
この度，ご負傷された由，心よりお見舞い申し上げます。

　　◆至急、ご返送ください。 ヤマトオートワークス㈱
　ＦＡＸでの報告もご利用ください。 同意者 加入者 あんしんインシュアランスカンパニー
　　　　　（原本提出は不要です。） 被保険者 ＴＥＬ　０１２０－１３０－０８０
　　　　ＦＡＸ　０３－５１１７－８９２９ （ ） 31-30-41　新富町ｾﾝﾀ-気付

　　　　保険会社の事案担当者とLINEでのコンタクトを希望します（下記携帯番号のLINEを使用します）

　　　　※保険会社からショートメールで送信された認証キーで４８時間以内に認証対応をお願い致します

※治療継続中でも、まず報告書の提出をお願いいたします。請求書類を早期にお届けできます。

※この報告書には、病院の医師が記入する項目はありません。加入者ご自身でご記入をお願いいたします。

◆この報告書が到着後、2週間以内に取扱い損害保険会社（損害保険ジャパン）の最寄センターより保険金請求書類が

　　請求書類送付先（一般的にはご自宅）に送付されます。LINEでのコンタクトの場合は請求書類の郵送はありません。

◆ご不明な点につきましては、ヤマトオートワークスまでご照会ください。

社員番号

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

加入者氏名

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 生 57 歳

負傷者氏名

〒 123-4567

(自宅）

発生日時 2023 年 6 月 6 日 　　午前　・午後 6 時 6 分 頃

発生場所（住所）

自動車 二輪車 原付 自転車 歩行中

自動車保険会社への報告　 報告済　 未報告　 相談希望（連絡致します。）

傷病名(部位・症状) 手術名（手術した場合）

傷病の程度 全治見込み 14 日 か月程度

入院見込日数 日 通院見込日数　 日

病院名 ＴＥＬ

警察の届け出 あり　・なし 署

介護一時金プラン

　請求　□有　□無 介護が必要になった日 頃 要介護 級

　現在の介護状態

＜ヤマトオ-トワークス使用欄＞ 【　ＮＯ．　　　　　　　　　　　　　　】
証券番号（2023年度）  　912300Ｇ308　 □　Ｄｒ.ジャパン 証券番号

　　　　　　（2022年度） 　 912200Ｇ308 事故受付者

加入者番号 年 月 日

事故受付日 　　　　年　　　月　　　日 保険会社報告日 年 月 日

報告書送付日 　　　　年　　　月　　　日 支払金額

報告書到着日 　　　　年　　　月　　　日 備考

保険金支払日 　　　　年　　　月　　　日
230401版

ケガ請求用報告書（傷害（自転車）総合・交通傷害・介護一時金）

個人情報提供に同意します。

00123456 所属 010-123 新本郷センター

ヤマト　　タロウ (ﾌﾘｶﾞﾅ) ヤマト　タロウ

大和　　　太郎 報告者氏名 大和　　太郎

ヤマト　ハナコ 負傷者　生年月日 1965年10月10日

大和　　花子 加入者との続柄 配偶者

請求書類送付先
(原則　ご自宅） 東京都中央区新富　1－2－3

電話番号
携帯（日中連絡可能連絡先）

03-1234-5678 090-1234-5678

千葉県浦安市舞浜　１－２　駐車場内

　　交通事故の場合
（事故時の乗り物）

事故車両はヤマトオートワークスで契約・登録番号 (品川330と1234) 他社契約

※交通事故の場合は、自動車保険にご請求可能な場合があります。オートワークスまでご相談下さい。

事故状況（具体的かつできるだけ詳細にご記入下さい）

駐車場で、駐車スペースに止めようとしたところ相手車が勢いよく突っ込んできて、

フロントガラスに頭をぶつけて額と目の上を切ってしまった。

顔面裂傷

　　　

順天堂大学付属浦安病院 047-123-4567

浦安
＊公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の
　要介護２以上に認定された場合、介護一時金が請求できます。
＊介護一時金は所定の要介護状態（保険会社認定）が９０日以上継続した場合にも請求できます。

　　　　年　　月　　日

加入口数

〔家族型〕　F型　・　ＤＦ型　（　　1　　）口 　　　　　　　〔夫婦型〕　Ｃ型　　・　ＤＣ型　（　　　　　）口

〔個人型〕　Ｐ型　・　Ｄ型　・　ＤＰＣ型　（　　　　　）口 ＫＩＤ型　　（　　　　　）口

自転車総合　ＪＦ型・ＪＰ型 交通傷害 Ａ１・Ａ２・Ａ３型（　　　　）口 介護 Ｋ　１・　２・　３　型

加 入 年 月 日

同意するに☑して、同意者
にも☑をしてください
被保険者とは負傷された方
のことです。

選択してください。

交通事故の場合は該当箇所に☑をしてください。

交通事故以外でも必ずご記入ください。

記入例

【 LINEでのコンタクトについて 】

・ご記入の携帯番号でLINEでのコンタクトを希望される場合は☑をしてください。

保険会社からショートメールをお送り致します。

認証キーをご確認いただき、４８時間以内に認証対応をお願い致します。

認証完了後、保険会社よりLINEでご連絡させていただきます。

・LINE でのコンタクト・手続きの場合は保険金請求書類の郵送はありません。

紙の書類のかわりに内容をLINEに入力し、資料は撮影画像を送信します。

・請求内容によってはLINEでの対応ができない場合があります。

LINE対応可否は保険会社の判断となります。
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所属
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報告者氏名

負傷者　生年月日  　　　　　　年　　　月　　　日生

加入者との続柄

請求書類送付先
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〔家族型〕　F型　・　ＤＦ型　（　　　　）口 　　　　　　　〔夫婦型〕　Ｃ型　　・　ＤＣ型　（　　　　　）口

〔個人型〕　Ｐ型　・　Ｄ型　・　ＤＰＣ型　（　　　　　）口 ＫＩＤ型　　（　　　　　）口

自転車総合　ＪＦ型・ＪＰ型 介護 Ｋ　１・　２・　３　型交通傷害 Ａ１・Ａ２・Ａ３型（　　　　）口
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