
（１）販売商品の一覧

《傷害保険》

海外旅行保険

海外旅行中の傷害事故のほか、病気、携行
品の事故、損害賠償責任、救援者費用、航空
機が遅延した場合の費用等についての保険金
をお支払いするなど、旅行中の危険を補償す
る保険です。保険料は年齢により異なります。
家族旅行またはハネムーンには、家族旅行特
約をセットしたファミリー＆ウエディングプ
ランのご用意もございます。現地にてきめ細
かい日本語サービスをご提供する「Jiデスク」
等の海外サービスも自慢です。

WEB専用海外旅行保険「t@bihoたびほ」

（リスク細分型特定手続用海外旅行保険）

旅行方面と年齢により保険料が異なるイン
ターネット専用の海外旅行保険です。ご契約
手続をインターネットに限定し、旅行先・年
齢によりリスクを細分化した保険商品です。
保険契約締結後は、専用のマイページを開設
し、契約内容の確認やこれまでの利用履歴を
確認できます。また、契約内容変更などのお
手続をインターネット上で行うことができま
す。この商品は、インターネット専用商品の

ため、上記の海外旅行保険とは、ご提供する
商品内容・サービスが異なります。

国内旅行保険

国内旅行中の傷害事故について保険金をお支
払いするとともに、特約をセットすることによ
り損害賠償責任、携行品損害、救援者費用、航
空機欠航宿泊費用等についても保険金をお支払
いする保険です。

旅行総合保険

1年間の保険期間中であれば、海外旅行
（出発日より31日限度）・国内旅行（出発日
より7日限度）について、旅行のたびに保険
加入手続きをすることなく、何度でも、旅行
中の事故や病気（海外のみ）などについて補
償する保険です。

普通傷害保険

傷害保険の中で補償する保険です。国内・国
外を問わず家庭内、職場内、通勤途上、旅行中
等日常生活におけるケガ等の事故に対して補償
します。また、特約により損害賠償責任に対す
る補償をセットすることもできます。

交通事故傷害保険

国内・国外を問わず、自動車・電車・航空
機・船舶等に乗っている間に生じたケガなど
の事故および歩行中の交通事故（駅構内での
事故を含みます。）等を補償する保険です。

ファミリー交通傷害保険

１枚の保険証券で家族全員を被保険者（保
険の対象となる方）とすることができる交通
事故傷害保険のファミリー版です。

こども総合保険

満23歳未満または学校教育法に定める学
校の学生・生徒のための総合保険で、本人の
傷害事故、損害賠償責任のほか、扶養者がケ
ガ等の事故で死亡または重度後遺障害（※）
となった場合の育英費用に関する保険金をお

からだとレジャーの保険
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支払いします。
※重度後遺障害とは、①両眼失明、②咀

そ

しゃ
くおよび言語の機能を廃した障害、③神経系
系統の機能または精神の著しい障害により常
に介護を要する障害等をいいます。

青年アクティブライフ総合保険

仕事は勿論、余暇や自由時間も充実させよ
うとするライフスタイルにマッチした保険
で、携行品損害、個人賠償責任、レンタル用
品賠償責任、キャンセル費用等が補償される
ほか、アフターファイブやウィークエンド等
の就業時間外に被ったケガ等の事故について
は２倍の保険金をお支払いすることができる
等の特徴を持っている総合保険です。

自転車総合保険

自転車に関するケガ等の事故、損害賠償責
任等について保険金をお支払いする保険です。

旅行事故対策費用保険

旅行会社等が取り扱った旅行へ参加中の旅

行者にケガ等の事故が発生した結果、その会社

が負担する見舞費用、救援者費用やその他の費

用等について保険金をお支払いする保険です。

旅行特別補償保険

企画旅行参加中の旅行者が傷害または携行
品の事故に遭ったことにより、旅行業約款に
基づき旅行会社が支払う補償金に対して保険
金をお支払いする保険です。

学校旅行総合保険

学校教育の一環として行われる国内および
海外への修学旅行、遠足等を対象とする保険
です。旅行参加者に対しては傷害、病気（海
外のみ）、個人賠償責任、救援者費用等を、
学校に対しては緊急対応費用、損害賠償責任、
参加者が死亡した場合の弔慰費用等の保険金
をお支払いします。

《傷害保険以外の保険》

個人賠償責任保険

個人の住宅の管理や日常生活に係わる第三
者に対する法律上の損害賠償責任を負担した
場合の損害について保険金をお支払いする保
険です。

スポーツ賠償責任保険

対象とするスポーツの種類（数種のスポー
ツを列挙することもできます。）を特定し、
そのスポーツのプレー中の事故によって、第
三者にケガをさせたり物を壊したことによる
法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害
について保険金をお支払いする保険です。

《その他のレジャー関連保険》

旅行業者賠償責任保険…等

リビングサポート保険

生活用動産について生じた偶然な事故による
損害に対して保険金をお支払いする保険です。
さらに、引越中に生活用動産に生じた損害、家
主に対する借用住宅の修理費用などについても
保険金をお支払いします。また、特約をセット
することでドアロック交換費用、給排水管修理
費用などについても保険金をお支払いします。

地震保険

住まいの火災保険にセットして引き受け、
住居として使用される建物や家財についての
地震、噴火、津波による火災、損壊、埋没、
流失により生じた一定基準以上の損害につい
て保険金をお支払いする保険です。

住まいの保険
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興行中止保険

偶然な事故や気象状況等によりコンサー
ト、スポーツ・イベント等の興行が中止にな
ったことによる主催者の損害等について保険
金をお支払いする保険です。

レジャー・サービス施設費用保険

ホテル・旅館、デパート、スーパーマーケ
ット、鉄道等のレジャー・サービス施設内で
発生した事故により施設の所有・使用・管理
を行う者が負担した被災者対応費用、被災者
傷害見舞費用、災害広告費用について保険金
をお支払いする保険です。

普通火災保険

建物やその収容動産について火災、落雷、
破裂・爆発等による損害のほか、これらに伴
って生じた臨時費用、残存物取片づけ費用、
損害防止費用、地震火災費用に関する保険金
をお支払いする保険です。事務所、店舗（一
般物件）を対象とする契約のときは、仮店舗
や代替物の賃借費用等についても保険金をお
支払いします。

店舗総合保険

店舗または店舗併用住宅の建物や収容物に
ついて普通火災保険の補償内容のほか、外部
からの物体の落下・衝突、水濡れ、騒擾

そうじょう

、盗
難、水災によって生じた損害や持ち出し家財
（旅行、買物等のために一時的に持ち出され
た家財）の損害についても保険金をお支払い
する保険です。また、特約をセットすること
により店舗賠償責任、借家人賠償責任につい
ても保険金をお支払いします。

店舗休業保険

中小店舗を対象とし、建物またはその収容
動産の火災、落雷、破裂・爆発、風・雹

ひょう

・
雪・水災、盗難、建物外部からの物体の落
下・衝突、水濡れ、騒擾

そうじょう

等のため、あるいは

電気・ガス・水道・電信・電話などの外部ユ
ーティリティ施設の事故のため営業が休止ま
たは阻害された場合の利益の減少について保
険金をお支払いする保険です。

動産総合保険

動産を対象として、火災による損害、盗難、
破損など幅広い偶然な事故による損害につい
て保険金をお支払いする保険です。

施設所有（管理）者賠償責任保険

工場、デパート、学校、劇場、看板等の各
種施設の管理不備もしくは欠陥等による事
故、または施設を拠点として行われる業務中
の偶然な事故によって生じる法律上の損害賠
償責任を負担した場合の損害について保険金
をお支払いする保険です。

請負業者賠償責任保険

ビル建設、土木工事等の請負作業中の事故
や業務遂行のために所有・使用・管理してい
る施設の管理不備や欠陥による事故によって
生じる法律上の損害賠償責任を負担した場合
の損害について保険金をお支払いする保険で
す。

生産物賠償責任保険

製造・販売した財物、または行った仕事の結
果が原因となって発生した事故によって生じ
た法律上の損害賠償責任を負担した場合の損
害について保険金をお支払いする保険です。

受託者賠償責任保険

他人から預かっている物を保管している間
に損壊・紛失したり盗まれたため貸し主、預
け主に対して法律上の損害賠償責任を負担し
た場合の損害について保険金をお支払いする
保険です。

旅館賠償責任保険

旅館・ホテル営業上発生する下記の事故に
よって生じる法律上の損害賠償責任を負担し

企業・商店の保険
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た場合の損害について保険金をお支払いする
保険です。
・建物設備の欠陥・不備あるいは従業員の不
注意により生じた事故
・提供した飲食物が原因で生じた事故
・クローク等でお客様より預かった財物に生
じた事故

自動車管理者賠償責任保険

駐車場業者・自動車修理業者等が業務上預
かった自動車を保管中に損壊、紛失したり盗
まれたため預け主に対して法律上の損害賠償
責任を負担した場合の損害について保険金を
お支払いする保険です。

労働災害総合保険

労災事故によって従業員が死亡もしくは身
体障害を被った場合に、政府労災保険の上積
み補償として事業主が支払う補償金に対して
保険金をお支払いする保険です。また、労災
事故につき事業主が法律上の損害賠償責任を
負担した場合の損害について保険金をお支払
いする方式の契約も可能です。

機械保険

工場、事務所、ビル、倉庫等で稼働してい
る機械、機械設備、装置が火災や盗難以外の
偶然な事故によって損害を被った場合、損害
発生直前の稼働可能な状態に復旧するのに要
する修理費用、残存物取片づけ費用等につい
て保険金をお支払いする保険です。

《その他の企業向け保険》

昇降機賠償責任保険…等

（２）主な商品改定

2012年4月～2014年3月における主な商品
内容・料率の改定状況は以下のとおりです。

○海外旅行保険の改定

2014年4月1日以降の旅行開始契約につい
て、以下の改定を行いました。

・自社の保険成績の動向および参考純率の改
定により保険料率を改定し、年齢別料率の
導入を行いました。
・後遺障害保険金の支払について、「後遺障
害保険金支払区分表」に基づく支払方式か
ら、政府労災に準拠した「後遺障害等級表」
に基づく支払方式に改定しました。
・「旅行キャンセル費用補償特約」、「旅行中
断費用補償特約」、「緊急歯科治療費用補償
特約」を販売しました。
・上記の他、特約の統合、法改正および表現
の明確化等の約款改定等を行いました。

（2014年4月）

○WEB専用海外旅行保険

「t@biho（たびほ）」の販売

・WEB専用海外旅行保険「t@biho（たびほ）」
（正式名称：リスク細分型特定手続用海外
旅行保険）を開発しました。

（2012年6月）

○国内旅行保険の改定

2014年4月1日以降の旅行開始契約につい
て、以下の改定を行いました。
・参考純率の改定に伴い、保険料率を改定し
ました。
・後遺障害保険金の支払について、「後遺障
害保険金支払区分表」に基づく支払方式か
ら、政府労災に準拠した「後遺障害等級表」
に基づく支払方式に改定しました。
・入院保険金、手術保険金、通院保険金の見
直しを行いました。
・上記の他、法改正および表現の明確化等の
約款改定等を行いました。

（2014年4月）

○旅行事故対策費用保険の改定

2014年4月1日以降の保険責任開始契約に
ついて、以下の改定を行いました。
・「保険金支払責任拡大特約（入院3日型）」、
「保険責任延長特約」を販売しました。こ
れにより、保険金支払条件において入院日
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数を7日以上としている条件について3日
以上に緩和すること、保険責任の終期につ
いて海外旅行保険、国内旅行保険と同様の
自動延長（海外72時間、国内48時間）が
可能となりました。

（2014年4月）

○傷害保険の改定

2013年10月1日以降の保険責任開始契約に
ついて、以下の改定を行いました。
・参考純率の改定に伴い、普通傷害保険、交
通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、
こども総合保険における一部保険料率を改
定しました。
・後遺障害保険金の支払について、「後遺障
害保険金支払区分表」に基づく支払方式か
ら、政府労災に準拠した「後遺障害等級表」
に基づく支払方式に改定しました。
・入院保険金、手術保険金、通院保険金の見
直しを行いました。
・交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保
険において、建物火災の補償の見直しを行
いました。
・上記の他、法改正および表現の明確化等の
約款改定等を行いました。

（2013年10月）
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