」をセット

本協会の会員である事業者に
勤務され、グループホーム等事
業に従事する方全員を被保険
者としてご指定いただき、その１
日あたりの最高稼働人数を被
保険者数とします。

準記名式契約（一
部付保）特約に記
載された方全員

（2） 補償内容
保険金をお支払いする場合は「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」の16
ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額
「日本GH協総合補償制度のご案内」の16ページをご参照ください。

②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」の17ページをご参照ください。な
お、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に
記載されております。

（3）セットできる主な特約およびその概要
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

（4）保険期間
この保険の保険期間は、１年間です。お客さまが実際にご加入いただく保
険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。

（5）引受条件
 ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意
喚起情報のご説明」の「２．（２）通事義務等（ご加入後にご連絡いただく事
項）」〈ご契約の引受範囲〉〈ご契約の引受範囲外〉をご参照ください。

また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、「日本
GH協総合補償制度のご案内」の6ページの保険金額欄および加入申込
票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額
につきましては、次の点にご注意ください。
　・ 保険金額は被保険者（補償の対象者）の方の年令・年収などに照らして適

正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保
険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。

2.  保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容・ご加入いただいた被保険者
の人数等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料
につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。

3.  保険料の払込方法について
「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

4.  満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

5.  解約返れい金の有無
ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち
未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日
から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況に
より追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかか
わらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注
意喚起情報のご説明」の「７．解約と解約返れい金」をご参照ください。

団体総合生活補償保険（標準型）をご加
入いただくお客さまへ

重要事項のご説明
この書面では傷害補償（標準型）特約付団体総合生活補償保険契約に関する重要事項についてご説明しておりま
すので、内容を十分ご確認ください。ご加入の内容は、普通保険約款・特約によって定まります。

契約概要のご説明
（団体総合生活補償保険

（標準型））

● ご加入に際して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。ご加入される前に必ずお読
みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。

● 申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
● この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・

特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
● 契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料

の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約
され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

注意喚起情報のご説明
（団体総合生活補償保険

（標準型））

● ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、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。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。

● 申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
● この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特

約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
● 契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料

の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約
され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

1.  クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等）
この保険は、公益社団法人　日本認知症グループホーム協会が保険契約者
となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。

2.  告知義務・通知義務等
（1）告知義務（ご加入時にお申出いただく事項）

特にご注意ください

（2）通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項） 特にご注意ください

■ 被保険者（補償の対象者）には、告知義務があり、代理店・扱者には告
知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、
事実を正確に知らせる義務のことです。

■ 告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知
を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がつ
いている項目のことです。この項目について、故意または重大な過
失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合
には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。

ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の
代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない
場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意
ください。

【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
④被保険者数が増員または減員となる場合

また、上記①または②のいずれかにおいて、次ページの＜ご契約の引
受範囲外＞に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険
会社からご契約を解除します。

【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等（＊）に関する情報

（＊） 同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、
普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の
保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。

③被保険者数
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＜ご契約の引受範囲＞
下記以外の職業

＜ご契約の引受範囲外＞
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

■ ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等
が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連
絡ください。

（3）その他の注意事項
■ 同種の危険を補償する他の保険契約等（＊）で、過去３年以内に合計して

５万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申
込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。

（＊）「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償
保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。ま
た、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。

■保険金受取人について

保
険
金
受
取
人

傷害死亡保
険金

・ 傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定
めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支
払いします。

（注） 傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に
定める場合、被保険者の同意を確認するための
署名などをいただきます。なおこの場合、保険契
約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同
意のないままにご契約されていたときは、保険契
約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡
保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同
意を確認するための署名などをいただきます。

上記以外 ・普通保険約款・特約に定めております。

■ 被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当すると
きは、被保険者は保険契約者にこの保険契約（＊）の解約を求めることができ
ます。この場合、保険契約者はこの保険契約（＊）を解約しなければなりません。
① この保険契約（＊）の被保険者となることについて、同意していなかっ

た場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当

する行為があった場合
・ 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生

させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その
他の反社会的勢力に該当する場合

④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大と
なり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

⑤ ②〜④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約（＊）

の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の雇用関係の終了等により、この保険

契約（＊）の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更が
あった場合

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができま
す。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。

（＊）保険契約
　　その被保険者に係る部分に限ります。

3.  補償の開始時期
始期日の午後４時に補償を開始します。保険料は、「日本ＧＨ協総合補償制度

のご案内」12ページ記載の方法により払込みください。「日本ＧＨ協総合補
償制度のご案内」12ページ記載の方法により保険料を払込みいただけな
い場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。

4.  保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等
（1）保険金をお支払いしない主な場合

「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」の17ページをご参照ください。な
お、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支
払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。

（2）重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと
があります。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会

社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発
生させようとしたこと。

② 被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐
欺を行い、または行おうとしたこと。

③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、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こと。

④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大と
なり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

⑤ 上記のほか、①〜④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契
約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。

5.  保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください

保険料は、「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」12ページ記載の方法によ
り払込みください。「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」12ページ記載の
方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いで
きないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。

6.  失効について

ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となり
ます。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死
亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。

7.  解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、ご加入の代理店・扱者または引
受保険会社までお申出ください。
・ 脱退（解約）日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還さ

せていただきます。ただし、解約
返れい金は原則として未経過期
間分よりも少なくなります。

・ 始期日から脱退（解約）日までの
期間に応じて払込みいただくべき
保険料について、追加のご請求を
させていただくことがあります。

8.  保険会社破綻時等の取扱い
「日本GH協総合補償制度のご案内」の21ページをご参照ください。

9.  個人情報の取扱いについて
「日本GH協総合補償制度のご案内」の11ページをご参照ください。

始期日 解約日 満期日

未経過期間

保険期間

事故が発生した場合の手続き（団体総合生活補償保険）
＜保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡＞
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。
なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを
告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

 事故は いち早く

0120-258-189 （無料）へ

本保険商品に関するお問合わせや三井住友海上へのご相談、苦情、お問合わせおよび指定紛争解決機関の連絡先は「日本GH協総合補償制度のご案内」の
40ページをご覧ください。
＜保険金のご請求時にご提出いただく書類＞
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、以下の書類のうち事故受付後に引受保険会社が
求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの

・引受保険会社所定の保険金請求書
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1.  商品の仕組みおよび引受条件等
（1）商品の仕組み

「日本GH協総合補償制度」の申込人・被保険者（保険の補償を受けられる
方であり、保険の対象の所有者等）は日本認知症グループホーム協会の
構成員に限ります。
動産総合保険
普通保険約款 ＋ 自動セット特約（注１） ＋ 各種特約（注2）

（注１） ご加入のお申し出にかかわらず、保険種類やご加入条件に応じて自動
的にセットされる特約です。

（注２）水災危険補償特約、実損払特約、新価保険特約がセットされています。
（2）補償内容

①保険金をお支払いする主な場合
「日本GH協総合補償制度のご案内」の7ページをご参照ください。

②保険金をお支払いしない主な場合
「日本GH協総合補償制度のご案内」の「保険金をお支払いしない主な場
合」をご参照ください。

③お支払いする保険金等
「日本GH協総合補償制度のご案内」の「お支払いする保険金等」をご参
照ください。

（3）セットできる主な特約およびその概要
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

（4）保険期間
保険期間は1年間となります。お客さまが実際にご加入いただく保険期間
につきましては、「日本GH協総合補償制度のご案内」または加入申込票の

「保険期間」欄にてご確認ください。
（5）保険金額

「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

2.  保険料
保険料は、保険金額（上記1.（5））、保険期間（上記1.（4））、保険の対象の
所在地、保険の対象を収容する建物の構造等によって決まります。詳細は
代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実
際にご加入いただく保険料につきましては、「日本GH協総合補償制度の
ご案内」または加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。

3.  保険料の払込方法について
「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

4.  満期返れい金・契約者配当金
満期返れい金・契約者配当金はありません。

5.  解約返れい金の有無
ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、ご契約の保険期
間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたし
ますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険
料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。詳
細は 注意喚起情報のご説明  の「6．解約と解約返れい金」（33ページ）を
ご参照ください。

【ご提出いただく書類】
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料（住民票、健康保険証（写）　等）
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関（やむを得ない場合は第三者）等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
・被保険者であることを確認するための書類（保険契約者備付名簿（写）、被保険者数兼被保険者証明書、被保険者証明書（兼事故証明書）、請負契約書
（写）、発注書（写）　等）
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
＜保険金支払いの履行期＞
　 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊1）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認（＊2）

を終えて保険金をお支払いします。（＊3）

（＊1 ）保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保
険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。

（＊2） 保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払
いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

（＊3） 必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災
地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険
会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。

＜代理請求人について＞
　 高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいな

い場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代理請求人」といいます。詳細は（注）をご参照くだ
さい。）が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。また、本内容については、代理請求人とな
られる方にも必ずご説明ください。

（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」
②上記①に該当する方がいないまたは上記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
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」

③上記①、②に該当する方がいないまたは上記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
「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の3親等内の親族」

（＊）法律上の配偶者に限ります。

2019年10月1日以降始期契約用

動産総合保険をご加入いただくお客さまへ

重要事項のご説明

この書面では動産総合保険に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款・特約（特約書・覚書等を含みます。以下、同様とします。）によって定まります。普通保
険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
お申込みいただく際は、ご加入の内容がお客様のご意向に沿っていることをご確認ください。
申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明く
ださい。
※加入申込票への署名（または記名・押印）は、この書面の受領確認を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。

契約概要のご説明
ご加入に際して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。ご加入される前に必ずお読み
いただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認
ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
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注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、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。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確
認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

1.  ご契約申込みの撤回等（クーリングオフ）
この保険は、公益財団法人　日本認知症グループホーム協会が保険契約
者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。

2.  告知義務・通知義務等
（1）ご加入時の注意事項（告知義務−加入申込票の記載上の注意事項）

特にご注意ください

申込人または、被保険者には、ご加入時に危険に関する重要な事項とし
て引受保険会社が告知を求めたもの（告知事項）について事実を正確
に告知いただく義務（告知義務）があり、代理店・扱者には告知受領権
があります（代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会
社に告知いただいたものとなります。）。
加入申込票（注）に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険
に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実
を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない
ことがありますので、加入申込票（注）の記載内容を必ずご確認くださ
い。

（注） 引受保険会社にこの保険契約の加入をするために提出する書類
をいい、加入に必要な内容を記載した付属書類がある場合は、こ
れらの書類を含みます。

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入さ
れている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容（保
険の種類、保険金額・支払限度額等）を告知ください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特
約の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加
入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者また
は引受保険会社までお問合わせください。

（2）ご加入後にご連絡いただくべき事項（通知事項等）

【 普 通 傷 害 保 険 】

特にご注意ください

ご加入後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく代理店・扱者
または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解
除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意くだ
さい。

【通知事項】

①保険の対象の用途を変更した場合
②保険の対象の主たる保管場所を変更した場合
③ 保険の対象の主たる保管場所の構造または用途（業種）を変更した

場合
④保険の対象の補償地域（運送区間を含みます）を変更した場合　等

■ 通知事項に掲げる事実が発生し、次に該当する場合には、ご契約の
引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合に
おいて、引受保険会社の取り扱う他の商品でお引受けできるときは、
ご契約を解約した後、新たにご加入いただくことができますが、この
商品と補償内容が異なる場合があります。

保険の対象の主たる保管場所が日本国外となった場合

（3）その他の注意事項
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の
変更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または引受保険会社に
ご通知ください。
①保険の対象を売却、譲渡する場合
②加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
③ご加入後に保険の対象の価額が著しく減少した場合

3.  補償の開始時期
始期日の午後4時（加入申込票にこれと異なる時刻が記載されている場
合にはその時刻）に補償を開始します。保険料（分割払の場合は第1回分
割保険料）は、保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご加入と同時
に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを
怠った場合、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収
するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。

4.  保険金をお支払いしない主な場合等
（1）保険金をお支払いしない主な場合

「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。なお、保険金をお
支払いしない場合の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おりますのでご確認ください。

特にご注意ください

次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。

・保険料をお払込みいただく前に生じた事故
・ 保険契約者、被保険者（保険契約者または被保険者が法人である場合

は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をい
います。）またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失
または法令違反によって生じた損害

・ 保険契約者、被保険者（保険契約者または被保険者が法人である場合
は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をい
います。）またはこれらの方の法定代理人でない方が、保険金の全部
または一部を受け取るべき場合においては、その方（その方が法人で
ある場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の
機関をいいます。）またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な
過失または法令違反によって生じた損害。ただし他の方が受け取るべ
き金額についてはお支払いします。

・ 風、雨、雪、雹
ひょう

、砂塵
じん

その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏りに
よって生じた損害。ただし、保険の対象を保管する建物の外側の部分

（外壁、屋根、開口部等をいいます。）が風災、雹
ひょう

災、雪災または不測か
つ突発的な事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き
込むことによって生じた損害についてはお支払いします。

・ 直接であると間接であるとを問わず、戦争、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または暴動（群衆
または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区におい
て著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をい
います。）によって生じた損害

・ 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下同様とします。）もしくは核
燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の
放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれら
の特性による事故に随伴して生じた損害。また、これら以外の放射線
照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して
生じた損害

・ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同
居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取
得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。

・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・ 直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国ま

たは公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防
または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金をお支払いし
ます。

・ 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じ
た損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保
険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかっ
た欠陥によって生じた損害については、保険金をお支払いします。

・ 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしく
は劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸
食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類
似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害

・紛失または置き忘れによって生じた損害
・ 外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的

事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災（焦損害
を除きます。）または、破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いし
ます。

・ 保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失ま
たは技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火
災または、破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。

・詐欺または横領によって生じた損害
・ 保険の対象に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害。ただし、加

工着手から加工終了までの加工または製造に直接起因しない損害に
ついては「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹

ひょう

災、雪災、外部からの物体
の飛来・落下、水濡れ、騒 擾

じょう

、労働争議、盗難」に限定して保険金をお
支払いします。

・真空管、電球等の管球類に単独に生じた損害
・ 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、か

き傷、塗料の剝がれ落ち、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、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機
能の喪失または低下を伴わない損害

・ 万引きその他不法侵入、暴行または脅迫の行為をなさなかった者に
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（2）重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として事故を生じさ

せ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③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こと。
④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契

約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
（3）失効について

申込人または被保険者が保険の対象を譲渡した場合（注1）、または保険の
対象の全部が失われた場合（注2）は、この保険契約は失効となります。この
場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または引
受保険会社にお問合わせください。

（注１）保険契約も同時に譲渡した場合を除きます。
（注２） 普通保険約款の保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定

における保険契約が終了した場合を除きます。

5.  保険料の払込猶予期間等の取扱い

特にご注意ください

保険料は「日本GH協総合補償制度のご案内」記載の方法により払込み
ください。「日本GH協総合補償制度のご案内」記載の方法により保険
料の払込みがない場合、事故による損害が発生しても、保険金をお支
払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。

6.  解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、代理店・扱者または引受保険会
社に速やかにお申出ください。
解約の条件によって、解約日から満
期日までの期間に応じて、解約返
れい金を返還させていただきま
す。ただし、解約返れい金は原則と
して未経過期間分よりも少なくな
ります。
　 たとえば、保険期間が1年・一時

払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払
い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通
保険約款・特約でご確認ください。

■ ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または
満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加の
ご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただ
いた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。

7.  保険金支払後の保険契約
損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額に相当する額となっ
た場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、損害保険金のお支払
額が1回の事故につき保険金額に相当する額に達しない限り、損害保険
金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日ま
で有効です。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

8.  保険会社破綻時等の取扱い
「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

9.  個人情報の取扱いについて
「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

始期日 解約日 満期日

未経過期間

保険期間

よって盗取されたことによって生じた損害
・ 検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、

不法に侵入した第三者の盗取による損害の場合はお支払いします。
・保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
・ 保険契約者、被保険者または保険金受取人の従業員等が自ら行い、ま

たは加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によっ
て保険の対象に生じた損害

・格落ち（保険の対象の価値の低下をいいます。）によって生じた損害
・ 保険の対象である楽器の弦（ピアノ線を含みます。）の切断、打皮の破

損または音色もしくは音質の変化によって生じた損害
・日本国外で生じた事故による損害
・自力救済行為等によって生じた損害
・ 1時間未満の電力の停止や異常な供給により、保険の対象である商

品・製品・原材料等のみに生じた損害
・異物の混入、純度の低下、化学変化、質の低下等の損害
・脱毛による損害
・ 保険の対象が耕工作車・機械である場合には、ガラス部分、ベルト、ゴ

ムタイヤ、キャタピラ、ショベル等の歯または爪、バケット、フォーク等
のみに生じた損害。

・ 温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損
害。ただし、保険の対象が冷凍・冷蔵・保温物である場合には、温度変
化による損害は、偶然な事故による冷凍・冷蔵・保温設備装置の物理
的な損傷等または、同一敷地内での火災、落雷、破裂・爆発に起因し、
1時間以上の機能の停止があった場合に生じた損害に限りお支払いし
ます。

・ 保険の対象が地中もしくは水中にある間または空中に浮遊している
間に生じた損害

・ 保険の対象が宝石・貴金属である場合には、営業時間外において金庫
外に保管中の保険の対象に生じた盗難による損害

・消耗品に単独に生じた損害
・ 修繕費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によって増加した

費用
・ 保険の対象が登録等（道路運送車両法に規定する登録車両番号の指

定または市町村長（東京都特別区は都知事とします。）交付の標識を
いいます。）を受けている場合に、その保険の対象につき生じたすべて
の損害

・ 保険の対象が自動販売機等（精算機、両替機等現金受入機器を含み
ます。以下同様とします。）またはそれに収容された商品もしくは現金
である場合は次のいずれかに該当する損害
①保険の対象が自動販売機等の場合

ア. すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、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、自動販売機等の機能に支
障をきたさない損害

イ. 真空管、ブラウン管、電球、その他これらに類似の管球類もしくは
液晶に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害
を受けた場合を除きます。

ウ.貨紙幣づまり等の故障
②保険の対象が自動販売機等に収容された商品または現金である場合

ア. 自動販売機等の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴
して、保険の対象が規定量または規定額以上に出ることによって
生じた損害

イ. 棚卸しまたは検品もしくは売上代金回収の際に発見された保険
の対象の数量不足によって生じた損害。ただし、外部からの盗難
の形跡が明らかであって、かつ数量の不足がトータルカウンター
等の記録により証明された場合は除きます。

ウ. 勘定間違いによって生じた損害および偽変造貨紙幣によって生
じた損害

※ 上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いし
ない場合の詳細は普通保険約款・特約で必ずご確認ください。

事故が発生した場合の手続き（動産総合保険）
（1）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等

事故が起こったときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

①損害の発生および拡大の防止（消防車、救急車は119番）
②盗難事故の場合、警察へ連絡（警察は110番）
③目撃者の確認

三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

 事故は いち早く

0120-258-189（無料）へ

（2）保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が
求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
※1　特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほかそれぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2　事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
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保険金のご請求に必要な書類 書類の例
（1）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書
（2） 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認す

る書類およびその他これに類する書類※

※ 事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認す
るための書類をいいます。

警察署・消防署の証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・
修理業者等からの報告書

（3）保険価額、損害の額または費用の額を確認する書類
①保険価額を確認する書類 固定資産台帳、売買契約書、取得時の領収書、棚卸台帳・仕入伝票、現金出

納帳・売上伝票、図面・仕様書
②損害の額、費用の額・支出を確認する書類 修理見積書・請求書・領収書、損害明細書、復旧通知書（新価保険特約セット

の場合）
（4）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類

① 加入者証
② 保険の対象、保険金の支払対象となる動産等であることを確認する

書類
メーカー保証書、売買契約書、送り状、発送伝票

③保険金請求権者を確認する書類 委任状、印鑑証明書・代表者資格証明書、住民票、戸籍謄本
④ 損害が生じた物の所有者（所有権、賃貸借に関する債権債務の範囲

等を含みます。）を確認する書類
固定資産台帳、賃貸借・リース契約書、入出庫伝票

⑤質権が設定されている場合に保険金請求に必要な書類 質権者の保険金請求書および債務残高証明書、引受保険会社所定の保険
金直接支払指図書／証

⑥引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の調査に関する同意書
⑦ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 示談書、判決書、保険会社等からの支払通知書

■ 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注1）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項（注2）の確認
を終えて保険金をお支払いします（注3）。

（注1）保険金請求に必要な書類は、前記の表をご覧ください。
（注2） 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支

払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
（注3） 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適

用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。こ
の場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効（3年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。

2015年10月1日以降始期契約用
ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 保 険
をご 加 入 い た だくお 客 さ ま へ

重要事項のご説明

この書面ではボランティア活動保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款（＊）・特約（＊）によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場
合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人（＊）と記名被保険者（＊）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票（＊）への記名・押印（または署名）は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。

契約概要のご説明
ご加入に際して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。ご加入される前に必ずお読み
いただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認
ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

1.  商品の仕組みおよび引受条件等

（1） 商品の仕組み
保険の種類 商品の仕組み

ボランティア活動保険

ボランティア活動保険普通保険約款
①賠償責任条項 ⇒賠償責任補償
②傷害条項 ⇒傷害補償

（2） 補償内容
■被保険者

補償項目の種類 被保険者（＊）

賠償責任補償 ①ボランティア（＊）
②上記①の監督義務者

傷害補償 ボランティア

ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定さ
れる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

■保険金をお支払いする主な場合
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」の「保険金をお支払いする主な場
合」のページをご参照ください。
■お支払いの対象となる損害・お支払いする保険金
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」の「お支払いの対象となる損害・
お支払いする保険金」のページをご参照ください。

■保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」の「保険金をお支払いしない主な
場合」のページをご参照ください。なお、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おります。

（3） 対象となる申込人
この保険契約にて申込人となるのは、ボランティア活動推進法人（＊）のみで
す。「ボランティア活動推進法人」の定義については、 用語のご説明  （41
ページ）をご参照ください。

（4） セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

（5） 保険期間
この保険の保険期間（＊）は１年間です。お客さまが実際にご加入いただく
保険期間につきましては、「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」または加
入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

（6） 支払限度額等
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

2.  保険料
保険料（＊）は、保険金額（＊）等によって決定されます。詳細は、代理店・扱者
または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、「日本ＧＨ協総合
補償制度のご案内」または加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。

3.  保険料の払込方法について
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」をご参照ください。
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注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人（＊）にとって不利益になる事項等、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。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款（＊）・
特約（＊）によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

1.  ご契約申込みの撤回等（クーリングオフ）
この保険は、保険期間（＊）が1年間以下のご契約であることから、クーリン
グオフの対象ではありません。

2.  告知義務・通知義務等
（1）ご加入時における注意事項（告知義務−加入申込票の記載上の注意事項）

特にご注意ください

申込人または被保険者（＊）には、ご加入時に危険（＊）に関する重要な事項
として引受保険会社が告知を求めたもの（告知事項）について事実を
正確に告知いただく義務（告知義務）があり、代理店・扱者には告知受
領権があります（代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保
険会社に告知いただいたものとなります。）。
加入申込票（＊）に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知
事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかっ
た場合には、ご契約を解除し、保険金（＊）をお支払いできないことがあり
ますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入
されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内
容（保険の種類、保険金額（＊）等）を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた
特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合
は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代
理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

（2）ご加入後における注意事項（通知義務等）
特にご注意ください

ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく
代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことが
ありますので、十分ご注意ください。

○ 加入者証記載のボランティア（＊）の変更がある場合（ボランティア
活動保険追加特約（月例精算方式）またはボランティア活動保険
追加特約（一括精算方式）がセットされている場合を除きます。）

○ ボランティア活動推進法人（＊）が自発的な意思により他人や社会に貢
献することを目的とする活動の推進または社会福祉の推進を目的
とする法人（国および地方公共団体を含みます。）でなくなった場合

また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の
変更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または引受保険
会社にご通知ください。

◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

（3）その他の注意事項
傷害補償（注）の被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれ
かに該当するときは、その被保険者は保険契約者に対し傷害補償（注）の解
約を求めることができます。この場合、保険契約者は傷害補償（注）を解約し
なければなりません。
① 傷害補償（注）の被保険者となることについて、同意をしていなかった場

合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当

する行為があった場合
◇ 引受保険会社に傷害補償（注）に基づく保険金を支払わせることを目

的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと
◇保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと

③ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大と
なり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

④ ②および③の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、傷害補償（注）

の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤ 保険契約者と被保険者との間の親族（＊）関係の終了等により、傷害補償（注）

の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができま

す。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
（注）その被保険者にかかわる部分に限ります。

3.  補償の開始時期
始期日（＊）の午後4時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる
時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。保険料（＊）

は、「日本GH協総合補償制度のご案内」記載の方法により払込みください。
記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間が始まった
後でも、保険金をお支払いできません。
なお、ボランティア活動保険追加特約（月例精算方式）またはボランティア
活動保険追加特約（一括精算方式）がセットされた場合、始期日以降に保
険加入手続きが完了した被保険者については、加入手続きが完了した日
の翌日午前0時から補償を開始します。

4.  保険金をお支払いしない主な場合等
（1）保険金をお支払いしない主な場合

「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。なお、保険金をお
支払いしない場合の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おりますのでご確認ください。

（2）重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害

を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③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こと。
④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契

約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

5.  保険料の払込猶予期間等の取扱い

特にご注意ください

保険料は、「日本GH協総合補償制度のご案内」記載の方法により払込
みください。「日本GH協総合補償制度のご案内」記載の方法により保
険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。
また、ご契約を解除させていただくことがあります。

6.  解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、代理店・扱者または引受保険会
社に速やかにお申出ください。
■ この保険契約には、解約返れい金の返還はありません。
■ ボランティア活動保険追加特約（月例精算方式）またはボランティア活動

保険追加特約（一括精算方式）がセットされている場合には、ご解約に伴
い、解約日（＊）または満期日（＊）等までの期間に相当する保険料について追
加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせてい
ただいたときには、その保険料を払い込んでいただく必要があります。

7.  保険会社破綻時等の取扱い
「日本GH協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

8.  契約取扱者の権限
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」（「その他のご説明」）をご参照くださ
い。

9.  個人情報の取扱い
「日本ＧＨ協総合補償制度のご案内」をご参照ください。

4.  満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

5.  解約返れい金の有無
この保険には、ご加入の脱退（解約）に際しての解約返れい金はありませ
ん。
注意喚起情報のご説明 の「６．解約と解約返れい金」をご参照ください。
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事故が起こった場合の手続き（ボランティア活動保険）
（1）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等

事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認
③目撃者の確認

三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

 事故は いち早く

0120-258-189 （無料）へ

示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害
賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を
得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがあ
りますのでご注意ください。

（2）保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社
が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
※1 ご提出いただく書類には「●」を付しています。「一」が付されている場合は、ご提出いただく必要はありません。
※2 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※3 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 補償項目 A=賠償責任補償
B=傷害補償 A B

書類の例
（1）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書 ● ●
（2） 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびそ

の他これに類する書類（注）

（注） 事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無
を確認するための書類をいいます。

引受保険会社所定の事故状況報告書、警察署・消防署の証明
書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像
データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性
を確認する書類

● ●

（3）対象の損害であることを確認する書類 事故証明書、ボランティアの名簿

● ●
ボランティア活動推進法人またはボランティア活動団体の責任者が発行する次の書類
◯ボランティア活動中の事故であることを証明する書類
◯ボランティア活動団体の構成員であることを証明する書類
◯ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた方またはボランティア活動推進法人に登録した方であることを証明する書類

（4）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
①他人の身体障害の程度、損害額および損害賠償請求権者を確認する書類 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療

費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休
業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本

● −

② 他人の財物損壊（財物の使用不能による間接損害を含みます。）の程度、
損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類

修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の
売上計画・実績、自動車検査証（写）、建物登記簿謄本、戸籍謄

（抄）本、全部（個人）事項証明書
③ ①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認す

る書類
④ 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の

支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認
する書類

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請
求権者からの領収書

⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 権利移転証（兼）念書
（5）身体障害、ケガの発生およびその額を確認する書類

①死亡事故であることを確認する書類 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認
できる戸籍謄本

− ●②後遺障害による損害の内容・程度を確認する書類 引受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等
検査資料その他の後遺障害による損害の額を示す書類

③その他傷害事故の損害の内容・程度を確認する書類 引受保険会社所定の診断書、診療状況申告書、入院・通院状
況申告書、治療費の領収書、診療報酬明細書、調査に関する同
意書

（6）被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・
協力費用、争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 ● −

（7）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書・法人代表者資格証明

書、代表者事項証明書

● ●
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通

知書、労災支給決定通知
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書また

は法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書

■ 重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保険者に保険金または損害賠償金を請求できない事情がある場合は、被保険者の方の親族のうち一定の
条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償金を請求できる場合があります（「代理請求人制度」）。詳細は代理店・扱者または引受保険会社ま
でお問合わせください。

■ 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注1）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項（注2）の確認
を終えて保険金をお支払いします（注3）。

（注1） 保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類を
ご提出いただきます。
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（注2） 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支
払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

（注3） 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害
救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお
支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効（3年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
■ 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利）

を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

2015年10月1日以降始期契約用

情報漏えい補償制度(専門事業者賠
償 責 任 保 険（サイバープロテク
ター）)をご加入いただくお客さまへ

重要事項のご説明

この書面では専門事業者賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので､内容を十分ご確認
ください｡
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は､保険種類に応じた普通保険約款･特約によって定まります｡普通保険約款･特約が必要な場合は､取
扱代理店または引受保険会社までお申出ください｡申込人と記名被保険者が異なる場合には､この書面に記載の事
項につき､記名被保険者の方にも必ずご説明ください｡
※加入申込票への記名･押印(または署名)は､この書面の受領印を兼ねています｡
※この書面を､ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします｡

契約概要のご説明
ご加入に際して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｡ご加入される前に必ずお読み
いただき､お申込みくださいますようお願いいたします｡
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません｡詳細は普通保険約款･特約でご確認
ください｡また､ご不明な点については､代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください｡

1.  商品の仕組みおよび引受条件等

（1） 商品の仕組み
保険の種類 商品の仕組み

専門事業者賠償責任保険

専門事業者賠償責任保険普通保険約款
＋  サイバープロテクター特約

　 日時認識エラー補償対象外特約
　 プロテクト費用補償特約
　 保険料確定特約(専門事業者用)  

（2） 補償内容
■被保険者

保険の種類 被保険者(ご加入いただいた保険契約
で補償を受けられる方をいいます｡)

専門事業者賠償責任保険

①記名被保険者：
加入申込票(注)の｢記名被保険者｣欄
に記載された方

②被保険者：
記名被保険者の役員(会社法上の取
締役､執行役および監査役､ならび
にこれらに準ずる者をいい､退任等
によりこれらの地位ではなくなった
者を含む)

ただし､適用される普通保険約款･特約によりその他の被保険者が設定
される場合がありますので､詳細は普通保険約款･特約でご確認くださ
い｡

（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をい
い､申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は､これらの
書類を含みます｡

■保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)の｢保険金をお
支払いする主な場合｣のページをご参照ください｡
■お支払いの対象となる損害

パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)の｢お支払いの
対象となる損害｣のページをご参照ください｡
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)

パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)の｢保険金をお
支払いしない主な場合｣のページをご参照ください｡なお､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お
ります｡

（3） セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません｡

（4） 保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間
をいいます｡)は原則として1年間です｡お客さまが実際にご加入いただ
く保険期間につきましては､パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制
度のご案内｣)または加入申込票の｢保険期間｣欄にてご確認ください｡

（5） 支払限度額等
パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)をご参照ください｡

2.  保険料
保険料(注)は､保険料算出の基礎､支払限度額､保険期間等によって決定さ
れます｡詳細は､代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせくださ
い｡
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては､パンフレット
本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)または加入申込票の｢保険料｣
欄にてご確認ください｡
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭を

いいます｡

3.  保険料の払込方法について
パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)をご参照ください｡

4.  満期返れい金･契約者配当金
このご契約には､満期返れい金･契約者配当金はありません｡

5.  解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては､ご加入の条件に応じ､ご加入の保険期間
のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしま
すが､始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料
の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります｡ 注意
喚起情報のご説明  の「6．解約と解約返れい金」をご参照ください。
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注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等､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｡ご加入される前に必ずお読みいただき､ご加入くださいますようお願いいたします｡
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません｡ご加入の内容は普通保険約款･特約
によって定まります｡ご不明な点については､代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください｡

1.  ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
このご契約は､クーリングオフの対象ではありません｡

2.  告知義務･通知義務等
（1）ご加入時における注意事項（告知義務−加入申込票の記載上の注意事項）

特にご注意ください

申込人または被保険者には､ご加入時に加入申込票(注)の記載事項に
ついて事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり､代理店・扱
者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた
事項は､引受保険会社に告知いただいたものとなります｡)｡
加入申込票(注)に記入された内容のうち､※印がついている項目は危険
に関する重要な事項です｡この項目が､事実と異なる場合､または事実
を記載しなかった場合には､ご契約を解除し､保険金をお支払いできな
いことがありますので､加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認くださ
い｡
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類を

いい､申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は､これ
らの書類を含みます｡

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入
されている場合､｢補償の重複｣が生じることがありますので､必ずその内
容(保険の種類､支払限度額額等)を告知してください｡
補償の範囲が重なるのは､この保険契約と異なる保険種類にセットされた
特約の補償内容が同一となっているような場合もあります｡ご不明の場合
は､現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに､代
理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください｡

（2）ご加入後における注意事項（通知義務等）
特にご注意ください

ご加入後､次のいずれかに該当する事実が発生した場合には､あらかじ
め(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞
なく)代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください｡
ご通知がない場合､ご契約を解除し､保険金をお支払いできないことが
ありますので､十分ご注意ください｡

○保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書､申告書等の記載内容に変更

が生じる場合

また､ご加入後､次に該当する事実が発生する場合には､ご加入内容の
変更等が必要となりますので､遅滞なく代理店・扱者または引受保険
会社にご通知ください｡

◇ご住所の変更等､加入者証に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加･削除等､契約条件を変更する場合

3.  補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時
刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します｡保険料(分
割払の場合は､第1回分割保険料)は､パンフレット本文(｢日本GH協総合
補償制度のご案内｣)記載の方法により払込みください｡記載の方法により
保険料を払込みいただけない場合､保険期間が始まった後でも､保険金を
お支払いできません｡

4.  保険金をお支払いしない主な場合等
（1）保険金をお支払いしない主な場合

パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)をご参照くだ
さい｡なお､保険金をお支払いしない場合の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おりますのでご確認く
ださい｡

（2）重大事由による解除
次のことがあった場合は､ご契約を解除し､保険金をお支払いできないこ
とがあります｡
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害

を生じさせ､または生じさせようとしたこと｡
②保険金の請求について詐欺を行い､または行おうとしたこと｡
③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こと｡
④上記のほか､①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない､保険契

約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと｡

5.  保険料の払込猶予期間等の取扱い

特にご注意ください

保険料は､パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)記載
の方法により払込みください｡パンフレット本文(｢日本GH協総合補償
制度のご案内｣)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合
には､保険金をお支払いできません｡また､ご契約を解除させていただ
くことがあります｡

6.  解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は､代理店・扱者または引受保険会
社に速やかにお申出ください｡
■解約の条件によって､解約日から満期日までの期間に応じて､解約返れ

い金を返還させていただきます｡ただし､解約返れい金は原則として未
経過期間分よりも少なくなります｡

■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料に
ついて､追加のご請求をさせていただくことがあります｡

7.  保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)をご参照ください｡

8.  契約取扱者の権限
後記｢その他のご説明｣をご参照ください｡

９.  個人情報の取扱い
パンフレット本文(｢日本GH協総合補償制度のご案内｣)をご参照ください｡

事故が起こった場合の手続き（専門事業者賠償責任保険（サイバープロテクター））
（1）損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等

損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、代理店・扱者または引受保険会社に次の事項をご連絡く
ださい。

なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。

示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害
賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を
得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがあ
りますのでご注意ください。

①損害賠償請求を最初に知った時の状況
②申し立てられている行為
③原因となる事実

三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

 事故は いち早く

0120-258-189 （無料）へ
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（2）保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社
が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
※１ 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※２ 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例

（1）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書
（2） 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびそ

の他これに類する書類（注）

（注） 損害賠償が請求された、または損害賠償の請求がなされるおそれのあ
る状況を最初に知った時の状況・日時・場所、事故の原因、損害または
費用発生の有無を確認するための書類をいいます。

引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明
書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像
データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性
を確認する書類

（３）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
①損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 売買契約書、購入時の領収書、保証書、被害物の写真・画像

データ、修理見積書・請求書・領収書・受領書、調査に関する同
意書、全部（個人）事項証明書

② 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の
支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認
する書類

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償金
の支払いを証する書類

③ 共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 権利移転証（兼）念書
（4）被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書
（5）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類

①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明
書、代表者事項証明書

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通

知書、労災支給決定通知
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書また

は法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書

■ 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注１）をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項（注２）の確認
を終えて保険金をお支払いします（注３）。
（注１）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
（注２）保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支

払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
（注３）必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害

救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお
支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利）

を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

＜プロテクト費用保険金について＞

保険金のご請求に必要な書類
①費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類
②費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書類
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その他のご説明
保険種目共通

ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加
入くださいますようお願いいたします。

1．  ご加入時にご注意いただきたいこと
（1）契約取扱者の権限

契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理な
どの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

（2）ご加入条件
この保険の保険期間は1年間となります。
保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

2．  ご加入後にご注意いただきたいこと
加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

3．  個人情報の取扱いについて
「日本GH協総合補償制度のご案内」の11ページをご参照ください。

重要事項のご説明
（契約概要・注意喚起情報）

共通お問合わせ先
ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問合わせください。

この保険商品に関するお問合わせは 指定紛争解決機関  注意喚起情報
引受保険会社は、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。引受保険会社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ご相談いただくか、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
〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕0570−022−808

【受付時間】平日 9：15〜17：00（土日・祝日および年末年始を除きます）
・ 携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におか

けください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・ 詳細は、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/efforts/adr/）

代理店・扱者　　　　株式会社　ヤジマ
〒135−0016　東京都江東区東陽3−26−2
TEL：03-6806-3535　　FAX：03-6806-2155

三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120−632−277（無料）

【電話受付時間】平　　日 9：00〜20：00
　　　　　　　土日・祝日 9：00〜17：00（年末年始は休業させていただきます。）
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00〜19：00になります。

※万一、事故が起こった場合は、「日本GH協総合補償制度のご案内」に記載の「三井住友海上事故受付センター」へご連絡ください。

※印（注）の用語のご説明
（注）ボランティア活動保険の重要事項のご説明では、＊印になっています。

用語 説明
ア 行 医学的他覚所見の

ないもの
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 被保険者以外の医師をいいます。
カ 行 解約日 保険期間の中途で保険契約が解約された日をいいます。

加入申込票 引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合に
は、これらの書類を含みます。

危険 傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
ギプス等 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。

記名被保険者 加入者証に記載された被保険者をいいます。
競技等 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 いわゆる「むちうち症」をいいます。
ケガ 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。
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ケガを被った所定の部位 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 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） 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
サ 行 始期日 保険期間の初日をいいます。

酒（しゅ）気帯び運転 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。
所定の部位 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。

自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。
失効 この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
手術 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（注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（注2）

（注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。

（注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 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。
親族 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。
先進医療 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 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。
タ 行 他の保険契約等 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。

治療 医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ボランティア活動保険では、医師による治療をいいます。ただし、被保険者
が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。

通院 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 水を吸引したことによる窒息をいいます。
特約 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。

ナ 行 入院 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。
ハ 行 被保険者 この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、保険証券記載の被保険者をいいます。

普通保険約款 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。
保険期間 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券・加入者証記載の保険期間をいいます。
保険金 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭をい

います。
保険金額 この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に引受保険会社がお支払いする保険金の額（または限度額）をいいます。
ボランティア ボランティア活動を行う自然人で次のいずれかに該当する方をいいます。

ア．ボランティア活動団体の構成員
イ．ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた方またはボランティア活動推進法人に登録した方

ボランティア活動 自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とし、日本国内で行われる次のいずれかに該当する活動をいいます。なお、活
動には、活動のための学習会または会議等を含み、有償（注1）の活動は除きます。
ア．所属ボランティア活動団体の会則（注2）に則り企画、立案された活動
イ．ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に届け出た活動

（注1）交通費、食事代等費用弁償程度の支給がなされる場合は、有償とはみなしません。
（注2）名称を問いません。

ボランティア活動
推進法人

自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とする活動の推進または社会福祉の推進を目的とする法人（国および地方公
共団体を含みます。）をいいます。

ボランティア活動団体 ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に登録した団体をいいます。
ボランティア活動中 ボランティア活動を行っている間をいい、ボランティア活動を行う目的をもって通常の経路により住居（注）を出発してから住居に帰着

するまでの間を含みます。
（注）住居以外の施設を起点とする場合または住居以外の施設に帰る場合は、その施設とします。

マ 行 満期日 保険期間の末日をいいます。
無効 保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
免責金額 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。
申込人 引受保険会社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
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公益社団法人　日本認知症グループホーム協会会員の皆さまへ

～グループホーム経営の安全と発展のために～

日本GH協
総合補償制度のご案内

公益社団法人　日本認知症グループホーム協会
引受保険会社　三井住友海上火災保険株式会社

2020年4月1日　午後4時から
2021年4月1日　午後4時まで の1年間
（中途加入ができます。）

お問い合せ先・資料請求先

■代理店・扱者 株式会社ヤジマ（担当 矢嶌）
〒135-0016　東京都江東区東陽3-26-2　TEL：03-6806-3535　FAX：03-6806-2155
e-mail : info@yajima-ag.com

■保険契約者 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会（日本GH協）
〒160-0015　東京都新宿区大京町23-3 四谷オーキッドビル8階　TEL：03-5366-2157　FAX：03-5366-2158
e-mail : info@ghkyo.or.jp

■引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 公務開発部営業第一課
〒101-8011　東京都千代田区神田駿河台3-11-1　TEL：03-3259-3017　FAX：03-3293-8609

使用期限：2021年4月1日　承認番号：A19-102580

保険期間：

グループホーム等賠償事故補償制度

利用者向け傷害見舞金制度

職員向け災害補償制度

什
じゅう

器・備品損害補償制度

ボランティア向け災害補償制度

情報漏えい補償制度
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