保険明細
団体旅行保険証券
ギャップイヤー旅行
団体保険契約者：

Projects Abroad

発行日：2019年 3 月 1 日

保険証券番号：

NG9 0023150

発行理由：新規事業

本保険明細は、団体旅行保険証券の一部を構成します。詳しい内容を慎重にチェックして、誤りがあれば、直ちにご連絡ください。

団体保険契約者の詳細
団体保険契約者住所

Projects Abroad
Aldsworth Parade, Goring, Sussex, BN12 4TX

補償内容
保険期間

2019年 3 月 1 日から 2020年 2 月 29 日までの間に予約がなされ、すべての旅行が
2022 年 2 月 28 日までに終了するものが対象

団体保険証券
ギャップイヤー保険

保険会社
Zurich Insurance plc

旅行

保険金受取人は、保険期間内に予約がなされ、2020 年 2 月 29 日までに終了し、適切な保
険料が支払われており、その保険金受取人に対する補償が承認されている旅行の補償を受
けることができます。

保険金受取人

団体保険契約者が手配をした旅行で旅をし、本団体保険証券に基づき補償を受ける資
格を持ち、その詳細について、当社が団体保険契約者から知らされている各個人

補償

基本補償内容

補償範囲

保険金受取人は、適切な保険料が支払われており、その保険金受取人に対する補償が承認
されている目的地までの旅行の補償を受けることができます。

旅行オプション

ボランティア

スポーツとアクティビティのオプション

標準

保険金受取人
保険金受取人は、団体保険契約者が加入した団体保険証券により補償される給付金（ベネフィット）を受け取ることができます。保険会社に対
して直接的な権利を持つのは、団体保険契約者だけです。保険金受取人は、給付金（ベネフィット）を受け取ることで、本団体保険証券に基づ
く直接的な権利を付与されることはありませんが、下記の給付金（ベネフィット）を受けることができます。本条件に基づく支払い請求を生じ
させる可能性があると考えられる事象（インシデント）が起きた場合、保険金受取人は、それを当社に知らせてください。本条件を厳守しなけ
れば、保険金受取人は自らの給付金（ベネフィット）を受け取ることができません。
全保険金受取人が、自国の医療制度の下で登録をしている必要があります。
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補償内容 – 詳細
ギャップイヤー旅行 – 給付金表
下の表は補償内容だけをまとめたものです。団体保険証券には、条件や制限、免責条項が適用されます。団体保険証券のワーディングの、該当す
るセクションを参照してください。下に示した給付金は、別段の注意書きのないかぎり、各セクションに基づき、1 回の旅行で保険金受取人 1 名
につき当社がお支払する最高限度額です。
セクション

基本給付金

1

キャンセルまたは短縮の料金

2

救急医療、その他の費用

エクスカーション

救急歯科治療

最高限度額
£2,000

控除免責額
£100

£250
£2,000,000

£250

£200

捜索救助

補償なし

-

3

入院給付金

補償なし

-

4

個人傷害
i. 死亡給付金（16 歳未満）

5

死亡給付金（16 歳から 65 歳）

£15,000

死亡給付金（66 歳以上）

£1,000

ii. 四肢喪失または失明（66 歳未満）

£15,000

iii. 永久全労働不能（66 歳未満）

£15,000

手荷物
手荷物（貴重品を含む）
a)1 個、1 組または 1 セットの限度額
b) 貴重品の合計限度額
手荷物遅延

6

£0
£1,000

£2,000
£500
補償なし
£200

b) 貨幣、手形、硬貨（16 歳未満）

£50

c) その他の現金と書類

£200

2. パスポートまたはビザ

£250

7

個人賠償責任

8

出発遅延

9

出発時の乗り遅れ（Missed departure）

10
11

£100

現金、パスポート、書類
1. a) 貨幣、手形、硬貨

£100

£500

£1,000,000

£100

補償なし

-

£250

£100

ハイジャックと人質

補償なし

-

大惨事と自然災害

補償なし

-

12

旅客機内の迷惑行為

補償なし

-

13

収監

補償なし

-

14

海外での法的な費用および支援

£10,000

£0

総限度額
15

ペットホテルの利用延長料金

£10,000
補償なし

-
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補償されるスポーツとアクティビティ
スポーツとアクティビティへの参加または実施に関する団体保険証券のワーディングの一般免責条項を参照してください。
セクション 7 – 個人賠償責任に基づいた、事業、取引、専門職、職業の遂行に対する補償はありません。
団体保険証券のワーディングに標準として記載されている項目のほかに、本団体保険証券で補償されるスポーツとアクティビティを下に詳細に示し
ました。
追加のスポーツとアクティビティ
保険金受取人が*マークが表示されたスポーツやアクティビティに参加している場合、セクション 7 - 個人賠償責任に基づく補償は除外されますの
で、ご注意ください。


アブセイリング



アクティビティ・センター・ホリデー



陸上競技



バンジージャンプ（専門の主催者のガイドラインに準拠
し、かつ、適切な安全防護具を着用）



カヌーイング（グレード 3 までの河川）



* 簡単な作業（手作業を含む）



サイクルツーリング（ヘルメットを着用）



ファーム・ホリデー



フットボール（アマチュアのみで、旅の主たる目的）



フリスビー



ホッケー（フィールドのみ）



アイススケート



カヤッキング（ グレード 3 までの河川）



ラクロス



マラソン／トライアスロン



*モペットの運転（クラッシュヘルメット着用で、最大
50cc まで）



* オートバイの簡単な運転（クラッシュヘルメット着用
で、最大 50cc まで）



外国旅行



パラセーリング（ボートにひかせて）



パラセンディング（モーターボートや自動車などにひかせ
て）



パワーボーティング（船客として）



普通のスポーツ



ラグビー



セイルボーディング



スクランブリング

ボランティアでのスポーツとアクティビティ



水深 30 メートルまでのスキューバダイビング- 該当する場
合は、PADI か BSAC など、一般に認められた国際的に権
威のある機関か支部のライセンスを持っていること。ま
た、公認／資格を持つインストラクターの監督や指示の
下でダイビングすることが条件になります。
飛行機での移動後 24 時間以内にスキューバダイビングに
参加する保険金受取人は、本保険証券に基づく補償を受け
ることができません。



スキューバダイビン - 該当する場合は、PADI か BSAC な
ど、一般に認められた国際的に権威のある機関か支部の
ライセンスを持っていること。下記の数字までの水深で
あれば、公認／資格を持つインストラクターの監督や指
示は必要ありません。
- PADI オープンウォーターの場合、水深 18 メートル
- PADI アドバンスドオープンウォーターの場合、水深 30
メートル
- BSAC オーシャンダイバーの場合、水深 20 メートル
- BSAC スポーツダイバーの場合、水深 20 メートル
- BSAC ダイブリーダーの場合、水深 30 メートル
- 一般に認められたその他のダイビングライセンスの最大
水深
飛行機での移動後 24 時間以内にスキューバダイビングに
参加する保険金受取人は、本保険に基づく補償を受けるこ
とができません。



スキンダイビング



ソロセーリング（沿岸水域）



高度 5,400 メートルまでのトレッキング



ウェイトリフティング



レベル 4 までのホワイトウォーターラフティング（主催者
のガイドラインに準拠）



ヨッティング（領海内）



ジップクライミング



ジップワイヤリング

ボランティアの旅行オプションを選択している場合には、補償：
ボランティア活動はすべて、英国を拠点に運営をし、保険金受取人にサポートと助言を提供するプロの組織が主催するものでなければなりま
せん。これらの各アクティビティについては、セクション 7 – 個人賠償責任に基づいた補償が除外されますので、ご注意ください。
介護／看護（薬や医薬品の投与を除く）、学級の担任教師、保育、若者に対するカウンセリングやメンタリング、農作業（ただし、設備や電動
工具と電動機械の使用は含まない）、畑作業、果実や野菜の収穫、教室の全般的な職務、手作業（ただし、設備や電動工具と電動機械の使用は
含まない）、児童養護施設の作業（薬や医薬品の投与を除く）、臨時の軽い手作業（ただし、設備や電動工具と電動機械の使用は含まない）、
牧場での作業（ただし、設備や電動工具と電動機械の使用は含まない）、手作業を含む小売業（ただし、設備や電動工具と電動機械の使用は含
まない）、スポーツのコーチ（フットボール、ネットボール、陸上競技、バスケットボール、水泳、クリケット、バレーボール、ラグビー、テ
ニスを含むスポーツ全般）、手作業の監督、監督下での建設業務（ただし、設備や電動工具と電動機械の使用は含まない）、コントロールされ
た環境で、常に保全スタッフの監督の下で、かつ、保険金受取人が働く組織のガイドラインに準拠して、動物や野生生物を扱う仕事（ヘビ、
クロコダイル、アリゲーター、サメ、カバ、ゾウ、ライオンの狩猟およびそれらとの直接的接触は除く）

保険証券の裏書条項
団体保険証券の変更の詳細を下に整理しました。記載されたセクションと同じ名称の、保険明細または先に発行した裏書条項のセクション
は、差し替えられるか、あるいは、内容が変更されます。これは、団体保険証券と併せて読んでください。
トップアップ・カバー
本裏書条項については保険料が追加され、適切な保険金が支払われていなければ、補償は適用されません。
a. セクション 5 – 手荷物
a) 1 個の限度額、および
b) 貴重品の限度額
は、それぞれ、保険金受取人のパソコンとパソコン機器（iPad、タブレット、PDA、パーソナル・オーガナイザー、ラップトップ、ノートブック、
ネットブックなどを含む）について、全貴重品の合計額が£1,000 を超えないことを条件に、£1,000 に増額されます。
セクション 5 – 手荷物に基づくあらゆる条件、制限、免責条項が、本裏書条項に適用されます。

b. 控除免責額 – 給付金表に記載されたあらゆる控除免責額が、£50 に減額されます。これは、各保険請求のうち、控除免責額 の適用に関す
る各セクションに基づき、各保険金受取人が負担することに責任を負う金額となります。（こえを超える請求は、補償対象）。
一般条件と一般免責条項は、団体保険証券全体およびあらゆるレベルの補償に適用されます。
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義務
保険明細に記載された情報は保険契約の基盤を成すため、団体保険契約者は、これが自らの知り得る限り、正確かつ完全なものであることを
確認することが肝要です。
各保険金受取人は、本団体保険証券に基づく自らの補償にかかわる情報に変更が生じた場合、それを直ちに団体保険契約者に報告しなければ
なりません。情報が不正確であるか、これに変更があった場合、いかなる時であれ、団体保険契約者はその旨を直ちに当社に報告してくださ
い。本報告が行われなかった場合、保険が無効となり、保険金が支払われない、あるいは、一部しか支払われない恐れがあります。変更が生じたか
不確かなときは、できるだけ早く当社に連絡してください。
全保険金受取人は、団体保険証券のワーディングの条件を参照し、状況の変化が、本保険に基づく自らの補償にどのような影響を及ぼす可能性がある
かを把握しておく必要があります。

団体保険証券全体に適用される控除免責額と特別な条件
各保険金受取人は、控除免責額の適用に関する各セクションに基づき、各保険請求のうち、最初の金額を負担することに責任を負います
（これを超える請求は、補償対象）。保険金請求があった場合に、負担される必要のある、標準的な控除免責額を給付金表に示しまし
た。

宣言
団体保険契約者は、自らの知るかぎり、本プロポーザルに関連して提供される全情報が正しく、完全なものであることを宣言します。
保険金受取人は、団体保険証券のワーディング文書内の健康・保健に関連する重要な条件に同意します。
保険金受取人は：
自国の医療制度の下で登録しており、
自国から出発し、自国に帰る。
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現状の開示
保険会社について
Zurich Insurance plc
FCA 登録番号：203093
Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Ireland
Zurich Insurance plc は、アイルランド中央銀行の認可を受け、また、金融行動監視機構の認可を受けるとともに、その限定的な規制
（limited regulation）下にあります。金融行動監視機構による、当社の規制の範囲に関する詳細については、要請があれば、当社から説明い
たします。
FSCS に基づく団体保険契約者の権利が、これにより影響を受けることはありません。

当社のサービスについて
クレジットカード支払いに対する当社の現在の手数料は、1.5%です。当社は、事前の通知なしにクレジットカード手数料を改訂する権利を留
保します。本手数料は、デビットカードには適用されません。
Endsleigh Insurance Services Limited（住所：Shurdington Road, Cheltenham, GL51 4UE）は、金融行動監視機構の認可を受けるとともに、その
規制を受けています。当社の公開登録簿（Financial Services Register）の番号は 304295 です。団体保険契約者は、FCA のウェブサイト
（www.fca.org.uk）にアクセスして公開登録簿（Financial Services Register）から、あるいは、FCA に電話（0800 111 6768）をして、これを
確認することができます。Zurich Holdings (UK) Ltd が、当社の株式資本の 100%を所有しています。
当社から団体保険契約者に提供するいかなる情報も、アドバイスまたは個人的な提言には該当せず、また、団体保険契約者は、どのように進
めるかについて、自分で選択をすることに同意します。当社は、当社が情報を提供する商品の品ぞろえを絞り込むために質問をする場合があ
ります。これは、海外旅行をする人の要求とニーズを満たす保険です。
イギリスに存在するリスクを補償する保険契約の当事者は、その契約に適用される法律を選択できます。本団体旅行保険証券は、イギリス法
に準拠しています。イギリス法は、団体保険契約者が保険契約を締結する前にも適用されます。
保険金受取人が海外で救急支援サービスの力を必要とし、あるいは、本団体保険証券に対して、法的費用の請求をしたいと考える場合、（い
ずれか該当する）アシスタンス会社か法的費用支払い担当者が、団体保険証券の条件に従い、必要なサービスの提供や保険金支払いの手配を
いたします。その他の請求についてはすべて、保険会社の代理として Endsleigh が保険金受取人との交渉と保険金支払いを行います。保険金の請
求をする場合は、団体保険証券概要の「保険金の請求のしかた」に記載された電話番号に電話をして、何が起きたか、それがいつどこで起きた
かを説明してください。可能であれば、電話の際に、保険証券番号を教えてください。
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団体保険証券概要
ギャップイヤー旅行
保険契約者：Projects Abroad
本概要には、団体保険証券の主な内容が記載されています。保険契
約の全条件はこちらに記載されていません。団体保険証券をご覧く
ださい。
団体保険契約者と保険金受取人が、主な免責条項に関するセクショ
ンを読むことは特に肝要です。キャンセルの補償は、保険金受取人
に対する補償が承認された日から開始され、その他の補償はすべて、
保険金受取人の旅行期間が対象です。
条件 – 保険金受取人は必ず、団体保険証券のワーディングの健康・
保健に関するセクションに関連する重要な条件を参照してください。
本条件が守られない場合、保険金請求や補償が無効となる恐れがあ
ります。オーストラリアに旅行をしていて、治療を受ける必要があ
るとき、保険金受取人は、現地のメディケアオフィスで登録する必
要があります。
年齢資格 –66 歳以上の方は、本団体保険に加入することができませ
ん。給付金と控除免責額には、年齢制限が課せられる場合がありま
す。
保険金受取人 –団体保険契約者が手配をした旅行で旅をし、本団体保
険証券に基づき補償を受ける資格を持つ各個人
保険期間 - 本団体保険証券は、保険明細に記載された日から有効で
す。本団体保険証券に基づく補償は、その保険金受取人が団体保険契
約者に承認された時から、補償期間の間、各保険金受取人に適用され
ます。

ギャップイヤー旅行 – 基本

保険会社：Zurich Insurance plc
主な給付金（ベネフィット）
 救急サービスと医療サービス - 事故や疾病を受けての、あるいは、
保険金受取人が旅行中に自宅の近親者が重病だとの知らせを受けた
場合の、救急支援サービスまたは自宅に帰る輸送機関を手配する医
療関連のノウハウ
 セクション 1、キャンセルまたは短縮の料金- 死亡、身体傷害、
病気により不可避または必要な、旅行終了前のキャンセルまた
は短縮に対する費用の補償。本セクションに基づき当社が支払
う最高限度額は、保険明細の記載の通りです。
 セクション 2、救急医療、その他の費用 - 保険金受取人の自国外
での、保険明細に記載された金額を限度とする、救急医療、手術、
入院、救急車、看護の費用
 セクション 4、個人傷害 -保険明細に記載された金額を限度とし
て、死亡、四肢喪失、失明、永久全労働不能が対象となり、また
年齢制限が課せられる場合があります。- 提供される補償につい
て詳しくは、団体保険証券のワーディングと保険明細を参照して
ください。
 セクション 5、手荷物 - 保険明細に記載された金額を限度とする、
手荷物の不慮の紛失、盗難、損傷。1 個および全貴重品については、
保険明細に記載された金額が最高限度額。- 貴重品の定義について
は、団体保険証券のワーディングを参照してください。
 セクション 6、現金、パスポート、書類 - 出発前 72 時間までの外
国の通貨を含む現金の不慮の紛失、盗難、損傷。提供される補償に
ついて詳しくは、団体保険証券のワーディングを参照してください。
代わりのパスポートやビザを外国で取得する際に被った、妥当な
追加の旅費と宿泊費については、保険明細に記載された金額が最
高限度額。
 セクション 7、個人賠償責任 –保険明細に記載された金額を限度と
した、保険金受取人がその支払いに法的に責任を負う賠償金

参照番号：NG9 0016618
 セクション 9、出発時の乗り遅れ（Missed departure） - 公共交通
機関のマヒ、自らが乗っていた車の事故や故障、ストライキによ
り、保険金受取人が出発時に乗り遅れた場合、保険明細に記載さ
れた金額を限度として、室料のみの宿泊代と交通費が対象
 セクション 14、海外での法的な費用および支援 -保険明細に記載
された金額を限度とした、民事訴訟を起こすための法的費用
主な免責条項

団体保険証券の全セクションに適用される一般的な免責条項
 戦争のリスク、騒乱、ソニックブーム、 放射能汚染
 テロ行為（原子力／化学／生物攻撃による場合を除き、セクショ
ン 1、セクション 2、セクション 3 に基づくものは除外）
 故意の自傷行為による傷害、シンナー、ドラッグ、アルコールの乱
用
 違法行為、その後、保険金受取人に対して起こされた法的手続き
 外務英連邦省か世界保健機関が一般に渡航禁止勧告を出している
国、特定地域、またはイベントへの旅行
団体保険証券のセクション 1 - 「補償の対象外」を参照してくださ
い。
 非行、辞職、自主退社による失業、または保険金受取人に対する
補償が承認される前に、解雇通知が出された場合
 旅行の予約前に分かっていた、保険金請求を生じさせると合理的
に予想できる状況
団体保険証券のセクション 2- 「補償の対象外」を参照してくださ
い。
 付き添う医療従事者の見解で、保険金受取人が自宅に帰るまで行
わなくても大丈夫な治療や手術
 旅行の出発前に必要となることが分かっていた投薬
 義務づけられている予防接種を受けずに熱帯病にかかった結果と
して被った費用
団体保険証券のセクション 5 - 「補償の対象外」を参照してくださ
い。
 ホテルの金庫やセーフティーボックス、あるいは保険金受取人の
鍵をかけた宿泊施設の中以外で、いかなる時であっても放置され
ていた貴重品
 鍵をかけたトランクの中に入れられ、あるいは鍵をかけた車の中
に見えないように置かれていた場合を除き、午後 9 時から午前 9
時まで、または、午前 9 時から午後 9 時までの間に無人の自動車
に置かれていた手荷物
 コンタクトレンズ、角膜レンズ、補聴器、歯科用装具、治療用装
具、スキー用具などは除外されます。全体のリストは、団体保険
証券のワーディングを参照してください。
 保険金受取人の職業に関連して使用するビジネス用品、サンプル
またはツール
 現場である国の警察に届け出ていない紛失または盗難- 詳細につい
ては、団体保険証券のワーディングを参照してください。
団体保険証券のセクション 6 - 「補償の対象外」を参照してくださ
い。
 ホテルの金庫やセーフティーボックス、あるいは保険金受取人の
鍵をかけた宿泊施設の中以外で、いかなる時であっても放置され
ていた現金やパスポート
 保険金受取人が発行機関の条件を守らずに起きた、トラベラーズ
チェックの紛失または盗難
団体保険証券のセクション 7- 「補償の対象外」を参照してくださ
い。
 取引、事業または専門職の遂行、あるいは車両、航空機、機械的
に操作される船舶の所有、所持または使用

団体保険証券のセクション 9- 「補償の対象外」を参照してください。
・保険金受取人に対する補償の承認日までに一般に知られていたストライキ

保険金の請求のしかた

または労働者の争議行為

控除免責額

保険金は、24 時間いつでも、当社のウェブサイト
（www.endsleigh.co.uk）から請求することができます。

控除免責額とは、控除免責額の適用に関する各セクションに基
づき保険金受取人が各保険請求で負担する、保険明細に記載さ
れた金額です。

電話で保険金を請求する場合：
ギャップイヤー旅行 – 基本
海外から

苦情の申し立て方
医療支援
団体保険契約者や保険金受取人が苦情を申し立てることを望む場合
はまず、照会・問い合わせに最初に対応した担当者に連絡をしてく
ださい。当日にその苦情を解決することを目指します。あるいは、
当社にご連絡をくださっても構いません。
郵便の場合：

Customer Liaison Department Endsleigh
Insurance Services Ltd.
Shurdington Road,
Cheltenham
GL51 4UE

電話の場合：

0800 085 8698

当社が苦情を解決できない場合、団体保険契約者や保険金受取人に
は、金融オンブズマンサービスに、そのケースの精査を依頼する権
利があります。オンブズマンに連絡をしても、それにより、当社に
対して法的措置を講じる団体保険契約者や保険金受取人の権利が影
響を受けることはありません。

金融サービス補償スキーム
Endsleigh は、金融サービス補償スキーム（FSCS）の対象です。当
社が自らの債務を返済できない場合、団体保険契約者や保険金受取
人は、このスキームから補償を得ることができる場合があります。
補償スキームの取り決めについて詳しくは、FSCS のウェブサイト
（www.fscs.org.uk）で確認することができます。

解約のしかた
解約：
本団体保険証券に基づき、保険会社が支払う必要がある保険金請求
がなされた場合には、保険料が払い戻されないことを認識していた
だくことが肝要です。当初支払い（original payment）から 30 日以
内に払い戻しの処理がなされると、当社は通例、本団体保険証券の
支払いに当初に使用されたクレジットカードかデビットカードの返
金処理を行います。支払残高がある場合、別の支払いの手配を行う
とのご連絡をいただかないかぎり、当社は、本団体保険証券の手配
をした際に提供されたデビットカードかクレジットカードの詳細情
報から、当社が受け取るべき支払い額を回収します。団体保険契約
者は、当社に連絡（連絡先：0800 121 6560）することで、本団体保
険を解約できます。
手数料と請求
解約料：
いかなる時でも団体保険契約者が本団体保険証券の解約を望む場合、
保険金受取人がまだ旅行に出発していない、あるいは保険金請求また
は保険金請求を引き起こす可能性がある事象（インシデント）が起き
ていなければ、補償が適用される期間の料金が課せられます。保険金
受取人がすでに旅行に出発しているか、保険金請求または保険金請求
を引き起こす可能性がある事象（インシデント）が起きているときは、
払戻金は支払われません。当社はまた、£20.00 の解約料を請求します。
追加のオプションの補償については、払戻金は支払われません。

法的費用
海外から

0800 923 4046
+44(0) 1242 217301
+44(0) 1243 621058 (24hr)
0800 923 4046
+44(0) 1242 217301

.
Endsleigh Insurance Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct
Authority This can be checked on the Financial Services Register by visiting their website at
www.fca.org.uk/register
Endsleigh Insurance Services Limited, Company No. 856706 registered in England at Shurdington Road, Cheltenham Spa,

Gloucestershire GL51 4UE

NG9 0023150

本団体旅行保険証券は、団体保険契約者と保険金受取人のため、
団体保険契約者の代わりに Endsleigh が手配しました。ここには
適用される補償、条件および免責条項の詳細が記載されており、
これに基づきすべての保険金が支払われます。
保険料を受け取ったら、それと引き換えに、当社は、保険明細に
あるように、本団体保険証券の有効なセクションに従い、団体保
険契約者と保険金受取人に補償を提供します。
本団体保険証券のワーディングと共に発行される保険明細ならび
に裏書条項には、団体保険契約者がどの給付金（ベネフィット）
を選んだか、本団体保険証券に基づき補償されるのは誰か、補償
はいつ、どこで適用されるかが示されています。団体保険契約者
と保険金受取人は、本団体保険証券を、時間をかけてよく読み、
自らのニーズを満たしていることを確認してください。
本団体保険証券のワーディング、保険明細と裏書条項はすべて、
団体保険証券の一部を成しています。これは、団体保険契約者と
当社との間の契約です。団体保険証券と、保険期間前ならびに当
該期間中の全通信には英語が使用されます。
居住
本保険証券は、自国の医療制度の下で登録をしている保険金
受取人に対してのみ有効です。
本保険証券に適用される法律
当社と団体保険契約者は、本団体保険証券に適用される法律を自
由に選択できます。当社は、イングランドおよびウェールズ法の
適用を提案し、また、本団体保険証券を購入することで、団体保
険契約者はこれに同意したことになります。

年齢資格
本団体保険証券に基づく補償は、出発時に 66 歳以上の保険金受
取人には適用されません。保険明細にあるように、一部の給付金
（ベネフィット）と控除免責額に年齢制限が課せられることがあ
ります。
団体保険証券の控除免責額
本団体保険証券の大部分のセクションに基づき、保険請求は控除
免責額の対象となります。これは、控除免責額の適用に関する各
セクションに基づき、各保険金受取人が、各保険請求のうち一定
額を負担することに責任を負うことを意味します（これを超える
請求は、補償対象）。
団体保険証券の情報またはアドバイス
団体保険契約者は、本団体保険証券に基づく保険金受取人に対す
る補償が承認された時点で、本団体保険証券のワーディング、保
険明細、裏書条項のコピーを必ず各保険金受取人に渡してくださ
い。団体保険契約者はより詳しい情報を必要とする場合や、本保
険が自ら
のニーズを満たさない可能性があると感じる場合、当社のカスタマ
ーヘルプライン（0800 121 6560）にお電話ください。
保険金受取人はより詳しい情報が必要な場合や、本保険が自らの
ニーズを満たさない可能性があると感じる場合、保険明細に記載
された住所宛てで団体保険契約者に連絡をしてください。
保険会社
本団体保険証券の保険業者は Zurich Insurance plc です。アイルラ
ンド中央銀行の認可を受け、また、金融行動監視機構の認可を受け
るとともに、その限定的な規制（limited regulation）下にありま
す。金融行動監視機構による、当社の規制の範囲に関する詳細に
ついては、要請があれば、当社から説明いたします。
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特定の意味が付与されている文言または表現は、本団体保険証券全体にわたり、同じ意味を持ちます。読みやすいように、定義語は、太
字を使い、先頭文字を大文字にして強調しています。
手荷物 – 保険金受取人に帰属し（あるいは、保険金受取人が法的に責任を持ち）、旅行中に、保険金受取人が着用、使用または携帯するカ
バン、衣服、身の回り品、貴重品などを意味しますが、現金とあらゆる種類の書類は除外されます。
保険金受取人–団体保険契約者が手配した旅行で旅をし、本団体保険証券に基づく補償を得る資格を持ち、その詳細が団体保険契約者から
当社に知らされている各個人を意味します。保険金受取人は、本契約の当事者ではなく、本契約は団体保険契約者と当社との間だけのも
のです。
身体傷害 – 突然の予期せぬ、外部の、目に見える手段により、保険金受取人が負った、識別できる肉体的な傷害を意味します。保険金受
取人が避けることができず自然の力に晒された結果として負った傷害は、身体傷害によるものとみなされるものとします。
密接な仕事関係者–保険金受取人の不在時と同じ時期に丸 1 日以上、仕事を休むと、その仕事の適切な継続が妨げられてしまう個人を意味
します。
近親者 – 父母、姉妹、兄弟、妻、夫、娘、息子、祖父母、孫、義父母、義理の息子、義理の娘、義理の姉妹、義理の兄弟、養父母、継子、
継姉妹、継兄弟、里子、法定後見人、パートナー、同性パートナー、婚約者、叔父、叔母を意味します。
短縮／短縮する – 次のいずれかを意味します。
a) 直ちに保険金受取人が自国に帰ることで旅行を中断するか、切り上げること。この場合、保険金は保険金受取人が自国に帰ってきた日
から起算して、その終日を消化していない保険金受取人の旅行の日数をベースに計算します。
b) 不測の身体傷害、病気や強制隔離により、海外の病院に患者として入院するか、その治療をしている医療従事者の命令で保険金受取人の
海外の宿泊施設に閉じ込められることによるもの（いずれの場合も 48 時間を超えるもの）。いずれの場合も、保険金は保険金受取人が入
院した日、または自らの宿泊施設に閉じ込められた日から起算して、保険金受取人が終日入院し、または閉じ込められていた日数をベース
に計算します。
救急支援サービス – Zurich Insurance plc.が指名する救急支援サービス事業者を意味します。
ヨーロッパ – アイルランド共和国、全地中海沿岸諸国を含むウラル山脈の西側の大陸ヨーロッパ（アルジェリア、イスラエル、レバノン、リビ
アを除く）、アイスランド、地中海島しょ国、マデイラ諸島、アゾレス諸島、カナリア諸島を意味します。
控除免責額 – 控除免責額の適用に関する各セクションに基づき、保険金受取人が各保険請求で負担する、保険明細に記載された金額を意味し
ます（これを超える請求は、補償対象）。
団体保険証券 – 団体保険証券のワーディング、保険明細および該当する裏書条項で構成される書類を意味します。
団体保険契約者 –保険明細に団体保険契約者であると記され、イギリス国内に居住し、または国内で設立され、自らと保険金受取人のために本
団体保険証券を締結した個人、企業、会社または組織を意味します。
自宅 - 保険金受取人の自国の通常の居住場所か、あるいは、保険金受取人が正規の学生である国の居住場所を意味します。
自国 –保険金受取人の通常の居住国か、あるいは、保険金受取人が、一般に認められた継続教育課程を学ぶ正規の学生である国を意味しま
す。
内科的疾患 – 本団体保険証券に基づき除外されていない疾病、病気、傷害を意味します。
医療従事者 –保険金受取人やその旅行同伴者と関係のない、登録し、医療に従事している人を意味します。3

補償期間 – セクション 1- キャンセルの補償は、保険金受取人に対する補償が承認された時から有効となり、保険金受取人が旅行を開始するため
に自宅、または出張旅行の場合には自国の仕事場（いずれか遅い方）を出た時に終了するものとします。本団体保険証券のこれ以外の全セクシ
ョンについては、保険は、保険金受取人が旅行を開始するために自宅、または出張旅行の場合には自国の仕事場（いずれか遅い方）を出たとき
に開始され、旅行が終わり、自宅または自国の仕事場（いずれか早い方）に帰った時に終了します。保険金受取人に対する補償が承認された時
点ですでに始まっていた旅行は、補償の対象となりません。本団体保険証券の付保の対象となる事由により、保険金受取人の自国への帰国がや
むを得ず遅れた場合、補償期間は、その遅延期間分（ただし、保険会社が書面で別段の同意をしていないかぎり、合計で 30 日を超えない）自動
的に延長されます。
現金 – 保険金受取人が私的に保有する貨幣、手形、現在使われている硬貨、トラベラーズチェック、その他のチェック、郵便為替、銀行為
替、プリペイドクーポン、プリペイドバウチャー、旅行のチケット、イベントやエンタテインメントのチケット、テレフォンカード、クレジ
ットカード、デビットカード、チャージカードを意味します。
保険期間 – 団体保険契約者が本保険（証券）に加入し、その保険料が支払われる、保険明細に記載された期間を意味します。保険期間は、必
要な追加の保険料が支払われることを条件に、当社の裁量で、延長することができます。
公共交通機関 – 保険金受取人が旅行で利用するために予約をした、公的認可を受けた航空機、船舶、列車または長距離バスを意味します。
保険明細 – 保険会社、保険証券番号、保険期間、有効なセクション、各セクションの補償の給付金（ベネフィット）、団体保険証券に適用
される場合には、その特別な条件を詳細に記した文書を意味します。
学生 - 学位、その他の一般に認められた資格を取得するためにカレッジまたは大学で学んでいる人を意味します。
スキー用具 – スキー（ビンディングを含む）、ブーツ、ストックとスノーボードを意味します。
テロ行為 – 政府に影響を与える意図や、一般市民または特定の一般市民を怯えさせる意図を含む、政治的、宗教的、イデオロギー的などの目的
で、単独、あるいは、組織や政府の代理で、もしくはこれと関連して、個人または集団が犯す、力や暴力、その脅威の利用を制限なしに含む行為
を意味します。
旅行 – 保険明細に記載された補償範囲内で、保険金受取人が行う、保険金受取人の自国から始まり、自国で終わる、補償期間中の、保険明細に記
載された（片道の旅行を除く）休暇旅行、出張旅行または観光旅行を意味します。
無人／放置 – 保険金受取人の車や財産が完全には見えず、財産や車への無断の介入を防ぐことができない状態にあることを意味します。
イギリス- イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドを意味します。
貴重品 – 宝石、時計、毛皮、貴石、半貴石と、金、銀、その他の貴金属でできた物やこれを含む物；携帯電話、スマートフォン、その他の
電気通信機器；カメラ、その他の写真機器、望遠鏡、双眼鏡；AV 機器（ラジオ、カセットプレイヤー、CD プレイヤー、ipod、mp3／mp4
プレイヤー、カムコーダー、DVD、ビデオ、テレビ、その他の類似の AV 機器、ヘッドフォンを含む）；衛星ナビゲーション装置；パソコ
ン、パソコン機器（iPad、タブレット、PDA、パーソナル・オーガナイザー、ラップトップ、ノートブック、ネットブックなどを含む）；
コンピューターゲーム機器（コンソール、ゲーム、周辺機器を含む）；CD、 DVD と、USB スティック、SD カード、テープ、フィルム、
カセット、カートリッジなどを含む記録可能メディアを意味します。
当社– Zurich Insurance plc か、その代理の管理者の役割を果たす Endsleigh Insurance Services Limited を意味します。
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本団体保険証券の完全なる保護を受けるために、団体保険契約者と保険金受取人はともに、 次の条件を必ず守ってください。
団体保険契約者か保険金受取人が、この条件を守らなかった場合、当社は、当社の判断で、本団体保険証券の解約、保険金請求処理の拒否、
または保険金支払額の減額をすることができます。
1. 二重保険（Dual insurance）
本団体保険証券に基づく保険金請求をもたらす事象（インシデント）が起きた時点で、同じ損失、損害、費用または責任を補償する別の保険があった場
合、当社は、当社の見合った負担分を超える支払いをいたしません（セクション 4 – 個人傷害には適用されません）。
2. 妥当な予防策
団体保険契約者と保険金受取人はともに必ず、傷害、病気、疾病、紛失、盗難、損害を防ぐ妥当な予防策をすべて講じ、かつ、講じさせる
とともに、紛失や損傷から財産を守り、紛失または盗難された財産を取り戻す、実際的な対応をすべてとり、かつ、とらせてください。
3. 団体保険証券の解約
14 日間のクーリングオフ期間
団体保険契約者は、団体保険証券を受け取った日から 14 日以内であれば、保険明細に記載された住所に書面で通知することで、本団体保険
証券ならびにすべての関係する補償セクションを解約できます。当社は、保険料から、補償が適用された期間の料金を差し引いた額を返金し
ます。当社は、団体保険証券概要にあるように、解約料を請求する権利も留保します。保険金受取人がすでに旅行に出発しているか、保険金
請求または保険金請求を引き起こす可能性がある事象（インシデント）が起きているときは、保険料は払い戻されません。
14 日間のクーリングオフ期間外の解約
本団体保険証券は、次のように解約することができます。
a) 団体保険契約者が保険明細に記載された住所宛てで当社に通知をすることで。当社は、支払われた保険料の、本団体保険証券の残存期間に
見合った払戻金を支払います。当社は、団体保険証券概要にあるように、解約料を請求する権利も留保します。保険金受取人がすでに旅行に
出発しているか、保険金請求または保険金請求を引き起こす可能性がある事象（インシデント）が起きているときは、保険料は払い戻されま
せん。
b) 有効な理由がある場合に、当社または当社の正規の保険引受代理人が、最後に知らされた団体保険契約者の住所に、21 日前の書面による
通知を行うことで。当社は、本書の条件に従い、団体保険契約者に返金すべき保険料がある場合、それを払い戻します。解約の有効な理由は、
次の事項などを含みます。
• 団体保険契約者から当社に、本団体保険証券に基づくリスクの変更の連絡があり、それを当社では付保対象とできない場合、
• さらなる情報または文書の提供を求める当社の要請に団体保険契約者が応じない場合、
• 団体保険契約者が間違った情報を提供し、要請をしても釈明をしない場合、
• 団体保険契約者が本団体保険証券に適用される条件のいずれかに違反した場合、
• 当社が合理的に詐欺行為を疑った場合、または
• 団体保険契約者かその代理が、脅迫的または虐待的な態度や言葉を示し、あるいは、当社のスタッフや納入業者を脅迫もしくは脅した場合、
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c) 当社が保険料を集めることができなかった場合に、当社または当社の正規の保険引受代理人により。この場合、団体保険契約者には、特定
の日付までに支払いを行うよう要請する通知が書面で行われます。この日までに支払いを受け取ることができないときは、団体保険契約者に
再び、支払いを受け取っていないとの通知を書面で行い、7 日前の、最終支払いの通知を送付します。その日までに支払いを受け取ることが
できない場合、当社は本団体保険証券を解約して直ちにその効力を発するとともに、この解約が行われたことを書面で団体保険契約者に通知
します。
4. 保険金受取人による参加取り消し
保険金受取人は、保険明細に記載された団体保険契約者に書面により、自らの参加を取り消す意向を通知することで、団体保険証券への参加を取
り消すことができます。保険金受取人の団体保険証券への参加取り消しの結果として、団体保険契約者に支払われるべき保険料の払戻金は、その
参加が中止された日か、当社が書面による通知を受け取った日のうち、いずれか遅い方から計算されます。保険金受取人が、本団体保険証券に基
づき補償される旅行にすでに出ているか、あるいは、補償が提供された期間中に、保険請求の対象となっていた場合、保険料の払戻金は支払われ
ず、あるいは認められません。当社は、妥当な管理手数料を請求する権利も留保します。
5. 制裁措置
当社は、補償、支払い、サービス、給付金（ベネフィット）や、団体保険契約者または保険金受取人の事業や活動が、貿易／経済制裁に関する
適用法令に違反すると思われる範囲において、団体保険契約者、保険金受取人などに、その補償の提供、支払い、サービスや給付金（ベネフィ
ット）の提供をすることに責任を負いません。

団体保険契約者か保険金受取人が団体保険証券に照らして保険金を請求することを望む場合、Endsleigh が、保険会社の代理として団体保険契約
者か保険金受取人と交渉をし、保険金を支払います。保険金を請求する際は、保険証券概要の「保険金の請求のしかた」セクションに記載された
番号に電話してください。
団体保険契約者か保険金受取人が保険金請求の条件を守らなかった場合、当社の判断で、本団体保険証券の解約、保険金請求処理の拒否、または
保険金支払額の減額をすることができます。
1. 保険金の請求
保険金の請求の種類にもよりますが、できれば当社のウェブサイト（www.endsleigh.co.uk ）からご連絡ください。あるいは、下記の連絡先に電
子メール、電話、郵便でご連絡いただいても構いません。
法的費用以外のすべての保険金の請求
Endsleigh Insurance, Shurdington Road,
Cheltenham Spa, Gloucestershire GL51 4UE
電話：0800 923 4046 （海外からの場合： +44(0) 1242 217301）

法的費用のみ
Lyons Davidson Limited, 51 Victoria Street,
Bristol, BS1 6AD
電話：0800 923 4046 （海外からの場合： +44(0) 1242 217301）

電子メール：travel.claims@endsleigh.co.uk

電子メール：zurichtravelclaims@lyonsdavidson.co.uk

通知は必ず、本保険証券に基づき保険金請求を生じさせる可能性のある身体傷害、病気、疾病、事象（インシデント）、事由、解雇、または紛
失、盗難もしくは損害の発見後から 31 日以内、あるいはその後できるだけ早く行ってください。
また団体保険契約者や保険金受取人は、令状、召喚、起訴の恐れに気づいたら、 必ず当社に報告してください。保険金の請求にかかわる通信文
書はすべて、必ず、遅滞なく当社に送ってください。団体保険契約者、保険金受取人や、その代理は、当社の書面による同意なしに、損害賠償
請求の交渉、承認、拒否を絶対にしないでください。
団体保険契約者、保険金受取人や、その法定代理人は、当社が求めるすべての情報、証拠、住宅総合保険の詳細、診断書を、自らの費用負担
で、必ず提出してください。当社は、当社の費用負担で、独自の身体検査を受けることを保険金受取人に求める権利を留保します。また必要
に応じて、当社から、死体の解剖を当社の費用負担で行うことを要請する場合もあります。
本団体保険証券に基づく保険金支払請求者は必ず、損傷を受けた財産を保管し、また、当社から要請があれば、自らの費用負担で、それを当社
に送ってください。当社がその財産の全額に対する保険金を支払い、その後にそれを元の状態に戻し、あるいは廃物活用がなされた場合、その
財産は当社の財産になります。当社は、保険金支払請求者が領収書や請求書を提出できない費用の当人への償還を拒否できます。
2. 保険代位
当社には、損害賠償請求の防御や和解に対する権利を譲り受けて、団体保険契約者か保険金受取人の名義で、当社のために他者を相手取って訴
訟を起こす権利があります。
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3. 詐欺行為
団体保険契約者と保険金受取人は絶対に詐欺的な行為をしないでください。団体保険契約者、保険金受取人か、その代理が
a) いかなる点であってもそれが虚偽または詐欺的に誇張されたものであると知りながら、団体保険証券に基づき保険金請求を行っ
た場合、
b) いかなる点であってもそれが虚偽であると知りながら、保険金請求を裏付ける陳述をした場合、
c) いかなる点であってもそれが偽造または虚偽であると知りながら、保険金請求を裏付ける書類を提出した場合、または
d) 団体保険契約者か保険金受取人の故意行為または黙認により生じた損失ないしは損害にかかわる保険金請求をした場合、
a) 当社は保険金を支払わないものとします。
b) 当社は、団体保険証券に基づき、すでに請求され、もしくは今後請求されるその他のいかなる保険金も支払わない権利を留保するものとし
ます。
c) 当社は、当社の判断で、団体保険証券の無効を宣言できます。
d) 当社には、団体保険証券に基づきすでに支払われている保険金額を団体保険契約者か保険金受取人から取り戻す権利があるものとします。
e) 当社は保険料の払い戻しをしないものとします。
f) 当社は 、この状況を警察に通報する場合があります。
4. 保険金の支払い
1. 死亡
a) 保険金受取人が 18 歳以上の場合、当社は保険金受取人の相続人に保険金を支払います。保険金受取人の個人遺産管理人から当社に
領収書が渡されることで、その保険金請求にかかわる責任を当社は完全に果たしたことになるものとします。
b) 保険金受取人が 18 歳未満の場合、当社は保険金受取人の親または法定後見人に死亡保険金を支払います。保険金受取人の親または法定
後見人が受領することにより、その保険金請求にかかわる責任を当社は完全に果たしたことになるものとします。
2. その他の保険金請求
a) 保険金受取人が 18 歳以上の場合、当社は保険金受取人に保険金を支払います。保険金受取人が受領することにより、その保険金請求にか
かわる責任を当社は完全に果たしたことになるものとします。
b) 保険金受取人が 18 歳未満の場合、当社は、保険金受取人のために、保険金受取人の親または法定後見人に適切な保険給付金額を支払い
ます。保険金受取人の親または法定後見人が受領することにより、その保険金請求にかかわる責任を当社は完全に果たしたことになるも
のとします。
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保険金受取人は団体保険証券の完全なる保護を受けるため、必ず、次の条件を守ってください。保険金受取人がこれを守らない場合、当社は当社の判
断で、本団体保険証券の解約、保険金請求処理の拒否、または保険金支払額の減額をすることができます。
本団体保険証券の条件として、セクション 1 – キャンセルまたは短縮の料金、セクション 2 – 緊急医療、その他の費用、セクション 3 – 病院
関連の給付金（ベネフィット）、セクション 4 – 個人傷害、およびセクション 12 – 旅客機内の迷惑行為に基づき、次の事項に直接または間
接に起因する保険金請求について、保険金受取人は補償を受けることができません。
A) 補償を承認された時点：
1. 次の事項に該当する、保険金受取人が患う、またはこれまでに患
った内科的疾患 ：
a) 過去 12 ヵ月以内にその症状が出て、あるいは診断を下され
た、または
b) 過去 12 ヵ月に治療が変更された（投薬治療、投薬量、外科
的処置、試験、検査、食事療法を含む）
2. 保険金受取人、その近親者、密接な仕事関係者が手術、病
院の診察（定期検診を除く）、その他の病院の治療や検査
を待っている内科的疾患
3. 過去 6 ヵ月以内に保険金受取人、その近親者、密接な仕事関
係者が専門家に診てもらった（定期検診を除く）、手術、そ
の他の病院の治療や検査を受けた内科的疾患
4. 保険金受取人、その近親者、密接な仕事関係者が余命宣告を受け
た内科的疾患
5. 保険金受取人、その近親者、密接な仕事関係者が診断を受けたこ
とのない内科的疾患
6. 保険金受取人が気づいた、本団体保険証券に基づく保険金請求
をもたらすと合理的に予想できる状況

B) 随時：
1. 保険金受取人が医療従事者から旅行しないようにと忠告さ
れ、あるいはその助言を求めれば、そう忠告されていただ
ろう内科的疾患
2. 保険金受取人が、その内科療法（外科的処置や検査を含む）
や医学的アドバイスを得るために旅行をしている内科的疾患
3. 保険金受取人が、医療従事者の指示通りに、提言された治療
を受けていない、あるいは、処方された薬剤を飲んでいない
内科的疾患
4. 保険金受取人が、運輸会社、その取扱代理店、その他の公共交
通機関事業者が定めた健康要件に反して旅行している場合
団体保険契約者と保険金受取人は、11 ページの一般免責条項も参
照してください。

当社は、次の事項に直接または間接に起因ないしは関連して請求される保険金の支払いをいたしません。
1. a) 戦争、侵略、敵国の行為、戦闘ないしは戦争類似行為（宣戦布告の有無に関係なく）、内戦、反乱、革命、暴動、蜂起の一部となる、または
これにつながる内乱、軍部による行動、略奪行為
b) テロ行為、ただし、本免責条項は、損失が核攻撃、化学攻撃、生物攻撃に起因するものでないかぎり、あるいは、旅行の開始時点で騒乱がす
でに起きていないかぎり、セクション 2 –緊急医療、その他の費用、セクション 3 –病院関連の給付金（ベネフィット）、セクション 4 – 個人傷
害に基づく損失には適用されないものとします。
2. 核燃料、核廃棄物、または核燃料、原子力構造物もしくはその原子力構造部分の放射性、有毒性、爆発性、その他の有害な特性の燃焼から
生じる放射線によるイオン化放射もしくは汚染
3. 音速もしくは超音速で飛行する飛行機、その他の航空機による圧力波で直接引き起こされた損失、破壊または損害
4. 保険明細にセクション 16、セクション 17、セクション 18、セクション 19、セクション 20 が有効であると記載されている場合を除き、保険
金受取人によるウィンタースポーツのレジャー。上記のセクションが有効であると記載されている場合は、次の項目に補償が適用されます。
a) 12 ページのリストに記載されたウィンタースポーツ、および
b) 保険明細に補償されると記載されているその他のウィンタースポーツ
5. 保険金受取人によるプロのエンタテインメント（entertaining） やプロのスポーツへの参加または実践
6. 次の場合を除く、保険金受取人によるその他のスポーツ、アクティビティ、手作業、レースへの参加または実践
a) 12 ページのリストに無料で補償されると記載されている場合、または
b) 保険明細に補償されると記載されている場合
7. 保険金受取人の意図的な自傷行為による傷害か病気、自殺か自殺未遂、性感染症、シンナー乱用、アルコール乱用、薬物の使用（ 医療従事
者が処方、指示した治療に従って服用した薬物は除く。ただし、薬物中毒の治療用の薬物以外）、不必要な危険に自らを晒す行為（人命救助
を試みた場合を除く）
8. 保険金受取人自身による違法行為や、彼らに対する刑事訴訟.
9. 本保険に基づき明確に補償されている場合を除き、保険金受取人が保険金を請求している事由の結果として生じる、その他の損失、損害、追
加費用。このような損失、損害、追加費用の例としては、鍵紛失後のロックの取り換え費用、保険金請求の準備で被った費用、身体傷害や疾
病後の逸失収入などが考えられます。
10. 軍隊の兵士の軍事任務（Operational duties of a member of the Armed Forces ）（セクション 1 – キャンセルまたは短縮の料金のサ
ブセクション 4 に定められているように、軍事行動上の理由により、承認された休暇が取り消されたことに起因する保険金請求以
外）
11. 当該国での自動車の使用を認める、正式な運転免許証を保有している場合を除き、本団体保険証券に基づき補償される旅行中の、保険
金受取人による自動車の使用
12. 外務英連邦省か世界保健機関が一般に渡航禁止勧告を出している国、特定地域、またはイベントへの、保険金受取人による旅行
13. 団体保険契約者か保険金受取人が知っていた、本団体保険証券に基づき保険金請求を生じさせると合理的に予想できる状況
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団体保険証券の補償対象となるスポーツとアクティビティの詳細なリストを下に整理しました。ここに記載されていないスポーツかアクテ
ィビティに参加している保険金受取人は、保険明細に記載された団体保険契約者に電話してください。追加の保険料を払うことで、補償
を提供できるかもしれません。追加で補償を購入したスポーツとアクティビティの詳細は、保険明細に追記されます。
保険金受取人が、*マークが表示されたスポーツかアクティビティに参加していると、セクション 7 – 個人賠償責任に基づく補償は除外されますの
で、ご注意ください。
標準で補償の対象
管理・事務職
エアロビクス
アーチェリー
バドミントン
バナナボート
野球
バスケットボール
BMX バイク（ヘルメット着用でス
タントなし）
ボディボード（ブギーボー
ド）ボーリング
バンジージャンプ（専門の主催者の
ガイドラインに準拠するとともに 1
回のみ、適切な安全防護具を着用）
*ラクダ乗り
カヌーイング（グレード 2 までの河
川）
*カタマランセーリング（有資格者
のみ）
*クレー射撃
クライミング（屋内のクライミング
ウォールのみ）
クリケット
クロケット
カーリング
サイクリング（ヘルメット
着用）
深海釣り
*ディンギーセーリング
*自国で運転・操縦免許を持つ電動車

両の運転・操縦（モーターラリーや
大会でのそれは除く）
ゾウ乗り

オリエーテーリング
オーバーランティング
*ペイントボーリング（目の保護具
を着用）
フェルウォーキン
ポニートレッキング
グ／ランニング
*クアッドバイキング（ヘルメット
フェンシング
着用）
釣り
ラケットボール
完全に認可された旅客機での、料金を
ランブリング
支払う旅客としての飛行
*練習場での射撃
フットボール（アマチュアの
リンゴ（ringos）
み。旅行の主な目的でない）
ローラースケートとローラーブレー
氷河ウォーキング
ド（パッドとヘルメットを着用）
*ゴーカート（主催者のガイドライン
ラウンダーズ
に準拠）
ボート漕ぎ
ゴルフ
ランニング（競争目的以外で、
ハイキング
マラソンを除く）
乗馬（ヘルメット着用、大会、障害
車でのサファリトレッキング（企画さ
飛越え、狩猟は除く）
れたツアーのみ）
熱気球乗り（企画されたプレジャー
徒歩でのサファリトレッキング（企画
ライドのみ）
されたツアーのみ）
ハイドロゾービング
*セーリング（資格があるか、資格のあ
*ジェットボート
る人が同伴の場合）
*ジェットスキー
サンドボーディング
ジョギング
砂丘サーフィン／スキー
カヤッキング（グレード 2 までの河川）
*サンドヨット
マウンテンバイク（ヘルメット着用、
水深 18 メートルまでのスキューバダ
カジュアルまたはオフロード）
イビング（ダイビングライセンスを持
ネットボール
ち、単独のダイビングでないか、資格
オクトプッシュ
のあるインストラクター同伴の場合）
オープンウォータースイミング
* 射撃／スモールボアライフル射撃
（プロにエスコートされたツアー
（主催者のガイドラインに準拠）
のみ）

スケートボード（パットとヘルメット着用）
シュノーケリング
ソフトボール
スカッシュ
カウンセラーとして働く学生、または実践講
座の作業（手作業以外）をする大学の交換留
学生（university exchanges for practical
course work (non manual)）
サーフィン
水泳
イルカと泳ぐドルフィンスイム
シドニーハーバーブリッジウォーク
卓球
テンピンボウリング
テニス
トランポリン
高度 2,500 メートルまでのトレッキング
綱引き
バレーボール
ウェイクボード
ウォーキング
*ウォーゲーム（目の保護具を着用）
水球
水上スキー
ホエールウオッチング
ウィンドサーフィン
*ヨット（有資格者の場合）
ゾービング

ウィンタースポーツを対象とし
た適切な保険料が支払われてい
る場合に補償の対象
ドライスロープスキー

アイススケート
キックスレッジ
スキー – ブレーディング
ゲレンデでのスキー
モノスキー
ガイド付きのオフピステ
スキー
* 乗客としての、馬、
犬、トナカイにひか
れてのスレッジング
スノーボード
スノーシューウォーキン
グ
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入院治療につながる可能性のある重大な病気や事故の場合、本国送
還の手配が行われる前、または保険金受取人の自国への早期帰国を
必要とする短縮の場合、保険金受取人は必ず緊急支援サービスに連
絡をしてください。このサービスは、保険金受取人が利用すること
ができ、1 年 365 日、24 時間いつでもアドバイスと支援、また入
院、帰還、医療費承認の手配をいたします。直ちに応急処置が必要
な状況により、これが不可能な場合、保険金受取人は必ずできるだ
け早く緊急支援サービスに連絡してください。緊急支援サービスが
特別に承認をするか、明記されていないかぎり（if stated）、民間治
療は補償されません。
海外での医療支援
緊急支援サービスは、医療の専門知識、コネクション、施設を持っ
ており、保険金受取人が事故でケガをしたり、病気になったりした
ときにお手伝いすることが可能です。緊急支援サービスはまた、医
学的に見て必要とみなされる場合や、自国の近親者の重病や死亡の
知らせを保険金受取人が受けた場合に、自国に輸送する手配もいた
します。
海外での治療の支払い
保険金受取人が海外にいる間に病院／診療所に入院した場合、緊急
支援サービスは、団体保険証券で補償される医療費が病院／診療所
に直接支払われるよう手配いたします。このベネフィットを利用す
る場合は、誰かが必ず、保険金受取人の代わりに緊急支援サービス
にできるだけ早く連絡してください。
簡単な通院治療については、保険金受取人が病院／診療所に支払い
をして、本団体保険証券に基づき償還を請求する必要があります。
保険金受取人は、過剰な治療や料金への署名の要請に注意してくだ
さい。このような要請に関して疑わしい点がある場合は、緊急支援
サービスに電話をしてアドバイスを求めてください。

互恵保健協定（Reciprocal health agreements）
EU、EEA またはスイス
欧州連合（EU）加盟国、欧州経済領域（EEA）加盟国、スイスを旅
行している保険金受取人については、EU／EEA 加盟国かスイスとの
間で締結された互恵医療取り決めの恩恵を受けることができるかどう
か確認することを強くお勧めします。
互恵医療取り決めか民間健康保険の利用により減額された医療費に対
して責任を負う場合、当社は、セクション 2 - 緊急医療、その他の費
用に基づく控除免責額の控除を適用しません。
オーストラリア
オーストラリアで治療を受ける必要のある保険金受取人は必ず、現
地のメディケアオフィスで登録をしてください。到着時に登録する
必要はありませんが、最初に治療を受けた後には、必ず、登録して
ください。そうすると、公立病院の入院治療と通院治療が無料にな
ります。登録方法と、受けることができる無料の治療について詳し
くは、メディケアのウェブサイト
（http://www.humanservices.gov.au）にアクセスするか、緊急支援
サービスに電話をして問い合わせてください。
保険金受取人は入院したら必ず、できるだけ早く緊急支援サービ
スに連絡をして、メディケアの下では受けることのできない治療
に関して、その許可を得てください。

緊急支援サービスの連絡先電話番号： +44 (0)1243 621058
12
セクション 1、セクション 2、セクション 4、セクション 5、セクション 6、セクション 7、セクション 9、セクション 14、セクション
17、セクション 19、セクション 20 については補償に、次の 2 つのレベルがあります。
基本補償
総合補償
一般的に、総合補償に基づく給付金（ベネフィット）は、基本補償のそれよりレベルが高くなります。給付金（ベネフィット）のレベル
は、補償のレベル別に、各セクションに示されています。セクション 15、セクション 16、セクション 18 に基づく補償は、基本補償と総
合補償で同じです。
セクション 3、セクション 8、セクション 10 からセクション 13 までに基づく補償は、総合補償にしか適用されません。
保険金受取人が選択した補償のレベルは、その保険明細に記載されています。
6 ページの一般条件と 11 ページの一般免責条項は、団体保険証券全体と全レベルの補償に適用されます。各セクションに、支払われるべき
給付金（ベネフィット）のレベルと限度額、そのセクションに特に適用される条件と免責条項が明記されています。保険金受取人が受けるこ
とができる給付金（ベネフィット）のレベルは、自らが選択した補償のレベルにより異なります。保険金受取人が選択した補償レベルに適用
される最大給付額と限度額の詳細については、本証券の該当するセクションをご覧ください。
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補償の対象

補償の対象外

当社は、下記の場合に、保険金受取人がすでに支払ったか、支
払う契約をした交通費と宿泊費のうち、未消化で回収不能な分
に加え、被った妥当な追加の交通費につき、保険明細に記載さ
れた金額を限度に、保険金受取人に償還をします。

1. 保険明細に記載された控除免責額

a) 旅行のキャンセルが必要かつ不可避であった場合、または
b) 旅行が終了する前に短縮された場合
ただし、その際には、補償期間中に下記の事由のいずれかが
生じたことに起因することが条件となります。
1. 下記の者の死亡、身体傷害、または病気
a) 保険金受取人
b) 保険金受取人が一緒に旅行している同行者、または一緒に旅
行する手配をしていた同行者
c) 保険金受取人が一時的に一緒に住む手配をしていた同居人
d) 保険金受取人の近親者
e) 保険金受取人の密接な仕事関係者
2. 保険金受取人、その一緒に旅行している同行者、もしくは
一緒に旅行する手配をしていた同行者の、治療をしている
医療従事者の命令による強制隔離、陪審員としての出廷、
または目撃者としての裁判所への召喚
3. 保険金受取人、その一緒に旅行している同行者、もしくは一緒に
旅行する手配をしていた同行者の失業（保険金受取人の自国の現
行の失業手当に関する法律に基づく支払いを受ける資格があり、
かつ、旅行の予約時に、誰かが失業すると信じるに足る根拠がな
かった場合）
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2. 空港税（Airport Departure Duty）
3. 下記の事項に直接ないしは間接に起因する保険金請求
a) 解雇につながる非行や辞職、自主退職に起因する失業、ま
たは保険金受取人の本保険加入日もしくは旅行の予約時の
前に解雇の警告または通知が行われていた場合
b) 旅行のキャンセルか短縮を招くと合理的に予想できたは
ずの状況にあることを、保険金受取人に対する補償の承
認日か、旅行の予約時（いずれか早い方）の前に、団体
保険契約者または保険金受取人が知っていた場合、
c) 身体傷害、病気、疾病、合併症をともなわない正常妊娠。
本
セクションは、予見できない事由、事故、病気、疾病に補
償を提供することを目的としたものであり、通常の出産
は、予見できない事由にはあたらないと思われます。
4. 航空会社のマイレージ制度（例えばエアーマイルズ）を利
用して支払われた旅行のチケット。
5. 11 ページの一般免責条項の記載事項
団体保険契約者と保険金受取人は、10 ページの健康・保健に関連
する重要な条件も参照してください。

補償の対象

補償の対象外

4. 保険金受取人、その一緒に旅行している同行者、もしくは一緒に
旅行する手配をしていた同行者が軍、警察、消防、介護サービ
ス、救急サービスのメンバーか、政府機関の職員であり、かつ、
承認を受けていた年次休暇が業務上の理由により取り消された場
合（ただし、その際は、保険金受取人が本保険に加入した時か、
旅行の予約時に、そのキャンセルまたは短縮を合理的に予想でき
なかったことが条件となります。）
5. 火災、航空機、爆発、嵐、洪水、地盤沈下、悪意のある人、
盗難により自宅が深刻な損害を受けたため、警察が自宅に留
まること、またはこれに帰ることを保険金受取人に要請した
場合

保険金受取人は、同じ事由では、セクション 1 – キャンセルまたは短縮か、セクション 11 – 大惨事および自然災害に基づいてしか保険金を請求でき
ません。
請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は必ず、死亡、身体傷害、病気による旅行の短縮の前に、（自らの費用負担で）付き添う医療従事者から診断書と、 緊急支援サービ
スの事前の承認を取得して、自宅に帰る必要があることを確認してください。
2. 保険金受取人が旅行をキャンセルする必要があることに気づいて直ちに、旅行代理店、ツアーオペレーター、交通手段／宿泊施設の提供事
業者に通知しなかった場合、当社の責任は、通知をしていれば適用されていただろうキャンセル料に限定されるものとします。
3. 保険金受取人による旅行のキャンセルの理由が、
a) 自らのストレス、不安神経症、うつ病、その他の精神疾患もしくは神経疾患によるものである場合、保険金受取人は必ず、該当
する分野を専門とするコンサルタントの診断書を提出してください。
b) その他の病気か身体傷害によるものである場合、保険金受取人は必ず、これが必然的かつ合理的に自らが旅行に行くことを妨げたと明
記された、医療従事者の診断書を提出してください。
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補償の対象

補償の対象外

当社は、補償期間中の旅行の間における、保険金受取人の予期せぬ
身体傷害もしくは病気や、治療をしている医療従事者の命令による
強制隔離の結果としての事象（インシデント）から 12 ヵ月以内に
必然的に被った下記の費用に対して、保険明細に記載された金額を
限度に支払を行います。

1. 保険明細に記載された控除免責額
2. 下記にかかわり直接または間接に起こされる請求：

1. 保険金受取人の自国以外で被った緊急医療、手術、入院、救
急車、看護の料金ならびに手数料
2. 保険金受取人の自国以外で生じ、保険明細に記載された金額
を限度とする、痛みの速やかな緩和を目的とした救急歯科治
療（本当の歯のみ対象）
3. 保険金受取人が自国以外で死亡した場合は、海外での妥当な追
加の葬儀費用と、遺灰を自宅に運ぶ妥当な費用、または、遺体
を自宅に搬送する妥当な追加費用。救急支援サービスの事前の
許可があれば、これには、近親者が保険金受取人のもとに行く
ための妥当な交通費と宿泊費に加え、自宅に帰るための妥当な
費用が含まれます。
4. 医学的見地から、保険金受取人が予定された帰国日を超えて滞
在する必要がある場合、保険金受取人の当初の予約の標準を限
度とする、妥当な追加の交通費（エコノミークラス）と宿泊費
救急支援サービスの事前の許可があれば、これには、保険金受取人
と一緒に残る、または自らの自国から保険金受取人のもとに行き、
あるいはこれに付き添う 1 名の友人もしくは近親者の妥当な追加の
交通費や宿泊費、および、保険金受取人が帰りのチケットを使えな
い場合には、自宅に帰るための追加の交通費が含まれます。
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a) 保険金受取人が領収書、その他の電話代と発信先電話番号
を示す証拠を提供できる、トラブルを報告するために救急
支援サービスにかけた電話を除く、電話代
b) 保険金受取人の入院を必要とした身体傷害もしくは病気に直
接関係のない、探索的臨床試験を含む治療または手術の費用
c) 保険金受取人の身体傷害もしくは病気の治療では普通、妥当
または慣例的でない経費
d) 付き添いの医療従事者と救急支援サービスの見解では、保険
金受取人が自国に帰るまで合理的に伸ばすことができる、あ
らゆる形態の治療または手術
e) 出発時点で、保険金受取人の自国以外で必要となること、あ
るいは続ける必要があることが分かっていた薬剤の入手ない
しは交換、治療もしくは定期的に受け続けている療法の確保
で被った費用
f) シングルルームもしくは個室での宿泊で生じた追加の費用
g) 救急支援サービスが同意している場合を除く、健康ス
パ、病後療養所、養護施設、リハビリセンターから提供
される治療またはサービス
h) 保険金受取人が自国帰国後に被った費用
i) 保険金受取人が推奨される予防接種を受けず、および／また
は薬を服用せずに熱病にかかった結果として被った費用
j) 救急支援サービスの見解で送還させても安全とされた日以降
も送還されないとする保険金受取人の決定
k) 身体傷害、病気、疾病、合併症をともなわない正常妊娠。
本セクションは、予見できない事由、事故、病気、疾病に
補償を提供することを目的としたものであり、通常の出産
は、予見できない事由にはあたらないと思われます。

補償の対象
5. 救急支援サービスの事前の許可があれば、医学的見地から必要な
場合に、保険金受取人を自宅に送還するための、適格な付添人を
含む、航空輸送、その他の適した手段の利用で被った追加の費
用。救急支援サービスが別段の同意をしている場合を除き、送還
費用は、行きの旅で利用したのと同じクラスの旅行だけを対象と
します。

補償の対象外
3. 捜索／救助に携わった当局の明細書で裏付けられていない捜
索および救助に対する保険金の請求
4. 11 ページの一般免責条項の記載事項
団体保険契約者と保険金受取人は、10 ページの健康・保健に関連する重
要な条件も参照してください。

総合補償の場合のみ
6. 保険金受取人が行方不明と通報され、または身体傷害を被っ
た場合、当社は、保険金受取人の捜索、救出もしくは回復に携
わった政府機関が被った費用に対して、保険明細に記載され
た金額を限度に支払いを行います。

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人（またはその代理）は必ず、入院が必要となる身体傷害もしくは病気をできるだけ早く、あるいは、保険金受取人の
送還の手配がなされるときは事前にそれを、救急支援サービスに連絡してください。
2. 保険金受取人の身体傷害もしくは病気の場合、当社は、保険金受取人を一つの病院から別の病院に転院させ、旅行のいかなる時期であっ
ても、その自国に送還する手配をする権利を留保します。付き添う医療従事者または救急支援サービスの見解で、保険金受取人を安全に
移動させ、および／または、自国に帰国させて、治療を続けることができる場合に、当社はこれを行います。
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本セクションは、総合補償にしか適用されません。
補償の対象

補償の対象外

当社は、補償期間中の旅行の間における、自らの身体傷害もしく
は病気の結果として、自国以外で入院する必要のあった、完全な
る 24 時間ごとに対して、保険明細に記載された金額を限度に、
保険金受取人に支払いを行います。

1. 下記にかかわり直接または間接に起こされる請求：

当社は、セクション 2 – 救急医療、その他の費用に基づき支払
われるべき金額に加えて、保険明細に記載された金額を支払い
ます。

a) 保険金受取人の入院を必要とした身体傷害もしくは病気に
直接関係のない、探索的臨床試験を含む治療または手術に
関連した追加の入院期間
b) 付き添いの医療従事者と救急支援サービスの見解では、
保険金受取人が自国に帰るまで合理的に伸ばすことがで
きる、あらゆる形態の治療または手術に関連した入院
c) 病後療養所、養護施設、リハビリセンターから提供
される治療またはサービスに関連した追加の入院期
間
d) 保険金受取人が推奨される予防接種を受けず、および／
または薬を服用せずに熱病にかかった結果としての入院
e) 救急支援サービスの見解で送還させても安全とされた日以
降も送還されないとする保険金受取人の決定後の追加の入
院期間
2. 11 ページの一般免責条項の記載事項

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は必ず、入院が必要な身体傷害もしくは病気をできるだけ早く、救急支援サービスか当社に連絡してください。
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本セクションにかかわる特別な定義（太文字のイタリック体で表示）
四肢喪失 – 切断による手または足全体の喪失、または手または足全体を完全かつ永久に使えなくなることを意味します。
失明 – 視力を完全に失い、取り戻すことのできない状態を意味し、次の場合に、これが生じたとみなされます。
a) 両目については、保険金受取人の名前が、十分な資格を持つ眼科専門家の許可を得て、視覚障害者登録簿
（Register of Blind Persons）に加えられた場合、および
b) 片目については、 矯正後も視力が、スネレン試視力表で 3/60 以下のままである場合
補償の対象

補償の対象外

保険金受取人が補償期間中の旅行の間に身体傷害を負い、その他
の原因と関係なく、これのみに起因して、2 年以内に、保険金受
取人が死亡、四肢喪失、失明し、または永久全身障害となった場
合、当社は、保険明細に記載された給付金（ベネフィット）の 1
つを支払います。

1. 11 ページの一般免責条項の記載事項
団体保険契約者と保険金受取人は、10 ページの健康・保健に関連する
重要な条件も参照してください。

同じ事由では、両方ではなく、セクション 4 – 個人傷害か、セクション 12 –旅客機内の迷惑行為、いずれかに基づいてしか保険金を請求できません。
請求にかかわる特別な条件
1. 保険金が請求された場合は、当社の医療従事者が、必要とみなす回数、保険金受取人を診察することができます。
規定
1. 給付金（ベネフィット）は、
a) 保険明細に記載された第 i 号、第 ii 号、第 iii 号の 2 つ以上に基づき、
b) 保険明細に記載された第 iii 号に基づき、本人が身体傷害を負った日から 1 年後まで、
c) 本人が、該当する仕事または職業を遂行できるか、あるいは、遂行できる可能性がある場合、保険明細に記載された第 iii 号に基づき、
保険金受取人に支払う必要がありません。
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補償の対象
1. 当社は、補償期間中の旅行の間における、保険金受取人の貴重品
を含む手荷物の不慮の紛失、盗難もしくは損傷に対して、保険明
細に記載された金額を限度に、保険金受取人に支払いを行いま
す。
支払われるべき金額は、その時の価格での価額から、損耗と価値
の下落の控除分を差し引いたものとなります（あるいは、当社は、
当社の判断で、紛失し、または損傷を受けた手荷物を交換、原状
回復もしくは修理することができます）。
下記の項目に対して当社が支払う最高限度額は、保険明細に記載
された金額となります。
a) 1 つ、1 組もしくは 1 セット
b) 全貴重品の合計
総合補償の場合のみ
2. 補償期間中の旅行の行きの行程中のトランジットで手荷物が一時
的に紛失し、12 時間以内に保険金受取人に戻らない場合、手荷
物の遅延時間を確認する確認書を航空会社から取得し、これが当
社に送付されることを条件に、当社は、衣服、医薬品および洗面
道具の応急の代用品についても、保険明細に記載された金額を限
度に、保険金受取人に支払いを行います。
永久に紛失した場合、支払金額は、本セクションに基づき支払
われる最終的な金額から差し引かれます。
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補償の対象外
1. 保険明細に記載された控除免責額
2. ホテルの金庫やセーフティーボックスに預けられ、あるいは保険
金受取人の鍵をかけた宿泊施設の中におかれていた場合を除き、
いかなる時であっても放置されたままの（車の中、もしくは運輸
会社に保管されている場合を含む）貴重品の紛失、窃盗または損
傷
3. 以下のような状態で、無人の車両にあった手荷物の紛失、窃盗ま
たは損傷：
a) 午後 9 時から午前 9 時（現地時間）までの一晩、または
b) 車室から独立したトランクのある車については、鍵をかけたト
ランクの中に入れられていた場合、あるいは、独立したトラン
クのない車については、鍵をかけた車の中に見えないように置
かれていた場合を除き、午前 9 時から午後 9 時（現地時間）ま
でのいずれかの時間
4. 税関、その他の当局による遅延、没収もしくは留置にともなう損
失もしくは損害
5. セットされていない（unset）貴石、コンタクトレンズ、角膜レ
ンズ、補聴器、歯科用装具、治療用装具、骨とう品、楽器、あら
ゆる種類の書類、証書、株券、傷みやすいもの、自転車、スキー
用具の紛失、盗難または損傷、スーツケースの損傷（1 回の損傷
の結果として、スーツケースが完全に使用できなくなった場合を
除く）
6. 火災、盗難、またはそれを運んでいた航空機、船舶、列車もしく
は車の事故による場合を除く、磁器、ガラス（時計の文字盤、カ
メラ、双眼鏡、望遠鏡のガラスを除く）、陶器、その他のもろい
もしくは壊れやすいものの亀裂、引っかき傷、破損もしくは損傷
による損失または損害
7. 使用中のスポーツ用具の破損、ないしはスポーツウェアのダメー
ジによる損失または損害

補償の対象

補償の対象外
8. 保険金受取人の事業、取引、専門職、職業に関連して使用さ
れるビジネス用品、サンプル、取引のツール、自動車の付
属品、その他の紛失、窃盗または損傷
9. 損耗、価値の下落、劣化、大気条件、気象条件、蛾、害虫、
クリーニング、修理もしくは復元のプロセス、機械的な故
障、電気的な故障による損失または損害
10. 11 ページの一般免責条項の記載事項

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は必ず、その事象（インシデント）が起きた国の現地警察に、気づいてから 24 時間以内、あるいは、それ以降可能なかぎり早
く通報をして、全手荷物の紛失、盗難または盗難未遂に関する報告書を入手してください。
2. 運輸会社、輸送会社、当局またはホテルに預けている間に、手荷物の紛失、盗難または損傷が生じた場合、保険金受取人は必ず、その相手
に書面で、紛失、盗難または損傷の詳細を報告し、確認書を取得してください。手荷物が、航空会社に預けている間に紛失、盗難または
損傷した場合、保険金受取人は必ず
a) 航空会社から手荷物紛失証明書を取得し、
b) その運送約款に記載された期限内に、航空会社に書面で正式な損害賠償請求通知を送付し（コピーを保管しておいてください）、
c) 本団体保険証券に基づく、保険金の請求を行うことになる場合には、旅行のチケットとタグを提出できるよう、保管しておいてください。
3. 紛失、盗難または損傷した物の領収書は、保険金受取人が自らの保険金請求を裏付けるうえで役に立つため、必ず保管しておいてください。
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補償の対象

補償の対象外

1. 当社は、補償期間中の旅行の間における、現金および書類（パス
ポート、ビザならびに運転免許証を含む）の不測の紛失、盗難ま
たは損傷に対して、保険明細に記載された金額を限度に、保険金
受取人に支払いを行います。外国通貨に関しても、保険金受取人
の帰りの行程の出発直後から 72 時間、補償は有効です。
下記の項目に対して当社が支払う最高限度額は、保険明細に記載さ
れた金額となります。
a) 紙幣、法定紙幣および硬貨
b) その他のすべての現金および書類
2. 当社は、補償期間中の旅行の間における、保険金受取人が紛
失し、または盗難されたパスポートもしくはビザの代用物を取
得するために、海外で必然的に被った、妥当な追加の交通費な
らびに宿泊費に対しても、保険明細に記載された金額を限度
に、保険金受取人に支払いを行います。

1. 保険明細に記載された控除免責額
2. ホテルの金庫やセーフティーボックスに預けられ、あるいは保険
金受取人の鍵をかけた宿泊施設の中におかれていた場合を除き、
いかなる時であっても放置されたままの（車の中、もしくは運輸
会社に保管されている場合を含む）現金もしくは保険金受取人の
パスポ ートないしはビザの紛失、窃盗または損傷
3. 保険金受取人が発行者の条件を守らなかったか、あるいは発行者
が代替のサービスを提供する場合の、トラベラーズチェックの紛
失、窃盗または損傷.
4. 税関、その他の当局による遅延、没収もしくは留置にともな
う損失または損害
5. 価値の下落、為替レートの変動、ミスもしくは漏れによる不足に
ともなう損失または損害
6. 11 ページの一般免責条項の記載事項

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は必ず、現地警察に、気づいてから 24 時間以内、あるいは、それ以降可能なかぎり早く通報をして、すべての現金、
パスポート、書類の紛失、盗難または盗難未遂に関する報告書を入手してください。
2. 運輸会社、輸送会社、当局またはホテルに預けている間に、現金、パスポート、書類の紛失、盗難または損傷が生じた場合、保険金受取人
は必ず、その相手に書面で、紛失、盗難または損傷の詳細を報告し、確認書を取得してください。現金、パスポート、書類が、航空会社
に預けている間に紛失、盗難または損傷した場合、保険金受取人は必ず
a) 航空会社から手荷物紛失証明書を取得し、
b) その運送約款に記載された期限内に、航空会社に書面で正式な損害賠償請求通知を送付し（コピーを保管しておいてください）、
c) 本団体保険証券に基づく、保険金の請求を行うことになる場合には、旅行のチケットとタグを提出できるよう、保管しておいてください。
3. 紛失、盗難または損傷した物の領収書は、保険金受取人が自らの保険金請求を裏付けるうえで役に立つため、必ず保管しておいてください。
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補償の対象
当社は、不測の下記の事項にかかわる 1 つの事由ないしは当初の原
因の根源に起因する請求もしくは一連の請求の賠償として、保険金
受取人が支払うことに法的な責任を負う金額に対して、保険明細に
記載された金額を限度に（法的な費用ならびに経費を含め）支払い
を行います。
1. 保険金受取人が雇用していない者、または近親者ないしはその世
帯の一員ではない者の身体傷害、死亡、病気または疾病
2. 保険金受取人が占有する（だが、所有はせず）、休暇中の一時的
な宿泊施設を除く、補償期間中の旅行の間に起きた、保険金受取
人、近親者、それが雇用している者、その世帯の一員に帰属して
おらず、かつ、その管理下ないしは支配下にない財産の損失また
は損害

補償の対象外
1. 下記の事項から直接ないしは間接に生じる賠償金または法的費
用
a) 契約に基づき保険金受取人が負っている責任（ただし、当該契
約がなくても、その責任が課せられただろう場合を除く）
b) 事業、取引、専門職、職業の遂行、または物品ないしはサービ
スの提供
c) 銃器、車両、航空機もしくは（サーフボード、カヌー、
カヤック、手動推進式の漕艇ないしはパント船を除く）
船舶の所有、所持または使用
d) 伝染性の疾患もしくはウイルスの伝染
e) 土地もしくは建物の所有または占有（当社が控除免責額を支
払わない、休暇中の一時的な宿泊施設の占有のみを除く）
f) 本団体保険証券の、補償されるスポーツおよびアクティビテ
ィのセクションで詳述される*マークが表示されたスポーツま
たはアクティビティへの参加
2. 保険金受取人が支払う必要のある罰金もしくは懲罰的損害賠償
金（賠償の支払いではなく、責任を有する者を罰するか、罰す
ることを目的としたもの）の支払い

請求にかかわる特別な条件

3. 11 ページの一般免責条項の記載事項

1. 保険金受取人は必ず、できるだけ早く、保険金請求を引き起こす可能性のある事象（インシデント）を当社に書面で通知してください。
2. 保険金受取人は必ず、裁判所の請求書（claim form）、召喚状、請求状（letter of claim） 、その他の書類を受領したらすぐに、それを当社に送付し
てください。
3. 保険金受取人は絶対に、当社の書面による同意なしに、責任もしくは支払いを認め、支払いを申し出、支払いを約束し、賠償請求について交渉をし
ないでください。
4. 当社は、補償、損害賠償、その他の、第三者からの請求に対する防御を引き受け、保険金受取人の名義でこれを行うことを望む場合、そう
する権利を有します。当社は、交渉もしくは手続きの遂行、または請求の処理で、完全なる裁量を有するものとし、また、保険金受取人は
当社が必要とする場合、必要なすべての情報ならびに助力を当社に提供するものとします。
5. 保険金受取人が死亡した場合は、その法定代理人が、当該代理人が本団体保険証券に概略される条件を守ることを条件に、本補償の保護を受けま

す。23

本セクションは、総合補償にしか適用されません。
補償の対象
補償期間中の旅行の間に、保険金受取人が移動するために予約をし
た公共交通機関の出発が、自国から、もしくは自国への最終出発地
点で、下記の事項により、出発予定時刻から 12 時間以上遅れた場合、
a) ストライキ、
b) 労働者の争議行為、
c) 悪天候、または
d) 保険金受取人が移動するために予約をした公共交通機関の機
械的な故障もしくは技術的な不具合、
当社は保険金受取人に、次のように支払いを行います。
1. 保険明細に記載された金額を限度に、または

補償の対象外
1. 保険明細に記載された控除免責額
2. 下記の事項に直接ないしは間接に起因する保険金請求
a) 保険金受取人の本保険加入時、または旅行予約時までに、す
でに存在し、または公に宣言されていたストライキ、労働者
の争議行為、航空交通管制
b) あらゆる国の民間航空局、港湾局、その他の類似の機関の提言に
よる、航空機もしくは船舶の運航停止（一時的、その他）
c) 自国から、もしくは自国への最終出発地点から、保険金受取人が
出発した後の、出国もしくは帰国の、接続の公共交通機関の遅延
3. 11 ページの一般免責条項の記載事項

2.12 時間以上経過した後に保険金受取人が旅行のキャンセルを選択し
た場合、保険金受取人がすでに支払い、または、支払う契約をして
いる、未消化で回復不能な交通費、宿泊費、その他の前払料金に対
して、保険明細に記載された金額を限度に

保険金受取人は、同じ事由では、両方ではなく、上記の第 1 項か第 2 項、いずれかに基づいてしか保険金を請求できません。
保険金受取人は、同じ事由では、両方ではなく、セクション 8 – 出発遅延か、セクション 9 –出発時の乗り遅れ（Missed departure）、いずれかに基
づいてしか保険金を請求できません。
請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は 必ず、自らに提供される旅程表に従いチェックしてください。
2. 保険金受取人は 必ず、遅延時間と遅延理由の確認書を、 運輸会社（もしくは取扱代理店）から取得してください。
3. 保険金受取人は 必ず、旅行代理店、ツアーオペレーター、交通手段の提供事業者の契約書の条件を守ってください。
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補償の対象

補償の対象外

当社は、下記の事項の結果として、補償期間中の旅行において最
初の海外への旅行で移動するために自らが予約していた公共交通
機関に乗る時間に間に合うように、保険金受取人が海外への出発
地点に到着できなかった場合、自らの海外の目的地に着くうえ
で、もしくは自国に帰る上で必然的に被った、妥当な追加の宿泊
費（室料のみ）と交通費に対して、保険明細に記載された金額を
限度に、保険金受取人に支払いを行います。

1. 保険明細に記載された控除免責額

1. その他の公共交通機関の障害、
2. 保険金受取人を乗せていた車の事故もしくは故障、
3. 保険金受取人が乗って移動をしていた車の予期せぬ遅延を招い
た、高速道路もしくは中央分離帯のある幹線道路において、保
険金受取人の前で起きた事故もしくは故障、または
4. ストライキ、労働者の争議行為、もしくは悪天候

保険金受取人は、同じ事由では、両方ではなく、セクション 9
–出発時の乗り遅れ（Missed departure）か、セクション 8 – 出
発遅延、いずれかに基づいてしか保険金を請求できません。

2. 上記の事項に直接ないしは間接に起因する保険金請求
a) 保険金受取人に対する補償が承認された日までに存在し、もしくは公
に宣言されていたストライキまたは労働者の争議行為
b) 専門の修理人の報告書が提出されていない、保険金受取人を乗
せていた車の事故または故障
c) 保険金受取人を乗せていた車両の故障で、その車を保険金
受取人が所有し、その適切な手入れがなされておらず、メ
ーカーの指示通りにメンテナンスがなされていない場合
d) あらゆる国の民間航空局、港湾局、その他の類似の機関の提言による、
航空機もしくは船舶の運航停止（一時的、その他）
e) 旅行の最初の出国もしくは帰国の区間での自らの出発後、接続
の公共交通機関に乗る時間に間に合うように、保険金受取人が
出発地点に到着できなかった場合
3. 予定されていた公共交通機関事業者が妥当な代替の移動の手
配をしてくれた場合の、追加の費用
4. 11 ページの一般免責条項の記載事項

請求にかかわる特別な条件
1. 高速道路もしくは中央分離帯のある幹線道路で生じた遅延に起因する保険金請求の場合、保険金受取人は必ず、遅延の現場、理由なら
びに期間の確認書を警察または緊急故障サービス（emergency breakdown services）から取得してください。
2. 保険金受取人は必ず、予定通りに到着し、自らを出発地点に運び届けてくれるよう、公共交通機関、その他の交通機関の時間を十分にとってくださ
い。
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本セクションは、総合補償にしか適用されません。
本セクションにかかわる特別な定義（太文字のイタリック体で表示）
ハイジャック –保険金受取人が補償期間中の旅行で、乗客として乗っている航空機もしくは乗り物の違法な乗っ取り、または、これに対する不正
な支配力の行使を意味します。
補償の対象

補償の対象外

1. 当社は、ハイジャックの期間に対して、保険明細に記載された

1. 保険明細に記載された控除免責額
2. 保険金受取人の行方不明、あるいは、人質に取られた期間が 1 ヵ
月未満の場合の、セクション 2 の「補償の対象」に基づく費用

金額を限度に、保険金受取人に支払いを行います。
当社はまた、割増料金なしに、必要に応じて、保険金受取人の
補償の地理的制限を拡大します。
2. 当社は、旅行中に、人質にとられ、または行方不明になった場
合、1 名の近親者もしくは親しい友人が、保険金受取人の最後に
目撃された場所に行くうえで必要な、妥当な交通費（エコノミ
ークラス）と宿泊費（室料のみ）に対しても、保険明細に記載

3. 保険金受取人、その家族、取引先が、ハイジャックもしくは人質
のリスクを高めると予想でき得る、政治的、その他の活動に関与
していた場合
4. 11 ページの一般免責条項の記載事項

された金額を限度に、保険金受取人に支払いを行います。

同じ事由では、両方ではなく、上記のセクション 1 かセクション 2、いずれかに基づいてしか保険金を請求できません。
請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人が乗っていた交通機関がハイジャックされた場合、必ず、ハイジャックの期間を確認できる明細書を当局から取得し、提出して
ください。
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本セクションは、総合補償にしか適用されません。
補償の対象

補償の対象外

当社は、火災、爆発、嵐、洪水、地震、病気などの流行（medical
epidemic）、地方政府もしくは国家の指示の結果として、補償期間
中の旅行の間において、保険金受取人が、前払している宿泊施設か
らの移動を余儀なくされた場合、下記の事項に対して、保険明細に
記載された金額を限度に、保険金受取人に支払いを行います。

1.

保険明細に記載された控除免責額

2.

地元当局から安全だとする公式な指示が出された場合に、旅を
する意欲もしくは自らの旅行を続ける意欲を保険金受取人が喪
失した後の経費

3.

保険金受取人が自国を出発する前に公表されていた事由

4.

保険金受取人が被ったものの、自らのツアーオペレータ
ー、ホテル、航空会社、宿泊施設を提供する企業、その他
の保険金受取人が補償もしくは償還を受ける、または受け
ると予想されるサービスの提供者から回収できる費用

5.

保険金受取人が旅行の間に支払うことを予想していただろう費
用

6.

11 ページの一般免責条項の記載事項

a) 自らのツアーオペレーター、ホテルの経営者、地元当局から、
予約した宿泊施設を離れるよう助言された場合の、保険金受取
人が予約をしたのと類似のレベルの、代替宿泊施設の費用
b) 保険金受取人が自らの旅行を続けることができるようにするた
めに被った、必要な追加の交通費

保険金受取人は、同じ事由では、両方ではなく、セクション 11 - 大惨事および自然災害か、セクション 1 - キャンセルまたは短縮、いずれかに基づい
てしか保険金を請求できません。
請求にかかわる特別な条件
1. 保険金を請求する場合、保険金受取人は必ず、下記の事項のいずれかを入手してください。
a) ホテル管理部門の、あらかじめ予約していた宿泊施設の使用喪失の、書面による確認および証明、または
b) 保険金受取人があらかじめ予約していた宿泊施設にとどまることは受け入れられないとする、地方当局もしくは国家当局の報告書
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本セクションは、総合補償にしか適用されません。
本セクションにかかわる特別な定義（太文字のイタリック体で表示）

旅客機内の迷惑行為 – 航空機が着陸したら、その加害者が現地の警察もしくは同等の当局に引渡され、拘束されることになる、搭乗中に罪を
犯した個人の行為を意味します。
四肢喪失 – 切断による手または足全体の喪失、または手または足全体を完全かつ永久に使えなくなることを意味します。
失明 – 視力を完全に失い、取り戻すことのできない状態を意味し、次の場合に、これが生じたとみなされます。
a) 両目については、保険金受取人の名前が、十分な資格を持つ眼科専門家の許可を得て、視覚障害者登録簿
（Register of Blind Persons）に加えられた場合、および b) 片目については、 矯正後も視力が、スネレン試視力表で
3/60 以下のままである場合
補償の対象
1. 保険金受取人が補償期間中の旅行をしている間に、個人もし
くは集団の旅客機内の迷惑行為により、保険金受取人の航空
機が遅延した場合、当社は、保険明細に記載された金額を限
度に、保険金受取人に支払いを行います。
2. 当社は、保険金受取人が補償期間中の旅行の間に、保険金受取人
の航空機に乗った個人もしくは集団による旅客機内の迷惑行為の
直接的な結果として身体傷害を負い、その他の原因と関係なく、
これのみに起因して、2 年以内に、保険金受取人が死亡、四肢喪
失、失明し、または永久全身障害となった場合、保険明細に記載
された給付金（ベネフィット）i.、ii.、iii.のうちの 1 つを支払いま
す。

補償の対象外
1. 保険金受取人、近親者、その家族もしくは旅行同伴者が知りな
がら、意図的に、または無謀に、旅客機内の迷惑行為の加害者
を刺激した場合の保険金請求
2. 保険金受取人、近親者、その家族もしくは旅行同伴者のいずれか
が、旅客機内の迷惑行為に責任を負う場合の保険金請求
3.

11 ページの一般免責条項の記載事項

10 ページの健康・保健に関連する重要な条件も参照してください。

保険金受取人は、同じ事由では、両方ではなく、セクション 12 – 旅客機内の迷惑行為か、セクション 4 – 個人傷害、いずれかに基づいてしか
保険金を請求できません。
規定
1. 給付金（ベネフィット）は、
a) 保険明細に記載された第 i 号、第 ii 号、第 iii 号の 2 つ以上に基づき、
b) 保険明細に記載された第 iii 号に基づき、本人が身体傷害を負った日から 1 年後まで、
c) 本人が、該当する仕事または職業を遂行できるか、あるいは、遂行できる可能性がある場合、保険明細に記載された第 iii 号に基づ
き、
保険金受取人に支払う必要がありません。

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金が請求された場合は、当社の医療従事者が、必要とみなす回数、保険金受取人を診察することができます。
2. 保険金受取人は必ず、旅客機内の迷惑行為が起きたことの警察の報告書、または該当する航空会社関係省庁の報告書を入手してください。
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本セクションは、総合補償にしか適用されません。
補償の対象

補償の対象外

当社は、保険金受取人が補償期間中の旅行の間に逮捕され、合法的
に拘置された場合、1 名の近親者が保険金受取人のところに行くた
めの妥当な交通費（エコノミークラス）と宿泊費（室料のみ）に対
して、保険明細に記載された金額を限度に支払いを行います。保険
金受取人が、2 週間を超えて拘置されており、少なくともさらに 2
週間釈放される見込みがないことが、この絶対条件となります。

1. 保険明細に記載された控除免責額
2. 保険金受取人が自らの拘置にかかわり被った経費
3. 保険金受取人の近親者が、その拘置の最初の 2 週間以内に
被った費用
4. その近親者が自国を出発する意向の日から 2 週間以内
に、保険金受取人が釈放されるとの妥当な見込みがある
場合に被った費用
5. 11 ページの一般免責条項の記載事項
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補償の対象
当社は、補償期間中の旅行の間に、他者が保険金受取人の身体傷
害、病気もしくは死亡を引き起こした場合、民事訴訟を起こすため
の法的な費用に対して、保険明細に記載された金額を限度に支払い
を行います。
本団体保険証券により補償を受ける保険金受取人が 2 名以上いる
場合、このような保険金請求すべてに対して、当社から支払われ
るべき最高限度額は合計で、保険明細に記載された金額を超えな
いものとします。

補償の対象外
当社は、下記の事項に責任を負わないものとします。
1. 当社の見解、または当社が任命する、相応の資格を持つ者
の見解で、妥当な賠償金の取得に成功する見込みが十分に
ない場合の請求
2. 旅行代理店、ツアーオペレーター、運輸会社、当社、救急支援
サービスもしくはその代理店、保険金受取人が一緒に旅行をし
ている相手、保険金受取人の関係者、または別の保険金受取人
に対する請求を起こすにあたり被った法的な費用と経費
3. 当社がその訴訟を書面により承諾する前に被った法的な費用と
経費
4. 法的な費用と経費が、予想される賠償金額を上回る可
能性が高い場合の請求
5. 法的な費用と経費が、直接ないしは間接に、支払われる賠償金
額に基づく場合（例えば、成功報酬制度）の請求
6. 条件付き成功報酬制度に基づき、起こすことができる請求
で被った法的な費用と経費
7. 2 ヵ国以上で訴訟が起こされる場合に被る法的な費用と経
費
8. 当社の見解で、賠償金支払額の推計が、保険金受取人当
たり￡1,000 未満の場合の請求
9. 賠償を求める民事訴訟を起こして被った交通費、宿泊費、
付随的な費用
10. 上訴の費用
11. 保険金受取人の自国で生じた請求
12. 自らの私的な立場以外で保険金受取人が起こした請求
13. 10 ページの一般免責条項の記載事項
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請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人が下記の特別な条件 2 に従い指名をしていないかぎり、当社もしくは当社の相応の資格を持つ者が、保険金受取人の訴訟を
それ以上進めるのは有益ではなくなる分岐点を決めます。
2. 保険金受取人は、自らの請求を進めることができるか否かを、当社の相応の資格を持つ者が評価することを望まない場合、相応の資格を
持つ者の氏名ならびに住所を当社に送ることで、その相応の資格を持つ者を指名して、この評価にあたらせることが自由にできます。保険
金受取人は必ず、下記の事項のいずれかを確認してください。
• 自らが指名する者の料金が、当社が任命していただろう、相応の資格を持つ者のそれを上回らないこと、または
• 自らの相応の資格を持つ者を使う費用と、当社が選んだ相応の資格を持つ者を使う費用の差額を、自らが支払う用意があること
3. 該当する場合、請求が認められたら、保険金受取人が下記の特別な条件 4 に従い自らの相応の資格を持つ者をすでに指名していないかぎ
り、当社は、保険金受取人の代理を務める、相応の資格を持つ者を任命します。
4.

i)

利益相反がある場合、

ii)

裁判所手続きを開始する必要があり、イギリス国内で手続きがとられている最中である場合、または

iii)

保険金受取人が、当社の相応の資格を持つ者に不満を持つ場合、

保険金受取人は、相応の資格を持つ者の氏名ならびに住所を当社に送ることで、その相応の資格を持つ者を指名することが自由にできま
す。保険金受取人は必ず、下記の事項のいずれかを確認してください。
• 自らが指名する者の料金が、当社が任命していただろう、相応の資格を持つ者のそれを上回らないこと、または
• 自らの相応の資格を持つ者を使う費用と、当社が選んだ相応の資格を持つ者を使う費用の差額を、自らが支払う用意があること
5. 当社が、上記の特別な条件の 2 もしくは 4 に基づいた、保険金受取人による、相応の資格を持つ者の選定に同意しない場合、保険金受取人
は、別の相応の資格を持つ者を選定できます。
6. それでも、相応の資格を持つ者に関して意見の不一致がある場合、当社は、保険金受取人の代理を務める相応の資格を持つ者の選定を、該
当する国内の弁護士会会長に依頼します。当社と保険金受取人は必ず、この選定結果を受け入れる必要があります。
7. 保険金受取人が、特別な条件の 2 および／または 4 に従い指名した相応の資格を持つ者を当社に報告しなかった場合、当社は、相応の
資格を持つ者を自由に選定できます。
8. 当社が、保険金受取人の代理を務める相応の資格を持つ者を指名する場合、その指名は、当社の標準的な指名条件に従い行います。
9. 当社は、相応の資格を持つ者に直接接触することができ、この相応の資格を持つ者は、要請を受けて、保険金受取人の請求に関する情報もしくは
見解を当社に提供します。
10. 保険金受取人は必ず、当社と相応の資格を持つ者に全面的に協力するとともに、必ず、請求の最新の進捗状況を常に当社に知らせてください。
11. 当社から要請があったら、保険金受取人は必ず、当社が求める指示を、相応の資格を持つ者に与えてください。
12. 誰かから請求を決着させる申し出があり、または、裁判所への払い込がなされたら、保険金受取人は必ず、当社に直ちに知らせてください。
13. 保険金受取人が、請求を決着させるための妥当な申し出もしくは裁判所への 払い込みを受け入れるべきだという、相応の資格を持つ者
からの提言を受け入れなかった場合、当社はさらなる費用ならびに経費の支払いを拒否できます。
14. 当社の事前の承認なしに、両者が自らの費用を支払うことを基本として決着することで合意することはできません。

15. 保険金受取人が
i)

当社の事前の承認なしに、請求を決着させ、あるいは取り下げた場合、

ii) 適切な指示を、相応の資格を持つ者に出さなかった場合、
iii) 当社の事前の同意なしに（当社の同意は、正当な事由なしに保留できないこととします）、相応の資格を持つ者を解任した場合、
当社が提供する補償は直ちに終了し、また、当社は当社が被った費用と経費を保険金受取人から回収することができます。
16.

保険金受取人は必ず、当社が支払う必要のある費用と経費を回収するために講じることのできるあらゆる措置を講じるとともに、必ず、回収し
た費用と経費を当社に支払ってください。

17. 当社は、当社の法的な費用、その他の関連経費を含む、本団体保険証券に基づき支払われる賠償金にかかわり、第三者から補償金を保険金受取
人名義で回収する手続きを、当社の費用負担でとることができます。保険金受取人は必ず、当社が合理的に要請する手助けをしてください。
回収された金額は、当社に帰属するものとします。
請求の証拠
当社は、該当する場合、下記の証拠の提出を（保険金受取人の費用負担で）要請します。
• 証拠の写真を含む、保険金受取人の請求を裏付ける、関係文書と証拠
• 当社が要請する、本セクションに基づく保険金受取人の請求にかかわる、その他の関係情報
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補償の対象

補償の対象外

保険金受取人の旅行中、飼っている犬／猫がペットホテルにいて、
自らの身体傷害または病気により自宅に帰るのが遅れた場合、当社
は、ペットホテルの利用料金に対して、保険明細に記載された金
額を限度に、保険金受取人に支払いを行います。

1. 11 ページの一般免責条項の記載事項

請求にかかわる特別な条件
1. 本セクションに基づく保険金請求については、保険金受取人の遅延が、セクション 2 – 緊急医療、その他の費用に基づき補償される身体傷害
または病気による場合にのみ、保険金が支払われます。
2. 保険金受取人は必ず、自らが支払う必要のある割増料金を裏付ける、該当するペットホテルの明細書を入手してください。
3. これにより支払われるべき金額は、保険金受取人が所有し、家庭で飼っている猫および／または犬にしか適用されません。
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（保険明細に記載されている場合にのみ有効）
適切なウィンタースポーツの対象拡大が選択されており、適切な追加の保険料がすでに支払われている場合にのみ、セクション 16、セクシ
ョン 17、セクション 18、セクション 19 とセクション 20 にかかわる補償 が有効となります。

補償の対象
当社は、補償期間中の旅行の間に生じた、保険金受取人のスキー
用具もしくはレンタルしたスキー用具の不測の紛失、盗難または
損傷に対して、保険明細に記載された金額を限度に、保険金受取
人に支払いを行います。支払われるべき金額は、その時の価格で
の価額から、損耗と価値の下落（価値の損失 – 下の表から算出）
の控除分を差し引いたものとなるか、あるいは、当社は、当社の
判断で、紛失し、または損傷を受けたスキー用具を交換、原状回
復、修理することができます。当社が 1 つ、1 組または 1 セットに
支払う最高限度額は、保険明細に記載された通りです。

スキー用具の使用年数
1 年未満
1 年以上
2 年以上
3 年以上
4 年以上
5 年以上

支払われるべき金額
価値の 90%
価値の 70%
価値の 50%
価値の 30%
価値の 20%
支払いなし

補償の対象外
1. 保険明細に記載された控除免責額
2. 下記のような状況で無人の車にあった、あるいは、これから
盗まれたスキー用具の紛失、盗難または損傷：
a) 午後 9 時から午前 9 時（現地時間）までの一晩、または、
b) 車室から独立したトランクのある車については、鍵をかけ
た
トランクの中に入れられ、あるいは、独立したトランクの
ていた場合を除き、午前 9 時から午後 9 時（現地時間）まで
ない車については、鍵をかけた車の中に見えないように置
のいずれかの時間
かれ
3. 税関、その他の当局による遅延、没収もしくは留置にともな
う損失または損害
4. 損耗、価値の下落、劣化、大気条件、気象条件、蛾、害虫、
クリーニング、修理もしくは復元のプロセス、機械的な故
障、電気的な故障による損失または損害
5. 11 ページの一般免責条項の記載事項

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は必ず、現地警察に、気づいてから 24 時間以内に通報をして、全スキー用具の紛失、盗難または盗難未遂に関する報告
書を入手してください。
2. 運輸会社、輸送会社、当局またはホテル、保険金受取人の宿泊施設の提供事業者に預けている間に、スキー用具の紛失、盗難または損傷が
生じた場合、保険金受取人は必ず、その相手に書面で、紛失、盗難または損傷の詳細を報告し、確認書を取得してください。航空会社に預
けている間にスキー用具が紛失、盗難または損傷した場合、保険金受取人は必ず
a) 航空会社から手荷物紛失証明書を取得し、
b) その運送約款に記載された期限内に、航空会社に書面で正式な損害賠償請求の通知を行い（コピーを保管しておいてください）、
c) 本団体保険証券に基づく、保険金の請求を行うことになる場合には、旅行のチケットとタグを提出できるよう、保管しておいてください。

3. 紛失、盗難または損傷した物の領収書は、保険金受取人が自らの保険金請求を裏付けるうえで役に立つため、必ず保管しておいてください。
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補償の対象
当社は、補償期間中の旅行の間に生じた、自らのスキー用具の不
測の紛失、遭難、損傷、またはトランジット中の 24 時間を超える
一時的な紛失の結果として、代替のスキー用具をレンタルする際
の妥当な費用を限度として、かつ、保険明細に記載された 1 日当
たりの金額を限度に、保険金受取人に支払いを行います。

補償の対象外
下記のような状況で無人の車にあった、あるいは、これから盗まれたス
キー用具の紛失、盗難または損傷：
a) 午後 9 時から午前 9 時（現地時間）までの一晩、または、
b) 車室から独立したトランクのある車については、鍵をかけたト
ランクの中に入れられ、あるいは、独立したトランクのない車
については、鍵をかけた車の中に見えないように置かれていた
場合を除き、午前 9 時から午後 9 時（現地時間）までのいずれ
かの時間
2. 税関、その他の当局による遅延、没収もしくは留置にともなう損
失または損害
3. 損耗、価値の下落、劣化、大気条件、気象条件、蛾、害虫、クリ
ーニング、修理もしくは復元のプロセス、機械的な故障、電気的
な故障による損失または損害
4. 11 ページの一般免責条項の記載事項

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は必ず、現地警察に、気づいてから 24 時間以内に通報をして、自らのスキー用具の紛失、盗難または盗難未遂に関する報告書
を入手してください。
2. 運輸会社、輸送会社、当局またはホテル、保険金受取人の宿泊施設の提供事業者に預けている間に、スキー用具の紛失、盗難または損傷が
生じた場合、保険金受取人は必ず、その相手に書面で、紛失、盗難または損傷の詳細を報告し、確認書を取得してください。航空会社に預
けている間にスキー用具が紛失、盗難または損傷した場合、保険金受取人は必ず
a) 航空会社から手荷物紛失証明書を取得し、
b) その運送約款に記載された期限内に、航空会社に書面で正式な損害賠償請求の通知を行い（コピーを保管しておいてください）、
c) 本団体保険証券に基づく、保険金の請求を行うことになる場合には、旅行のチケットとタグを提出できるよう、保管しておいてください。
3. 紛失、盗難または損傷した物の領収書は、保険金受取人が自らの保険金請求を裏付けるうえで役に立つため、必ず保管しておいてください。
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補償の対象
当社は、下記の事項に対して、保険明細に記載された金額を限度
に、保険金受取人に支払いを行います。
a) 補償期間中の旅行の間におけるその身体傷害または病気を受け
て、付保される、そのスキーパックの部分（スキースクール代、
リフトパス、およびレンタルしたスキー用具）

補償の対象外
1. 11 ページの一般免責条項の記載事項

b) 補償期間中の旅行の間に紛失した場合は、そのリフトパスの未
使用の部分

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は必ず、その身体傷害または病気が原因で、自らスキーパックを利用できなくなったとする、医療従事者の確認書を提出してくだ
さい。
2. 本セクションに基づく保険金請求については、保険金受取人の身体傷害または病気が、セクション 2 – 緊急医療、その他の費用に基づき
補償されている場合にのみ、保険金が支払われます。
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補償の対象
補償期間中の旅行の間に、雪不足または雪崩で、保険金受取人が訪
れているリゾート地のスキー設備（クロスカントリースキーを除
く）が閉鎖され、スキーができない場合、当社は、ツアーオペレー
ターが主催する、代替の場所への移動の費用に対して、保険明細に
記載された金額を限度に、保険金受取人に支払いを行います。この
補償は、下記の事項にしか適用されません。

補償の対象外
1. 11 ページの一般免責条項の記載事項

a) 保険金受取人が 12 時間超前から事前に予約していたリゾート地
で、当該の状態が現地で優勢な場合（ただし、保険金受取人の旅
行の事前予約期間を超えない）、および
b)そのリゾート地の、公表されているスキーシーズン中に、保険
金受取人の自国以外に出かけた場合の旅行
代替の場所がない場合、当社は、保険明細に記載された金額を限度
とした補償金を保険金受取人に支払います。

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は必ず、自らが訪れたリゾート地のスキー設備が閉鎖された日数と閉鎖の理由についての確認書をツアーオペレーター（もしく
はその代理）から入手してください。
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補償の対象

補償の対象外

補償期間中の旅行の間に、雪崩により保険金受取人があらかじめ予約
していたスキーリゾート地への到着もしくはこれからの出発が 12 時
間を超えて遅れた場合、当社は、妥当な追加の交通費と宿泊費に対し
て、保険明細に記載された金額を限度に、保険金受取人に支払いを行
います。

1. 保険明細に記載された控除免責額
2. スキーリゾート地が海抜 1,000 メートル未満の場合に被った費
用
3. 11 ページの一般免責条項の記載事項

請求にかかわる特別な条件
1. 保険金受取人は必ず、雪崩の発生場所、日時、期間についての確
認書をツアーオペレーターまたは現地当局（もしくはその代理）
から入手してください。
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当社は、高水準のサービスを提供し、本団体保険証券の条件に基づき
公正かつ迅速に保険金をお支払いすることを目指しています。
当社のサービスのいかなる点であっても、ご満足いただけない団体保
険契約者や保険金受取人は、まず、お問い合わせ・照会に最初に対応
した担当者にご連絡ください。あるいは、下記の連絡先にご連絡をい
ただいても構いません。
電話：0800 085 8698
郵送先：Customer Liaison
Department Endsleigh Insurance
Services Limited Shurdington
Road
Cheltenham
Gloucestershi
re GL51 4UE

当社の苦情処理手続きについて詳しくは、団体保険証券概要に記載さ
れています。

当社からすでに当社の最終的な回答を差し上げており、それで
もご満足いただけない団体保険契約者または保険金受取人に
は、金融オンブズマンサービスに、そのケースの精査を依頼す
る権利があります。オンブズマンの連絡先は、下記の通りで
す。
The Financial Ombudsman Service（金融オンブズマン
サービス）
Exchange Tower
Harbour Exchange
Square London
E14 9SR
United Kingdom
電話：0800 023 4567、イギリス国外から：+44 20 7964 0500
ファクス： 020 7964 1001
団体保険契約者または保険金受取人が、苦情を金融オンブズマンサ
ービスに委ねることができる期間は、当社の最終的な回答日から 6
ヵ月以内となりますので、ご注意ください。オンブズマンに連絡を
しても、それにより、当社に対して法的措置を講じる団体保険契約
者や保険金受取人の権利が影響を受けることはありません。
補償スキーム
Zurich Insurance plc は、金融サービス補償スキーム（FSCS）のメ
ンバーです。FSCS は、金融サービス会社が債務を返済できない場
合、その顧客のセーフティーネットとなるため、団体保険契約者や
保険金受取人は、そうした場合に、補償を請求する資格を得ること
ができる場合があります。詳しい情報は、FSCS から入手できま
す。
問い合わせ先：Financial Services Compensation Scheme, 10th
Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU,
United Kingdom
ウェブサイト： www.fscs.org.uk

保有する個人データを 1998 年データ保護法（「保護法」）に従い公正かつ適法に処理することを徹底させるために必要
なあらゆる措置を講じることが Endsleigh のポリシーです。
当社は、当社が提供する保険商品と保険サービスに関連して、法により当社が認められる範囲で、団体保険契約者と保険金
受取人にかかわる個人データを保有しており、当社に提供され、または当社が入手する個人データは、団体保険契約者と
保険金受取人から要請された商品とサービスを提供する目的で使用されます。また、Endsleigh グループ内の他企業（そ
の完全なる詳細は、要請があれば、提供します）に加え、団体保険契約者と保険金受取人が関心を持つ可能性があると当
社が考える商品とサービスを提供する、厳選した第三者と、これを共有する場合もあります。
団体保険契約者と保険金受取人の詳細を収集する過程で、当社が団体保険契約者と保険金受取人の健康状態に関するもの
や、交通違反に関連するものなど、慎重な扱いを要する情報を集める可能性があります。当社の商品かサービスを購入す
ると、団体保険契約者と保険金受取人は、本プライバシーポリシーに詳述されているように、当社がこの個人データを使
用することに同意していただいたことになります。当社は、ご興味のありそうな、その他の商品とサービスについて、適
宜、団体保険契約者と保険金受取人に電話、電子メールか郵便でお知らせしたいと考える場合があります。
この情報を受け取ることを望まない団体保険契約者と保険金受取人はいつでも、Endsleigh の Group Data Protection
Officer（Endsleigh Insurance Services Limited, Shurdington Road, Cheltenham, Glos GL51 4UE）に書面でご連絡くださ
い。保護法に基づき、データ主体として、団体保険契約者と保険金受取人には特定の権利が付与されます。当社が、ご自
分のどのような情報を保有しているのかを知りたい団体保険契約者と保険金受取人は、上記の宛先で当社に書面でご連絡
ください。その要請に従う場合、当社は、法定の管理手数料を課す場合があります。
データ保護に関連した質問のある団体保険契約者と保険金受取人は、上記の宛先で Endsleigh の Group Data Protection
Officer にご連絡ください。Endsleigh は、団体保険契約者と保険金受取人から提供される個人の詳細な情報を Zurich
Insurance plc と共有します。本団体保険証券を管理するため、Zurich Insurance plc は、本人（および診療機関）から提供
される団体保険契約者と保険金受取人の情報を保有、使用します。Zurich Insurance plc は、処理のため、これを極秘で、
欧州経済領域外にあるそれを含め、Zurich Insurance plc グループのその他の企業（または、Zurich Insurance plc の指示
で行動する企業）に送付する場合がありますが、Zurich Insurance plc は、EU 域内と同レベル（または同等レベル）の情
報保護を他国でも確保するために適切な措置を講じてきました。さらなる情報の申請は、Zurich Insurance plc の Data
Protection Officer 宛てで行ってください。
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