
補償内容 対象になる人 通院日額 入院日額 外来の手術 入院中の手術 重大手術
死亡・後遺障害

保険金
対象外の内容例など（お問い合わせが多いもの）

本人 3,000円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 ※500万円

配偶者 3,000円 3,000円 1.5万円 6万円 12万 ※300万円

同居の家族 3,000円 3,000円 1.5万円 6万円 12万 ※300万円

本人 3,000円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 ※500万円

配偶者 3,000円 3,000円 1.5万円 6万円 12万 ※300万円

けがプラン（ Ｐ型） 個人 3,000円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 500万円

けがプラン（ D型） 個人 3,000円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 ×

けがプラン（DPC型）
コンパクト型

個人 1,500円 2,500円 1.25万円 5万円 10万円 ×

個人 3,000円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 ×

ケガ（死亡・後遺障害のみ） あんしんlife保険
　国内・海外を問わず、傷害（ケガ）による
　『死亡』『後遺障害』のみを補償します。 同居の家族 × × × × × 10万円

2,500円 3,500円 1.75万円 7万円 14万円 1010万円

× × × × × 1,220万円

2,500円 3,500円 1.75万円 7万円 14万円 1210万円

本人 3,000円 5,000円 × × × 1,000万円

配偶者 3,000円 5,000円 × × × 1,000万円

同居の家族 3,000円 5,000円 × × × 1,000万円

個

人

型
自転車総合プラン（ＪＰ型） 個人 3,000円 5,000円 × × × 1,000万円

あんしんlife保険

・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
・要介護状態（保険会社認定）が90日を超えて
　　継続した場合に介護一時金を支払います。

個人
①要介護１、要支援２、要支援１は対象外。
②要介護状態（保険会社認定）が90日を超えない場合は対象外。

長期医療保険
　国内・海外を問わず、「急激かつ偶然な外来の
　事故」による傷害（ケガ）の
　『入院』『手術』を補償します。

個人 × 5,000円 ×

【対象外の例】
　無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または
　麻薬等により正常な運転ができないおそれがある
　状態での運転による事故。

あんしんplus
　保険期間中にケガで負傷し、就業不能となり、
　その状態が免責期間（4日）を超えて継続した
　場合に、保険金額（月額）により補償します。

個人
　就業不能（業務に全く従事できない状態）ではない場合は対象外。
　（就労不能は、「診断書」及び勤務先の「休業・所得証明書」が、
　　裏付資料となります。）

あんしんplus
　保険期間中にケガで負傷し、就業障害となり、
　その状態が免責期間（540日）を超えて継続した
　場合に、保険金額（月額）により補償します。

個人

【対象の要件】
　・免責期間中（540日間）：いかなる業務にも全く従事できないこと。
　・てん補期間開始後（541日目以降）：業務に全く従事できないか、
　　一部従事できず、かつ所得喪失率20％超であること。

【ケガ】補償・対象外一覧表（2023年度契約）

【対象外の例】
①急激性に欠ける
　　外反母趾、靴ズレ、低温火傷、慢性的な腰痛など、
　　「長期的・習慣的・継続的」な事由が原因のものは、
　　　慢性的で急激なものではないので対象外となります。
②偶然性に欠ける
　　故意は偶然性がないのでけんか、自殺は対象外となります。
③外来性に欠ける（原因が身体の中にある）
　　加齢による腰椎椎間板ヘルニアは対象外となります。
【支払限度日数】
　（Ｆ、ＤＦ、C、ＤＣ、Ｐ、Ｄ、ＤＰＣ型）
①入院　1,000日
②通院　　　９０日（事故発生日から1,000日以内）

　（キッズプラン（ＫＩＤ型））
①入院　１８０日
②通院　　９０日（事故発生日から1,000日以内）
　
　

ケガ

ケガ
（交通事故限定）

あんしんlife保険

　1.　下記一覧表は既にご加入いただいている客さま向けにポイントのみを簡潔に記載したものです（入通院日額等は加入口数が1口の場合）。新たに加入をご検討される場合はパンフレットをご覧ください。
　　　また保険金のご請求の場合、様々なケースがありますので、ご不明な点につきましては　お客様サービス課（0120-130-080）にご照会ください。
　2.　【同居の家族】（対象になる人）①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子。（29年度契約より「生計をともにしている」という条件が撤廃された）
　3.　入院は日帰り入院も対象となります。日帰り入院とは１日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合などのことをいい、「入院料」の支払いの有無で判断されます。

請求内容 保険種目

ケ
　
　
　
　
ガ

けがプラン

（ Ｆ型）
  （DＦ型）

　国内・海外を問わず、「急激かつ偶然な外来の
　事故」による傷害（ケガ）の
　『死亡』『後遺障害』
　『入院』『通院』『手術』を補償します。

　※DF型、DC型は
　　　死亡・後遺障害補償はありません

個人

【対象外の例】
①無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または
　麻薬等により正常な運転ができないおそれがある
　状態での運転による事故。
②競技、競争、興業（練習も含む）の間の事故。
③急激性かつ偶然性および外来性に欠ける事故。
　 ※傷害保険の対象外の例を参照してください。
【支払限度日数】
①入院　180日（事故発生日から180日以内）
②通院　　90日（事故発生日から180日以内）

　日本国内における自転車搭乗中のケガ、
　運行中の自転車との衝突、接触事故に
　よるケガを補償します。

手術の種類より

5・10・20万円

　保険金の内容
　[所得補償保険金額]×[就業不能期間の月数]
　（保険金額（月払）　　　　月5万、10万、15万）

　保険金の内容
　[支払基礎所得額（月払保険金額）]×[所得喪失率]×[約定給付率]
　　（月払保険金額　　　　月10万、15万、20万）

　　急激かつ偶然な外来の事故のみ対象となります。
　  ※傷害保険の対象外の例を参照してください。

【支払限度日数】
①入院　180日（事故発生日から180日以内）
②通院　　90日（事故発生日から180日以内）

　1.　介護一時金の支払（K1　100万円、K2　200万円、K3　300万円）
　2.　ケガによる入院・手術は対象外

Ｄｒ．ジャパン

所得補償保険

ＧＬＴＤ
(団体長期障害
所得補償保険）

ケガ
(自転車事故限定）

家
族
型

自転車総合プラン

（ＪＦ型）

安心セットプラン　（ＡＳ型）

ケガ
（就業不能）

ケガ

介護一時金プラン
　（Ｋ1型・K2型・K3型）

あんしんlife保険

あんしんlife保険

　国内・海外を問わず、「急激かつ偶然な外来の
　事故」による傷害（ケガ）の
　『入院』『通院』『手術』を補償します。

　国内・海外を問わず、交通事故(*)による傷害
　の『死亡』『後遺障害』『入院』『通院』
　『手術』を補償します。
　（Ａ２型は死亡・後遺障害のみ補償します。）

　(*)本契約の交通事故とは

　①交通乗用具との衝突・接触等の事故
　②交通乗用具に搭乗中の事故
　③駅の改札口を入ってから改札口を出る
　　までの間における事故
　④交通乗用具の火災

交通事故傷害保険　（Ａ2型）

家
族
型

夫
婦
型

個
人
型

交通事故傷害保険　（Ａ3型）

けがプラン
（Ｃ型）

　（DC型）

キッズプラン　（ＫＩＤ型）

交通事故傷害保険　（Ａ1型）



加入型 補償内容 通院 入院 外来の手術 入院中の手術 重大手術 死亡・後遺障害 対象外の内容例（お問い合わせが多いもの）

病気 病気プラン M型 3,000円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 ×

病気 キッズプラン KID型 3,000円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 ×

病気
（三大疾病）

三大疾病等特約 T型

　がん・急性心筋こうそく・脳卒中の「三大疾病」と
　先進医療などを受けたときに補償します。 × 5,000円

　　三大疾病入院保険金（三大疾病）・三大疾病診断保険金（がん）は
　　初年度保険期間の開始日から90日を経過した日の
　　翌日が責任開始日となります。（初年度の待機期間）
　

病気
（生活習慣病）

特定生活習慣病特約 TS型

　がん・糖尿病・心疾患・高血圧疾患・脳血管疾患

　による生活習慣病での入院・手術・継続して４日を
　超えた（5日以上）入院の退院後の通院を補償します。

3,000円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 ×

　悪性新生物（上皮内新生物を含む）、糖尿病、心疾患、
　高血圧疾患、脳血管疾患による入院・手術に限定されている
　それ以外の入院・手術は対象外となります。

病気
（女性疾病）

女性特定疾病特約 W型

　乳がん・子宮筋腫などの女性に多い病気での
　入院・手術・継続して４日を超えた（５日以上）
　入院の退院後の通院を補償します。

3,000円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 ×

　【主な女性特定疾病】
　悪性及び良性新生物、リウマチ、腎不全、尿路結石症等
　男性が罹る疾病も対象に含まれる場合がある。

病気
（死亡）

葬祭費用特約 B型

　病気で亡くなられ、親族の方が葬祭費用を
　負担した場合に補償します。

　ケガが原因で死亡した場合は対象外。

病気 先進医療特約 GAS型

　ケガ又は病気により、日本国内で先進医療等を
　受けた際の先進医療の技術料や臓器移植費用を
　支払ます。

　【対象となる先進医療の種類】
　厚生労働省ホームページをご覧ください。
　http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html

病気
介護一時金プラン

K1型
K2型
K3型

・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
・要介護状態（保険会社認定）が90日を超えて
　　継続した場合に介護一時金を支払います。
　K1型　100万円、K2型　200万円、K3型　300万円

× 500円 2.5千円 1万円 2万円 ×
　①要介護1、要支援2、1は対象外。
　②要介護状態が90日を超えない場合は対象外。

病気 長期医療保険 Ｄｒ．ジャパン
　国内・海外を問わず、病気による
　『入院』『手術』を補償します。

× 5,000円 ×

　【対象外の例】
　①人間ドック等の検査入院
　②美容整形手術
　③アルコール依存、薬物依存等の精神障害
　　※手術保険金の対象となる手術は保険会社の規定によります。

病気（就業不能） あんしんplus 所得補償保険
　病気により就業不能となり、その状態が
　免責期間（4日）を超えて継続した場合に、
　保険金額（月額）により補償します。

　・就業不能（業務に全く従事できない状態）ではない場合は対象外。
　　（就労不能は、「診断書」及び勤務先の「休業・所得証明書」が、
　　　裏付資料となります。）
　・アルコール依存、薬物依存、統合失調症、気分障害等は対象外。

病気（就業不能） あんしんplus
ＧＬＴＤ

（団体長期障害
所得補償保険）

　病気により就業障害となり、その状態が
　免責期間（540日）を超えて継続した場合に、
　保険金額（月額）により補償します。

　【対象の要件】（精神障害補償特約（最長２年間補償）有り）
　・免責期間中（540日間）：いかなる業務にも全く従事できないこと。
　・てん補期間開始後（541日目以降）：業務に全く従事できないか、
　　一部従事できず、かつ所得喪失率20％超であること。
　・統合失調症、気分障害は対象。アルコール、薬物依存は対象外。

GA5型

3,500円 5,000円 2.5万円 10万円 20万円 ×

GA10型
GA20型
GA30型

5,000円 1万円 5万円 20万円 40万円 ×

　・良性のポリープは対象外。
　・上皮内新生物は対象。
　・保険期間の開始日から90日を経過した日の翌日が
　　責任開始日となります。（初年度の待機期間）
　・がんの外来治療は、入院をしない通院も支払対象となる。
　・放射線治療は手術保険金の対象となる

　
　先進医療の技術料、臓器移植費用の実費（支払限度額500万円）

手術の種類より

5・10・20万円

　保険金の内容
　[所得補償保険金額]×[就業不能期間の月数]
　（保険金額（月払）　　　　月5万、10万、15万）

　保険金の内容
　[支払基礎所得額（月払保険金額）]×[所得喪失率]×[約定給付率]
　　（月払保険金額　　　　月10万、15万、20万）

が
ん

がん　のみ対象 あんしんlife保険 がんプラン

　責任開始日以降に「がん」と
　診断確定された（がん診断保険金の支払）
　入院、手術、通院保険金を支払います。
　【がん診断保険金】
　　　　50万円
　　　100万円
　　　200万円
　　　300万円

【病気・がん】補償・対象外一覧表（2023年度契約）

　1.　下記一覧表は既にご加入いただいているお客さま向けにポイントのみを簡潔に記載したものです（入通院日額等は加入口数が1口の場合）。新たに加入をご検討される場合はパンフレットをご覧ください。
　　　また保険金のご請求の場合、様々なケースがありますので、ご不明な点がございましたら　お客様サービス課（0120-130-080）にご照会ください。
　2.　入院は日帰り入院も対象となります。日帰り入院とは１日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合などのことをいい、「入院料」の支払いの有無で判断されます。

請求内容 保険種目

病
 

 

気

あんしんlife保険

　国内・海外を問わず、病気による
　『入院』『退院後通院』『手術』を補償します。

　「退院後通院」は継続して４日を超えた
　（５日以上）入院の退院後の通院が
　補償対象となります。

　【対象外の例】
　①人間ドック等の検査入院　②美容整形手術　③抜歯手術
　④アルコール依存、薬物依存等の精神障害⑤レーシック手術
　
　【支払限度日数】
　①入院　180日、②通院　90日

　　　診断保険金50万
　　　先進医療等費用保険金500万限度

　
　疾病葬祭費用保険金は支出した実費の支払
　　（100万円限度）



【賠償責任・携行品・ゴルフ・弁護士費用】補償・対象外一覧表（2023年度契約）

海外事故 示談交渉 補償内容 保険金額 対象になる人 対象外の内容例（お問い合わせが多いもの）

賠償責任 あんしんlife保険
個人賠償責任保険
　　Ｚ型

対象 なし 同居の家族

賠償責任
あんしんlife保険

自転車総合プラン
（家族型 ＪＦ型)

対象 あり 同居の家族

賠償責任
あんしんlife保険

自転車総合プラン
（個人型 ＪＰ型）

対象 あり 同居の家族

携
行
品

携行品損害 あんしんlife保険

携行品損害保険
（トラブルサポート特約）
　　ＬＳ型・Ｓ型・ＡＳ型

対象

偶然な事故により携行品(*)に破損・盗難等の
損害が生じた場合に被害物の実費を補償
します。
＊携行品とは、被保険者の自宅外において
　携行している被保険者所有の身の回り品
　をいいます。

３０万円限度

（自己負担額）
３，０００円

（2020年度
以降の契約）
ＬＳ型　　　　個人
Ｓ型　同居の家族
ＡＳ型同居の家族
（2019年度契約）
ＬＳ型・Ｓ型・ＡＳ型
主契約の
傷害保険の
被保険者と同一
同居の家族・
夫婦・個人

【対象外の例】
・自宅内での携行品の破損。
【保険の対象にならない主な例】
■漁具（釣りざお、釣り道具）
■携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット。
■コンタクトレンズ、眼鏡。
■自転車、自動車、原付。
■手形、クレジットカード。
※その他保険の対象にならないものがありますので、
　　お客様サービス課にお問い合わせください。

賠償責任 あんしんlife保険
ゴルファープラン
（Ｇ30型、Ｇ50型）

対象 なし
ゴルフプレー中に他人にケガを負わせた場合
などの法律上の損害賠償金等を補償します。 １億円限度 個人

【対象外の例】
・被保険者が所有、使用、管理する財物の損害。
・被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。

ゴルフ用品 あんしんlife保険
ゴルファープラン
（Ｇ30型、Ｇ50型）

対象

ゴルフ場敷地内において、ゴルフクラブの破損・曲
損やゴルフ用品の盗難に対して時価を
基準に算出した損害額を補償します。

（Ｇ30型）
２０万限度
（Ｇ50型）
３０万限度

個人

【対象外の例】
・ゴルフ用品の破損。（ゴルフクラブ以外）
・ゴルフボールのみの盗難。
・置き忘れまたは紛失。

ホールインワン あんしんlife保険
ホールインワン特約
（ＨＣ型）

対象外 ４５万円限度 夫婦

ホールインワン あんしんlife保険

ホールインワン特約
（ＨＰ型）
ゴルファープラン
（Ｇ30型、Ｇ50型）

対象外

（ＨＰ型）
４５万円限度

（Ｇ30型）
３０万限度
（Ｇ50型）
５０万限度

個人

　下記項目の弁護士費用をサポートします。
①被害事故
②人格権侵害
③借地・借家

個人・
個人の子供

④遺産分割調停
⑤離婚調停
※④⑤については、被保険者ご本人に係る
　　調停等に要した費用のみが対象
　　（法律相談費用は対象外）

個人

ゴ
ル
フ

ゴルフ場において競技(*)中にホールインワン
またはアルバトロスを行った場合に、
慣習としてかかる費用（贈答用記念品、
祝賀会費用、記念植樹費用、キャディへの
祝儀等）を補償します。

＊本契約の競技とは、
他の競技者１名以上と同伴し、基準打数（パー）
３５以上の９ホール（ハーフ）、または基準打数３５
以上の９ホール（ハーフ）を含む１８ホールを正規に
ラウンドすることをいいます。

【対象外の例】
・キャディを使用しないセルフプレー中に達成した
　ホールイン　ワンまたはアルバトロスについては、
　原則として対象外となります。
※ゴルフ場の使用人、同伴競技者以外の第三者が目撃し、
　目撃した証明書があれば請求可能。
・９ホール以上を有しないゴルフ場は対象外。

弁
護
士
費
用

法律相談・
弁護士委任費用 あんしんlife保険 トラブルサポート特約

　　ＬＳ型・Ｌ型

日
本
の
国
内
法
に

基
づ
き
解
決
す
る

ト
ラ
ブ
ル
に
限
定

【対象の子供】個人が親権を有する未成年かつ未婚の子。
【対象外の例】
・自動車（原付）による被害事故に関するトラブル。
・職務遂行におけるトラブル。
・借金の利息の過払金請求に関するトラブル。
・医療ミスによる被害事故に関するトラブル。

保険期間1年間につき
（法律相談）
１０万円限度

自己負担額1,000円

（弁護士委任費用）
３００万円

弁護士費用の10％
は自己負担

①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故
②日常生活における偶然な事故
③日本国内で受託した財物の損壊、盗難事故
により他人にケガを負わせたり、他人の財物を
壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償
責任を負った場合に損害賠償責任額の実費を
補償します。

※自転車総合プランの傷害総合保険
　（けがの請求）は自転車事故に限定
　されるが、自転車総合プランの
　賠償責任は自転車事故だけでなく、
　個人賠償責任保険と同一の内容である。
　

【対象外の例】
・仕事中の事故。

賠償責任 あんしんlife保険

　1.　下記一覧表は既にご加入いただいているお客さま向けにポイントのみを簡潔に記載したものです。新たに加入をご検討される場合はパンフレットをご覧ください。
　　　また保険金のご請求の場合、様々なケースがありますので、ご不明な点がございましたら　お客様サービス課（0120-130-080）にご照会ください。
　2.　2021年度契約より受託品に関する賠償が個人賠償の補償内容となりました。補償対象外の受託品が規定されていますので。お客様サービス課にご照会ください。
　3.　【同居の家族】　　（対象になる人）①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子。（29年度契約より「生計をともにしている」という条件が撤廃された）

請求内容 保険種目

【対象外の例】
・仕事中、業務中の事故。
・けんかにより相手にケガをさせた。
・台風で自宅のかわらが飛んで、隣家のガラスを破損。
　（自然災害によるもので、賠償責任を負わない）
・自動車事故。
【受託物　補償対象外の例】
・通貨、貴金属、美術品、自転車、自動車、動物、植物。
・携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット。
・眼鏡、コンタクトレンズ、サングラス、補聴器、漁具。

個人賠償責任保険
（トラブルサポート特約）
ＬＳ型・Ｓ型・ＳＳ型・ＡＳ型

対象 あり 同居の家族

賠
償
責
任

１億円限度

３億円限度


