
◆掛金(保険料)と補償額(保険金額)

全6タイプ
お一人、1年間、
1タイプのみの

お申し込みでお願いします。

入院保険金日額
注2

ケガによる

通院保険金日額

1,750円 4,750円

3,100円

ケガによる死亡保険金額
(死亡。後遺障害保険金額の金額)

後遺障害保険金醸
〈注¬

入鷹凛援基魯額※注2

ケガによる
通院保険金日額

※注1 後遺障害保険金は、クラブ活動中のケガに起因する場合のみが対象となります。(後遺障害の程度に応じて、クラブ活動中の死亡・後遺障害保険金額の3%～ 100%が支払われます。)

※注2手術保険金のお支払い額は、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍となります。

※注3往復途上とは、自宅(マンション、アパートなどの集合住宅は専用部、戸建ては敷地を含む)を出てから、活動場所までの通常経路を指します。

※「クラブ活動中以外」の補償の掛金は、職種級別A(無職、事務職等)の方を対象にしたものです。職種級別B(農林業作業者等)の方|よ、補償額が変更になりますので、詳細につき

ましては、取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。

〈〉鸞 曇鼻屋軋桑クラブ運含会1保険係|
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仰 扱代理店〉有 限 会 社 シ ニ ア サ ー ビス 社   (3受 幹事保険会社に意見・●目談先》

電話番号 03-3597-8768                 (担当課)

東京海上日動火災保険株式会社   ■1■ i■です|

医療・福祉法人部 法人第二課 03-3515‐4144

◆このパンフレットは老人クラブ傷害保険(クラブ活動中補償タイプ:老人クラブ団体傷害保険特約付帯普通傷害保険、24時間補償タイプ:普通傷害保険)の内容に

ついてこ紹介したものです。こ加入にあたつては、必ず「重要事項説明」等もよくお読みください。こ不明な点等がある場合には、全老連保険係または取扱代理店、引

受保険会社までお問い合わせください。

◆取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行つております。したがいまして、代理店と有効に成立したこ

契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。
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靡 補償の対象となる老人クラブ活動傷ブ活動)と Iま

老人クラブ組織 (以下所属クラブ)の指揮・監督および指導下で、その所属クラブ内において、所定の手続き(様式形

態不間)を経て決定された活動 (主催。共催団体のタロ何を問わず)を指します。

また、事故発生時には、所属クラブの会長もしくは保険担当者の「活動証明印」により、証明されることが必要です。

24時間補償タイプ(3,500円 、4,000円 、5,000円タイプ)にこカロ入の方は、上記のクラブ活動にあてはまらない

場合でも、次に述べる「ケガ」であれば、24時間補償の対象となります。

靡 補償の対象とrJるケガ
補償の対象はケガ(※ )です。ケガとは、「急激かつ偶然な外来の事故」によるものです。クラブ活動申は飲食等により急

性の細菌性食中毒やウイルス性食中毒にかかつた場合も対象となります。

ケガの停1炒 骨折、捻挫、打撲、裂傷、やけどなどの外傷

事故の炉1餅 交通事故、転倒・転落事故、犬に咬まれる、殺虫剤による急性中毒  など

1.急激>突発的な事故

事故 (原因)から結果にいたる過程で、結果の発生を避けることができないほど急迫であること

2.偶然>予測できない出来事

0事故(原因)の発生が偶然  0結果の発生が偶然  0原因、結果とも偶然

3.外来>傷害の原因が、保険カロ入者の体の外からの作用による

靡 保険金をお支払いしない主な場合
● 病気または病気を原因とする症状の治療

※急激かつ偶然な外来の事故によらない病気は補償の対象となりません。

② むちうち症、腰痛などで自覚症状しかないもの(医学的他覚所見のないもの)

※医学的に明確な半」定ができない症状については、むちうち症・腰痛等に限らず補償の対象となりません。

0急激性、偶然性、外来性を欠ぐ慢性疾患、骨粗しょう症、日射病、靴擦れ、日焼け、職業病、テニス肩など

0保険会社が日常生活に支障がないと判断した時点以降の治療

0保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ

0けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ

0無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ

0:当疾患、疾病、心神喪失によるケガ

0外科的手術などの医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます)によるケガ

⑩ 地震もしくは噴大またはこれらによる津波によるケガ

● 戦争、内乱、暴動などによるケガ(テロ行為によるケガは除きます※
)

※「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガは除きます。なお、「条件付戦争危険等免
責に関する一音Б修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。

● 核燃料物質の有害な特性などによるケガ

● ビッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブスレー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ノヽンググ
ライダー搭乗などの危険な運動中のケガ

0自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行つている間のケガ     など

● クラブ活動中補償に力日入の場合は、以下の場合においても保険金が支払われません。

①日本国外のケガを原因とする治療、死亡

②自宅から活動場所の往復が通常の経路を使用していない場合のケガの治療、死亡

③老人クラブ組織の管理下にない活動中のケガを原因とする治療、死亡

④老人クラブ組織の会則(名称の如何問わず)に基づく手続きなどを経ずに行われる活動中(その往復途上)のケガを原因とする治療、

死亡

⑤自宅(マンション、アパートなどの集合住宅は専用部、戸建ては敷地を含む)内でのケガの治療・死亡

ただし、老人クラブ管理下で、自宅を活動場所として供している場合は、支払対象とする場合があります。   など

②



鰤 補償項目(保険金の種類と算出概要)
被保険者 (保険の対象となる方)またはそのこ家族が、すでに他の保険で同種の保険商品をこ契約されている場合に

は、補償が重複し、保険料がムダになる場合があります。こカロ入にあたつては補償内容を十分こ確認ください。

こtll入前に

内容を十分、

こ確認ください。

機 隧 爾 峰1灘

鰈

粽

国内でクラブ活動中の急激かつ偶然な外来の事故(*)に よ

リケガをされ、事故の日からその日を含めて180日 以内に

死亡された場合 (事故により直ちに死亡された場合を含み

ます。)

死亡。後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

(注)すでに支払つた後遣障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害

保険金額からすでに支払つた金額を控除した残額をお支払いします。

<クラブ活動中のみ対象>
国内でクラブ活動中の急激かつ偶然な外来の事故によリケ

ガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体

に後遺障害が生じた場合

<クラブ

'舌

動中のみ対象>
後遺障害の程度に応じて、クラブ活動中の死亡。後遺障害保

険金額の30/0～ 100%をお支払いします。

(注 )保険期間(保険のこ契約期間)を通じ合算して、クラブ活動中の

死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

国内でクラブ活動中の急激かつ偶然な外来の事故 (*)に よ

リケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活

ができなくなり、かつ、事故の日からその日を含めて30日以

内に入院された場合

入院の実日数に対して、1日 につき入院保険金日額をお支払

いします。ただし、事故の日からその日を含めて30日以内の

入院に限ります。また、入院保険金が支払われる期間中、さ

らに別の急激かつ偶然な外来の事故によリケガをされても

入院保険金は重複してはお支払いできません。

国内でクラブ活動中の急激かつ偶然な外来の事故(*)に よ

リケガをされ、上記入院保険金が支払われる場合において、

その治療のため、事故の日からその日を含めて30日以内に

病院または診療所において所定の手術を受けられた場合

「所定の手術」の詳細については、東京海上日動火災保険(株 )

のホームページ(httpブ/vⅧ測瀧okioma‖ ne‐ nichido.cojp/

service/sick/operaJon.html)を こ確認ください。

手術の種類に応じて入院保険金日額の 10倍、20倍または

40倍をお支払いします。ただし、1事故につき事故の日から

その日を含めて30日以内の手術 1回に限ります。

国内でクラブ活動中の急激かつ偶然な外来の事故(*)に よ

リケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活

に支障が生じ、かつ、事故の日からその日を含めて180日以

内に通院 (往診を含みます。)による医師の治療を受けられ

た場合

通院の実日数に対して、1日 につき通院保険金日額をお支払

いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日 以内

の通院に限り30日を限度とします。また、平常の業務に従事

することまたは平常の生活に支障がない程度になおつた時
|｀ 朧 ∩通R車 1「 寺計171■ 程恰全l■ 飛すJ、 lヽ不キ害廿ム,_

(注)入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険

金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によ

リケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。

●上記傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません(クラブ活動中

の飲食等によるものを除く)。

鰤 保険の開始日と保険期間

■ m櫻痺難畿爾難灘爾難繭購
子ゴfrr  翌月1日

※保険開始日は、各々の老人クラブの掛金払込日(ゆうちよ銀行。垂5便局の受付日)の翌月 1日からで、保険担当者に掛金を

渡した日ではありませんのでこ注意ください。

保険期間は、掛金払込日の翌月 1日 午前0時から翌年の同月 1日 (満期日)午後4時までです。

前年のカロ入分が満期日の午後4時まで有効のため、当年の保険期間は、掛金払込日の翌月 1日午後4時から翌年の同月

1日 (満期日)午後4時までとなります。

(注  意 〕 塚黎罰 惹墜薦萌理製l属碁発翼取層

故発生時間により決定し、満期日の事故においては前年カロ入分と更新カロ入分

平成23年 1月 20日 に掛金を払い込んだ場合

1月 20日 麟」菖繭亀

掛金払込日

0



鰤 満期更新の手続き
満期日の約 lヶ月前にお知らせします。
本保険は1年経つと満期になります。その約 lヶ月前に「満期更新書類」をそれぞれのクラブ(保険担当者あて)へお送りしますので、続けてこ加
入ください。担当者あてにお届けする「更新書類」の宛名横に、更新月の案内が表示されていますので、それを参考にお手続きください。

平成23年 12月 1日満期になる加入者の方は

11/1

薇 趾濶写写鬱り・・‐ほぼ1期間簗錮簿罐
●保険担当者に更新手続きの

とりまとめをお願いしています。

鰤 事故発生時の手続き

10/20頃 1/30

11月 30日までに掛金を払い込みますと翌月12月 1日からあらたに更新契約がスタート
します。(払込み締切日が上、日、祝祭日の場合は、必ずその前日までに払込みを済ませて
ください。12月 1日を含めてそれ以降の払込みは翌月1月 1日扱いになつてしまいます。)

病気は、この保険の対象になりません。 ご
本
人「ケガ」をしたら…医療機関で診察を受けてください。

f馴叢出キPみ、

〈約3週間後〉専用の【保険金請求書判が:ケガを141方 |でに:|'議簿毎上自動から唐きます:

ケガが治つてから

【保険金請求書】を保険会社あてに郵送してください。

クラブの保険担当者へ連絡をして、

治療中であつても、事故の日から

30日以内に事故報告八ガキのみ

郵送してください。

診断書は、受け取る金額が 10万円以下で入院・通院 (手術保険金

は除く)の場合は原貝」、不要です。ただし、10万円以下であつても

診察券、薬袋、レシートのコピーが必要となることがありますので、

大切に保管してください。

保険金は、【保険金請求書lに

こ記入いただいた指定金融機関
の口座に振り込まれます。

※なお、個人情報保護法によりこ本人以外からのお問い合わせには、お応えできない場合がありますのでこ了承ください。
※複数回こ請求がある方につきましては、事故原因等を調査させていただく場合がありますのでこ了承ください。
※事故報告八ガキ保険金請求書に記載の内容が事実と異なる場合には保険金をお支払いできない場合がありますのでこ注意ください。

鰤 その他

、「加入手続きの流れ」に沿って、手続

口 保険担当者が交代したら

記入事項の誤りに気づいたら
加入者71簿 を返送後、記入事項の誤りに気づいた時は、官製ハガキなどに下記項目を記入し、全老連保険係までご連絡ください。

(1)新旧保険担当者住所。氏名・電話番号  (2)クラブ番号 (またはクラブ名) (3)掛金(保険料)の払い込み年月日

(4)名簿返信封筒投函日 (5)訂正前の箇所・内容と訂正したい内容  なお、全老連保険係では訂正完了の連絡はいたしません。

■ 撻l金払込後の取り消し返金について
老人クラブ団体傷害保険特約により、クラブ活動中補償 (掛金500円・1,000円・2,000円 タイプ)の掛金払い込み後のご返金は原則お断りしています。
また、24時 間補償タイプ(掛金3,500円・4,000円。5,000円タイプ)のご返金につきまして保険開始後の経過月数とご返金時の送金手数料により、一部または全額
ともお返しできないことがございますので、重ねてご理解ください。

なお、返金につきましては以上のとおりですが、返金に代わる方法として、加入者の入れ替え(氏名変更)は随時受け付けております。返金よりも簡便ですので、よろしく
ご検討ください。

加入手続き完了後、保険担当者が交代した場合、加入者カード送付時に同封の「保険担当者交代届け出ハガキJを全老連保険係へご送付ください。なお、全老
連保険係では交代届受領の旨の連絡はいたしません。

:::::1::::1111111

日 カロ入者の氏名訂正について
必ずクラブ担当者を通じ、全老連保険係あて書面(様式不問)にて、お届けいただくようお願いします。全老連保険係から受領の旨のご連絡はいたしませんので、
ご理解ください。加入者の入れ替え(例:Aさんを→Bさんへ)について、人れ替え後の方 (例 :Bさん)の事故が、本会での訂正受付以前である場合は、補償の対象と

ならないので、ご注意ください。

■ 申込み、変更などのお問い合わせについて    罐鶴鶉饂櫻辣隧颯鶴難灘:

加入者名簿の追加、中請用紙、勧誘チラシなどの印刷物の請求および保険加入に関するお問い合わせは都道府県・指定都市老連、市町村老連、各クラブに
ご連絡ください。また、全老連保険係へご一報いただければ迅速に対応します。

〓一一一一^一一
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