
 

 

 

 

 

 

 

国内旅行保険のご案内 

病気で入院、通院 

うっかりして                

ホテルの部屋を水浸しに       旅行先で転んで捻挫 

１．担保内容                        
被保険者様が国内旅行中に以下の損害を被った場合に、保険金をお支払いします。 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
※ 香港・マカオ・台湾への渡航は、海外旅行と見なし、保険対象外とします。   

                                           

(1) 偶然な事故による病気やケガが原因で、死亡または後遺障害を負われた場合の補償 

(2) 病院で医師による病気やケガの治療を受けられた場合の治療費用 

(3) 偶然な事故により第三者に財産損害、身体傷害を負わせた際の法律上の賠償責任 

(4) 病気やケガが原因で死亡または入院された場合、行方不明となった場合の親族による救援費用（渡航費用等） 

(5) 交通機関の遅延に伴うホテル、レストラン等のキャンセル費用、違約金 

遅延に伴う 

キャンセル費用 

           3．保険金額（補償額） 

           4．お支払いただく保険料  

2．ご契約者様 
  本保険加入について、貴社と被保険者様との間で確認が行われていることが、本保険のご契約の条件となります。  
※ 貴社において被保険者名簿の管理をお願いいたします。 

 

緊急時のご家族の 

渡航費用 

お客様（国籍は問いません）の国内旅行中の病気やケガなどのトラブルを補償します。 

(6) 公共交通乗用具搭乗中の事故によるケガ、および死亡または後遺障害を負った場合の保険金倍額給付 

  （但し、8歳以下（8歳を含む）の未成年被保険者様については死亡保険金のみ支払対象外となります。） 

保険期間 Aタイプ Bタイプ Cタイプ Ｄタイプ

1～5日まで 20元 30元 50元 60

6～10日まで 30元 60元 100元 110

11～31日まで 70元 140元 210元 220

大人 - -

子供(両親付保に限る)

- -

- 100%

- 100%

- -

- -

- -

- -

- -

500元 800元

免責金額 給付比例

1万元

- 8,000元 1万元

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

4,000元 4,000元 8,000元

Dタイプ

10万元 10万元

* * *

10万元 10万元 10万元 30万元

-

1,000元 1,000元 3,000元

1,200元600元

3,000元

救援費用保険金

個人携行財産

＊中国銀行保険監督管理委員会の規定により、被保険者が10歳未満の場合、死亡保険金の保険金額総合計は、他保険会社での契約を合算して20万元が限度とな
り、10歳以上18歳未満の場合50万元が限度となります。また、未成年の第三者責任については、中国の関係規定に従います。

600元 1,200元旅行遅延

3万元 3万元 10万元10万元

旅行変更 200元 300元 500元 800元

荷物遅延 200元 300元

意外傷害治療費用保険金D（ケガ治療）

疾病治療費用保険金B（疾病治療）

疾病死亡保険金（疾病死亡）

第三者賠償責任保険金

交通意外傷害倍額給付
（傷害死亡・後遺障害）

保険金額

意外傷害保険金
（傷害死亡・後遺障害）

補償項目

*

10万元 30万元

5万元 10万元 10万元

10万元

-

- - 10万元



補償項目 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 

傷害死亡 
被保険者が国内旅行中の偶然な事故によるケガが原因で事故日からその日を含む180日以内に死亡された場合に、傷害保
険金額の全額を死亡保険金としてお支払いします。[注] 
[注]保険期間中に次の後遺障害保険金が既に支払われている場合には、その金額を差し引いてお支払いします。  

傷害後遺
障害  

被保険者が国内旅行中、偶然な事故によるケガが原因で事故日からその日を含む180日以内に身体に後遺障害を生じた場
合に、証券添付表1の程度に基づき、傷害保険金額の10%～100%を後遺障害保険金としてお支払いします。  

傷害治療 

費用 

被保険者が国内旅行中、偶然な事故によるケガ
が原因で、医師の治療を受けられた場合。 

1回の傷害または病気の治療のために実際に支出された以下の治療
費用[注]のうち、弊社が妥当と認める金額を傷害治療費用保険金、ま
たは疾病治療費用保険金としてお支払いします。但し、 

-事故日または治療開始日からその日を含む180日以内に発生した費
用に限ります。 

-お支払いする保険金の合計額は、傷害の場合は傷害治療費用保険
金額を、病気の場合は、疾病治療費用保険金額を限度とします。 

[注] 治療費用： 
①医師、病院に支払った診察・入院費用 （緊急移送費等を含みま   
  す。） 
②治療のために必要となった通訳雇入費用、交通費  
③義手、義足の修理費（傷害の場合のみ対象となります。） 
④入院のため必要となった、国際電話料等通信費用。身の回り品購入  
   費（限度：RMB3,000元／1事故）。但し、通信費用と身の回り品購入  
   費の合計1回の事故につきRMB 10,000元を限度とします。 
⑤保険金請求に必要な医師の診断書費用  
⑥法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用    

疾病治療
費用 

被保険者が、 

1) 国内旅行開始後に発病した病気 
 が原因で、旅行終了後72時間を経過する 
 までに医師の治療を受けられた場合（旅行 
 終了後に発病した病気については、原因が 
 旅行中発生した場合に限ります。） 

2) 国内旅行中に感染した特定の感染症[注]  
 が原因で、旅行終了日からその日を含めて 
 30日を経過するまでに医師の治療を受けら 
 れた場合 

[注] コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、 
マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲ 
Ｓ）、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ 
病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイ 
ル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、繁多ウイルス肺
症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、
ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症 をい
います。  

疾病死亡 

次のいずれかの場合に、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。 被保険者が、 
①国内旅行中に病気により死亡された場合 
②国内旅行開始後に発病した病気が原因で旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日か 
  らその日を含む30日以内に死亡された場合（旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生した場 

  合に限ります。） 

③国内旅行中に感染した特定の感染症（疾病治療の場合と同じ）によって、旅行終了日からその日を含む30日以内 

  に死亡された場合 

第三者 
賠償責任 

被保険者が国内旅行中、誤って他人にケガを負わせる、他人の物を壊すなど、第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責
任を負った場合に、訴訟費用、損害防止軽減費用、緊急措置費用等も含めた、第三者賠償責任保険金をお支払いします。
保険期間中にお支払いする保険金は、第三者賠償責任保険金額を限度とします。 

救援費用 

被保険者が国内旅行中、以下の状況となった場合、 

①傷害が原因で、事故の日から180日以内に死亡された場合、または3日以上続けて入院された場合 
②病気により死亡された場合  
③発病した病気により、国内旅行終了から30日以内に死亡された場合、または、3日以上続けて入院された場合  
  但し、旅行期間中に医師の治療を開始した場合に限ります。 
④搭乗・乗船中の飛行機、船舶が遭難した場合 
⑤事故に遭遇し、生死が確認できない場合（無事が確認できた後に発生した費用は対象外です。）または緊急捜 
   索・救助活動の必要性が警察等公的機関により確認された場合 

契約者、被保険者、被保険者の配偶者や直系親族の方が実際に支出した以下の費用のうち、当会社が妥当と認め 
た金額をお支払いします。保険期間中にお支払いする保険金は、救援費用保険金額を限度とします。  
①捜索救助費用 
②救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費（救援者3名分まで） 
③救援者のホテルなど宿泊施設の客室料（救援者3名かつ1名につき14日まで） 
④救援者の渡航手続費、現地での諸雑費（合計で RMB10,000元） 
⑤現地からの移送費用[注] ⑥遺体処理費用（限度：RMB50,000元） 

[注]払い戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分で支払われる金額は差し引きます。  

個人携行
財産 

保険期間内、被保険者が偶然な事故により、携行された被保険者個人所有の財産（以下、「携行財産」と略す）損失を、保険
証券の約定に基き保険金を支払います。 
被保険者に支払う１回及び累計保険金は保険証券に記載された個人携行財産の保険金額を限度とします。 

公共交通機
関利用中の

事故 

公共交通機関搭乗中の事故によるケガ、および死亡または後遺障害を負った場合は、保険金を倍額お支払いします。 

別紙①：補償内容概要 



補償項目 主な免責事由 

傷害死亡 

傷害後遺障害 

‧保険契約者、被保険者、保険金を受取るべき者の故意  ‧自殺行為、犯罪行為あるいは挑発行為  ‧無免許運転、
または酒、アルコール、麻薬、管制薬物等の影響下における運転 ‧疾病、心神喪失または常軌の逸脱  ‧妊娠、流
産、分娩、外科手術および医療事故  ‧被保険者に対し執行された刑罰  ‧戦争、軍事行動、暴動、またはこれらに
類似した武装反乱。但しテロ行為を除く  ‧原子力または核施設の爆発、汚染または輻射  ‧他覚症状の無い腰痛ま
たはむちうち症 ‧食中毒、細菌またはウイルス感染。 ‧8歳以下の未成年被保険者様については死亡保険金のみ
支払対象外  等 

傷害治療費用 ‧上記免責事項  ‧脊椎指圧療法（カイロプラクティック）、鍼、灸等の治療費 等 

疾病治療費用 

‧保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意  ‧自殺行為、犯罪行為または挑発行為  ‧被保険
者に対する刑の執行  ‧戦争、軍事行為、暴動その他これらに類する武装反乱。但し、テロ行為を除く。  ‧原子力ま
たは核施設により生じた爆発、汚染または輻射。  ‧他覚症状の無い腰痛、またはむちうち症の治療費  ‧被保険者
が被った傷害による疾病  ‧妊娠、分娩、早産または流産およびこれらに起因する疾病の治療費  ‧歯科疾病の治
療費  ‧山岳登攀中に患った高山病  ‧脊椎指圧療法（カイロプラクティック）、鍼、灸等の治療費  等 

疾病死亡 

‧保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意  ‧自殺行為、犯罪行為または挑発行為  ‧被保険
者に対する刑の執行戦争、軍事行為、暴動その他これらに類似の武装反乱。但し、テロ行為を除く。  ‧原子力また
は核施設により生じた爆発、汚染または輻射。  ‧他覚症状の無い腰痛、むちうち症   ‧被保険者が被った傷害に
よる疾病  ‧妊娠、分娩、早産または流産およびこれらに起因する疾病  ‧歯科疾病の治療費  ・山岳登攀中に
患った高山病  ‧脊椎指圧療法（カイロプラクティック）、鍼、灸等の治療費  ‧ 8歳以下の未成年被保険者様につ
いては死亡保険金のみ支払対象外  等 

第三者 

賠償責任 

‧保険契約者、被保険者の故意   ‧戦争、軍事行為、暴動その他これらに類似の武装反乱。但し、テロ行為を除く。   
‧原子力または核施設により生じた爆発、汚染または輻射。  ‧職務遂行または経営行為に起因する賠償責任   ‧
所有、使用、管理する業務用に供される家庭財産、土地、建物により生じた賠償責任   ‧雇用する従業員が、被保
険者が指定した仕事中または業務中に傷害を被ったことにより生じた賠償責任   ‧被保険者と第三者との間の契
約より加重された損害賠償責任   ‧配偶者、直系親族、家庭構成員に対する損害賠償責任   ‧所有、使用または
管理する財産が損害を被ったために、その財産について正当な権利を有する者に対して負うべき損害賠償責任。
（ホテル等の宿泊施設、居住施設内の部屋に与えた損害を除く）    ‧賃貸業者から直接借り入れた旅行用品また
は生活用品に与えた損害   ‧心神喪失に起因する損害賠償責任   ‧被保険者または被保険者の指図による暴行
または殴打に起因する損害賠償責任   ‧航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償
責任   ‧汚染物質の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任。   ‧罰金、違約金または懲罰的賠償
金に基づく賠償責任  等 

救援費用 

‧契約者、被保険者の故意   ‧保険金受取人の故意   ‧被保険者の挑発行為または故意により発生した喧嘩、襲
撃、殺害   ‧被保険者の無免許運転、または酒、アルコール、麻薬、管制薬物等の影響により正常な運転ができな
い状態下における各種機動交通用具の運転によるケガ   ‧戦争、軍事行動、暴動、またはこれらに類似した武装
反乱。但しテロ行為を除く   ‧原子力または核施設の爆発、汚染または輻射   ‧被保険者が、他覚症状の無い腰
痛、頚部症候群（いわゆる「むちうち症」。）の治療のために支出した費用   等 

個人携行財産 

・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意。 ·無免許運転、または酒、アルコール、麻薬、制
限薬物等の影響下における運転。 ·戦争、軍事行動、暴動、またはこれらに類似した武装反乱。 ·原子力または核
施設の爆発、汚染または放射。  ·国家または公共団体の差押、収用、沒収、隠滅等公的権利による損失。但し、火
災消防または避難時の必要な策、または空港など場所の安全確認検査等による場合は除外。 ·携行財産の欠陥。
但し、詳しい検査しても見付かれない欠陥が除外。 ·携行財産の自然消耗または性質による錆、カビ、変色等、及
びその他類似事由、またはネズミ咬み、虫食い等。 ·携行財産のかすり傷、ペイント落ちなど使用機能に影響しな
い外観損傷。 ·携行財産に液体がある場合、該当液体の流失、但しそれによるその他携行財産の損失は除
外。 ·携行財産の紛失。 ·偶然な事故に間接的に起因した携行財産の電気性または機械性事故、但しそれにより
火災に起因した携行財産の損失は除外。  等 

携行財産範囲でない財産： ·貨幣、小切手、株等有価証券、切手、及びその他類似品物。 ·通帳、クレジットカード、
運転免許書等及びその他類似品物。 ·原稿、設計書、帳簿等及びその他類似品物。 ·船舶、汽車、オートバイ及び
その他付属品。 ·入れ歯、義足、コンタクトレンズ等及びその他類似品物。 ·動物及び植物。  等 

別紙②：免責概要 

本案内は一般的な内容をご紹介しています。各保険契約の詳細は、保険証券(保険約款、特約条項、明細表)記載の規定に基づきます。 
また、ご契約にあたっては｢約款｣「重要事項説明書」の内容を十分にご確認のうえお申込み下さいますようお願い申し上げます。 

 



補償項目 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 

旅行遅延 

被保険者が旅行期間中に、悪天候、自然災害、機械故障、ストライキ、
ハイジャックまたは怠業、その他空運、航運従業員の臨時的な抗議活
動、テロ行為、航空管制または航空会社の過剰販売により、被保険者
の交通機関が連続６時間以上遅延した場合 

その遅延に伴う、ホテル費用、レストラン費用、交
通費、および旅行のキャンセル費用、違約金につ
いて、実際に発生した費用を限度額内で補償しま
す。 

旅行荷物 
遅延 

被保険者が旅行期間中に公共交通機関に搭乗し目的地に到着した後、この公共交通機関から運送する荷物の到着が8時
間以上遅延した場合、保険証券に記載された保険金額を限度として補償します。 

※ 但し、被保険者は同じ事由で他の約款から保険金を補償された場合、この付加補償項目で重複補償は不可となります。 

旅行変更 

被保険者は下記の事由で旅行を変更した場合： 

（1）被保険者の直系親族の死亡或いは重傷で入院治療を受けた場
合； 

（2）被保険者が誘拐された場合； 

（3）被保険者が重傷で病院に運送、送還或いは入院治療の場合； 

（4）旅行前の7日以内で出発地、通過地或いは目的地は突発暴動の
発生、公共交通機関の雇員ストライキ、悪天候 、自然災害或いは伝
染病； 

（5）旅行開始後、旅行通過地或いは目的地の突発暴動、公共交通道
具の雇員ストライキ、悪天候 、自然災害或いは伝染病； 

免責額控除後、保険証券に記載された金額を限
度として、暫定費用を支払ったものの実際に使用
せず返金できない旅行費用・旅行開始後に新た
に必要となった旅行目的地への渡航費或いは日
常住所・日常出勤場所に帰るため合理的な必要
旅行費用を補償します。 

別紙③：付加項目の補償内容概要 

本案内は一般的な内容をご紹介しています。各保険契約の詳細は、保険証券(保険約款、特約条項、明細表)記載の規定に基づきます。 
また、ご契約にあたっては｢約款｣「重要事項説明書」の内容を十分にご確認のうえお申込み下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

補償項目 主な免責事項 

旅行遅延 

·被保険者が予定通り搭乗手続等を行えなかった場合·被保険者が搭乗手続等完了後に、予定した交通機関に
乗れなかった場合·予定した交通機関業者が手配した同等クラスの代替交通機関に被保険者が乗らなかった場
合·被保険者が加入前に既に旅行遅延になることを知っていた場合。 

旅行荷物 
遅延 

·被保険者が荷物を預けた際、税関部或いは政府部門等に没収、抑留、隔離、検査或いは廃棄された場合·被
保険者が予定の目的地に到着した後、交通機関から遅延時間数の書面証明を取得しなかった場合 ·当該旅行
以外で預けた荷物  ·被保険者は荷物を公共交通道具業者或いは代理人のところに置いた場合。 

旅行変更 

·付保前に発生した疾病或いは怪我及びその合併症·他の保険契約や当該交通機関から返金、補償或いは賠償
を得た場合  ·国家法律、或いは関連交通機関の過失、不注意、倒産などの原因で変更となった場合 ·被保険者
の意思で旅行に参加しない或いは経済的な原因で旅行に参加しない場合  ·違法行為及び犯罪行為  ·当該交通
機関に旅行予定の変更を適時に通知できない場合  ·被保険者が治療のため旅行に参加する場合あるいは医師
の指示に逆らい旅行に参加する場合 ·保険者が付保する時点で既に旅行変更になることを知っていた場合 

別紙④：付加項目の免責概要 


