
※「お支払いする保険金」、「保険金をお支払いできない主な場合」等、詳しい内容につきましては、
ポケットガイドをご確認ください。

海外旅行総合保険
世界中どこからでも24時間日本語サービス
現金不要の「キャッシュレス治療サービス」

ケガをした

病気になった

●治療・救援費用保険金
●傷害死亡・後遺障害
保険金

●治療・救援費用保険金
●疾病死亡保険金

誤って他人のものを
こわした
●賠償責任
　保険金

現地でケガのため
入院し、家族が
駆けつけた
●治療・救援費用
保険金

身の回り品が
盗難にあった 
●携行品損害
保険金

航空機が
遅れた場合に
宿泊代・食事代等を
自己負担した
●航空機遅延費用等保険金

航空会社に寄託した
手荷物の到着が遅れ、
身の回り品等を
購入した
●航空機寄託手荷物
遅延等費用保険金

ご出発からご帰宅まで、海外旅行中の思いがけないアクシデント。

こんな時にお役に立ちます。

楽しい海外旅行をサポートします。
旅行先で事故やトラブルにあったらどうしたらいいの？

世界各地に
のお問い合わせ電話窓口をご用意しております。

24時間OK!2日本語OK!1

ご旅行中の事故で破損したお客さまのスーツケース・カメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラ・ノー
トパソコンの修理に際し、引取りから修理、納品までを損保ジャパン指定の修理会社で行う
サービスです。修理代金は損保ジャパンから直接保険金として指定修理会社へお支払いし
ますので、お客さまに修理代金を立て替えていただく必要はありません。
※本サービスの対象品は、スーツケース・カメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラ・ノートパソコンにかぎり
ます。ただし、対象品であっても一部の製品によっては本サービスの対象とならない場合があります。
※本サービスは携行品損害補償特約がセットされている場合で、かつ保険金のお支払対象と
なるときにご利用いただけます。
※本サービスのご提供は日本国内のみとさせていただきます（対象品の発着送は日本国内にか
ぎります。）。
※本サービスの詳しい内容につきましてはポケットガイド（ご契約のしおり・約款集）をご確認ください。

手続き簡単、現金不要の「携行品キャッシュレス・リペアサービス」

ケガ・病気のお問い合わせは…
「海外メディカルヘルプライン」1

治療や入院が必要な場合、最寄りの
病院・医師を選定し予約手配をします。

病院／医師の紹介・予約

現地での治療が困難な場合、最寄りの
医療施設まで緊急移送手配をします。

緊急移送手配

お客さまが治療費をお支払いする必要がない
キャッシュレス治療が可能な病院をご紹介します。

キャッシュレス治療サービスの手配キャッシュレス治療サービスの手配

入院された場合、症状が安定し退院許可
がおりましたら、帰国の手配をいたします。

退院後の帰国手配

4
手続き簡単、現金不要の「キャッシュレス治療サービス」

手続きは
こんなに
簡単

●海外メディカルヘルプラインにご連絡されず治療を受けた場合、また各国の状況や病
院・医師の事情によりキャッシュレス治療にならない場合等の治療費、医師の処方箋
により別途購入する薬代は、お客さまに立て替えいただくことがあります。
●保険契約証等を携帯されていない場合、キャッシュレス治療サービスはご利用できません。
●キャッシュレス治療サービスで、実際にかかった治療費用が保険金額を超過する場合
の超過部分、またはご加入の海外旅行保険でお支払いの対象とならない費用（歯科
治療、妊娠、出産等に起因する疾病等）については、お客さまのご負担になります。

●ご旅行中は、ご契約の際にお渡しする保険契約証等とポケットガイド（ご契約
のしおり・約款集）を必ずご携帯ください。

これでOK!
医師の治療を
受けられます

損保ジャパン所
定または病院備え
付けの請求書に必
要事項（証券番号
等）を記入

3対応病院
窓口で、保
険契約証
等を提示
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携行品の盗難・
破損事故相談サービス

賠償責任事故
相談サービス 保険金請求方法案内
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な
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ス
内
容

主
な
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ー
ビ
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内
容

※特約がセットされていない等、ご契約内容によりご提供できるサービスがかぎられる場合があります。
※各国の政治情勢、医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電話事情等
によっては、サービスが提供できない、または、時間がかかる場合があります。
※「海外メディカルヘルプライン」は、「日本エマージェンシーアシスタンス株式会社」、「海外ホットラ
イン」、「携行品キャッシュレス・リペアサービス」および「海外とらべるサポート」は「株式会社プレス
テージ・インターナショナル」との提携により運営されています。

※予約・手配等に関わる手数料は無料ですが、送迎代、航空運賃、宿泊施設客室料等の実費
はお客さまのご負担となります。
※本サービスの詳しい内容につきましてはポケットガイド（ご契約のしおり・約款集）をご確認ください。

現地で電話通訳が必要な場合や日本にいるご家族へメッセージを伝えたい
場合等、事故以外のことでお困りの際にご利用いただけるサービスです。

事故以外のことでお困りの時のお問い合わせは・・・
「海外とらべるサポート」3

電話による通訳サービス ご家族・ご友人への
メッセージ伝言サービス

空港・宿泊施設間の
送迎予約・手配の代行

航空券・宿泊施設の予約・
情報提供サービス

パスポート・クレジットカードの
トラブルに関するご相談

旅行に関する
安全情報の提供

サ
ー
ビ
ス
内
容

携行品の損害や賠償事故等のお問い合わせは…
「海外ホットライン」2

「海外
メディカル
ヘルプライン」
へ連絡

このパンフレットにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。

契約者（保険契約者）
保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、
保険料の支払義務を負うことになります。
被保険者
保険の対象となる方のことをいいます。
責任期間
保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。
保険金
被保険者が所定のお支払事由に該当されたときに、保険会社がお支払い
する金銭のことです。
免責金額
支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

用語のご説明

個人
プラン
個人
プラン

海外旅行総合保険

2020年4月

●このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取
扱代理店までお問い合わせください。また、ご契約の際は必ず「ポケットガイ
ド（ご契約のしおり・約款集）」をご覧ください。

●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受
領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理
業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結
いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約さ
れたものとなります。

家族プランの場合、ご本人以外に被保険者（保険の対象となる方）とするこ
とができるご家族の範囲は次のとおりです。（ご家族の範囲以外の方が加
入された場合、保険金を減額することやお支払いできないことがあります。）
①被保険者ご本人の配偶者（新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている

方を含みます。）
②被保険者ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族（親族とは

ご本人の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。）
③被保険者ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

重要

＜万一、保険金をお支払いする事由が発生した場合＞
保険金をお支払いする事由が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは
取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以
内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないこと
があります。
■賠償責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠

償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のう
え、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償
責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額ま
たは一部をお支払いできないことがあります。

（注）示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャ
パンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことに
なります。

■被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保
ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることが
あります。

そんぽADRセンター

損保ジャパンは、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。
損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協
会に解決の申し立てを行うことができます。

保険会社との間で問題を解決できない場合（指定紛争解決機関）

【窓口：一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】

平　　日 午前９時１５分～午後５時
（土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。）

おかけ間違いにご注意ください。

受付時間

http://www.sonpo.or.jp/インターネットホームページアドレス

0570-022808〈通話料有料〉

（SJNK17-15143 2018.1.15）

お問い合わせ先（取扱代理店）

中部国際空港旅客サービス株式会社
〒479-8704 愛知県常滑市セントレア1丁目1番地
TEL.0569（38）7287

名古屋企業営業部第三課
〒460-8551  名古屋市中区丸の内 3-22-21  TEL.052(953)3881

家族
プラン
家族
プラン

中部国際空港限定プラン

Innovation for Wellbeing

2



※「お支払いする保険金」、「保険金をお支払いできない主な場合」等、詳しい内容につきましては、
ポケットガイドをご確認ください。

海外旅行総合保険
世界中どこからでも24時間日本語サービス
現金不要の「キャッシュレス治療サービス」

ケガをした

病気になった

●治療・救援費用保険金
●傷害死亡・後遺障害
保険金

●治療・救援費用保険金
●疾病死亡保険金

誤って他人のものを
こわした
●賠償責任
　保険金

現地でケガのため
入院し、家族が
駆けつけた
●治療・救援費用
保険金

身の回り品が
盗難にあった 
●携行品損害
保険金

航空機が
遅れた場合に
宿泊代・食事代等を
自己負担した
●航空機遅延費用等保険金

航空会社に寄託した
手荷物の到着が遅れ、
身の回り品等を
購入した
●航空機寄託手荷物
遅延等費用保険金

ご出発からご帰宅まで、海外旅行中の思いがけないアクシデント。

こんな時にお役に立ちます。

楽しい海外旅行をサポートします。
旅行先で事故やトラブルにあったらどうしたらいいの？

世界各地に
のお問い合わせ電話窓口をご用意しております。

24時間OK!2日本語OK!1

ご旅行中の事故で破損したお客さまのスーツケース・カメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラ・ノー
トパソコンの修理に際し、引取りから修理、納品までを損保ジャパン指定の修理会社で行う
サービスです。修理代金は損保ジャパンから直接保険金として指定修理会社へお支払いし
ますので、お客さまに修理代金を立て替えていただく必要はありません。
※本サービスの対象品は、スーツケース・カメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラ・ノートパソコンにかぎり
ます。ただし、対象品であっても一部の製品によっては本サービスの対象とならない場合があります。
※本サービスは携行品損害補償特約がセットされている場合で、かつ保険金のお支払対象と
なるときにご利用いただけます。
※本サービスのご提供は日本国内のみとさせていただきます（対象品の発着送は日本国内にか
ぎります。）。
※本サービスの詳しい内容につきましてはポケットガイド（ご契約のしおり・約款集）をご確認ください。

手続き簡単、現金不要の「携行品キャッシュレス・リペアサービス」

ケガ・病気のお問い合わせは…
「海外メディカルヘルプライン」1

治療や入院が必要な場合、最寄りの
病院・医師を選定し予約手配をします。

病院／医師の紹介・予約

現地での治療が困難な場合、最寄りの
医療施設まで緊急移送手配をします。

緊急移送手配

お客さまが治療費をお支払いする必要がない
キャッシュレス治療が可能な病院をご紹介します。

キャッシュレス治療サービスの手配キャッシュレス治療サービスの手配

入院された場合、症状が安定し退院許可
がおりましたら、帰国の手配をいたします。

退院後の帰国手配

4
手続き簡単、現金不要の「キャッシュレス治療サービス」

手続きは
こんなに
簡単

●海外メディカルヘルプラインにご連絡されず治療を受けた場合、また各国の状況や病
院・医師の事情によりキャッシュレス治療にならない場合等の治療費、医師の処方箋
により別途購入する薬代は、お客さまに立て替えいただくことがあります。
●保険契約証等を携帯されていない場合、キャッシュレス治療サービスはご利用できません。
●キャッシュレス治療サービスで、実際にかかった治療費用が保険金額を超過する場合
の超過部分、またはご加入の海外旅行保険でお支払いの対象とならない費用（歯科
治療、妊娠、出産等に起因する疾病等）については、お客さまのご負担になります。

●ご旅行中は、ご契約の際にお渡しする保険契約証等とポケットガイド（ご契約
のしおり・約款集）を必ずご携帯ください。

これでOK!
医師の治療を
受けられます

損保ジャパン所
定または病院備え
付けの請求書に必
要事項（証券番号
等）を記入

3対応病院
窓口で、保
険契約証
等を提示
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※特約がセットされていない等、ご契約内容によりご提供できるサービスがかぎられる場合があります。
※各国の政治情勢、医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電話事情等
によっては、サービスが提供できない、または、時間がかかる場合があります。
※「海外メディカルヘルプライン」は、「日本エマージェンシーアシスタンス株式会社」、「海外ホットラ
イン」、「携行品キャッシュレス・リペアサービス」および「海外とらべるサポート」は「株式会社プレス
テージ・インターナショナル」との提携により運営されています。

※予約・手配等に関わる手数料は無料ですが、送迎代、航空運賃、宿泊施設客室料等の実費
はお客さまのご負担となります。
※本サービスの詳しい内容につきましてはポケットガイド（ご契約のしおり・約款集）をご確認ください。

現地で電話通訳が必要な場合や日本にいるご家族へメッセージを伝えたい
場合等、事故以外のことでお困りの際にご利用いただけるサービスです。

事故以外のことでお困りの時のお問い合わせは・・・
「海外とらべるサポート」3

電話による通訳サービス ご家族・ご友人への
メッセージ伝言サービス

空港・宿泊施設間の
送迎予約・手配の代行

航空券・宿泊施設の予約・
情報提供サービス

パスポート・クレジットカードの
トラブルに関するご相談

旅行に関する
安全情報の提供
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携行品の損害や賠償事故等のお問い合わせは…
「海外ホットライン」2

「海外
メディカル
ヘルプライン」
へ連絡

このパンフレットにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。

契約者（保険契約者）
保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、
保険料の支払義務を負うことになります。
被保険者
保険の対象となる方のことをいいます。
責任期間
保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。
保険金
被保険者が所定のお支払事由に該当されたときに、保険会社がお支払い
する金銭のことです。
免責金額
支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

用語のご説明

ご契約タイプ
一覧表（1日～31日）

•被保険者（保険の対象となる方）が保険期間の初日において満15歳未満である場合
•ご契約者と被保険者が異なる契約において被保険者の同意（署名・捺印）がない場合

※下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険
金額または疾病死亡保険金額は他の保険契約等と通算してそれぞれ1,000
万円が上限となります。

※上記ご契約タイプとは別のプランをご希望の場合や記載のない日程については、カウンターへおたずねください。 
※上記保険料は被保険者のご年齢が69歳以下の場合のものです。70歳以上の方の補償内容、保険料はカウンターへおたずねください。 
※家族プランはご本人含めた2名様の場合の保険料です。3名様以上の場合の保険料はカウンターへおたずねください。

（注）治療・救援費用保険金額の無制限とは、責任期間中のケガまたは病気等の事由の発生1回についての支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。

個人
プラン
個人
プラン

家族
プラン
家族
プラン

個人用 家族用　※保険料は2名様分

ご契約タイプ JP5 JP4 JP3 ご契約タイプ FP5 FP4 FP3

保
険
金
額

傷害死亡・後遺障害 7,500万円 5,000万円 3,000万円

保
険
金
額

1名
あたり

傷害死亡・後遺障害 7,500万円 5,000万円 3,000万円

治 療・救 援 費 用 無制限 無制限 無制限 治 療・救 援 費 用 無制限 無制限 無制限
応急治療・救援費用 300万円 300万円 300万円 応急治療・救援費用 300万円 300万円 300万円

疾 病 死 亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 疾 病 死 亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円

旅 行 事 故 緊 急 費 用 5万円 5万円 5万円 旅 行 事 故 緊 急 費 用 5万円 5万円 5万円

賠償責任（自己負担なし） 1億円 1億円 1億円 ご家族
共有

賠償責任（自己負担なし） 1億円 1億円 1億円

携行品損害（自己負担なし） 30万円 30万円 30万円 携行品損害（自己負担なし） 30万円 30万円 30万円

合
計
保
険
料

1日まで 5,350円 4,690円 4,170円

合
計
保
険
料

1日まで 10,470円 9,150円 8,110円

2日まで 5,910円 5,230円 4,690円 2日まで 11,480円 10,120円 9,040円

3日まで 6,670円 5,940円 5,360円 3日まで 12,980円 11,520円 10,360円

4日まで 7,430円 6,650円 6,030円 4日まで 14,470円 12,910円 11,670円

5日まで 8,380円 7,550円 6,890円 5日まで 16,230円 14,570円 13,250円

6日まで 9,270円 8,370円 7,650円 6日まで 17,920円 16,120円 14,680円

7日まで 9,810円 8,880円 8,140円 7日まで 18,930円 17,070円 15,590円

8日まで 10,700円 9,770円 9,030円 8日まで 20,450円 18,590円 17,110円

9日まで 11,530円 10,580円 9,820円 9日まで 21,950円 20,050円 18,530円

10日まで 12,490円 11,510円 10,730円 10日まで 23,930円 21,970円 20,410円

11日まで 13,630円 12,650円 11,870円 11日まで 26,720円 24,760円 23,200円

12日まで 14,550円 13,540円 12,740円 12日まで 28,580円 26,560円 24,960円

13日まで 15,740円 14,730円 13,930円 13日まで 30,980円 28,960円 27,360円

14日まで 16,160円 15,150円 14,350円 14日まで 31,810円 29,790円 28,190円

15日まで 19,520円 18,360円 17,440円 15日まで 38,260円 35,940円 34,100円

17日まで 21,570円 20,290円 19,270円 17日まで 42,340円 39,780円 37,740円

19日まで 26,900円 25,500円 24,380円 19日まで 52,740円 49,940円 47,700円

21日まで 30,480円 29,030円 27,870円 21日まで 60,020円 57,120円 54,800円

23日まで 32,940円 31,360円 30,100円 23日まで 64,890円 61,730円 59,210円

25日まで 35,260円 33,580円 32,240円 25日まで 69,490円 66,130円 63,450円

27日まで 38,400円 36,650円 35,250円 27日まで 75,700円 72,200円 69,400円

29日まで 44,160円 42,300円 40,820円 29日まで 87,190円 83,470円 80,510円

31日まで 45,590円 43,660円 42,120円 31日まで 89,960円 86,100円 83,020円

1 3 4


